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平成２９年度財政援助団体等監査結果報告における

監査委員指摘、指導及び意見・要望に対する措置状況等報告書

監査結果報告における指摘、指導及び意見・要望 左の指摘、指導及び意見・要望に対する措置状況等 

第２ １．医療法人財団豊島健康診査セン

ターについて（所管課：地域保健課） 

【２】指導事項 

（１）貸借対照表に計上された金額等について

平成29年 3月 31日現在の貸借対照表におい

て、次の①から④のとおり金額の誤りや計上漏

れがあった。これは、計算や確認作業が職員

1 人によって行われていたことが主な原因と考

えられる。 

医療法人財団豊島健康診査センター（以下、

「健康診査センター」という。）におかれては、

今後、金額の誤り等が生じないよう複数の者で

確認するなど、適切に事務処理をされたい。ま

た、職員の会計処理に関する専門的な知識の修

得及び会計処理の点検、確認についての対策を

講じられたい。 

① 機器購入引当金：機器購入引当金 5,185,700

円が固定負債として計上されていたが、機器購

入引当金は会計処理上、負債として計上しては

ならないものであり、また、会計基準に照らし

てもこのような積立金は固定負債として認め

られていない。機器購入引当金 5,185,700 円を

全額取り崩し、「収入」として計上すべきであ

る。 

② 賞与引当金：賞与引当金の金額6,348,128円

に誤りがあった。賞与の支給対象期間を正しく

とらえて試算すると、賞与引当金の金額は

16,757,698 円となる。 

③ 退職給与引当金：退職給与引当金の金額

56,243,856 円に誤りがあった。これは、職員各

人が3月末時点で退職とした場合の退職金及び

退職共済掛金の計算に誤りがあったことによ

るものである。また、算出された金額の 95％を

もって退職給与引当金の額とされていた。 

正しい計算方法で試算すると、退職給与引当

金の額は 52,604,276 円となる。また、算出さ

れた額の 100％が退職給与引当金として計上さ

れるべき額となる。 

第２ １．医療法人財団豊島健康診査セン

ターについて 

【２】指導事項 

（１）貸借対照表に計上された金額等について

 平成 30 年 3 月組織改正により会計事務を所

掌する事務局人員を増員し、複数職員による確

認作業が可能な体制に改めるとともに、事務処

理手順を見直した。 

また、今後、外部機関による会計研修への職

員参加や、会計事務処理手順マニュアルの作成

を検討する。 

（健康診査センター）
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④ 未収入金：社会保険診療報酬支払基金から

支払われる特定健診・特定保健指導の診療報酬

の平成 29 年 2 月分 679,256 円と同年 3 月分

397,632 円、合計 1,076,888 円が、貸借対照表

上の未収入金に計上されていなかった。 

通常、社会保険等の診療報酬は、請求してか

ら 2 か月後に入金されるものであり、平成 29

年 3 月 31 日現在、上記の 1,076,888 円は入金

されていないため、未収入金として計上される

べきものであった。請求額と入金額に差額があ

る場合には確認を徹底する必要がある。 

（健康診査センター）

所管課等: 健康診査センター 
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平成２９年度財政援助団体等監査結果報告における

監査委員指摘、指導及び意見・要望に対する措置状況等報告書

監査結果報告における指摘、指導及び意見・要望 左の指摘、指導及び意見・要望に対する措置状況等 

第２ １．医療法人財団豊島健康診査セン

ターについて（所管課：地域保健課） 

【２】指導事項 

（２）物品の管理について 

① 物品管理台帳の整理について 

「医療法人財団豊島健康診査センター会計

処理規程」（以下、「会計処理規程」という。）に

おいては、第 31 条で「固定資産は、台帳を備

え、その保全状況及び移動について記録し、移

動、き損、滅失のあった場合は、出納役に報告

しなければならない。」と規定され、第 33 条で

は「物品の管理のための台帳を備え、その管理

は第 31 条を準用する。」と規定されている。 

しかしながら、「物品管理台帳」に記載されて

いた項目・内容は、備品の保全状況や移動につ

いての内容を把握するに足りるものではなか

った。その一例としては、備品の取得年月日が

記載されておらず、いつの時点で物品管理台帳

に登録されたのかが不明な状況にあった。 

健康診査センターにおかれては、備品の保全

状況や移動について把握できるような内容に

するべく、物品管理台帳の整理をされたい。 

（健康診査センター）

第２ １．医療法人財団豊島健康診査セン

ターについて 

【２】指導事項 

（２）物品の管理について 

① 物品管理台帳の整理について 

平成 30 年 5 月理事会において、備品の適正

な管理を目的として、新たな「備品管理台帳」

を備えることとする会計処理規程の改正を行

い、今後、平成 30 年度内に新たな備品管理台

帳の様式を整備する予定。 

（健康診査センター）

所管課等: 健康診査センター 
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平成２９年度財政援助団体等監査結果報告における
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第２ １．医療法人財団豊島健康診査セン

ターについて（所管課：地域保健課） 

【２】指導事項 

（２）物品の管理について 

② 「物品現在高調書兼物品引渡書」による報告

について 

区の「無償貸付における物品取扱要領」の第

11 条では、借受者は、毎年 3月末現在における

「物品現在高調書兼物品引渡書」を作成し、豊

島区長（以下「区長」という。）へ報告しなれば

ならないことが規定されている。 

しかしながら、平成 29年 3 月 31 日付で区長

あてに報告すべき「物品現在高調書兼物品引渡

書」が作成されていなかった。 

健康診査センターにおかれては、平成 29 年

3 月 31 日付で「物品現在高調書兼物品引渡書」

を作成し、区長あて報告されたい。 

地域保健課におかれては、「物品現在高調書

兼物品引渡書」について、毎年 3月末現在で健

康診査センターからの報告がない場合は、健康

診査センターに対して報告を促すなど、区とし

ての管理を徹底されたい。 

（地域保健課、健康診査センター）

第２ １．医療法人財団豊島健康診査セン

ターについて 

【２】指導事項 

（２）物品の管理について 

② 「物品現在高調書兼物品引渡書」による報告

について 

 本指導事項については、地域保健課との協議

の結果、当センターの無償貸付物品について

は、「無償貸付における物品取扱要領」を適用せ

ず、別途区と締結している「物品貸付契約書」

第6条に基づく貸付物件目録の提出により対応

することとした。 

 なお、平成 29年 3月 31 日付の貸付物件目録

は、区長あて提出済み。 

（地域保健課、健康診査センター）

所管課等: 地域保健課、健康診査センター 
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監査結果報告における指摘、指導及び意見・要望 左の指摘、指導及び意見・要望に対する措置状況等 

第２ １．医療法人財団豊島健康診査セン

ターについて（所管課：地域保健課） 

【２】指導事項 

（２）物品の管理について 

③ 豊島区貸付物品目録の整備について 

区が健康診査センターに貸し付けている備

品の件数について、区の財務会計システムでは

286 件の登録がされている一方で、健康診査セ

ンターにおける豊島区貸付物品目録では511件

の登録がされていた。 

このように登録件数に差が生じた原因は、平

成 27 年 4 月 1 日付で備品基準価格が 2 万円か

ら 5万円に改定された際、区の財務会計システ

ム上の登録内容は変更されたが、健康診査セン

ターにおける豊島区貸付物品目録の内容につ

いて変更が行われなかったことによるもので

ある。 

健康診査センターにおかれては、豊島区貸付

物品目録を実態に沿う内容に整理し、備品の管

理を適切に行われたい。 

地域保健課におかれては、区の財務会計シス

テム上の登録内容と豊島区貸付物品目録の内

容について定期的に照合するなどして、区が貸

し付けた備品が健康診査センターにおいて適

切に管理されているか確認し、区としての管理

を徹底されたい。 

（地域保健課、健康診査センター）

第２ １．医療法人財団豊島健康診査セン

ターについて 

【２】指導事項 

（２）物品の管理について 

③ 豊島区貸付物品目録の整備について 

 平成 30 年度内に、地域保健課と協議の上、

区の財務会計システムと照合し、豊島区貸付物

品目録の整備を行なう予定。 

今後は豊島区貸付物品目録を備品とそれ以

外に分けて記載し、区の財務会計システムとの

照合を容易にするとともに、地域保健課は定期

的に物品の照合を行い、貸付けた物品が適切に

管理されているか確認する。 

（地域保健課、健康診査センター）

所管課等: 地域保健課、健康診査センター 
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第２ １．医療法人財団豊島健康診査セン

ターについて（所管課：地域保健課） 

【２】指導事項 

（２）物品の管理について 

④ 会計処理規程の不備について 

「固定資産の範囲」を規定した会計処理規程

第 29 条第 2 項においては、前段で「有形固定

資産及び無形固定資産は、耐用年数が 1年以上

で、かつ、取得価格が 30 万円以上の使用目的

の資産をいう。」として、「取得価格 30 万円以

上」を「有形固定資産及び無形固定資産」（以下、

「固定資産」という。）の範囲に規定している

が、後段では「10 万円以上 20 万円未満の有形

固定資産及び無形固定資産については、一括償

却資産とする。」としている。 

これは、一方で固定資産の範囲を取得価格 30

万円以上と定義しているにもかかわらず、他方

で取得価格 30 万円未満についても固定資産と

して取り扱うことになり、整合性に欠ける内容

となっている。 

また、会計処理規程第 32条では、「物品とは、

消耗品及び取得価格 20 万円未満の什器備品を

いう。」と規定し「物品」を定義している。 

このような状況を整理すると、次表のとおり

となり、「取得価格が 20 万円以上 30 万円未満

の固定資産」については、会計処理規程で何ら

規定されていないことが判明した。このため、

取得価格が20万円以上30万円未満の取扱い状

況を健康診査センターに聴いたところ、実務

上、「消耗品」として処理しているとの回答を得

た。 

しかしながら、取得価格が 20 万円以上 30 万

円未満のものについても固定資産としての何

らかの取扱いを明確に定めておくべきである。

健康診査センターにおかれては、会計処理規

程の各条項を精査し、適正な内容となるよう改

定されたい。 

（表省略） 

（健康診査センター）

第２ １．医療法人財団豊島健康診査セン

ターについて 

【２】指導事項 

（２）物品の管理について 

④ 会計処理規程の不備について 

 平成 30 年 5 月理事会において、固定資産の

範囲を「取得価格 20 万円以上」とし、また、

「20 万円以上 30 万円未満のもの」については、

租税特別措置法の特例による少額減価償却資

産の取扱いとする内容の会計処理規程の改正

を行なった。 

（健康診査センター）

所管課等: 健康診査センター 
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監査結果報告における指摘、指導及び意見・要望 左の指摘、指導及び意見・要望に対する措置状況等 

第２ １．医療法人財団豊島健康診査セン

ターについて（所管課：地域保健課） 

【２】指導事項 

（３）平成 26 年度の監査結果に対するその後

の対応状況について 

① 会計伝票の確認処理について 

会計処理規程第 9 条第 4 項では「会計伝票

は、取引 1件ごとに作成し、伝票には関係責任

者の承認を受けるものとする。」と規定されて

いるが、収入伝票、仕訳帳等の内容の確認にあ

たっては、伝票起票者一人の確認印のみが押さ

れ、関係責任者の承認（押印）がなされていな

かった。 

この件については、平成 26 年度の監査におい

て次のとおり指導し、措置状況の報告を得てい

るものである。 

（表省略） 

健康診査センターにおかれては、今後、伝票

起票者一人による確認、押印ではなく、関係責

任者も確認のうえ、承認印を押印され、適切に

事務処理をされたい。 

（健康診査センター）

第２ １．医療法人財団豊島健康診査セン

ターについて 

【２】指導事項 

（３）平成 26 年度の監査結果に対するその後

の対応状況について 

① 会計伝票の確認処理について 

会計処理規程に基づき適正に処理するよう

職員に周知徹底するとともに、事務処理手順を

見直した。 

（健康診査センター）

所管課等: 健康診査センター 
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第２ １．医療法人財団豊島健康診査セン

ターについて（所管課：地域保健課） 

【２】指導事項 

（３）平成 26 年度の監査結果に対するその後

の対応状況について 

② 事業報告書等の提出及び収受について 

健康診査センターにおける事業報告書等の

取扱いについては平成 26 年度の監査において

次のとおり注意したところである。 

（表省略） 

しかしながら、今回の監査時においても改善

されておらず、平成 28 年度の決算報告書及び

事業報告書を区に提出する際に、正式な通知文

は添付されず、地域保健課における文書収受も

行われていなかった。 

健康診査センターにおかれては、今後、区長

あての正式な通知文を添付のうえ決算報告書

及び事業報告書を地域保健課へ提出されたい。

地域保健課は、健康診査センターの所管課と

して出資団体の決算報告書及び事業報告書を

正式に収受し、適切な事務処理をされたい。 

（地域保健課、健康診査センター）

第２ １．医療法人財団豊島健康診査セン

ターについて 

【２】指導事項 

（３）平成 26 年度の監査結果に対するその後

の対応状況について 

② 事業報告書等の提出及び収受について 

 平成 29 年度事業報告書及び決算報告書につ

いては、本指導内容の趣旨に従い、5 月理事会

及び評議員会の議決後、地域保健課に提出し

た。 

（地域保健課、健康診査センター）

所管課等: 地域保健課、健康診査センター 
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第２ １．医療法人財団豊島健康診査セン

ターについて（所管課：地域保健課） 

【２】指導事項 

（３）平成 26 年度の監査結果に対するその後

の対応状況について 

③ 適正な手続きに基づいた経費の支出につい

て 

平成 26 年度の監査で、契約金額が 50 万円未

満の場合の契約について確認したところ、請書

によらず口頭で契約している事例があったた

め、口頭による契約ではなく、請書等の書面に

より契約したうえで経費の支出をするよう、次

のとおり指導し、措置状況としての報告を得て

いるものである。 

（表省略） 

しかしながら、今回の監査時においても同様

な状況にあり、納品書に承認者の確認印を押す

ことによって承認者の意思決定を受けたもの

とし、それに基づき経費の支出が行われてい

た。 

健康診査センターにおかれては、契約書ある

いは請書により相手方と契約を交わしたうえ

で、承認者による経費支出に係る意思決定を受

け、適正な手続きに基づき経費の支出を行うよ

う事務処理方法の改善を図られたい。 

（健康診査センター）

④ 契約書における契約年月日の記載漏れにつ

いて 

平成 26 年度の監査で注意した「検査関係業

務委託において契約書に契約年月日の記載が

漏れていた」件について、今回の監査時におい

ても同様な状況にあり、「集合契約特定健診委

託」及び「豊島区Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査

事業委託」の計 2件について、契約書に契約年

月日の記載がされていなかった。 

健康診査センターにおかれては、今後、契約

書には契約年月日の記載漏れのないよう、適切

に事務処理をされたい。 

（健康診査センター）

第２ １．医療法人財団豊島健康診査セン

ターについて 

【２】指導事項 

（３）平成 26 年度の監査結果に対するその後

の対応状況について 

③ 適正な手続きに基づいた経費の支出につい

て 

 契約事務規程に基づく契約手続きの適正処

理について、職員への周知徹底を図るととも

に、今後、運用要領の作成を検討する。 

（健康診査センター）

④ 契約書における契約年月日の記載漏れにつ

いて

 本指導事項について職員への周知を図り、文

書作成、意思決定時での確認を徹底した。 

（健康診査センター）

所管課等: 健康診査センター 
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第２ １．医療法人財団豊島健康診査セン

ターについて（所管課：地域保健課） 

【３】意見・要望 

（１）見積書の複数徴取による経費節減につい

て 

契約関係事務において、複数の業者から見積

書を徴取し経費節減の工夫がされているか確

認したところ、インターネットで検索し、より

安価なところに発注し、また、信用・実績のあ

る業者からの見積書を徴取するなど、一定の取

組みはされていたものの、複数の業者から見積

書を徴取することはされていなかった。 

しかしながら、健康診査センターは一層の経

費節減に向けての取組みが求められている以

上、契約関係事務においても複数の業者から見

積書を徴取することなどは必要である。 

健康診査センターにおかれては、現在の「医

療法人財団豊島健康診査センター契約事務規

程」では定めのない見積合せの基準を新たに策

定するなど、更なる経費節減に向けての取組み

を推進されたい。 

（健康診査センター）

第２ １．医療法人財団豊島健康診査セン

ターについて 

【３】意見・要望 

（１）見積書の複数徴取による経費節減につい

て 

 平成 30 年度内に見積書の複数徴取の基準を

盛り込んだ契約事務規程の見直しを行なう予

定。 

（健康診査センター）

所管課等: 健康診査センター 
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第２ １．医療法人財団豊島健康診査セン

ターについて（所管課：地域保健課） 

【３】意見・要望 

（２）健康診査センターの利用促進について 

これまで健康診査センターは、区から検査機

器等に関する補助金を受け入れながら運営さ

れてきたが、今後は、より自立した健康診査セ

ンターとして、自費診療等、健康診査センター

独自の事業による収入増を目指す取組みが必

要である。そのためには、健診等利用者の更な

る増加を図り、企業等からの受託を増やすこと

により安定した収入を得ていく必要がある。 

その一環として、「医療法人財団豊島健康診

査センター『経営５か年計画 2016』2017.3.28」

（以下、「経営５か年計画」という。）において

は、自費診療収入を増加させるための具体的な

取組み事項の一つにホームページのリニュー

アルやスマートフォン対応によるＰＲを挙げ、

検討されている。 

しかしながら、広告宣伝費は平成 28 年度実

績で 277,520 円にとどまっており、ＰＲ方法の

工夫と併せて区民・企業に対するＰＲの拡大に

ついて、より積極的に取り組む必要がある。 

また、増加傾向にある企業からの健診受診者

について更なる増加を目指すにあたっては、イ

ンターネットなどを活用した企業健診の募集

に力を入れるとともに、企業各社を個別に訪問

する営業活動を積極的に行い、そのための体制

を確保するなど、これまで以上に取り組む必要

がある。 

健康診査センターにおかれては、これまでの

ＰＲ方法や営業活動を見直しつつ、業績アップ

を目指して、より具体的な利用促進策を検討し

実施されたい。 

（健康診査センター）

第２ １．医療法人財団豊島健康診査セン

ターについて 

【３】意見・要望 

（２）健康診査センターの利用促進について 

 平成 30 年度から大手の健診受託機関と提携

し、大手企業の指定健診機関となった。また、

健診予約サイトとも契約し、個人健診の伸長を

図っている。 

 企業健診では、新興企業や外国人雇用率の高

い企業などが新規開拓のターゲットになるも

のと考えており、企業情報の収集や体制整備に

ついて具体的に検討を進めていく。 

 個人健診では、閑散期を中心に多様なセット

健診割引企画を提供していく。 

 ＰＲについては、既にホームページのリニュ

ーアルとスマートフォン対応は完成し、豊島法

人会を通じたチラシの配布なども実施した。 

 今後は、池袋駅構内の広告や区内マンション

内でのＰＲポスターの掲示などを検討してい

きたい。 

 営業担当の配置については、既存事業の見直

しを図る中で、一定の人員を確保していく。 

（健康診査センター）

所管課等: 健康診査センター 
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第２ １．医療法人財団豊島健康診査セン

ターについて（所管課：地域保健課） 

【３】意見・要望 

（３）健康診査センターの今後のあり方について

経営５か年計画では、健康診査センターの現

状について「そもそもセンターは、医師会の臨

床検査センターに端を発しており、医療機関か

らの検査依頼の減少は、『土台が傾いてきてい

る。』とも評せるが、今後も減少傾向は続くもの

と考えられ、いわゆる営業努力による業績の回

復は不可能に近いものと言わざるを得ない。」

という厳しい状況にあるとしている。 

実際、医療機関の閉院や民間大手企業の進出

などにより、特に医療機関からの検査依頼件数

が平成 22 年の約 10 万件から平成 27 年の約 7

万 7 千件へと 5 年間で 20％以上も減少してお

り、また、医療事業収入のうちの保険診療・臨

床検査の占める割合も約 21.5％から約 17.0％

に減少している。 

平成 11 年 8 月に健康診査センターが設立さ

れてから 20 年近くが経ち、その間、医療制度、

診療報酬の改正や検査を含む医療技術の進展、

医療に対する区民の意識が大きく変化してい

る中で、地域の住民・勤労者の健康増進を図る

拠点としての健康診査センターのあり方につ

いては、区や医師会からの支援のあり方と併せ

て見直すべき時期にあると考えられる。 

このため、健康診査センターでは、平成 29 年

4 月 1 日にコンサルティング会社と業務委託契

約を結び、健康診査センターの経営評価を行っ

ている。 

また、区では「医療法人社団豊島健康診査セ

ンター経営評価委員会」（以下、「経営評価委員

会」という。）を立ち上げ、今後の健康診査セン

ターのあり方について調査・検討し、その結果

を健康診査センターの運営に反映させていく

としている。 

健康診査センター及び地域保健課におかれ

ては、コンサルティング会社の評価結果により

経営評価委員会においてまとめられる「健康診

査センターの今後のあり方」で示される方針等

を具体化し改革を行うことで、健康診査センタ

ーの経営を安定させ、区民の健康増進を図ると

いう健康診査センター本来の使命を果たすべ

く、なお一層の取組みに努められたい。 

（地域保健課、健康診査センター）

第２ １．医療法人財団豊島健康診査セン

ターについて 

【３】意見・要望 

（３）健康診査センターの今後のあり方について

 平成 30 年 2 月に経営評価委員会の報告をい

ただき、組織改革や人事異動の実施、給与・手

当制度の見直し、事業の再構築、職員による業

務改善活動と目標管理制度の導入、健診・検診

予約体制の合理化、案内表示の改善などが提案

された。 

 これを受け、または委員会における議論を踏

まえながら、平成 30 年 3 月に組織改正と大幅

な人事異動を実施し、平成 29 年度より給料表

と退職手当制度を改正した。また、職員による

業務改善活動を始めるとともに、平成 30 年度

から目標管理制度を導入している。 

 予約体制については、組織改正により電話予

約体制の統合化を図るとともに、平成 30 年 5

月から区民がん検診のネット予約を本格実施

している。 

 なお、池袋人道橋に設置している案内板を平

成 30 年 3月にリニューアルした。 

 今後は、臨床検査、画像検査ともに医療機関

からの依頼が減少していることを踏まえ、区民

がん検診を中心に、企業健診、個人健診及び保

健指導事業に注力する形で、事業の再編に取り

組んでいく予定である。 

（地域保健課、健康診査センター）

所管課等: 地域保健課、健康診査センター 
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第２ ２．公益財団法人としま未来文化財

団について（所管課：生活産業課、文化デ

ザイン課、文化観光課、学習・スポーツ課）

【２】指導事項 

（１）固定資産台帳の処理について 

固定資産台帳の処理上、財団法人豊島区街づ

くり公社が平成 17 年 6 月 3 日付で取得したプ

ラズマテレビを財団法人としま未来文化財団

が、遡って平成 17 年 3 月 3 日付で譲り受けた

ことになっていた。 

また、平成 17 年 3 月 3 日時点においては、

財団法人としま未来文化財団は、前身の財団法

人豊島区コミュニティ振興公社であった。平成

17 年 4 月 1 日付で財団法人豊島区コミュニテ

ィ振興公社は、財団法人豊島区街づくり公社を

統合するとともに名称を「財団法人としま未来

文化財団」に変更したのである。 

公益財団法人としま未来文化財団（以下、「未

来文化財団」という。）におかれては、固定資産

台帳の記載内容が、事実に即したものとなるよ

う修正されたい。 

（未来文化財団）

第２ ２．公益財団法人としま未来文化財

団について 

【２】指導事項 

（１）固定資産台帳の処理について 

 ご指摘の固定資産台帳については、平成17年

3 月 3 日付というのは記載ミスであったことか

ら、速やかに修正し、正しく整えている。 

（誤）平成 17年 3 月 3日 

（正）平成 17年 4 月 1日 

（未来文化財団）

所管課等: 未来文化財団 
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第２ ２．公益財団法人としま未来文化財

団について（所管課：生活産業課、文化デ

ザイン課、文化観光課、学習・スポーツ課）

【２】指導事項 

（２）手持現金の上限額について 

「公益財団法人としま未来文化財団会計処

理規程細則」（以下、「細則」という。）の第 5条

において、「手持現金の額は、10 万円を限度と

する。」と規定されている。 

しかしながら、各施設における手持現金の保

管限度額は下表のとおりであり、「小口現金」、

「つり銭」及び「還付金」を合計すると、細則

で定められた手持現金の限度額 10 万円を超え

る状況となっていた。 

未来文化財団におかれては、例えば、現状に

合わせ、細則の見直しを行うなど、実際の取扱

いが細則に反しないよう、対策を講じられた

い。 

（表省略） 

（未来文化財団）

第２ ２．公益財団法人としま未来文化財

団について 

【２】指導事項 

（２）手持現金の上限額について 

 小口現金、つり銭、還付金それぞれは 10 万

円以下になっていたものの、会計処理規程細

則に規定されている手持現金の限度額である

10 万円は超える状況であり、かつ限度額では

日常業務に支障が出ると判断したので、「公益

財団法人としま未来文化財団会計処理規程細

則」の第 5条における手持現金の限度額を改

正し、対応する措置を講じた。 

（改正前）限度額 10 万円 

（改正後）限度額 50 万円 

（未来文化財団）

所管課等: 未来文化財団 
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第２ ２．公益財団法人としま未来文化財

団について（所管課：生活産業課、文化デ

ザイン課、文化観光課、学習・スポーツ課）

【２】指導事項 

（３）舞台芸術交流センターにおける事務処理

について 

① つり銭の取扱いについて 

豊島区立舞台芸術交流センター（以下、「交流

センター」という。）においては、施設利用取消

時の還付金が予め手持現金として用意されて

いなかったが、それは、劇場利用者の利用料及

び利用取消に伴う還付金を金融機関への口座

振込によって処理しているためであるとのこ

とであった。 

一方、交流センターには劇場以外に会議室が

あり、手持現金としての還付金が必要となる場

合がある。会議室利用料金の還付処理は、手持

ちの会議室利用料金をもって還付金とし、それ

で足りなければ、つり銭をもって一時的に対応

しており、その理由は、実際に還付する金額が

高額ではなく、また、高額の現金を持たないよ

うにしているためとのことであった。 

しかしながら、つり銭を還付金に使用するこ

とは、目的外使用にあたり、つり銭本来の趣旨

を逸脱するものであり、適切な取扱いではな

い。 

未来文化財団におかれては、交流センターに

おける還付金及びつり銭の適切な取扱いにつ

いて対策を講じられたい。 

（未来文化財団）

第２ ２．公益財団法人としま未来文化財

団について 

【２】指導事項 

（３）舞台芸術交流センターにおける事務処理

について 

① つり銭の取扱いについて 

 指摘事項を踏まえ、つり銭準備金のほか、還

付金準備金も支給して利用料金の還付に備え

ており、目的に沿った対応をしている。 

 今後も適切な取扱いを徹底していく。 

（未来文化財団）

所管課等: 未来文化財団 
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第２ ２．公益財団法人としま未来文化財

団について（所管課：生活産業課、文化デ

ザイン課、文化観光課、学習・スポーツ課）

【２】指導事項 

（３）舞台芸術交流センターにおける事務処理

について 

② 契約事務処理について 

「公益財団法人としま未来文化財団契約事

務規程」の第 4条第 2 項では、「予定価格が 10

万円以上のものは、原則として 2 人以上から

見積書を徴しなければならない」として、見積

書の徴取基準を規定しているが、交流センター

における契約に関する事務処理について事務

監査で確認した全ての契約において、徴取され

た見積書は１人のみであり、2 人以上から見積

書を徴取することはされていなかった。 

未来文化財団におかれては、指定管理施設に

おける契約事務において、上記規程に基づき見

積書を徴取し、適切に契約事務を処理された

い。 

（未来文化財団）

③ 指定管理業務の再委託について 

「豊島区立舞台芸術交流センター管理業務

基本協定書」の第 39 条第 2 項で、業務の再委

託を行う場合は書面にて区の承認を得るもの

と規定されているが、交流センターにおける指

定管理業務の再委託契約において、区に再委託

の承認申請を出さず、承認が得られていないま

ま、業務の再委託が行われていた状況にあっ

た。 

未来文化財団におかれては、今後、指定管理

業務の中で再委託契約を行う場合には、予め区

の承認を得て適切に事務処理をされたい。 

（未来文化財団）

第２ ２．公益財団法人としま未来文化財

団について 

【２】指導事項 

（３）舞台芸術交流センターにおける事務処理

について 

② 契約事務処理について 

 契約事務について、舞台芸術交流センター

に限らず当財団全体において、規程に沿った

形での実施を指導した。今後も、適切な契約事

務処理を徹底していく。 

（未来文化財団）

③ 指定管理業務の再委託について

 平成 30 年度の契約より、区の承認を得るた

めに再委託業務を示し、再委託先を届け出るこ

とにした。 

 今後の再委託業務については、予め区の承認

を得て、適切に事務処理を進めていくところで

ある。 

（未来文化財団）

所管課等: 未来文化財団 
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第２ ２．公益財団法人としま未来文化財

団について（所管課：生活産業課、文化デ

ザイン課、文化観光課、学習・スポーツ課）

【２】指導事項 

（４）補助金交付申請書に添付された理由書に

ついて 

未来文化財団から区長あてに提出された補

助金交付申請書に添付されていた「理由書」に

補助金を申請する具体的な理由が明記されて

いなかった。 

未来文化財団におかれては、今後、補助金申

請書に添付する理由書には補助金を申請する

具体的な理由を明記されたい。 

文化デザイン課及び文化観光課におかれて

は、未来文化財団から提出された書類の項目

等、表面上の確認にとどまらず、内容について

も精査され、補助金の交付にあたっては、今後、

適正な事務処理をされたい。 

（文化デザイン課、文化観光課、未来文化財団）

第２ ２．公益財団法人としま未来文化財

団について 

【２】指導事項 

（４）補助金交付申請書に添付された理由書に

ついて 

 文化デザイン課及び文化観光課で協議を行

い、補助金申請をする理由について、「理由書」

に記載するよう未来文化財団に指導を行った。

 未来文化財団が区に提出する平成３０年度

の補助金交付申請書に添付する「理由書」には、

「収入が基本財産等の資産運用益に頼るのみ」

であること、また「公益目的事業に位置付けら

れている事業については事業自体からの収益

がないことから、実施に際しての財源となる補

助金が必要」である旨記載を追記した。 

 交付申請時、実績報告時の内容審査を十分に

行い、引き続き、適正な補助金事務の遂行に努

めていく。 

（文化デザイン課、文化観光課）

 平成 30 年度の補助金申請より、理由書に補

助金を申請する具体的な理由を明記した。今後

についても、補助金申請の際には、必要性等に

ついて具体的に明記していきたい。 

（未来文化財団）

所管課等: 文化デザイン課、文化観光課、未来文化財団 
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第２ ２．公益財団法人としま未来文化財

団について（所管課：生活産業課、文化デ

ザイン課、文化観光課、学習・スポーツ課）

【２】指導事項 

（５）避難訓練等の実施状況報告について 

火災時の避難・誘導訓練が、豊島区立千早地

域文化創造館では平成28年 6月 15日に実施さ

れ、豊島区立南大塚地域文化創造館では平成 28

年 4 月 25 日及び同年 12 月 26 日に実施されて

いた。 

しかしながら、訓練当日のスケジュール表や

実施内容を記録したメモは作成されていたが、

実施報告書は作成されておらず、また、平成 29

年 5月 19日付みらい創南第23号で区長へ提出

された「指定管理者事業報告書」に避難訓練の

実施状況は記載されていなかった。 

指定管理者制度運用指針において、避難訓練

の実施状況等は事業報告書に記載することが

規定されている。 

未来文化財団におかれては、今後、各指定管

理施設において避難訓練等を実施した場合は、

実施報告書を作成するとともに、「指定管理者

事業報告書」に実施状況を記載されたい。 

（未来文化財団）

第２ ２．公益財団法人としま未来文化財

団について 

【２】指導事項 

（５）避難訓練等の実施状況報告について

 平成 29 年度「指定管理者事業報告書」より、

避難訓練等実施についての報告を添付した。 

今後についても、避難訓練等の実施報告書の

作成や指定管理者事業報告書への記載に漏れ

の無いよう、充分留意していく。 

（未来文化財団）

所管課等: 未来文化財団 
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監査結果報告における指摘、指導及び意見・要望 左の指摘、指導及び意見・要望に対する措置状況等 

第２ ２．公益財団法人としま未来文化財

団について（所管課：生活産業課、文化デ

ザイン課、文化観光課、学習・スポーツ課）

【２】指導事項 

（６）区民センターの閉館に関する指定管理料

等について 

① 指定管理料について 

豊島区立豊島区民センター（以下、「区民セン

ター」という。）については、区と未来文化財団

の間で、平成 28年 4月 1 日付で「平成 28 年度

豊島区立豊島区民センター管理業務 年度協定

書」（以下、「年度協定」という。）が締結された。

この年度協定では年度協定期間が「平成 28 年

4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで」とさ

れ、指定管理料は 23,844,000 円と規定された。

その後、「豊島区立豊島区民センター条例を

廃止する条例」が平成 28 年 7 月 11 日に議決、

同年 10 月 1 日付で施行されるとともに、同年

9月 30 日付で「平成 28 年度豊島区立豊島区民

センター管理業務年度協定書の変更協定書」

（以下、「変更協定」という。）が締結された。

この変更協定によって、年度協定期間は、「平成

28 年 4 月 1 日から平成 28 年 9 月 30 日まで」

に短縮された。しかしながら、指定管理料の金

額は変更されなかったため、指定管理期間の終

期が半年分早まったにもかかわらず、下半期分

の指定管理料 11,922,000 円は未来文化財団か

ら区へ返還されていない。 

この理由を生活産業課に確認したところ、次

のとおり説明があった。年度協定第 3条第 3項

に基づき区と未来文化財団で協議した結果、区

の事情により区民センターを閉館したもので

あるため、「豊島区立豊島区民センター・豊島区

立豊島公会堂管理業務基本協定書」（以下、「基

本協定」という。）の第 30 条第 1項に基づくリ

スク分担表（次表に示したとおり。）を適用し

て、区がリスクを負担することにし、休業補償

金 366,000 円を支払うとともに、年度協定で決

められた金額である 1 年分の指定管理料

23,844,000 円を上半期のうちに支払った。そ

のため結果的に指定管理料の返還を未来文化

財団へ求めていないとのことであった。 

しかしながら、指定管理業務が行われていな

い期間に対して指定管理料が支払われたまま

第２ ２．公益財団法人としま未来文化財

団について 

【２】指導事項 

（６）区民センターの閉館に関する指定管理料

等について 

① 指定管理料について

本来の指定管理料は、「豊島区立豊島区民セ

ンター・豊島区立豊島公会堂業務基本協定書」

に基づき、相互の協議によって決定されたもの

であるとともに、下半期収支の増減予測に基づ

く収入減と支出減の相殺行為が行われており、

実質的には返還に近い意味合いを持ち、違法性

はないものである。 

しかし、平成 28年 10 月 1 日以降、半年間と

いう長期に渡り指定管理料の支払い対象とす

べき業務自体が存在しないにもかかわらず、一

年分の指定管理料を支払うことを前提とした

清算方法は適切ではなく、指定管理期間が年度

途中で短縮され終了した時点で指定管理料の

清算を行い、別途短縮された期間に対する休業

補償が検討されるべきであった。 

このため、改めて、下半期分指定管理料をは

じめとした、収支差額及び成果配分の清算に向

け未来文化財団と協議をしていくこととする。

（生活産業課）

当財団としては、区所管課との協議を経て締

結した協定に則り事務処理を行ったものと考

えているが、このたびの指導事項を踏まえた区

所管課からの再協議の申し出に基づき、より適

切な清算のあり方等について、改めて協議に応

じるところである。 

（未来文化財団）
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の状態にあることは適切なものとは言えない。

また、指定管理料下半期分の取扱いについて、

変更協定では何ら定められていない。 

（基本協定第 30条及び第 36 条省略） 

（別表１省略） 

（年度協定第 2条及び第 3条省略） 

区民センターの閉館に伴い指定管理業務は

平成 28年 10 月 1 日以降行われておらず、指定

管理料の支払い対象とすべき業務自体が存在

しないため、平成 28 年 10 月 1 日から平成 29

年 3 月 31 日の分に相当する指定管理料

11,922,000 円は未来文化財団から区へ返還さ

れるべきものであると考えられる。 

生活産業課及び未来文化財団におかれては、

基本協定第 36 条の規定に基づき協議し、合意

事項を書面により明確にしたうえで下半期分

指定管理料 11,922,000 円の処理を適切にされ

たい。また、これに伴い収支差額及び成果配分

についても適切に処理されたい。 

（生活産業課、未来文化財団）

所管課等: 生活産業課、未来文化財団 
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第２ ２．公益財団法人としま未来文化財

団について（所管課：生活産業課、文化デ

ザイン課、文化観光課、学習・スポーツ課）

【２】指導事項 

（６）区民センターの閉館に関する指定管理料

等について 

② 補償金について 

区民センターが平成28年 9月 30日をもって

閉館となるにあたり、平成 28 年 9月 30 日付で

「豊島区立豊島区民センター管理業務特別協

定書」（以下、「特別協定」という。）が締結され、

「施設の改築工事に起因する休館に係る休業

補償」として、補償金 366,000 円の支出が決定

された。 

この補償金の額は、平成 28 年度下半期にお

ける利用料金収入の減収見込額 44,647,000 円

と支出の削減見込額 44,281,000 円の差額

366,000 円が算定根拠とされている。 

しかしながら、そもそも変更協定で指定管理

期間を平成28年 9月 30日と定め業務を終了さ

せている以上、下半期の想定見込み額を用いて

補償金の算定をするのではなく、まずは上半期

の収支実績に基づき指定管理料の清算を行っ

たうえで、区が負担すべき費用について検討す

べきものであったと考える。 

なお、未来文化財団から区長あての請求書が

発行された日付は平成28年 12月 7日となって

おり、実際に未来文化財団へ補償金 366,000 円

が入金されたのも、それ以降のことであった。

また、実際に収支差額を算定し、指定管理料

を清算する成果配分の納付が行われたのも平

成 29 年 5 月になってからのことであり、上半

期の実績値を基に決算額を確定させてから補

償金の算定をする時間的な余裕は十分にあっ

たはずである。 

ここで、指定管理期間終了時の上半期実績値

に基づく決算額で収支差額をみると、支出の削

減額 50,232,428 円が収入の減収額 44,471,723

円を 5,760,705 円上回り、余剰金が生じる結果

となっているため補償金366,000円を算定する

ことはできないと考えられる。 

したがって、生活産業課及び未来文化財団に

おかれては、補償金 366,000 円の処理を適切に

されたい。さらに①で述べた指定管理料と併せ

第２ ２．公益財団法人としま未来文化財

団について 

【２】指導事項 

（６）区民センターの閉館に関する指定管理料

等について 

② 補償金について

 下半期分指定管理料の清算に合わせて、未

来文化財団と協議していくこととする。 

（生活産業課）

前項①と併せて、所管課と協議を始めると

ころであり、真摯に対応させていただく所存

である。

（未来文化財団）
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て収支差額の計算をし、成果配分の算定を適切

に行われたい。そのうえで、区が負担すべき費

用について、その有無も含めて検討されたい。

（生活産業課、未来文化財団）

所管課等: 生活産業課、未来文化財団 



- 11 - 
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第２ ２．公益財団法人としま未来文化財

団について（所管課：生活産業課、文化デ

ザイン課、文化観光課、学習・スポーツ課）

【３】意見・要望 

（１）未来文化財団における自主財源の活用に

ついて 

未来文化財団における一般正味財産の額は

次表のとおり、ここ 3年間増加しており、平成

28 年度末時点で 4 億 7 千万円を超える額とな

っている。 

そのうち、約 2億 7千万円は特定資産へ充当

されているが、残りの約 2億円については内部

留保された額とみることができる。 

（表省略） 

これについて実情を未来文化財団に確認し

たところ、この約 2億円は未来文化財団を運営

するうえで必要な最低限の額であり、その理由

は次のとおりであった。区から補助金や指定管

理料等が実際に入金されるのは5月の連休明け

になることが通常であり、一方で年度当初は、

指定管理料の成果配分を区へ納付するなど各

種支払い等で相当な資金を要する時期である。

さらに年間を通じても、1億円から 2億円程

度を運転資金として確保しておく必要がある

とのことであった。 

しかしながら、平成 29年 3 月 31 日現在の財

産目録を見ると、普通預金 272,733,401 円、定

期預金 50,000,000 円、手元現金 827,188 円、

合計で約 3 億 2 千万円が流動資産の運転資金

として確保されており、ここから 2億円を差し

引いたとしても約1億2千万円が残る状況にあ

る。 

また、平成 29 年 4 月に策定された未来文化

財団の「経営指針（2017 年度～2019 年度）」で

は、計画期間における取り組みの一つとして

「中期戦略 5 経営基盤強化の取り組み 重点施

策③自主財源の確保による事業運営・経営基盤

の強化」の項目を置き、その概要説明において

「財団の財源としては、指定管理者制度により

施設ごとの指定管理料、そして事業ごとの区か

らの補助金が中心となっています。また、金利

第２ ２．公益財団法人としま未来文化財

団について 

【３】意見・要望 

（１）未来文化財団における自主財源の活用に

ついて 

当財団は公益法人であり、公益目的事業を

実施していくことが使命であることから、資

産を目的に則して活用すべく、平成 29年度よ

り特定資産「新ホール等開館記念事業積立資

産」「財団設立 35 周年記念事業積立資産」を設

定し、設定の初年度としては 5,000 万円を積

み立てた。これらは、新ホール、新区民センタ

ー開設以降、充実した事業の実施を目指すも

のである。 

公益法人には、内部留保に関する保有制限

が法律で定められており、毎年保有額につい

ては適正な額であるかの計算をした上で、監

督する行政庁（当財団の場合は東京都）へ報告

する義務がある。当財団は毎年その上限にま

ったく及んでいないが、これまでにも「財団設

立 30 周年記念事業積立資産」「舞台芸術交流

センター10 周年記念事業積立資産」を設定し、

これらの計画的な活用により、効果的な事業

展開を行ってきた。 

また、区の文化政策の効果的な推進のため

に自主財源を用いて対応してきた経緯もある

ことから、急な事案に対しても対応できる安

定した経営を、常に心掛けていきたいところ

である。 

今後も安定した経営基盤を築きつつ、公益

目的事業実施のために効率的かつ効果的な資

金計画を推進していきたい。 

（未来文化財団）
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の低下により運用益も見込み難いのが現状で

す。新ホールの開館を契機に、民間企業等との

連携、公益財団としての寄付等、多様な自主財

源の確保に努め、経営基盤の強化と公益事業の

拡充を図ります。」としている。 

このような状況を勘案すると、区の文化施策

を一体的に推進する立場の公益財団法人とし

ては、安定した公益事業を実施するために、今

後も区の文化施策事業が進展するよう、未来文

化財団が持つ自主財源をさらに活用しながら、

公益事業としての自主事業の実施機会を増や

すべきではないかと考えられる。 

平成 29年 3月 31日現在の貸借対照表を見る

と、特定資産として自主事業積立資産

110,360,000 円が計上されている。例えば、こ

の資産を有効に活用することなども検討に値

するであろう。 

未来文化財団におかれては、自主財源の積極

的活用による公益目的の自主事業をさらに推

進されたい。 

（未来文化財団）

所管課等: 未来文化財団 
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第２ ３．コナミスポーツ・近鉄ビルサー

ビスグループについて 

（所管課：学習・スポーツ課） 

【１】指摘事項 

（１）会計処理について 

「豊島区立雑司が谷体育館の管理に関する

基本協定書」（以下、「基本協定」という。）の第

14 条では、指定管理者は「管理業務に係る会計

にのみ使用する会計帳簿、口座を設け、会計処

理を行うものとする。」と規定されている。しか

しながら、豊島区立雑司が谷体育館（以下、「雑

司が谷体育館」という。）の「管理業務に係る会

計にのみ使用する会計帳簿」は作成されていな

かった。これは基本協定第 14 条に反するもの

である。前回平成 25 年度に実施した監査にお

いても同様の状況であり、注意したところであ

る。 

仕訳伝票及び総勘定元帳等は、株式会社コナ

ミスポーツクラブ（以下、「コナミスポーツ」と

いう。）の本社内で作成されているとのことで

あったが、事務監査当日に提示がなく、各種帳

票の突合による決算数値の確認が不可能な状

況にあった。 

また、事務監査で提示された資料からは、収

支報告書における金額の算出根拠が不明なた

め、資料の追加提出を求めたところ、後日、人

件費に関する内訳の資料と一般管理費の積算

根拠に関する資料が、コナミスポーツと近鉄ビ

ルサービス株式会社（以下、「近鉄ビルサービ

ス」という。）から各々、提出された。 

その資料を確認したところ、近鉄ビルサービ

スの人件費については、収支計画の合計額と実

績の合計額は一致しており、内訳は表形式にま

とめて作成されていた。しかしながら、そこに

表示された数値の根拠となる賃金明細の写し

等の提出がなかったため、提出された資料の数

値について十分に確認することができなかっ

た。また、近鉄ビルサービスの一般管理費の積

算根拠については「本社決済にて、決定してお

ります。」とのみ記載されており、具体的な積算

式は示されていなかったため、決算数値の積算

根拠を把握することができなかった。 

コナミスポーツ・近鉄ビルサービスグループ

におかれては、今後、基本協定第 14 条の規定

第２ ３．コナミスポーツ・近鉄ビルサー

ビスグループについて 

【１】指摘事項 

（１）会計処理について 

 限られた職員配置の中、指定管理者制度及び

会計的知識の習得及び実践には、時間を要して

いることが現状である。今後とも現状に即した

状況下に応じて最大限、基本協定を含め各種法

令、例規等の順守と収支報告をはじめとした実

績報告書の適正性の確保に向け、運営管理状況

の精査と結果に基づく指定管理者への指導、監

督に努めてまいりたい。 

（学習・スポーツ課）

（以下、対象団体回答） 

代表団体、構成団体とも、全国規模で施設運

営を行っている関係上、本社で一括管理できる

それぞれ独自の「会計システム」を採用してい

ます。

当然、豊島区立雑司が谷体育館に関する会計

帳簿につきましても、各社経理規定に基づき、

適正に処理しております。

 しかし、貴区よりご指摘の「管理業務に係る

会計のみに使用する会計帳簿」に関しまして

は、未整備でしたので、今後、各社経理部門と

連携して、収支報告書の算出根拠となる帳簿等

を作成いたします。

近鉄ビルサービスの一般管理費の積算根拠

についてご指摘頂いておりますが、一般管理費

の計上根拠としまして「人件費、施設費」の２％

～３％としています。

今後、貴区担当課より、収支報告書における

金額の算出根拠となる「会計帳簿等」を示すよ
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にしたがって、指定管理業務に係る会計にのみ

使用する会計帳簿を作成し、指定管理業務に係

る会計処理を明確に示し適正に行われたい。ま

た、収支報告書を作成し区へ提出される際に、

区から積算根拠を示すように指示を受けた場

合には、その根拠を直ちに示せるよう予め会計

帳簿等を整備されたい。 

学習・スポーツ課におかれては、指定管理者

が基本協定第 14 条にしたがい指定管理業務に

係る会計にのみ使用する会計帳簿を作成して

いるか把握するとともに、指定管理者から提出

された収支報告書の内容について精査し、指定

管理者における会計処理が適正に行われるよ

う指導・監督を徹底されたい。 

（学習・スポーツ課、コナミ・近鉄ビル）

（注）コナミスポーツ・近鉄ビルサービスグループ

は「コナミ・近鉄ビル」と表記する。

うに指示を受けた場合には、ご指摘の「人件費」

の数値の根拠となる資料も含め、会計システム

上データを基にした、会計帳簿等を各社本部関

連部門の確認を得て提示させて頂きます。

（コナミ・近鉄ビル）

所管課等: 学習・スポーツ課、コナミ・近鉄ビル 
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第２ ３．コナミスポーツ・近鉄ビルサー

ビスグループについて 

（所管課：学習・スポーツ課） 

【２】指導事項 

（１）備品の取扱いについて 

① 備品区分の表示について 

区の「無償貸付における物品取扱要領」（以

下、「物品取扱要領」という。）の第 5条では保

全物品について、指定管理者は、区の物品と指

定管理者固有の物品との区分を明確にするた

め、シールその他の方法で表示しなければなら

ないことが規定されている。 

しかしながら、平成 28 年度に購入された備

品について、区分を明確にするための表示がな

されていなかった。 

コナミスポーツ・近鉄ビルサービスグループ

におかれては、備品を取得した場合は、当該備

品に区分を明確にするための表示をする等、適

切な管理をされたい。 

学習・スポーツ課におかれては、指定管理者

が備品の管理を適切に行っているか指導・監督

を徹底されたい。 

（学習・スポーツ課、コナミ・近鉄ビル）

② 「物品現在高調書兼物品引渡書」による報告

について 

物品取扱要領第 8条では、区からの委託料等

で指定管理者が物品を購入した場合は、「物品

現在高調書兼物品引渡書」により区へ報告をし

なければならないことが規定されている。 

しかしながら、平成 28 年度に購入された備

品について、「物品現在高調書兼物品引渡書」に

よる区への報告がなされていなかった。 

コナミスポーツ・近鉄ビルサービスグループ

におかれては、今後、区からの委託料等で備品

を購入した時は、物品取扱要領第 8条に基づき

「物品現在高調書兼物品引渡書」により区へ報

告されたい。 

学習・スポーツ課におかれては、区へ「物品

現在高調書兼物品引渡書」による報告のないこ

とが判明した場合には、「物品現在高調書兼物

品引渡書」の提出を指定管理者に対して促すな

ど、適切な指導・監督をされたい。 

（学習・スポーツ課、コナミ・近鉄ビル）

第２ ３．コナミスポーツ・近鉄ビルサー

ビスグループについて 

【２】指導事項 

（１）備品の取扱いについて 

① 備品区分の表示について 

（以下、対象団体回答） 

 貴区学習スポーツ課より、該当の備品シール

をご用意頂き、該当物品「スポーツ表示器（バ

スケットショットクロック）」に貼付致しまし

た。 

 また、その画像を学習スポーツ課へ平成２９

年１０月に報告済みでございます。 

（コナミ・近鉄ビル）

② 「物品現在高調書兼物品引渡書」による報告

について

（以下、対象団体回答） 

 平成２８年度に購入した「スポーツ表示器 

（バスケットショットクロック）」は、「物品現

在高調書兼物品引渡書」に追加修正して、平成

２９年４月に報告済みでございます。 

①②とも、今後は備品管理に注意をし、適切

に貴区担当課へ報告を致します。 

（コナミ・近鉄ビル）

（①、②を包括して回答） 

公共施設の管理運営を預かる者として、緊

張感を欠く行為であるため、コナミ・近鉄ビル

に対してはもちろんのこと、他の指定管理者に

対しても、備品の適正管理の重要性を改めて周

知し、今後同様のことが起こらないように指導

していきたい。 

（学習・スポーツ課）

所管課等: 学習・スポーツ課、コナミ・近鉄ビル 
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 ３．コナミスポーツ・近鉄ビルサービス

グループについて 

（所管課：学習・スポーツ課） 

【２】指導事項 

（２）施設維持管理業務について 

① 事業計画書と事業報告書の記載内容につい

て 

「指定管理者制度運用指針（平成 25 年 3 月

に策定された「第 3版」以降のもの）」には、事

業報告書のうち年度事業計画書及び収支計画

書に対応する部分については対比できる形式

で作成すべきことが規定されている。 

しかしながら、施設の維持管理業務におい

て、事業計画書に記載された業務名と、事業報

告書に記載された業務名が異なるものが複数

あった。 

その例として、事業計画書に記載されていた

「エレベータ設備法定点検」についてである

が、事業報告書においては「建築設備定期検査」

という業務名で記載されていた。また、遠赤外

線ヒーター設備の点検については「年 1回」の

実施予定と事業計画書に記載されていたが、

「月 1 回」と記載すべきところ、「年 1 回」と

記載した誤記であった。事業報告書には、「年 12

回」の実施と記載されており、実際、月 1回、

年 12 回の点検が行われていた。 

さらに、券売機の保守点検回数については、

事業計画書には年4回実施予定と記載されてい

たが、これも誤記で、年 3回の計画・実績であ

った。 

このように誤記や、同一の業務を異なる業務

名で事業計画書と事業報告書に記載されてい

るものが複数見受けられた。 

事業計画書は業務を実施するにあたっての

基本となるものであり、また、事業報告書は業

務が事業計画書に沿って実施されたかを確認

するためのものでもあり、その記載内容に誤記

等が生じることは適切ではない。 

コナミスポーツ・近鉄ビルサービスグループ

におかれては、今後、事業計画書と事業報告書

について、記載する業務名は統一するとともに

誤記等のないよう、適正に作成されたい。 

学習・スポーツ課におかれては、事業計画書

や事業報告書がコナミスポーツ・近鉄ビルサー

第２ ３．コナミスポーツ・近鉄ビルサー

ビスグループについて 

【２】指導事項 

（２）施設維持管理業務について 

① 事業計画書と事業報告書の記載内容につい

て 

 大規模な複合施設をはじめ、体育施設及び生

涯学習施設を、限られた職員配置で対応してい

る。設備についてもある程度知識を要し且つ老

朽化している中で、故障等さまざまな不測の事

態にも即応を求められている。 

今後とも現状に即した状況下に応じて最大

限、指定管理者による施設維持管理業務が計画

に沿って適切に実施されているかどうか、精査

に努めてまいりたい。 

（学習・スポーツ課）

（以下、対象団体回答） 

 事業計画書と事業報告書の記載されている

業務名や実施予定数の誤記などについては、 

 平成２９年度の「事業報告書」及び、平成３

０年度の「事業計画書」に於いて、修正して記

載してございます。 

 尚、今後は事業計画書と報告書の記載に 誤

記が無いように、施設責任者が作成した報告書

等は、各社関連部門の確認を得て提出いたしま

す。

このように事業計画書、事業報告書をはじめ

全ての書類について複数名での確認を行い、誤

記が無いよう十分注意いたします。 

（コナミ・近鉄ビル）
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ビスグループから提出された際には、その内容

を精査し、指定管理者による施設維持管理業務

が計画に沿って適切に実施されているかどう

かの確認を徹底されたい。 

（学習・スポーツ課、コナミ・近鉄ビル）

所管課等: 学習・スポーツ課、コナミ・近鉄ビル 
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第２ ３．コナミスポーツ・近鉄ビルサー

ビスグループについて 

（所管課：学習・スポーツ課） 

【２】指導事項 

（２）施設維持管理業務について 

② 修繕費執行状況報告書の記載内容について 

平成 29年 3 月 31 日付でコナミスポーツ・近

鉄ビルサービスグループから区長あて提出さ

れた「平成 28 年度豊島区雑司ケ谷体育館修繕

費執行状況報告」に記載された内容を確認した

ところ、次のとおり不備があった。 

同報告書の表紙に「内訳は別紙のとおり」と

記載されており、「別紙１」として「雑司が谷体

育館 修繕費一覧」が添付されていたが、この

「別紙１」は追加修繕費を区へ請求した時に使

用されたもので、「履行予定修繕見積額」、「不足

見込額」及び「修繕実施予定案件」との文言を

用いた記載がされていた。 

執行状況の報告にあたって、実施予定時の内

容を記載した未確定の資料を添付して報告す

るという事務処理は不適切なものである。 

コナミスポーツ・近鉄ビルサービスグループ

におかれては、今後、区へ報告・提出する書類

については、適正な内容のものを作成された

い。 

学習・スポーツ課におかれては、指定管理者

から報告、提出された書類については、細心の

注意をもって内容を確認したうえで収受され

たい。 

（学習・スポーツ課、コナミ・近鉄ビル）

第２ ３．コナミスポーツ・近鉄ビルサー

ビスグループについて 

【２】指導事項 

（２）施設維持管理業務について 

② 修繕費執行状況報告書の記載内容について 

 指導をふまえ、今後は予定と結果について明

確に把握し、細心の注意をもって報告に係る文

書の記載内容について確認することとしたい。

（学習・スポーツ課）

（以下、対象団体回答） 

 不備のあった修繕費執行状況報告につきま

しては、既に修正して提出済みでございます。

尚、今後は細心の注意を払い適切に記載した

報告書を貴区担当課へ報告致します。 

（コナミ・近鉄ビル）

所管課等: 学習・スポーツ課、コナミ・近鉄ビル 
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監査委員指摘、指導及び意見・要望に対する措置状況等報告書

監査結果報告における指摘、指導及び意見・要望 左の指摘、指導及び意見・要望に対する措置状況等 

第２ ３．コナミスポーツ・近鉄ビルサー

ビスグループについて 

（所管課：学習・スポーツ課） 

【２】指導事項 

（２）施設維持管理業務について 

③ 指定管理業務の再委託について 

基本協定の第 35 条では、指定管理業務の一

部を再委託するときは、予め書面にて、区の承

認を得なければならないことが規定されてい

る。 

しかしながら、区の承認を得ずに廃棄物処理

等の業務が再委託されていた。 

コナミスポーツ・近鉄ビルサービスグループ

におかれては、今後、業務の再委託をする場合

には、「再委託に関する協議書」を区長あて提出

し、予め区の承認を得るようにされたい。 

学習・スポーツ課におかれては、コナミスポ

ーツ・近鉄ビルサービスグループが業務の再委

託をしているにもかかわらず、「再委託に関す

る協議書」を区に提出していないことが判明し

た場合は、その提出を促すなど、指定管理者に

対する適切な指導・監督を徹底されたい。 

（学習・スポーツ課、コナミ・近鉄ビル）

第２ ３．コナミスポーツ・近鉄ビルサー

ビスグループについて 

【２】指導事項 

（２）施設維持管理業務について 

③ 指定管理業務の再委託について

 指導をふまえ、年度毎の事業計画書に再委託

について盛り込むこととし、当該年度開始前に

予め確認できるよう措置した。なお、年度途中

に再委託を要する業務が発生した場合は、協議

書をもって申請させることとしたい。 

（学習・スポーツ課）

（以下、対象団体回答） 

再委託に該当する対象業者を貴区担当課と

確認し、平成３０年度の「事業計画書」に於い

て「再委託」の対象業者を記載して報告してお

ります。 

尚、新たに再委託に該当する場合は、予め書

面にて提出し、貴区の承認を得るように致しま

す。 

（コナミ・近鉄ビル）

所管課等: 学習・スポーツ課、コナミ・近鉄ビル 
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監査委員指摘、指導及び意見・要望に対する措置状況等報告書

監査結果報告における指摘、指導及び意見・要望 左の指摘、指導及び意見・要望に対する措置状況等 

第２ ３．コナミスポーツ・近鉄ビルサー

ビスグループについて 

（所管課：学習・スポーツ課） 

【３】意見・要望 

（１）利用者増に向けての方策について 

平成 26 年度から平成 28年度にかけて、次表

のとおり、団体貸切の利用者数は件数、人数と

もに減少し、また、個人利用は年度によって人

数が増減する状況にあった。この状況につい

て、コナミスポーツ・近鉄ビルサービスグルー

プに説明を求めたところ、施設利用者数は、平

成 29 年度に入り増加・回復傾向にあり、特段

の分析は行っていないとのことであった。 

しかしながら、今後、再び減少傾向に転じな

いよう、その分析を行うなど、指定管理者とし

て安定した施設運営を行うための対策を講じ

る必要がある。 

なお、自主事業の利用者数が増えている一方

で、団体貸切や個人利用が減少あるいは増減し

ている状況は、公共の施設運営としては必ずし

もバランスが取れているものとは言えず、自主

事業とともに団体貸切や個人利用も増加させ

る方向で、バランスを取りつつ改善させていく

べきである。 

（表省略） 

また、平成 28 年度の広告費予算として

2,542,160 円が計上されていたが使われず、そ

の決算額は 0円であった。これについて、コナ

ミスポーツ・近鉄ビルサービスグループは、施

設の存在自体をまず知ってもらうことが大切

だと考え、その方策として、ポスティングやホ

ームページ掲載、目白駅から施設までの掲示板

にポスターの掲示を行うなど、「知ってもらう

ための活動」を行っており、その経費は、前年

度までに揃えた広告・宣伝材料の在庫があった

ため、特にかからなかったとしている。 

確かに、施設運営において経費を節減する工

夫は必要であるが、予算に計上された経費が全

く支出されなかったことは、事業計画が不十分

であったことに他ならない。不十分な事業計画

の下では、十分な事業効果は得られない。例え

ば、利用者アンケートの回答内容を見ると、施

第２ ３．コナミスポーツ・近鉄ビルサー

ビスグループについて 

【３】意見・要望 

（１）利用者増に向けての方策について 

 平成２８年度の利用者数と比較して、結果と

しては約４，０００名増となっている。しかし

ながら団体貸切や個人利用が減っているなど、

利用者バランスの均衡を図る必要があると考

えている。 

 魅力的な事業展開を行うことはもちろん、参

加者が伸びている自主事業にて、一般の利用

者、団体の利用も呼びかけるなど、より効果的

かつ魅力を感じる周知や宣伝について刷新を

図るよう、指定管理者に指導していきたい。 

学習・スポーツ課としては、今後更に提案や

事業計画に沿った事業展開がなされているか、

内容に過不足は無いか注視していくとともに、

適宜指導していきたい。 

（学習・スポーツ課）

（以下、対象団体回答） 

 利用人数については、平成２９年度は、前年

に比較して約４，０００人増の９７，０７９ 

 人でした。団体利用、個人利用、自主事業の

使用者がそれぞれ、前年より増加しています。

 外部販促（施設を知ってもらう為の活動）

としては、ポスティングや雑司が谷駅からの通

路にポスター掲示、指定管理者ホームページの

更新を頻繁に行いました。 

利用者アンケートでは指定管理者ホームペ

ージで施設を知った方が極端に少ない結果で

したが、代表団体でホームページの閲覧数を集

計していますが、年間を通して毎月２，５００

～３，８００の閲覧数がありますので、アンケ

ートの結果よりは閲覧数は多いと考えていま

す。 

 平成３０年度は更なる使用者増を目指して

新聞折り込み広告を実施する計画です。 
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設を知った際の媒体として「指定管理者ホーム

ページ」を挙げたのは 1 人だけであり、「知っ

てもらうための活動」のうちの 1つである「ホ

ームページ掲載」の効果は表れていないと言え

る。 

特に、高い水準のサービスを提供することが

求められる指定管理者としては、より多くの区

民に利用してもらうために、より効果的な方法

で広告・宣伝を行うことが必要不可欠であり、

予算の範囲内で必要な経費をかけて十分な方

策を実施していくべきである。 

コナミスポーツ・近鉄ビルサービスグループ

におかれては、今後も魅力ある施設づくりをし

ていくとともに、利用者の増加に向けた方策を

積極的に推進されたい。 

（コナミ・近鉄ビル）

 また、認知度向上の為「ポスティング、ポス

ター掲示、ホームページの更新」を継続して行

ってまいります。 

（コナミ・近鉄ビル）

所管課等: 学習・スポーツ課、コナミ・近鉄ビル 
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第２ ４．西武グループ環境パートナーズ

について（所管課：公園緑地課） 

【１】指摘事項 

（１）修繕費の費用負担について 

「豊島区立目白庭園管理業務基本協定書」

（以下、「基本協定」という。）の第 17 条に基

づく別表 3リスク分担表」において、指定管理

者の責めに帰すべき事由によるもの以外で1件

10 万円を超える修繕については、区の費用負担

となることが規定されているが、「赤鳥庵前の

水辺改修」（259,200 円）など、当該規定に反し

て指定管理者が費用を負担している事例があ

った。 

公園緑地課におかれては、該当事例を確認の

うえ、区が本来負担すべき金額を西武グループ

環境パートナーズに対し返還されたい。 

西武グループ環境パートナーズにおかれて

は、これに伴う決算額の修正を行うとともに修

正した収支報告書を区長あてに提出されたい。

（公園緑地課、西武グループ環境パートナーズ）

第２ ４．西武グループ環境パートナーズ

について 

【１】指摘事項 

（１）修繕費の費用負担について 

ご指摘のとおり、当課にて確認した結果、「豊

島区立目白庭園管理業務基本協定書」（以下、

「基本協定」という。）の第17条に基づく別表3

リスク分担表」において、指定管理者の責めに

帰すべき事由によるもの以外で1件10万円を超

える修繕について6件（総額932,040円）が該当

していたため、これに伴う収支報告書を29年10

月に再提出を受け、29年度予算にて指定管理者

へ返還した。その後、西武グループ環境パート

ナーズより、「豊島区立目白庭園管理業務基本

協定書第15条」に従い、収入実績が支出実績を

上回った収支差額（324,502円）に伴う成果配分

(162,251円)が納入された。 

（公園緑地課）

該当する修繕6件（総額932,040円）は返還

いただいた。収支報告書は訂正し、平成29年

10月に年度事業報告書として再提出した。 

（西武グループ環境パートナーズ）

所管課等: 公園緑地課、西武グループ環境パートナーズ 
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第２ ４．西武グループ環境パートナーズ

について（所管課：公園緑地課） 

【２】指導事項 

（１）収支報告書における一般管理費の計上額

について 

「平成 28 年度豊島区立目白庭園の管理及び

費用に関する協定書」の第 5条に「第 2条に定

める期間における一般管理費の額は、基本協定

第 9 条に定める年度収支計画書に基づき、

2,578,800 円（消費税及び地方消費税を含む。）

とする。」とあり、実績報告に記載された一般管

理費はその規定に従って、予算額である

2,578,800 円 を そ の ま ま 決 算 額 と し て

2,578,805 円（2,578,800 円とは 5 円の誤差が

生じていた。）が計上されていた。 

しかしながら、基本協定第 15 条では、「収支

差額の算定にあたっては、一般管理費の支出実

績は、当該事業年度の年度協定に定める一般管

理費の額を上限として計算する。」と規定され

ており、また、「指定管理者制度運用指針」（平

成 25 年 3 月に策定された第 3 版以降のもの）

においても、収支計画における一般管理費の予

算額は、決算における収支差額の算定にあたり

上限とすることが定められ、予算額をそのまま

決算額として計上することは認められていな

い。実績報告にあたっては、いったん一般管理

費の実績額を示す必要がある。 

西武グループ環境パートナーズにおかれて

は、一般管理費の実績額を示し、その実績額が

2,578,800 円を上回る場合、収支差額の算定に

あたっては 2,578,800 円を上限として計算し、

一般管理費の実績額が2,578,800円を下回る場

合は、その実績額を決算額として計上された

い。 

公園緑地課におかれては、今後、西武グルー

プ環境パートナーズから提出される収支報告

書については内容を精査したうえで収受され

たい。 

（公園緑地課、西武グループ環境パートナーズ）

第２ ４．西武グループ環境パートナーズ

について 

【２】指導事項 

（１）収支報告書における一般管理費の計上額

について 

年度協定及び年度計画書で定めている一般

管理費の上限額は、成果配分を算定する場合に

使用するものであり、実績報告にあたっては実

績額を記載することになるが、誤った認識で実

績報告を作成していた。 

 実績報告については、一般管理費の実績額に

記載を修正して再提出する。 

（西武グループ環境パートナーズ）

所管課等: 公園緑地課、西武グループ環境パートナーズ 
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第２ ４．西武グループ環境パートナーズ

について（所管課：公園緑地課） 

【２】指導事項 

（２）再委託承認願いについて 

① 再委託承認願いにおける記載の不備につい

て 

平成 28 年 4 月 1 日付で西武グループ環境パ

ートナーズから区長あてに「再委託承認願い」

が提出され、再委託が承認されていた。 

しかしながら、「再委託承認願い」に記載され

ていたのは、次表における 1から 5までの業務

についてであり、6 の業務（植物管理）につい

ては記載されていなかった。その理由は記載漏

れであったが、結果的に区の承認なく再委託が

されたこととなり、これは基本協定第 36 条第

2項に反するものである。 

また、次表のうち 4の赤鳥庵定期清掃に関す

る業務の再委託について、「再委託承認願い」に

添付されていた書類上、赤鳥庵定期清掃を行う

業者名称欄に誤って他の業者名称が記載され

るなどの不備があった。 

（表省略） 

「再委託承認願い」は、基本協定第 36 条第 2

項に基づき指定管理者から区へ正式に提出さ

れる文書である。 

西武グループ環境パートナーズにおかれて

は、今後、「再委託承認願い」に記載漏れや記載

内容の不備がないよう十分に精査のうえ、適正

に作成されたい。 

公園緑地課におかれては、今後、西武グルー

プ環境パートナーズから提出される書類につ

いては、内容を十分な精査のうえ収受された

い。 

（公園緑地課、西武グループ環境パートナーズ）

第２ ４．西武グループ環境パートナーズ

について 

【２】指導事項 

（２）再委託承認願いについて 

① 再委託承認願いにおける記載の不備につい

て 

「再委託承認願い」の中で記載漏れ、記載ミス

の不備を訂正し、公園緑地課へ再提出した。 

（西武グループ環境パートナーズ）

再提出された書類の内容を確認のうえ、収受

をやり直した。 

（公園緑地課）

所管課等: 公園緑地課、西武グループ環境パートナーズ 
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第２ ４．西武グループ環境パートナーズ

について（所管課：公園緑地課） 

【２】指導事項 

（２）再委託承認願いについて 

② 再委託承認願いの収受について 

西武グループ環境パートナーズから提出さ

れ、公園緑地課で受け取られた「再委託承認願

い」の書類の上部に公園緑地課の係員、係長及

び課長の確認印は押されていたが、収受印は押

されず、文書管理システムにおける収受も行わ

れず、したがって収受番号も付されていなかっ

た。 

「再委託承認願い」は、基本協定第 36 条第 2

項に基づき指定管理者から区へ正式に提出さ

れた文書であり、収受番号を文書管理システム

において付し、正式に収受されるべきものであ

る。 

公園緑地課におかれては、今後、指定管理者

から正式に提出された文書については、適正な

手続きをもって収受されたい。 

（公園緑地課）

第２ ４．西武グループ環境パートナーズ

について 

【２】指導事項 

（２）再委託承認願いについて 

② 再委託承認願いの収受について

 28 年度分について、西武グループ環境パート

ナーズより公園緑地課へ、不備を訂正したもの

が再提出され、内容を精査うえ、収受を改めて

行った。また 30 年度より、同じく内容を精査

し、収受を行っている。 

（公園緑地課）

所管課等: 公園緑地課 
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平成２９年度財政援助団体等監査結果報告における

監査委員指摘、指導及び意見・要望に対する措置状況等報告書

監査結果報告における指摘、指導及び意見・要望 左の指摘、指導及び意見・要望に対する措置状況等 

第２ ４．西武グループ環境パートナーズ

について（所管課：公園緑地課） 

【２】指導事項 

（３）事件・事故の発生状況報告について 

「秋の庭園ライトアップ報告書」において

は、事件・事故件数として 1 件有りと報告がな

されていたが、「平成 28年度事業報告書」にお

いては、事件・事故件数は 0件として記載され

ていた。事件・事故の発生状況報告について、

各イベント報告書と年度事業報告書とでは記

載する基準が異なるとしても、各イベント報告

書に記載された事件・事故については、何らか

の形で当該年度の事業報告書にも記載し、年度

事業報告書において全体の状況が把握できる

ようにしておくべきである。 

西武グループ環境パートナーズにおかれて

は、今後、年度事業報告書を作成する際に、事

件・事故の発生状況報告の記載方法を改善され

たい。 

（西武グループ環境パートナーズ）

第２ ４．西武グループ環境パートナーズ

について 

【２】指導事項 

（３）事件・事故の発生状況報告について 

 年度報告書を作成するにあたり記載漏れが

あった。今後はすべての事件・事故の発生件数

を記載する。なお、28年度事業報告書について

は、修正したものを再提出し、差し替え対応を

行った。（平成 29 年 10月） 

（西武グループ環境パートナーズ）

所管課等: 西武グループ環境パートナーズ 
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第２ ４．西武グループ環境パートナーズ

について（所管課：公園緑地課） 

【２】指導事項 

（４）平成 24 年度の監査結果に対するその後

の対応状況について 

① コンソーシアムとしての経理規程について 

平成 24 年度に実施した監査において、会計

処理について、「コンソーシアムとしての経理

規程を整備されたい」旨の監査委員意見を述べ

たところ、それに対して、公園緑地課から「今

回の措置状況等報告書の提出により（西武グル

ープ環境パートナーズへ）提示を求めたが、（コ

ンソーシアムとしての経理規程は）未整備であ

った。速やかに整備されることが望ましいが、

新たに作成することを考慮したうえ、平成25年

度末までに作成し提示するよう求めた。」との

措置状況報告を得た。 

しかしながら、この件について改めて今回の

事務監査時に確認したところ、コンソーシアム

としての経理規程は作成されていなかった。 

事務監査の終了後、西武造園株式会社と西武

緑化管理株式会社の間で締結された「覚書」の

写しが公園緑地課において保管されているこ

とがわかり、公園緑地課から追加資料として

「覚書」の写しが提出されるとともに次のとお

り説明があった。 

この覚書に記載されているとおり、西武造園

株式会社内に目白庭園の「管理運営業務に係る

会計処理業務を担当する部署」が設置され、西

武造園株式会社の経理規程を目白庭園に関す

る経理規程として適用することとし、コンソー

シアムとしての経理規程は作成されていない

が、この覚書にしたがって適正に会計・経理業

務が行われていると公園緑地課としては考え

ているとのことであった。 

ところが、この覚書は平成 26 年 2 月 1 日付

で締結されたものであり、前回（平成 27年 3 月

31 日まで）の指定管理期間中は有効であるが今

回の指定管理期間である「平成 27 年 4 月 1 日

から平成 32 年 3月 31 日まで」においては適用

されないものであった。 

また、後日、監査委員監査において西武グル

ープ環境パートナーズから追加資料として、平

成 27 年 4 月 1 日付で締結された覚書の写しが

提出され、これに基づき適正に会計・経理業務

第２ ４．西武グループ環境パートナーズ

について 

【２】指導事項 

（４）平成 24 年度の監査結果に対するその後

の対応状況について 

① コンソーシアムとしての経理規程について 

ご指摘の通り、担当者が変わった際には適切

な引継ぎを行うことで、円滑な業務運営を行っ

ていく。 

会計・経理業務は、西武造園株式会社と西武

緑化管理株式会社の間で「覚書」を締結するこ

とで、西武造園株式会社の経理規定に基づき行

う。 

 現金出納帳においては、平成 29年 11月から

備えており、西武造園株式会社の経理規定に沿

って適切に会計・経理業務を行っていく。 

（西武グループ環境パートナーズ）
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を行っているとの説明がなされた。 

平成 24 年度の監査結果に対して措置状況と

して報告を受けたのはコンソーシアムとして

の経理規程の作成・提示であり、覚書の締結に

ついては、一切触れられておらず今回初めて判

明したものである。 

このような対応は、事後処理的な辻褄合わせ

に過ぎないとも言えるものであり、その覚書の

存在を忘れてしまうということ自体が問題で

ある。 

また、会計・経理業務はこの覚書によって西

武造園株式会社の経理規程（以下、「経理規程」

という。）に基づき行われていたが、経理規程第

8 条に定められた会計帳簿のうち現金出納帳が

備えられていない状況にあった。 

西武グループ環境パートナーズ及び公園緑

地課におかれては、今後、監査結果に対する措

置状況報告は、十分調査検討のうえ行われた

い。なお、担当者が異動等で変わったとしても、

適切に引継ぎ等を行い、円滑な業務運営に努め

られたい。 

また、西武グループ環境パートナーズにおか

れては、現金出納帳を備え、適切に会計・経理

業務を行われたい。 

（公園緑地課、西武グループ環境パートナーズ）

所管課等: 公園緑地課、西武グループ環境パートナーズ 
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第２ ４．西武グループ環境パートナーズ

について（所管課：公園緑地課） 

【２】指導事項 

（４）平成 24 年度の監査結果に対するその後

の対応状況について 

② 「物品現在高調書兼物品引渡書」による報告

について 

平成 24 年度の監査において、次のとおり、

監査委員意見を述べ、それに対する措置状況と

して公園緑地課から報告を得た。 

《監査委員意見》 

・ 事務の適正処理について 

「豊島区立目白庭園の管理に伴う物品取扱

要領」第 12 条第 2項により、毎年 3月末 

現在における物品現在高調書兼引渡書を作

成し、区に報告しなければならないこととされ

ているが、報告されていなかった。早急に整備

されたい。 

《公園緑地課からの措置状況報告》 

豊島区立目白庭園の管理に伴う物品取扱要

領第 12 条第 2 項により、物品現在高調書兼物

品引渡書を、平成 25年 3 月に平成 23 年度分、

24 年度分の両年度について提出を受けた。 

上記のとおり毎年 3月末現在における「物品

現在高調書兼物品引渡書」が作成され区へ報告

されているか、今回の監査において再度確認し

たところ、平成 29 年 3 月 31 日付で、誤って

「保全物品整理簿」により区への報告がなさ

れ、「物品現在高調書兼物品引渡書」による報告

はされていなかった。 

これは、前回の監査で措置状況として報告さ

れたことが、その後、継続して行われていない

ということである。 

西武グループ環境パートナーズにおかれて

は、今後、毎年 3月末現在における「物品現在

高調書兼物品引渡書」を作成し、区への報告を

怠ることのないようにされたい。 

公園緑地課におかれては、措置状況として監

査委員へ報告をされた件については、継続して

適切に事務処理をされたい。 

（公園緑地課、西武グループ環境パートナーズ）

第２ ４．西武グループ環境パートナーズ

について 

【２】指導事項 

（４）平成 24 年度の監査結果に対するその後

の対応状況について 

② 「物品現在高調書兼物品引渡書」による報告

について 

ご指摘のとおり、適正な報告ができていなか

ったので、「物品現在高調書兼物品引渡書」によ

る報告を平成29年12月に公園緑地課へ差替え

による対応を行った。 

（西武グループ環境パートナーズ）

 ご指導・ご意見のとおり、事務担当者の人事

異動等により変更になり、事務引継ぎができて

いなかったため、今回の措置と過年度の措置状

況を踏まえ、継続して適切な事務処理を行って

いく。 

（公園緑地課）

所管課等: 公園緑地課、西武グループ環境パートナーズ 
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第２ ４．西武グループ環境パートナーズ

について（所管課：公園緑地課） 

【３】意見・要望 

（１）一般管理費の算出方法について 

指定管理業務における一般管理費の算出根

拠として、国土交通省の工事に関する一般管理

費の基準が使用されていた。 

しかしながら、指定管理業務と工事とでは分

野が異なり、工事に関する一般管理費の基準を

そのまま指定管理業務における一般管理費の

算出根拠として使うことは適切ではない。 

西武グループ環境パートナーズにおかれて

は、今後、指定管理業務において必要とされる

一般管理費を適切な方法を用いて計算し、収支

計画書及び収支報告書に計上されたい。 

（西武グループ環境パートナーズ）

（２）自主事業における人件費の計上について

「自主事業の収支計画書・収支報告書」にお

いて、人件費として計上されている項目は、「講

師謝礼」のみであった。 

しかしながら、実際ここでの自主事業は講師

のみで行われていたものではなく、指定管理業

務を担当する職員も従事していた。自主事業の

経費は、指定管理事業の経費とは区分して計上

すべきものであり、自主事業に携わった指定管

理業務を担当する職員に関する人件費は、指定

管理事業の分とは明確に分けて算定したうえ

で、自主事業の収支計画書及び収支報告書に計

上すべきである。 

西武グループ環境パートナーズにおかれて

は、自主事業における人件費について、今後、

明確な根拠に基づき算出した予算額を収支計

画書に計上し、実績に基づき明確に算出した決

算額を収支報告書に計上されたい。 

公園緑地課におかれては、指定管理者から提

出される「自主事業の収支計画書・収支報告書」

については、内容を精査のうえ、収受されたい。

（公園緑地課、西武グループ環境パートナーズ）

第２ ４．西武グループ環境パートナーズ

について 

【３】意見・要望 

（１）一般管理費の算出方法について 

 代表企業である西武造園株式会社として、指

定管理業務における一般管理費の計算は国土

交通省の工事に関する一般管理の基準を用い

ている。西武造園株式会社は建設会社であり、

指定管理業においても建設会社としての体制

を引き継ぎ、現場支援を十分に行っている。経

理等の業務は本社にて集約的に行うことで、現

場の業務効率化を図っている。 

 平成 28 年度の一般管理費の実績を算出する

と 2,715,483 円となり、一般管理費予算額・支

出額である 2,578,800 円を上回ることから、一

般管理費として不適切な金額を算出している

訳ではないと考えている。 

（西武グループ環境パートナーズ）

（２）自主事業における人件費の計上について

 自主事業のみに携わる担当職員を配置してい

るわけでなく、指定管理事業と自主事業を同一の

職員が平行して行うことで、業務の効率化・費用

削減を図っている。そのため、人件費を指定管理

事業と自主事業に明確に算定することは難しい。

（西武グループ環境パートナーズ）

 自主事業は、指定管理者自らの責任と負担で

実施するものであるが、自主事業の実施によっ

て施設の効用をより高めているという側面も

あり、指定管理業務を補完する機能を有してい

るとも言える。また、自主事業の従事者が指定

管理業務にも従事することにより、それぞれの

業務の効率化・費用削減を図っている側面もあ

り、実績に基づく人件費算出を行うことで業務

量の増加につながる懸念もある。 

以上の要素と併せて、現状、指定管理者制度

運用指針でも、指定管理業務及び自主事業のそ

れぞれに従事している者について、従事割合の

配賦基準に関する特段の定めはないことから、

従来どおりの取り扱いとする。 

（公園緑地課）

所管課等: 公園緑地課、西武グループ環境パートナーズ 
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第２ ５．総括意見 

（１）前回の監査における指導事項等のその後

の対応について 

今回、平成 29 年度に実施した監査において、

前回の監査で指導した事項等のその後の対応

状況を確認したところ、先に各団体の項で述べ

たとおり、改善されていない事項が依然として

見受けられた。 

今後、各団体及び各所管課におかれては、監

査において指導等を受けた事項については、適

切に対応されたい。また、行政経営課におかれ

ては、この旨、各所管課へ周知徹底されたい。

（行政経営課）

第２ ５．総括意見 

（１）前回の監査における指導事項等のその後

の対応について 

 平成 28 年度に実施した監査と類似の指摘を

受けた修繕費の費用負担等の３点については、

所管課へ適切な対応を求めるとともに、行政経

営課においても十分に確認を行っている。 

各所管課には、監査の指摘内容等について注

意喚起を行い、同様の誤りを生じさせないよ

う、引き続き周知を図っていく。 

（行政経営課）

所管課等: 行政経営課 
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監査委員指摘、指導及び意見・要望に対する措置状況等報告書

監査結果報告における指摘、指導及び意見・要望 左の指摘、指導及び意見・要望に対する措置状況等 

第２ ５．総括意見 

（２）平成 28 年度に実施した監査で他団体等

が指導等を受けた事項について 

「平成 28 年度財政援助団体等監査結果報告

書」に記載し、他団体・他課に対して指摘した

事項等と同様な状況が次のとおり見受けられ

た。 

①《指摘事項》修繕費の費用負担について 

「豊島区立福祉ホームさくらんぼの管理に

関する基本協定書」では、1件 50 万円を超える

修繕は区の費用負担で行うことが規定されて

いるが、自動ドア装置交換工事（契約金額：

648,000 円）が指定管理者の費用負担で実施さ

れていた。 

今回平成 29 年度の監査時もこれと同様な事

例が生じており、「豊島区立目白庭園管理業務

基本協定書」において 1 件 10 万円を超える修

繕は区の費用負担となることが規定されてい

るが、指定管理者の費用負担で実施されてい

た。 

②《指導事項》収支報告書における一般管理費

の計上額について 

指定管理者制度運用指針では「成果配分の算

定にあたっては、一般管理費の支出実績は年度

協定に定める額を上限として計算する」と規定

している。これは、一般管理費の予算額につい

て、成果配分を計算するうえでの上限額とする

ことを決めたものであり、収支報告書上、一般

管理費の決算額にそのまま予算額を計上する

ということを定めたものではない。 

しかしながら、「平成 27年度福祉ホームさく

らんぼ収支報告書」には、一般管理費の当初予

算額 2,500,000 円 が、そのまま決算額

2,500,000 円として計上されていた。 

今回平成 29 年度の監査時もこれと同様な事

例が生じており、豊島区立目白庭園の一般管理

費の予算額である 2,578,800 円がそのまま決

算額 2,578,805 円（2,578,800 円とは 5円の誤

差が生じていた。）として計上されていた。 

第２ ５．総括意見 

（２）平成 28 年度に実施した監査で他団体等

が指導等を受けた事項について 

 行政経営課では、指定管理者制度運用指針の

改定内容等について、これまでも必要に応じて

説明会を実施するなど、各所管課へ周知を行っ

てきたが、所管課が指定管理者制度の趣旨を十

分に把握できていない状況が見受けられる。 

 個別の指摘については下記のとおり対応す

る。 

 ①修繕費の費用負担について、基本協定書に

おけるリスク分担表に基づく費用負担の解釈

に疑義がある場合は、所管課とともに考え方を

整理し、適切な運用となるよう指導調整を行っ

ており、引き続き実施する。 

 ②収支報告書における一般管理費の計上額

については、収支報告書の提出依頼の際、注意

事項として所管課に確認を求めるよう周知を

図る。 

 ③補助金交付申請書に添付された理由書に

ついては、外郭団体への現況調査等を実施する

際、理由書の記載漏れがないように定期的に注

意を促す。 

 上記の取り組みに加え、今後定期的に説明会

を開催し、指定管理者制度運用指針の改定内容

のみならず、監査から指摘を受けた事項につい

て、所管課にチェックシートを活用させるなど

し、適宜注意喚起を行い、さらなる周知徹底及

び指導調整を図っていく。 

（行政経営課）
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③《指導事項》補助金交付申請書に添付された

理由書について 

一般財団法人東京城北勤労者サービスセン

ターから生活産業課に提出された補助金交付

申請書等の写しを確認したところ、添付されて

いた「理由書」に補助金を申請する具体的な理

由が記載されていなかった。 

今回平成 29 年度の監査時もこれと同様な事

例が生じており、未来文化財団から区へ提出さ

れた補助金交付申請書に添付されていた「理由

書」に補助金を申請する具体的な理由が記載さ

れていなかった。 

今回の監査で前記の事項について各団体・各

所管課に確認したところ、過去に同様な事例が

あり、指導等を受けていたという認識が薄い、

あるいは認識されていない状況にあった。監査

対象とならなかった団体及び所管課も含め、各

団体及び各所管課は、監査結果報告書に記載さ

れた監査結果について内容を把握し、同様な誤

りを生じさせないよう、日頃から適切に事務処

理を遂行すべきである。 

行政経営課におかれては、監査結果や指定管

理者制度運用指針の改定内容等について、これ

までも各所管課へ周知されてきたが、実態とし

ては必ずしも十分に浸透しておらず、例えば、

指定管理者制度運用指針の改定時に合わせて

指定管理者制度の運用における注意点等につ

いての説明会を実施するなど、さらに周知徹底

するとともに指導調整に務められたい。 

（行政経営課）

所管課等: 行政経営課 
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第２ ５．総括意見 

（３）コンソーシアムにおける会計・経理業務

について 

雑司が谷体育館については、コナミスポー

ツ・近鉄ビルサービスグループがコンソーシア

ムとして指定管理業務を行っているが、実態は

コナミスポーツと近鉄ビルサービスの 2 社が

各々の担当部分を専門的に分業して管理し、会

計・経理業務も個別に行われ、コンソーシアム

としての体制が会計・経理業務においては有効

に機能しているようには見受けられなかった。

会計・経理業務は各々の本社で別々に処理が

行われ、コンソーシアムとしての統一された経

理規程はなく雑司が谷体育館における業務の

会計帳簿も作成されていなかった。また、近鉄

ビルサービスにおける決算の数値は、 

その根拠が示されず、実績を積み上げて算出

されたものとは言えない状況にあった。年度当

初に年度確認書に基づきコナミスポーツと近

鉄ビルサービスの間で指定管理料が配分され、

その配分された金額の範囲内でやりくりをす

るという形となっており、実態は、コンソーシ

アムの代表団体であるコナミスポーツが、施設

維持管理業務の部分を近鉄ビルサービスに委

託するものとなんら変わらないものであるよ

うに見受けられ、コンソーシアムを組んだメリ

ットが会計・経理業務においては生かされてい

なかった。 

本来は異業種間でコンソーシアムを組むこ

とにより、それぞれの構成団体の強みを生か

し、指定管理業務を行う上でより有効なものに

していくべきものであるが、会計・経理業務に

おいては、それが実現できていない指定管理者

が見受けられる。 

行政経営課におかれては、現在、コンソーシ

アムを組んでいる指定管理者の会計・経理業務

の処理実態を把握するとともに、指定管理業務

における受託者がコンソーシアムを組む場合

の趣旨やメリット、コンソーシアム運営上の留

意事項などを指定管理者制度運用指針で明確

に示されたい。 

（行政経営課）

第２ ５．総括意見 

（３）コンソーシアムにおける会計・経理業務

について 

コンソーシアムを組むことにより、公の施設

の管理運営について、構成団体それぞれの特性

を生かしながら、民間企業等のノウハウやコス

ト管理を反映させることができる。構成団体が

得意とする分野で、その効果を最大限に発揮す

ることで、より利用者の満足度を高めることが

可能となる。 

コンソーシアムを組んでいる指定管理者の

会計・経理業務については、コンソーシアム全

体の収支報告のみではなく、事業者ごとの会

計・経理について調査を行い、現状の処理実態

を把握していく。 

なお、受託者がコンソーシアムを組む場合の

趣旨やメリットなどは、他自治体の運用指針の

記載を参考に豊島区としての考え方をまとめ、

今後運用指針に反映させ、基本的な考え方を明

示していく。 

（行政経営課）

所管課等: 行政経営課 
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第２ ５．総括意見 

（４）指定管理開始時の収支計画の拘束性につ

いて 

雑司が谷体育館の収支計画と収支報告を見

ると、次表のとおり予算額と決算額に 3年間に

わたって比較的大きな差が生じているものが

あった。 

（表省略） 

一般的に「予算」は、年度計画時に前年度の

実績を反映させた金額を計上すべきものと考

えられるが、指定管理事業における予算計上に

おいて、そのようにされていない理由をコナミ

スポーツ・近鉄ビルサービスグループに聴いた

ところ、指定管理開始時点で 5か年分の収支計

画を作成し、区へ提出しており、それに拘束さ

れるため、5 か年の指定管理期間の途中で収支

計画を変更することはしていないとのことで

あった。また、行政経営課に確認した際も同じ

返答であった。 

しかしながら、当初の収支計画に基づき実際

に業務を行っていく中で、予算額と決算額に比

較的大きな差が生じ、その差が次年度以降も続

くことが明らかに予測される場合でも、5 年間

にわたって予算額を変更することができない

制度というものは適切であるとは言えない。 

行政経営課におかれては、改善策を検討され

たい。 

（行政経営課）

第２ ５．総括意見 

（４）指定管理開始時の収支計画の拘束性につ

いて 

 指定管理開始時の収支計画については、指定

管理者選定における公平性、公正性担保のた

め、指定管理期間の途中で収支計画を変更する

ことは望ましくない。 

また、当初の計画と決算がかい離した場合

は、計画に沿った事業内容になるよう是正を促

し、業務水準及びサービス水準の確保に努めて

いくことが望ましい。 

上記２点については、指定管理者審査委員会

に諮り、妥当な考え方であるという助言を受け

ている。 

今回の雑司が谷体育館のケースをみると、収

支計画の内訳を変えることにより、支出総額が

変わることなく、収支計画と収支報告のかい離

が大きい項目は解消される。 

しかし、指定管理者選定時の公平性・公正性

担保の観点から、全体のルールとして収支計画

の内訳変更を可能とすることは慎重に考える

必要がある。 

支出総額に変更がなく、内訳を変えることに

ついては、指定管理者審査委員会の意見や他自

治体の取り扱い等を参考にしながら、今後検討

を進める。 

（行政経営課）

所管課等: 行政経営課 
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第２ ５．総括意見 

（５）指定管理料における一般管理費の算定方

法について 

指定管理者制度運用指針の初版が平成 20 年

3 月に策定されて以降、一般管理費の計上額の

例として人件費に一定の比率をかけて算定す

る方法が示されている。 

しかしながら、指定管理者によって一般管理

費の算定方法は、さまざまであり、一般管理費

として必ずしも適正とは言えないような金額

が計上される場合もある。一般管理費は、指定

管理事業を行う事業者の本社（本部）における

経費であるため、それぞれの事業者ごとに実態

に即した方法で算定されるべきものであり、ま

た、そのように算定すべきであると区は指定管

理者に対して指導すべきものである。 

また、一般管理費に関連して、事業者の利益

はどこに計上されているのかという問題があ

る。収入と支出の差額がゼロの場合、事業者の

利益分は、一般管理費に計上せざるを得ない場

合も考えられる。 

指定管理事業あるいは自主事業で利用料の

収入がある事業内容では、指定管理者は一定の

利益を見込むことができるが、例えば基本的に

入園料が無料の施設においては、指定管理者の

努力により来園者数が増加したとしても、指定

管理者の収入増には直接つながらず、指定管理

者の手間だけが増えるということもあり得る。

指定管理者が担う業務の形態も考慮に入れ、

利益を見込んだ形で指定管理料の算定を行う

必要があり、一般管理費の算定については、新

たな方法・基準を考えなければならない。 

行政経営課におかれては、一般管理費の算定

方法の例示は人件費のみではなく、他の方法も

示すなど、より実態に見合った内容で指定管理

者が一般管理費の計上ができるよう検討され

たい。 

（行政経営課）

第２ ５．総括意見 

（５）指定管理料における一般管理費の算定方

法について 

 一般管理費は、事業者により本社（部）の関

与の度合いが異なるため、一律の基準で算定す

ることは困難である。そのため、施設運営に係

る直接経費以外の間接経費を計上する際には、

すべて一般管理費に計上させるとともに、収支

計画書において、その内訳と配賦率等の算出根

拠を必ず説明させることとしている。 

豊島区の指定管理者制度の運用において、収

支計画は事業者が応募時に指定期間の各年度

における、収入と支出の差額がゼロになるよう

に作成することとしている。 

今後、収支計画作成の段階であらかじめ利益

を計上する方法の導入については、指定管理者

審査委員会の意見や他自治体の事例を研究す

るなどして検討していく。 

なお、一般管理費の算定方法の考え方につい

ては、算定方法の例示を含め、より実態に見合

った金額が計上できるよう、指定管理者審査委

員会に意見をききながら今後検討を行う。 

（行政経営課）

所管課等: 行政経営課 
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第２ ５．総括意見 

（６）指定管理施設が閉館した場合の指定管理

料等の取扱いについて 

指定管理施設において、指定管理期間中に施

設の改修等による一時休業（例えば短期間の工

事による休業）が生じた場合、指定管理業務は

継続して行われているため、その一時休業期間

中の施設維持管理等の経費負担を賄うべき収

入の休業に伴う減収分を「休業補償」として区

の負担とし支出しているのが現状である。 

一方で、今回の区民センター改築のように一

旦、施設自体を廃止し、指定管理期間を終了さ

せる場合や、改築や大規模改修のため指定管理

期間中において建物が長期にわたり一定期間

使用できない場合のリスク分担は、リスク分担

表により区の負担とする定めがあるのみであ

り、その負担の具体的な取扱い方法は必ずしも

明確ではない。このため、今回の区民センター

閉館事例においては、区と未来文化財団の間で

の協議によって、その取扱い方法が決定された。

区民センターは平成28年 9月 30日をもって

閉館したが、平成 28 年度の指定管理料は年度

協定に基づき、予め上半期のうちに下半期分も

含めて区から未来文化財団へ1年分が支払われ

た。このような取扱いをしたことについて、生

活産業課の説明によると、区民センターの閉館

は区の事情によるものであるため、そのリスク

は区が負担すべきものと考えたからであると

のことであった。 

予め区としてリスクを負担する範囲や方法

等の明確な基準がなかったため、区と未来文化

財団での協議によって指定管理料の取扱い方

法が決定されたことはやむを得ない面もある。

しかしながら、指定管理期間中の一時休業と異

なり、施設の廃止により指定管理期間が終了す

る場合には、それが年度途中の場合であっても

指定管理制度上、指定管理期間終了時点で指定

管理業務が終了することになるため、これに伴

う清算を行う必要がある。 

行政経営課におかれては、今後もこうした事

例が発生することも想定されるため、指定管理

期間の途中で指定管理業務を打ち切る場合の

区の負担のあり方、負担の範囲や方法、指定管

理料の取扱いなどを具体的に指定管理者制度

運用指針に定められたい。  （行政経営課）

第２ ５．総括意見 

（６）指定管理施設が閉館した場合の指定管理

料等の取扱いについて 

 施設の廃止等、政治・行政的理由により指定

管理期間が短縮した場合における指定管理料

の取り扱いについて明確にするため、指定管理

者制度運用指針（第 7版（平成 30年 4 月））を

改定し、「リスク分担表」の「業務終了リスク」

に「政治・行政的理由による指定期間の短縮に

おけるリスク」を明記した。 

また、指定管理者制度運用指針の改定につい

ては、各所管課に周知を行った。 

 今後、定期的に説明会を開催するなどし、適

宜注意喚起を行い、さらなる周知徹底及び指導

調整を図っていく。 

（行政経営課）

所管課等: 行政経営課 


