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飯塚市監査委員  篠 﨑 充 俊 

飯塚市監査委員  田 中 裕 二 

 

監査委員の監査結果に基づき、飯塚市長から措置を講じた旨の通知を受け

たので、地方自治法第 199 条第 12 項の規定により、次のとおり公表します。 

 

1. 監査の種類  指定管理者監査 

2. 措置を講じた部署 健幸・スポーツ課 

3. 監査報告に対する措置状況の内容及び件数 以下のとおり 



(1) 健幸・スポーツ課（飯塚市体育施設） 14 件 

指 摘 事 項  措置の状況 

イ 利用料金について 

（１） 第１体育館の利用料について 

当該施設の利用料金について、一部のものにおい

て規定に基づく利用料金の徴収が行われていなかっ

た。 

主管課においては今後、適正な利用料金を徴収す

るよう指導されたい。 

なお、今後体育施設の利用料金の見直しを行う場

合は、施設における サービスの性質に応じた受益

者負担の適正化など、市民に分かりやすい料金改定

を検討されたい。 

 

（２） 減免申請について 

利用申請の許可及び減免申請の審査について、

以下のような不適切な事例が散見された。 

主管課は、指定管理者に対し、条例を遵守し、

適正な利用料の徴収を行うよう指導されたい。 

① 利用日を過ぎた申請書及び理由書の添付なく

料金を後納しているもの。 

② 減免申請書の提出よりも先に減免決定がされ

たもの。 

③ 利用申請書あるいは減免申請書の申請日を事

務局が訂正したもの。 

④ 減免の種類、主管課長欄の記載がないまま受

理し減免決定を行っているもの。 

 

 

（１）第１体育館の利用料について 

  規定に基づく利用料金の徴収が行われてい

なかった一部事例につきましては、それぞれ

の原因を特定するとともに、適正な利用料金

を徴収するよう指導、是正いたしました。 

  なお、利用料金を見直す際は、ご指摘の「分

かりやすさ」を念頭においた料金改定を検討

いたします。 

 

 

 

（２）減免申請について 

  ご指摘の利用申請及び減免申請に係る書類

の日付の矛盾、記載事項の不備等、不適切な事

務処理が散見されたことにつきましては、事

務処理手順を再確認するとともに、今後は条

例を遵守し、適正に処理がなされるよう指導

いたします。 

 

ロ 公用車について 

  飯塚市第 1体育館において指定管理者は、体育協

会職員の自家用車を公用車として借上げを行ってい

る。 

  しかしながら、借上げを行っている車について

は、保有している職員の通勤等に使用され、他の職

員が使用できない等、公用車としての機能を果たし

ていない。 

  また、借上料として支出されている費用につい

て、根拠となるものがなく、借上げ料が妥当かどう

かの判断ができない。 

  主管課は、現状を把握するとともに早急に見直し

を行い、適正な公用車配置を検討するとともに、指

定管理者への指導を徹底されたい。 

  

指定管理者が、職員の自家用車を公用車とし

て借上げを行っていることにつきましては、当

該車両の使用実態、借上料も含めまして、ご指摘

のとおりその根拠や妥当性が不明確でありま

す。 

早急に指定管理者と協議を行い、現在の不適

切な状況を改善するよう強く指導いたします。 

 



ハ 備品管理について 

（１）備品台帳の整備について 

  基本協定書及び仕様書では、指定管理者が購入し

た備品と、飯塚市が購入した備品を区分することと

されているが、区分がされておらず、帰属が不明と

なっている。 

また、仕様書 16－（2）に表記している「飯塚市

財務規則」「同規則に定められた物品出納簿」につ

いても、現行の飯塚市の条例と齟齬があるため具体

的な表記に改めるべきと考える。 

  当該事項は、前回の監査においても同様の指摘を

していたが、依然として改められていないため遺憾

である。主管課は指定管理者と協議の上、早急に適

切な処理をされたい。 

 

（２）適正に購入・管理すべきもの 

健康の森公園多目的広場において洗濯機を購入し

ているが，需用費で支出しており、備品管理台帳へ

の記載はなかった。 

性質形状を変えることなく長期にわたって使用に

耐えるものは備品購入費で購入するとともに、備品

台帳の適正な管理を行うべきであるため、指定管理

者への指導を徹底されたい。 

 

 

（１）備品台帳の整備について 

  備品Ⅰ種、Ⅱ種が区分されていないことに

つきましては、備品台帳の整備、整理を行うと

ともに、仕様書の表記も改め、今後は適正に事

務処理がなされるよう早急に指導、対応いた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）適正に購入・管理すべきもの 

 事務の執行に伴って必要とされる物品の購

入等につきましては、その性質や運用につい

て指定管理者の認識を再確認し、今後は適正

な会計処理を行うよう指導するとともに、早

急に備品台帳の整備を行ってまいります。 

ニ 休憩時間について 

労働基準法第 34条において、労働時間が 8時間を

越える場合は、少なくとも１時間の休憩時間を労働

時間の途中にとることになっているが、職員の時間

外労働において、規定された休憩時間を取得してい

ない日が散見された。 

職員の健康管理のため、今後は規定を遵守するよ

う指導されたい。 

 

 

ご指摘の職員の時間外労働における休憩時間

の取得不足につきましては、労働基準法の重大

な違反行為であり、職員の健康に悪影響を及ぼ

し、市民サービスの低下にもつながります。 

今後は法の規定を遵守し、職員の健康管理が

適正になされるよう指導いたします。 

ホ 経理について 

仕様書の 14-（3）において、指定管理者としての

業務にかかる経費とその他の業務にかかる経費を区

分して管理することとされているが、指定管理会計

の支出において、指定管理業務外である補助金事業

にかかる経費の支出が散見された。 

指定管理料は、過去の実績なども勘案し算定され

るため、指定管理者の決算額が重要な基礎資料とな

る。よって今後は、明確に区分し管理を行うよう指

導されたい。 

 

 

 

 

経費の区分に関する不適正な経理処理につき

ましては、業務内容をしっかり把握し、いずれ

の経費で支出すべきか指定管理者の認識を再確

認するとともに、今後は明確な区分、管理を行

い、適正に経費支出がなされるよう強く指導い

たします。 



へ 渉外費について 

  指定管理者は、渉外費において指定管理事業とは

直接関係ない団体との懇親会費を支出していた。 

飲食を伴うものについては、疑義を受けやすい経

費であるため慎重な支出を行うよう指導されたい。 

 

 

渉外費における懇親会費の支出につきまして

は、指定管理者の認識を再確認するとともに、

疑義を受けることのないよう、どのような目的

で使用すべき費用なのか明確に区別し、適正な

支出がなされるよう強く指導いたします。 

 

ト 現金の管理について 

 指定管理者においては、収支の状況が支出伝票に

基づいて詳細に通帳にて管理されていたが、職員か

ら天引きした毎月の所得税及び雇用保険料、一部イ

ベント運営費（リーバーサイドウォーキング）に要

する費用は、金庫にて保管、管理しているとのこと

であった。 

 出納事務が煩雑になるためとの理由であったが、

現金を日常から金庫で管理することは防犯上の危険

があるため、現金での管理は可能な限り控えるよう

指導されたい。 

 

 

ご指摘の現金の金庫での保管、管理につきま

しては、防犯上の安全性を優先し、今後は通帳

への入金による管理がなされるよう指導いたし

ます。 

チ 協定書における規定項目の不履行について 

   体育施設の管理に関しては、市（健幸・スポーツ

課） と飯塚市体育協会との間で、「飯塚市体育施設

の管理運営に関する協定書」を締結しているが、こ

れらの事務処理についてみたところ、業務の一部を

協定書どおりに実施していなかったものが見受けら

れた。 

主管課は今後、締結した協定書に基づく適正な事

務処理を行うよう、指定管理者への指導を徹底され

たい。 

 

 

業務に関する市への未報告、提出書類の不足

等、協定書の規定どおりに業務の一部が実施さ

れていなかったことにつきましては、今後は協

定書に基づく適正な事務処理がなされるよう強

く指導いたします。 

リ 安全管理について 

（１）消防用設備等点検結果に係る対処について 

飯塚市第１体育館における平成 27 年度消防用設

備等点検結果報告書において、不良内容 6項目につ

いて指摘されていたが、平成 28年度に実施された

消防用設備等点検結果においても同内容について指

摘されている。 

消防用設備については、人命に関わる事項とも思

料されることから、処置未了の不良項目については

早急に対処されたい。 

 

（２）ＡＥＤの管理について 

第一体育館に設置してあるＡＥＤを確認したとこ

ろ、消耗品である電極パッド及びバッテリーの使用

期限が切れていた。また、ＡＥＤ本体についても、

耐用年数が過ぎている。 

 

（１）消防用設備等点検結果に係る対処について  

  消防用設備の不良個所が改修されていない

ことにつきましては、早急に対応するよう指

導いたしました。 

  今後は、施設の安全管理が適正になされる

よう強く指導いたします。 

 

 

 

（２）ＡＥＤの管理について 

  ＡＥＤの消耗部品の使用期限切れ及びＡＥ

Ｄ本体の耐用年数超過につきましては、早急

に対応するとともに、今後は管理台帳を整備

するなど、ＡＥＤの管理が適切になされるよ

う指導いたします。 



ＡＥＤは救命処置を行うための重要な医療機器で

あり、いつでも使用できるよう毎日の点検を行い、

適切な管理をする必要がある。 

主管課は、早急にＡＥＤ本体の入れ替えを図ると

ともに、管理台帳を作成するなど、指定管理者に対

しＡＥＤに関する消耗品の交換時期を失念させない

防止策を図り、ＡＥＤについて適切な管理を行うよ

う指導されたい。 

 

（３）市民公園健幸スポーツ広場の施設管理について 

  市民公園健幸スポーツ広場に設置されているベン

チのいたるところが破損しており、非常に危険な状

態となっている。 

  早急に補修等を行い、事故防止を図られたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）市民公園健幸スポーツ広場の施設管理に

ついて 

市民公園健幸スポーツ広場の観覧席の破損

につきましては、早急に補修等対応するとと

もに、今後は施設管理が適切になされるよう

指導いたします。 

 

ヌ 会議の出席にかかる支払いについて 

会議の出席者に対する費用として、1回の出席に

対し 1,000円を報酬の名目で支出しているが、支払

い内容の性質から費用弁償として支払うのが適当で

ある。 

また、支払対象者の請求・領収書の添付がなく支

払いの証拠となる書類が不足していた。今後、適正

に処理するよう指導されたい。 

 

 

会議の出席者に対する費用の支出につきまし

ては、関係規定を整備し、請求・領収書を添付

するなど、今後は適正に事務処理がなされるよ

う指導いたします。 

ル 契約事務について 

指定管理者は、施設の維持管理について各業者と

契約を締結し管理を行っているが、各契約書に規定

されている業務予定表などの提出書類の不備及び実

施後の完成、検査の確認がなされていない業務が散

見された。 

今後は、各業者への指導及び、指定管理者におけ

る事務について適正に処理するよう指導されたい。 

 

 

施設の維持管理に係る各業者との契約書に規

定された提出書類の不備、検査の未確認など、

不適切な業務につきましては、今後は適正に契

約事務がなされるよう指導いたします。 

ヲ 健康の森公園鍵の複製について 

  健康の森公園用のスペアーキー10本を作製してい

るが、どの鍵を作ったのか曖昧な状態となっている。 

鍵は管理施設のセキュリティーにおいても重要な

ものであるため、安易な複製は行うべきでないと思

料する。 

 主管課は、鍵について適正な管理を行うよう指導

されたい。 

 

 

ご指摘のスペアーキーの複製につきまして

は、後に駐車場及び多目的施設の鍵を、交替勤

務職員用として、必要数を作製したものと確認

いたしました。 

安心・安全な管理運営を行っていくため、セ

キュリティーには十分に配慮し、管理施設の鍵

の管理が適切になされるよう指導いたします。 



ワ 郵券の管理について 

切手受払簿は整備されていたものの、受払簿に

記載された郵券の残枚数と郵券の枚数が相違して

おり、不適切な管理となっていた。 

郵券を使用する際には責任者が確実に確認を行

い、郵券管理を徹底するよう指導されたい。 

  

 

郵券とその受払簿の枚数が相違していたこ

とにつきましては、定期的なチェックを行う

など、今後は適切に郵券管理がなされるよう

指導いたします。 

カ 領収印について 

  使用料の徴収については、地方自治法施行令第

185条第 1項の規定に基づき、事務を委託するこ

とができると規定されている。飯塚市会計規則第

40条の 2において「所属長は、次に掲げる事務

（使用料の徴収等）を委託しようとするときは、

あらかじめ会計管理者と協議しなければならな

い。」とされ、同条第 2項においては「事務の委

託を受けた者は、当該事務の委託を受けた後速や

かに、現金の出納に用いる領収印を市長に報告す

るものとする。」と定めている。しかしながら、指

定管理者が報告すべき領収印の届け出はなく、所

属長が会計管理者と協議を行ったかについても疑

義がある。 

  主管課は早急に会計管理者と協議を行い、指定

管理者に対し領収印の報告を市長に行うよう指導

されたい。 

 

 

ご指摘の使用料の徴収事務の委託に係る手

続きの不備につきましては、会計規則に基づ

き、協議及び報告を早急に行い、徴収事務が

適正に行われるよう対応いたします。 

 


