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25監査公表第３号（平成25年２月７日付 福岡市公報第5992号 公表）分 

（公の施設の指定管理者監査） 

 （事務監査） 

１ 特定非営利活動法人福岡パフォーミングアーツプロジェクト 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

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，施設の管理に係る基本協定書及び実

施協定書に基づき管理運営業務を適正に履

行しなければならない。しかしながら，平

成 23 年度及び同 24 年度｢福岡市祗園音楽・

演劇練習場｣（以下「祗園練習場」という。）

の管理運営業務において，次のような事例

が見受けられた。 

今後，基本協定書等に基づき適切な履行

を行うよう注意されたい。 

ア 実施協定書の管理運営業務の範囲及び

基準において，施設を管理する統括責任

者を常勤で配置し，受付案内業務従事者

を午前 10 時から午後７時まで常時１名

以上配置することとなっているが，統括

責任者と受付案内業務従事者を兼務する

１名しか配置していなかった。また，臨

時職員のみ勤務する日が，週１日以上あ

った。さらに，実際に勤務する職員は，

福岡市大橋音楽・演劇練習場（以下「大

橋練習場」という。）と兼務していたため

祗園練習場の統括責任者が大橋練習場で

勤務していた。 

【他の方法で対応（平成25年８月６日通

知）】 

 統括責任者と受付案内業務従事者につ

いては，募集時及び毎年度の事業計画書に

おける配置内容を認めてきたこと及び今

回の指定管理者との協議を踏まえ，平成25

年度については，業務従事者（統括責任者

を含む）を１名以上配置し，業務時間午前

９時30分から午後11時のうち，原則として

９時間以上を常勤職員（指定管理者の常勤

職員）が勤務すること，また，指定管理者

は可能な限り２名以上の配置に努めるこ

ととした。次期指定管理期間である平成26

年度より，適正な人員配置に基づいて，指

定管理者選定を行うこととした。 

 臨時職員のみ勤務する日については，平

成25年度より無いようにした。 

 統括責任者の兼務については，これまで

配置内容を認めてきたこと及び今回の指

定管理者との協議を踏まえ，平成 25 年度

については，統括する練習場に原則として

週 24 時間勤務し，他方の練習場に原則と

して週 16 時間勤務することとした。次期

指定管理期間である平成 26 年度より，統

括責任者は統括する練習場に常勤で勤務

することとした。 

イ 基本協定書において，祗園練習場の収

支に係る諸記録を整備しなければならな

いが，勤務した職員，勤務日数，勤務時

間等が確認できる実績表等を作成してい

なかった。 

【措置済（平成25年８月６日通知）】 

当該施設における実績表等の作成につ

いては，実施協定書に明確な記載がなかっ

たため，平成25年度より勤務した職員，勤

務日数，勤務時間等が確認できる実績表等
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を作成するよう明文化した。 

指定管理者は，平成 25 年度より，勤務

した職員，勤務日数，勤務時間等が確認で

きる実績表を作成することとした。 

 

ウ 実施協定書の管理運営業務の範囲及び

基準において，舞台装置運営業務につい

ては，基幹要員の業務時間は午前 10 時か

ら午後７時までとなっているが，舞台利

用または打ち合わせ等がある日の必要な

時間のみ勤務していた。 

【措置済（平成25年８月６日通知）】 

 当該施設の舞台装置運営業務について

は，仕様書の勤務を要しない日の規定を改

めるとともに，指定管理者に対し，仕様書

のとおり基幹要員の配置を行うよう指導

した。 

指定管理者は，平成 25 年度より，改め

た仕様書のとおり勤務することとした。 

エ 基本協定書においては，経理を他の業

務と区別して明確にし，また常に経理状

況を明らかにするよう規定されている

が，次のような事例が見受けられた。 

(ｱ) 収支に係る記録を帳簿として整備し

ておらず，経理状況を明らかにしてい

なかった。また，管理運営業務に係る

経理を区分しておらず指定管理料に係

る経費を反映した適正な収支決算書を

作成していなかった。 

【措置済（平成25年８月６日通知）】 

当該施設の収支にかかる記録の帳簿の

整備と適正な収支決算書の作成について，

帳簿の整備は実施協定書に明確な記載が

なかったため明文化した。 

指定管理者は，平成25年度より，収支に

係る帳簿を紙で整備し，収支決算書に対応

した項目ごとに確認できるようにしてお

くこととした。 

適正な収支決算書の作成は，帳簿に基づ

き，適正な収支決算書を平成 24 年度分よ

り作成するようにした。 

(ｲ) 事業報告書において，祗園練習場，

大橋練習場及び指定管理者である｢特

定非営利活動法人福岡パフォーミング

アーツプロジェクト｣の経理を区別せ

ずに行っており，当該施設に係る人件

費を明確にしていなかった。 

【措置済（平成25年８月６日通知）】 

当該施設にかかる人件費の明確化につ

いては，これまでの事業報告書を改め，練

習場に係る人件費を明確にするため，練習

場の勤務実績に応じた次の算出方法によ

り人件費を算出することとした。 

ア．常勤職員については，練習場の勤務の

時間数を明らかにし，それに応じたその

月の給与等人件費を計上すること。 

イ．臨時職員については，勤務実績表によ

り算定された時間数を基に支出された金
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額を計上すること。 

 指定管理者は，平成 25 年度分より事業

報告書を改めることとした。 

(ｳ) 事業報告書において，業務委託料に

ついては，施設総合管理業務(清掃，警

備，消防設備保守点検，エレベーター

保守点検，シャッター保守点検，受水

槽清掃，空調設備，自動扉保守，建物

保守点検等)について，祗園練習場及び

大橋練習場の２施設分を一緒に再委託

し，当該施設に係る業務委託料を明確

にしていなかった。 

【措置済（平成25年８月６日通知）】 

  施設総合管理業務の業務委託料の明

確化については，これまで祇園練習場及び

大橋練習場の 2 施設分を一緒に再委託す

ることを認めていたが，当該施設にかかる

内訳が明確でなかったことから，今後は当

該施設にかかる業務委託料を明確にする

よう指導した。 

指定管理者は，平成 25 年度より，２施設

分の再委託契約を施設毎に行うこととし

た。 

(ｴ) 事業報告書において，舞台管理業務

について，祗園練習場及び大橋練習場

の２施設分を一緒に再委託し，当該施

設に係る業務委託料を明確にしていな

かった。 

【措置済（平成25年８月６日通知）】 

 舞台管理業務の業務委託料の明確化に

ついては，これまで祇園練習場及び大橋練

習場の2施設分を一緒に再委託することを

認めていたが，当該施設にかかる内訳が明

確でなかったことから，今後は当該施設に

かかる業務委託料を明確にするよう指導

した。 

指定管理者は，平成 25 年度より，２施設

分の再委託契約を施設毎に行うこととし

た。 

２ ＦＰＡＰ・子ども文化コミュニティ共同事業体 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

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，施設の管理に係る基本協定書及び実

施協定書に基づき管理運営業務を適正に履

行しなければならない。しかしながら，平

成 23 年度及び同 24 年度｢福岡市大橋音楽・

演劇練習場｣(以下｢大橋練習場｣という。)

の管理運営業務において，次のような事例

【他の方法で対応（平成25年８月６日通

知）】 

 統括責任者と受付案内業務従事者につ

いては，募集時及び毎年度の事業計画書に

おける配置内容を認めてきたこと及び今

回の指定管理者との協議を踏まえ，平成25

年度については，業務従事者（統括責任者

を含む）を１名以上配置し，業務時間午前

９時30分から午後11時のうち，原則として
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が見受けられた。 

今後，基本協定書等に基づき適切な履行

を行うよう注意されたい。 

ア 実施協定書の管理運営業務の範囲及び

基準において，施設を管理する統括責任

者を常勤で配置し，受付案内業務従事者

を午前９時 30 分から午後 11 時まで常時

１名以上配置することとなっているが，

統括責任者と受付案内業務従事者を兼務

する１名しか配置していなかった。また，

臨時職員のみ勤務する日が，週２日以上

あり，平成 24 年９月については，統括責

任者をほとんど配置していなかった。さ

らに，実際に勤務する職員は，福岡市祗

園音楽・演劇練習場（以下「祗園練習場」

という。）と兼務していたため大橋練習場

の統括責任者が祗園練習場で勤務してい

た。 

９時間以上を常勤職員（指定管理者の常勤

職員）が勤務すること，また，指定管理者

は可能な限り２名以上の配置に努めるこ

ととした。次期指定管理期間である平成26

年度より，適正な人員配置に基づいて，指

定管理者選定を行うこととした。 

 臨時職員のみ勤務する日については，平

成25年度より無いようにした。 

 統括責任者の兼務については，これまで

配置内容を認めてきたこと及び今回の指

定管理者との協議を踏まえ，平成 25 年度

については，統括する練習場に原則として

週 24 時間勤務し，他方の練習場に原則と

して週 16 時間勤務することとした。次期

指定管理期間である平成 26 年度より，統

括責任者は統括する練習場に常勤で勤務

することとした。 

イ 基本協定書において，大橋練習場の収

支に係る諸記録を整備しなければならな

いが，勤務した職員，勤務日数，勤務時

間等が確認できる実績表等を作成してい

なかった。 

【措置済（平成25年８月６日通知）】 

当該施設における実績表等の作成につ

いては，実施協定書に明確な記載がなかっ

たため，平成25年度より勤務した職員，勤

務日数，勤務時間等が確認できる実績表等

を作成するよう明文化した。 

指定管理者は，平成 25 年度より，勤務

した職員，勤務日数，勤務時間等が確認で

きる実績表を作成することとした。 

ウ 基本協定書においては，経理を他の業

務と区別して明確にし，また常に経理状

況を明らかにするよう規定されている

が，次のような事例が見受けられた。 

(ｱ) 収支に係る記録を帳簿として整備し

ておらず，経理状況を明らかにしてい

なかった。また，管理運営業務に係る

経理を区分しておらず指定管理料に係

る経費を反映した適正な収支決算書を

【措置済（平成25年８月６日通知）】 

当該施設の収支にかかる記録の帳簿の

整備と適正な収支決算書の作成について，

帳簿の整備は実施協定書に明確な記載が

なかったため明文化した。 

指定管理者は，平成25年度より，収支に係

る帳簿を紙で整備し，収支決算書に対応し

た項目ごとに確認できるようにしておく

こととした。 
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作成していなかった。 適正な収支決算書の作成は，帳簿に基づ

き，適正な収支決算書を平成 24 年度分よ

り作成するようにした。 

(ｲ) 事業報告書において，大橋練習場，

祗園練習場及び指定管理者の構成団体

である｢特定非営利活動法人福岡パフ

ォーミングアーツプロジェクト｣の経

理を区別せずに行っており，当該施設

に係る人件費を明確にしていなかっ

た。 

【措置済（平成25年８月６日通知）】 

当該施設にかかる人件費の明確化につ

いては，これまでの事業報告書を改め，練

習場に係る人件費を明確にするため，練習

場の勤務実績に応じた次の算出方法によ

り人件費を算出することとした。 

ア．常勤職員については，練習場の勤務の

時間数を明らかにし，それに応じたその月

の給与等人件費を計上すること。 

イ．臨時職員については，勤務実績表によ

り算定された時間数を基に支出された金

額を計上すること。 

 指定管理者は，平成 25 年度分より事業

報告書を改めることとした。 

(ｳ) 事業報告書において，業務委託料に

ついては，施設総合管理業務(清掃，警

備，消防設備保守点検，エレベーター

保守点検，シャッター保守点検，受水

槽清掃，空調設備，自動扉保守，建物

保守点検等)について，大橋練習場及び

祗園練習場の２施設分を一緒に再委託

し，当該施設に係る業務委託料を明確

にしていなかった。 

【措置済（平成25年８月６日通知）】 

 施設総合管理業務の業務委託料の明確

化については，これまで大橋練習場及び祇

園練習場の2施設分を一緒に再委託するこ

とを認めていたが，当該施設にかかる内訳

が明確でなかったことから，今後は当該施

設にかかる業務委託料を明確にするよう

指導した。 

指定管理者は，平成 25 年度より，２施

設分の再委託契約を施設毎に行うことと

した。 

(ｴ) 事業報告書において，舞台管理業務

について，福岡市祗園音楽・演劇練習

場舞台管理業務委託の中の一項目とし

て再委託し，当該施設に係る業務委託

料を明確にしていなかった。 

【措置済（平成25年８月６日通知）】 

 舞台管理業務の業務委託料の明確化に

ついては，これまで大橋練習場及び祇園練

習場の2施設分を一緒に再委託することを

認めていたが，当該施設にかかる内訳が明

確でなかったことから，今後は当該施設に

かかる業務委託料を明確にするよう指導

した。 
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指定管理者は，平成 25 年度より，２施

設分の再委託契約を施設毎に行うことと

した。 

 


