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22 監査公表第９号（平成 22 年５月６日付 福岡市公報第 5730 号公表） 

１ 市民局 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

ア 東体育館，南体育館，早良体育館，

西体育館及び市民体育館の利用 

（スポーツ振興課）

(ｱ) 基本協定書等に定める公園の受付

業務等 

 施設の管理運営を指定管理者に委

任する場合，指定管理者としての当該

施設に係る管理運営業務の範囲や内

容，方法等を明確に定めて基本協定書

等契約関係書類に記載し，指定しなけ

ればならない。また指定管理者に，当

該施設の管理運営に関する業務以外

の業務をあわせて委任する場合も同

様に，業務の範囲や内容，方法等を明

確かつ具体的に記載しなければなら

ない。 

 しかしながら，東体育館，南体育館，

早良体育館，西体育館及び市民体育館

の指定管理者に，コミネット非登録者

に係る他部局の所管する有料公園施

設等の利用受付業務や，コミネットの

管理用端末機入力等の業務を，それぞ

れの指定管理に係る基本協定書に定

める業務として行わせていたが，委任

対象とした公園等の施設所管課との

事前協議も十分には行われておらず，

業務の範囲や内容，方法等を契約関係

書類に明確かつ具体的に記載し，指示

していなかったため，以下のような事

例が見受けられた。 

 

 

 

 

 

 

【措置済(平成 24 年８月 16 日通知)】 

 指定管理者への他部局の所管施設に

関する委任業務の件については，所要の

見直しを行った上で，平成 24 年度以降

の基本協定書等契約関係書類に記載し

た。具体的事務処理方法については関係

他部局所管課と協議・調整のうえ，取扱

いを整理し，指定管理者及び他部局所管

課に対して，通知を行った。 
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ａ 一部の体育館において，コミネッ

ト非登録者の有料公園施設等の利

用申請を受け付けた後，個別の申請

に係る調定関係書類を他部局所管

課に送付するまでに，数ヵ月を要し

ていた事例があった。 

ｂ 各体育館がコミネット非登録者

の有料公園施設等の申請受付の際

に行うコミネットへの入力業務が

統一的な事務処理となっておらず，

体育館によって入力処理の段階が

異なっていた。そのため，一部の体

育館が処理した申請が，コミネット

で施設所管課が未収債権等を把握

するために作成される施設未精算

一覧表という帳票に計上されてい

なかった事例があった。 

  

指定管理者に業務を委任する場

合，他部局の所管する業務を委任す

る場合は事前に十分協議を行った

うえで，委任する業務の範囲や内

容，方法等について明確かつ具体的

に，基本協定書等の契約関係書類に

記載し，指示されたい。 

 

 

２ 住宅都市局 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

ア 体育館が受け付ける公園施設の利用

（公園管理課）

(ｱ) 野球場や球技場等の予約取消に伴

う付属施設等使用料徴収と還付 

 野球場や球技場等の有料公園施設

の利用において，利用者が利用日前

７日を切って利用取り止め届を提出

した場合，又はコミネットにより利

用の取り止めを申し出た場合は，福

【措置済（平成 23 年 6 月 24 日通知）】 

付属施設等使用料の徴収，還付につい

ては，平成２２年１２月に方針を定め、

現在、その方針に基づき適正な取扱いを

行っているところである。 
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岡市公園条例施行規則で使用料を徴

収し，還付しないことを定めており，

野球場や球技場等の公園施設使用料

とそれぞれの付属施設等使用料の取

扱いを区別していない。そのため，

野球場等の公園施設利用に合わせて

付属施設等が予約されたが，利用日

前７日を切って取り止め届が提出さ

れた場合等で公園施設使用料を徴収

し還付しない場合は，既に予約され

ている付属施設等使用料も同様に取

り扱わなければならない。 

 しかしながら，体育館が受け付け

る公園施設の規則運用上の取扱いと

して，７日を切って取り止め届が提

出された場合等の野球場等の公園施

設使用料と付属施設等使用料の取扱

いを区別し，公園施設使用料はキャ

ンセル料として全額を徴収し還付し

ないが，付属施設等使用料について

は事前申込みがあっても，実際の利

用がないので徴収しない，また徴収

済の場合は還付するという取扱いを

従前から行っており，規則と実態が

乖離していた。 

 使用料という利用者である市民の

利害に密接に関わることについて，

ルールと実態が一致していないこと

は好ましくなく，利用者の利便性，

納得性，事務の合理化，さらに公平

性等を総合的に勘案の上，整理され

たい。 

(ｲ) コミネット非登録者に係る公園使

用料の債権管理 

 施設使用料については，コミネッ

トの登録者，非登録者にかかわらず，

個別の施設予約状況及び利用状況を

把握し，市の歳入として収入すべき

額を調定しなければならない。また，

【措置済 H22.9.9 通知 】 

指摘後は，公園管理課が調定収入簿

（写）を保管し，収入すべき額を確実に

確認できる方法に変更している。 

 また，滞納者に対し督促を行い，未納

の使用料徴収に努めている。 



 4

未納の使用料がある場合は督促等を

行い，適切な債権の管理を行わなけ

ればならない。 

 しかしながら，コミネット非登録

者に係る公園施設の使用料におい

て，各体育館が各申請の受付時に作

成し，送付された調定収入簿を，確

認後体育館に返送し保管しておら

ず，収入すべき額を把握していなか

ったため，未納額も把握していなか

った。またそのために，非登録者の

使用料については収納された額のみ

を平成 20 年度決算に計上しており，

決算に計上すべき収入未済額の一部

を計上していなかった。 

 収納すべき使用料を適切に把握す

るために，使用料の調査は確実に行

い，正確な調定額を決定する必要があ

る。また，適切に使用料を納付してい

る他の利用者に対する公平性の観点

からも，滞納者や滞納状況等の把握を

行い，滞納者に対しては記録を取りな

がら督促等を行って，未納の使用料徴

収に努められたい。 

 

 

３ 博多区（市民局・教育委員会関連） 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

ア 博多市民センターの利用 

（博多市民センター，市民局公民館支援

課・教育委員会生涯学習課関連）

(ｱ) ホール予約取消に伴う付属設備使

用料徴収と還付 

 市民センターホールの利用におい

て，利用者が利用日前１ヵ月を切っ

て利用取り止め届を提出した場合，

又はコミネットにより利用の取り止

めを申し出た場合は，福岡市立市民

センター条例施行規則で使用料を徴

【措置済 H22.9.9 通知】 

市民センターの付属設備使用料の取 

扱いについて、規則と実態の乖離を是正

するため、関係部局で協議を行った。 

その結果、本年度中に福岡市立市民セ

ンター条例施行規則を一部改正し、付属

設備使用料の還付についての規定を設

けることとした。 
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収し，還付しないことを定めており，

ホール使用料とホール付属設備使用

料の徴収や還付についての取扱いを

区別していない。そのため，ホール

使用に合わせて付属設備が予約され

たが，利用日前１ヵ月を切って取り

止め届が提出された場合等でホール

使用料を徴収し還付しない場合は，

既に予約されているホール付属設備

使用料も同様に取り扱わなければな

らない。 

 しかしながら，博多市民センター

において，運用上の取扱いとして，

１ヵ月を切って取り止め届が提出さ

れた場合等のホール使用料とホール

付属設備使用料の取扱いを区別し，

ホール使用料はキャンセル料として

全額を徴収し還付しないが，ホール

付属設備使用料については事前申込

みがあっても，実際の利用がないの

で徴収しない，また徴収済の場合は

還付するという取扱いを従前から行

っており，規則と実態が乖離してい

た。 

 使用料という利用者である市民の

利害に密接に関わることについて，

ルールと実態が一致していないこと

は好ましくなく，福岡市立市民セン

ター条例等を所管する教育委員会生

涯学習課を含む関係部局間で協議を

行い，利用者の利便性，納得性，事

務の合理化，さらに公平性等を総合

的に勘案の上，整理されたい。 
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（監査の結果に関する報告に添えて提出する意見） ※総務企画局情報化推進課 

より利用される施設，より活用されるコミネットとなるために 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

 福岡市公共施設案内・予約システム（コ

ミネット）は，様々な目的をもって設置

された，市民が異なる目的でサークル的

な利用を行うホール等の文化施設や屋

内，屋外のスポーツ施設等の公共施設利

用に関して，施設案内や空き状況提供，

抽選申込み，抽選，利用申込み，利用料

の口座振替を一体的に行うシステムであ

る。 

 コミネットは，一旦利用者として登録

すれば，インターネット等で自ら，それ

ぞれの施設利用に係る手続きを行えるの

で，抽選申込みや利用申請等のために事

前に施設窓口を訪れる必要がなく，施設

使用料も１ヵ月利用分がまとめて翌月に

金融機関の口座から引き落とされるの

で，利用する市民にとって便利なシステ

ムとなっており，市民にも定着している。

また施設の管理運営を行う指定管理者等

の職員や施設所管課の職員にとっても，

申請受付関係の業務が軽減され，コミネ

ットの登録者と非登録者の施設利用に係

る情報を一体的に管理できるため，効率

的な業務を行う上で欠かせないシステム

となっている。 

 今回の行政監査において，前記「第８

監査結果」に記載したとおり，様々な検

討を要する事項が見受けられたが，平成

９年 12 月のコミネット利用開始から 12

年が経過して，市民の施設利用やコミネ

ット利用の形態，利用者としての意識が

変化してきたことや，平成 16 年度以降本

市の施設においても指定管理者制度が順

次導入されたことに伴って，施設の管理

運営形態の変更等が行われ，事務処理方

法等の変更があったことも，背景にある

福岡市公共施設案内・予約システムを

利用している公共施設の関係者に対し

て各々の役割を再確認するうえで事業

全体の推進体制について明確に定め，周

知徹底を図った。 

システム所管課，施設所管課及び主要

施設管理者による検討会を設置し，情報

共有や諸課題の改善に向け検討を行っ

ているところである。今後も，定期的に

検討会を開催し，各施設がより多くの市

民にとって利用しやすい施設となるよ

うに，また福岡市公共施設案内・予約シ

ステムがより多くの利用者に活用され

るシステムとなるよう，見直しに取り組

んで行く。 



 7

と考えられる。 

 今回，検討を要するとして提示した事

項の中には，施設の管理運営を行う複数

の指定管理者や施設所管課の職員によっ

て課題だと意識されていた事例もあった

が，両者の情報共有が十分ではなかった

り，意識の差があった状況も見受けられ

た。各施設の管理運営を行う指定管理者

等の職員は，主体的に業務に取り組んで

いたが，具体的な業務について，施設所

管課の職員と十分な意思疎通が行われて

いない事例も見受けられた。また，コミ

ネットには市役所の多くの所管部門が関

わっていたが，システム運用を担当する

部門とシステムを利用している様々な施

設所管部門の連携が十分に行われていな

い状況もあった。 

 一般的に，コンピューターシステムが

介在し，関係課が多数ある業務の見直し

を行うためには，大きなエネルギーを要

する。多くの施設所管課において，その

管理する施設の数は多く，管理運営業務

の内容も，それぞれの施設の維持管理や

運営全般となっているため，日々の業務

に忙殺されている状況で，見直しに着手

されていないという状況もうかがえた。

 しかしながら現状においては，施設利

用者にとっても施設を管理運営する職員

にとっても，コミネットを利用した公共

施設の利用に関して，解決が求められる

様々な課題がある。課題解決には一時的

にエネルギーを要するが，日常業務の軽

減に資するものもある。課題解決のため

の関係所属による推進体制を明確に定

め，前記「第８ 監査結果」に記載した

事項等について，集中的な見直しを行わ

れたい。 

 それぞれの施設がより多くの市民にと

って利用しやすい施設となるように，ま



 8

たコミネットがより多くの市民に活用さ

れるシステムとなるように，見直しに取

り組まれたい。 

 

 


