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23 監査公表第３号（平成 23 年２月７日付 福岡市公報第 5801 号公表） 

（出資団体監査） 

１ 財団法人福岡市学校給食公社 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

 福岡市立学校給食運営業務の委託契約

について適正な事務処理を求めるもの 

 財団法人福岡市学校給食公社は福岡市

と「福岡市立学校給食運営業務の一部委

託契約」を締結し，福岡市学校給食セン

ター等における学校給食の調理業務等を

受託し，同公社の支出総額から雑収入等

を控除した金額を業務委託料としてい

る。しかしながら，同公社の職員給与及

び病気休暇の取扱いについて次のような

不適切な取扱いが認められた。市民の税

金で賄われている業務委託料が増加する

こととなっているため，適正な事務処理

を行われたい。 

ア 同公社調理員については８月を休

業日と定め給料月額の８割を支給し

ており，８月の休業日のうち５日間

を７月に振替えて休業日とし，８月

において出勤日と定めた５日間につ

いて通勤手当を日割で支給していた

が，７月分の通勤手当については月

額で支給し，減額を行っておらず二

重払いとなっていた。 

【措置済(平成 24 年８月 16 日通知)】 

 手当等の労働条件の見直しについて、給

食公社と労働組合との間で労使交渉が行

われ、平成２４年１月３１日付で合意に至

った。 

このため，調理員に対して８月休業日を

７月に振り替えて休業日とし，８月におい

て出勤日と定めた日について日割で支給

していた通勤手当については，平成２４年

度から例月の通勤手当を定期券により認

定されている者を除き廃止された。（（財）

福岡市学校給食公社中期経営計画に明記）

イ 手当とは特別の業務に従事するな

ど，基本給に含めて支給することが

不適当である場合に支給されるべき

ものであるが，同公社調理員に適用

する給料表を定めているにもかかわ

らず，調理員が行う本来業務につい

て，業務手当を日額で支給していた。

また，調理業務に従事しない職場研

修についても業務手当の支給対象と

【措置済(平成 24 年８月 16 日通知)】 

 手当等の労働条件の見直しについて，給

食公社と労働組合との間で労使交渉が行

われ，平成 24 年１月 31 日付で合意に至っ

た。 

このことを踏まえ，平成２４年３月２７

日に開催された理事会において同公社職

員給与規程の一部が改正され，業務手当の

見直しが行われた（平成２４年度からの３
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していた。 か年で段階的に廃止）。 

ウ 同公社給与規程において，調理員

に適用する給料表（1～3 級）を等級

別に定めているにもかかわらず，も

っぱら調理に従事する職員である業

務係長，総括調理主任及び調理主任

について，調理員以外の職員給料表

を適用し，さらに本来業務である調

理業務について，職務手当(係長

43,200 円／月，総括主任又は主任

32,500 円／月)を月額で支給してい

た。また，調理業務に従事しない８

月分の職務手当を支給していた。 

【措置済(平成 24 年８月 16 日通知)】 

 手当等の労働条件の見直しについて，給

食公社と労働組合との間で労使交渉が行

われ，平成２４年１月３１日付で合意に至

った。 

このことを踏まえ，平成２４年３月２７

日に開催された理事会において同公社職

員給与規程の一部が改正され，職務手当の

見直しが行われた（平成２４年度からの３

か年で段階的に廃止）。 

エ 賞与については市の期末・勤勉手

当の支給率を参考に額を決定してい

るにもかかわらず，同公社就業規則

において90日を超えない範囲で与え

ることができるとされている病気休

暇の取得日数に応じて，賞与を減額

していなかった。 

【措置済(平成 24 年８月 16 日通知)】 

 手当等の労働条件の見直しについて、給

食公社と労働組合との間で労使交渉が行

われ，平成２４年１月３１日付で合意に至

った。 

このため，勤務成績判定期間において，

病気休暇により勤務しなかった期間が 31

日以上の場合には，その全期間の 1/2 を減

額することとされた（１日未満の端数は切

り捨てる。）。（（財）福岡市学校給食公社中

期経営計画に明記） 

オ 同公社調理員の病気休暇申請にお

いて，本人が提出した証明書に負傷

日時が明記されているにもかかわら

ず，同証明書を根拠に，負傷する前

の期間について病気休暇を承認して

いた。また，同証明書に記載された

治癒予定期間内に出勤した場合も，

改めて病状の確認を行うことなく，

同一の証明書に基づいて，繰り返し

病気休暇を承認していた。 

【措置済（平成 23 年 6 月 24 日通知）】 

 給食公社における病気休暇申請の承認

ついては，早急に改善を図るよう平成２３

年２月２１日付で文書（教育長名）による

要請を行った。なお，同公社においては，

役員部課長会議で，病気休暇等の承認につ

いて厳正な取扱いを図るように指導を，ま

た職員に対しては各所属長を通じ病気休

暇等の制度の趣旨や取扱いについての周

知が行われた。 

カ 同公社就業規則において，病気休 【措置済（平成 23 年 6 月 24 日通知）】 
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暇を与えることができるのは負傷又

は疾病のため就業することができな

い場合とされているが，病院の検査

を理由とした病気休暇を承認してい

た。 

 給食公社における病気休暇申請の承認

ついては，早急に改善を図るよう平成２３

年２月２１日付で文書（教育長名）による

要請を行った。なお，同公社においては，

役員部課長会議で，病気休暇等の承認につ

いて厳正な取扱いを図るように指導を，ま

た職員に対しては各所属長を通じ病気休

暇等の制度の趣旨や取扱いについての周

知が行われた。 

 

（公の施設の指定管理者監査） 

１ ミズノグループ 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

 監査の結果，下記のとおり注意，改善

を要する事項等が見受けられた。 

 基本・実施協定書等の業務について適

切な履行を行うよう注意を求めるもの 

 指定管理者は，公の施設の管理を行う

場合は，当該施設の管理に係る基本協定

書及び実施協定書に基づき当該業務を適

正に履行しなければならない。しかしな

がら，平成 21 年度及び同 22 年度の｢福岡

市立南体育館及び博多体育館｣並びに｢福

岡市立博多市民プール及び南市民プー

ル｣の管理運営業務において，次のような

不適切な事例が見受けられた。 

 今後，基本協定書等に定められた事項

に基づき適切な履行を行うよう注意され

たい。 

ア 指定管理者の応募時に市に提出した

｢現地の要員配置計画｣においては，正社

員を要所に３人又は４人の配置を予定

し，その結果，高い評価を得て選考され

たにもかかわらず，体育館及びプールの

受付等業務について，別会社に対して受

付及び運営等業務の全てを再委託して

【措置済（平成 23 年 6 月 24 日通知）】

ミズノグループに対して，平成 23 年

1 月 14 日付で指定管理業務に関する改

善指示書を交付し，応募時の｢現地の要

員配置計画｣における基準のとおり，同

グループの正社員を配置するよう指示

した。 

現在は指示事項どおり適正に配置済

みである。 
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いた。 

イ 南市民プールの日常清掃において，

次のような事例が見受けられた。 

(ｱ) 基本協定書に添付された業務の基

準において，プールの日常清掃は作

業場所毎に示された作業内容で行う

ことが定められているが，開館前の

日常清掃業務のうち一部業務(ロッ

カーの清掃，ロッカー室及びシャワ

ー室壁面の拭き清掃)を除いた内容

で再委託しており，この一部の業務

が実施されていなかった。 

【措置済（平成 23 年 6 月 24 日通知）】

ミズノグループは，再委託先への仕様

の不備であったことを認めており，速や

かな是正を指導した。 

現在は既に是正されており，日常清掃

業務仕様書にて確認済みである。 

(ｲ) 同基準において，開館前の日常清

掃は利用時間開始30分前の午前８時

30 分までに終了することが定められ

ているが，実際には終了していなか

った。再委託業者に対して指示され

た業務時間は午前７時から午前９時

までの２時間(平成22年３月23日以

降は午前７時から午前10時までの３

時間)となっており，適切な再委託と

なっていなかった。 

【措置済（平成 23 年 6 月 24 日通知）】

ミズノグループは，再委託先への仕様

の不備であったことを認めており，速や

かな是正を指導した。 

現在は既に是正されており，日常清掃

業務仕様書にて確認済みである。 

 (ｳ) 清掃業者記載の清掃日誌におい

て，一部の場所が清掃実施されてい

なかったにもかかわらず，指定管理

者職員によって同日誌に当該場所の

清掃業務終了を示す記号が書き加え

られていた。 

【措置済（平成 23 年 6 月 24 日通知）】

ミズノグループは，不適切な行為であ

ったことを認めており，厳しく再発防止

を指導した。 

現在は適正に清掃業務が実施されて

いる。 

ウ 南市民プール及び博多市民プールの

水質検査において，国が示している遊

泳用プールの衛生基準では毎月１回以

上実施することを求めているが，平成

21 年４月から７月までの４ヶ月間実施

していなかった。 

【措置済（平成 23 年 6 月 24 日通知）】

ミズノグループは，不適切な行為であ

ったことを認めており，厳しく再発防止

を指導した。 

現在は適正に水質検査業務が実施さ

れている。 

また，未実施であった平成 21 年４月

から７月までの４ヶ月については，ミズ
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ノグループから当該水質検査費用相当

分の指定管理料を自主返納済みである。

エ 平成21年度の南体育館及び博多体育

館の修繕経費については，実施協定書

第５条に基づき精算報告書を市に提出

し，精算を行うこととしており，その

経費に執行残が生じたときは，市に返

納することと定めている。しかしなが

ら，本来，実費精算であるべき修繕経

費に現場管理費等として２割から３割

程度の手数料を加算して精算してい

た。 

【措置済（平成 23 年 6 月 24 日通知）】

ミズノグループに対して，平成 23 年

1 月 14 日付で指定管理業務に関する改

善指示書を交付し，平成 22 年度分以降

の修繕費については，外注費用のみを計

上すること及び平成 21 年度分について

は，外注費用のみを計上した場合，修繕

費に余剰が生じていたことから，当該費

用を市へ返納することを指示した。 

現在は指示事項どおり平成 22 年度分

以降の修繕費については，外注費用のみ

を計上し，平成 21 年度分については，

余剰修繕費を市へ返納済みである。 

２ 九電工グループ 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

ア 市営築港駐車場の管理運営業務につ

いて適正な事務処理を行うよう注意を

求めるもの 

 市営築港駐車場に係る公の施設の管

理運営業務については，基本協定書第

21 条により，指定管理者は，地方自治

法第 244 条の２第７項の規定により，

毎年度終了後，施設の管理運営業務に

関し事業報告書を作成し，１ヶ月以内

に市に提出しなければならない。しか

しながら，平成 21 年度の管理運営業務

において，事業報告書に記載すべき管

理に係る経費等の収支状況の報告を全

く行っていなかった。 

 管理運営業務に当たっては，基本協

定書等で規定する内容を遵守の上，適

正な事務処理を行うよう注意された

い。 

【措置済（平成 23 年 6 月 24 日通知）】

 市営築港駐車場の管理運営業務につ

いては、指定管理者に対し、管理に係る

経費の収支状況の報告を速やかに行わ

せた。 

 今後、事業報告書の提出の際に、収支

状況が報告されているか、確認を徹底し

ていく。 

イ 公の施設の使用料について適正に納 【措置済（平成 23 年 6 月 24 日通知）】
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付するよう注意を求めるもの 

 公の施設の使用料の納付について

は，その日の収納金を精算機等と照合

確認の上，金庫に保管し，その日後に

おいて 初に市長が指定する金融機関

が営業を行う日に，払込書により指定

金融機関に払い込まなければならない

こととなっている。しかしながら，平

成 22 年度の収納金取扱事務において，

収納金を収納後，自社の売上金と混同

し金融機関に払い込みを行っているた

め，収納金と払込金額が一致していな

いものがあり，払込金額に不足が発生

していた。 

 収納金の取り扱いについては，福岡

市会計規則等に則り，適正に納付する

よう注意されたい。 

 収納金の不足分については、指定管理

者に早急に払込みを行わせた。 

 また、今後は他の収納金と混同せず、

速やかに払込みを行うとともに、払込時

には収納金額と精算機の精算履歴から

合計した額との突合作業を徹底するよ

う指導した。 

３ イオンディライト株式会社 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

 市営大橋駐車場の管理運営業務につい

て適正な事務処理を行うよう注意を求め

るもの 

 市営大橋駐車場に係る公の施設の管理

運営業務については，基本協定書第 27 条

によりその経理を他の業務と区別して明

確にし，収支に係る諸記録を整備し，常

に経理状況を明らかにしておかなければ

ならない。しかしながら，平成 21 年度の

同管理運営業務において，本社で一括し

て全体経理を実施しているため，経理簿

や領収書等の支出証拠書類が整備されて

おらず，指定管理業務に関わる 終の支

払状況が確認できなかった。なお，前回

の監査において，同様の指摘をしていた

にもかかわらず，一旦は改善されたもの

の，その後，管理体制の変更に伴い経理

【措置済（平成 23 年 6 月 24 日通知）】

 市営大橋駐車場の管理運営業務に係

る収支については、指定管理者に対し、

駐車場単体での元帳整備、及び経理簿作

成を行うよう指導した。 

 また、平成２２年１２月に駐車場指定

管理者を対象に説明会を開催し、事業報

告書に関する内容（経理簿の管理等含

む）について、再確認を行った。 
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簿等が整備されていない状況であった。

 管理運営業務に当たっては，基本協定

書で規定する内容を遵守の上，適正に事

務処理を行うよう厳に注意されたい。 

 


