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第１．監査の種類  

地方自治法第 199条第７項の規定による監査  

  

第２．監査対象  

平成 24年度の事務事業の執行状況について、次の団体を監査の対象とした。 

◎公の施設の指定管理者  

 施 設 名 指定管理者 所管部課 

１ 下呂市道の温泉駅「かれん」 株式会社かれん 
金山振興事務所 

金山地域振興課 

２ 

下呂市萩原あさぎり総合グラウンド 

下呂市萩原あさぎり体育館 

飛騨川公園 

桜谷公園 

特定非営利活動法人 

萩原スポーツクラブ 

教育委員会社会教育課 

建設部土木課 

 

◎出資団体 

 出資団体 所管部課 

１ 飛騨小坂観光株式会社 小坂振興事務所小坂地域振興課 

２ 社会福祉法人下呂福祉会 福祉部高齢福祉課 

 

◎補助団体 

 補助団体 所管部課 

１ 下呂市防犯協会 総務部防災情報課 

２ 下呂市体育協会  教育委員会社会教育課 

 

第３．監査の期間 

平成 26年１月 27日から平成 26年１月 31日まで 

 

第４．監査の方法 

監査の実施にあたっては，財政援助団体等に監査の実施に必要な資料の提出を求め，提出さ

れた事務事業の執行状況等の資料及び関係書類について，照合，通査その他必要と認める手続

によって実施するとともに、所管部課の担当者、各団体の代表者等から説明を聴取するなどの

方法で実施した。 

 

第５．監査の結果 

平成 25年度財政援助団体等のそれぞれの監査結果は次のとおりである。なお、監査の際に改

善や検討を求めた軽易な事項については記述を省略した。 
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 ◎公の施設の指定管理者 

【施設名 下呂市道の温泉駅「かれん」】 

 

１ 指定管理施設の概要 

(１)施設名称 下呂市道の温泉駅「かれん」 

(２)所在地  下呂市金山町金山911番地１ 

(３)施設内容 鉄筋コンクリート造２階建（地下１階） 

        温泉施設、宿泊施設、レストラン、物販コーナー等 

  (４)設置及び目的   

地域の産業経済の振興、健康なまちづくり及び地域間交流と地域連携の促

進を目的とし、平成12年11月に開設した。 

 (５)所管部課 金山振興事務所金山地域振興課 

 

２ 指定管理者の概要 

(１)名  称 株式会社かれん  

 (２)所在地 下呂市金山町金山911番地１  

  

３ 指定管理の内容 

(１)指定期間  平成24年４月１日から平成28年３月31日まで ４年間 

 (２)指定管理料 平成24年度 2,500,000円  

 (３)指定管理の業務範囲 

・かれんの使用許可に関する業務 

・かれんにおけるサービス提供業務 

・かれんの使用に係る利用料金の徴収に関する業務 

・かれんの維持保全に関する業務 

    ・危機管理体制の整備、運用に関する業務 

    ・上記に掲げるもののほか、市と指定管理者が必要と認める業務 

  (４)利用料金制 導入あり 

 

４ 施設の利用状況                    （単位：人）        

 平成 24年度 平成 23年度 平成 22年度 

宿泊者数 5,176 5,233 5,550 

レストラン利用者数 47,954 48,127 45,856 

売店利用者数 36,677 41,263 41,591 

入浴者数 23,123 24,432 22,871 
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５  収支状況                           （単位：円） 

  科 目 平成 24年度 平成 23年度 対前年度増減 

収入 

営業収益 160,543,515 173,461,023 △12,917,508 

営業外収益 741,883 752,424 △10,541 

  計 161,285,398 174,213,447 △12,928,049 

支出 

営業費用 160,432,084 173,302,246 △12,870,162 

営業外費用 75,509 115,356 △39,847 

  計 160,507,593 173,417,602 △12,910,009 

経常利益 777,805 795,845 △18,040 

法人税等調整額 289,314   416,820 △127,506 

当期純利益 488,491 379,025 109,466 

 

６ 監査意見 

監査の結果、事務及び事務事業の執行については、おおむね適正に処理されているものと

認めましたが、次の事項について検討、または所要の措置を講じてください。 

 

○指定管理料の精算（返還）義務規定について 

当施設は、地方自治法第 244条の２第８項及び第９項に定める利用料金制度が導入され、

管理運営経費を主に指定管理料と利用料金で賄う併用制で運営されています。利用料金制

度は、指定管理者の自主的な経営努力の発揮や会計事務の効率化が期待されており、経営

努力を促すインセンティブが働き、施設利用率やサービスの向上につながることから、積

極的な導入が望まれるところです。こうした中で本施設の基本協定第 27条には、収入及び

支出の実績に応じた指定管理料の精算（返還）について規定されています。民間事業者等

のノウハウを活用することによって公の施設の設置の目的を効果的に達成するという指定

管理者制度の趣旨や、集客施設としての本施設の採算性にかかる事業実態を考慮し、施設

利用率の向上やコスト削減など、指定管理者の経営努力の結果によって指定管理料が返還

されることがないよう、精算義務規定について見直しを検討してください。 

       （金山振興事務所金山地域振興課） 

○協定書の収入印紙貼付について 

    指定管理者から市に交付された基本協定書に収入印紙が貼付されていました。指定管理

者制度による協定書は、基本的に、印紙税法第２条に規定する課税物件である「請負に関

する契約書」ではないことから、非課税文書であるとの見解があります。しかし、協定内

容によっては課税対象となる場合もあることから、課税の判断は税務署に委ねられること

になります。各所管課においては同様の事例がないか、これまでに事業者から交付された

協定書を速やかに確認し、事業者に対しこの旨指導してください。なお、還付（文書作成

日から５年以内）が可能となった場合は、事業者に協力してください。 

（金山振興事務所金山地域振興課） 
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 ◎公の施設の指定管理者 

【施設名 下呂市萩原あさぎり体育館、 

下呂市萩原あさぎり総合グラウンド、飛騨川公園、桜谷公園】 

 

１ 指定管理施設の概要 

 

(４)設置及び目的  

市民の健全な心身の発達及びスポーツの振興と、市民の健全な余暇利用及

び福祉の増進に資することを目的に、昭和50年から平成６年にかけてそれぞ

れ整備した。 

(５) 所管部課 ①②教育委員会社会教育課 

③④建設部土木課 

 

２ 指定管理者の概要 

(１)名  称 特定非営利活動法人萩原スポーツクラブ  

  (２)所在地 下呂市萩原町羽根1696番地１  

  

３ 指定管理の内容 

(１)指定期間  平成22年４月１日から平成26年３月31日まで ４年間 

  (２)指定管理料 平成24年度 ①② 15,439,000円       

                 ③④  7,092,000円     

  (３)指定管理の業務範囲 

・体育館等の使用に関する業務 

・体育館等の維持管理に関する業務 

・体育館等の設置目的を達成するために必要な事業の計画と実施 

・体育館等の使用料の徴収等に関する業務 

   ・上記に掲げるもののほか、市長等が特に必要と認める業務 

  (４)利用料金制 導入あり 

(１)施設名称 (２)所在地 (３)施設内容 

①下呂市萩原あさぎり 

体育館 

萩原町羽根1696番地１ 体育館 

②下呂市萩原あさぎり 

総合グラウンド 

萩原町羽根1696番地１ 多目的グラウンド、野球場、テニス

コート、弓道場、クラブハウス 

③飛騨川公園 萩原町上呂2250番地１ 芝生広場・遊園ゾーン、テニスコー

ト、多目的グラウンド、グラウンド

ゴルフ場、サイクリングロード・河

川遊歩道、管理棟 

④桜谷公園 萩原町桜洞1496番地４ 公園、ゲートボール場、休憩棟 
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４ 施設の利用状況                        （単位：人） 

  平成 24年度 平成 23年度 平成 22年度 

① 体育館 30,270 30,437 29,233 

② 

多目的グラウンド 13,787 10,221 9,478 

野球場 8,576 10,746 7,470 

テニスコート 9,837 9,526 7,736 

弓道場 7,549 6,812 7,312 

③ 

芝生広場 16,144 16,024 19,725 

テニスコート 2,200 2.168 2,001 

多目的グラウンド 5,903 4,761 6,192 

グラウンドゴルフ場 9,378 7,860 6,994 

④ 桜谷公園 6,068 4,110 5,290 

 

５  収支状況                             （単位：円） 

科 目 平成 24年度 平成 23年度 対前年度増減 

収入 指定管理料 あさぎり 15,439,000 14,041,440 1,397,560 

指定管理料 飛騨川 7,092,000 7,092,000 0 

利用料金 7,173,175 7,196,000 △22,825 

下呂市直接利用 1,447,500 1,247,850 199,650 

下呂市減免補填 3,409,625 3,460,050 △50,425 

自主事業 87,600 168,900 △81,300 

その他 966,274 7,446,628 △6,480,354 

    計 35,615,174 40,652,868 △5,037,694 

支出 給与手当 16,301,445 17,829,188 △1,527,743 

法定福利・福利厚生費 3,067,676 2,811,882 255,794 

消耗品費 1,188,348 1,787,773 △599,425 

光熱水費 7,556,629 7,927,531 △370,902 

自主事業 288,977 349,674 △60,697 

公租公課費 1,542,600 2,236,900 △694,300 

その他 3,568,622 4,677,556 △1,108,934 

    計 33,514,297 37,620,504 △4,106,207 

資金収支差額 2,100,877 3,032,364 △931,487 
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６ 監査意見 

監査の結果、事務及び事務事業の執行については、おおむね適正に処理されているものと

認めましたが、次の事項について検討、または所要の措置を講じてください。 

 

○指定管理業務について 

 基本協定における管理物件は、下呂市萩原あさぎり体育館、下呂市萩原あさぎり総合グ

ラウンド、飛騨川公園及び桜谷公園となっていますが、管理業務仕様書（明細）に、その

他の業務として萩原地区の社会体育、学校体育施設（あわせて 10施設）の受付管理に関す

る業務が規定されています。そのうち４施設については、条例で指定管理者制度が規定さ

れ、６施設については、管理対象の拡大により指定管理の対象となる学校施設の時間外一

般開放の管理に関する業務となっています。 

管理形態をみると、この 10施設については、使用許可及び使用料の収納（徴収は地方自

治法施行令第 158 条により委託）に関する権限を市に残している一方で、下呂市萩原あさ

ぎり体育館、下呂市萩原あさぎり総合グラウンド、飛騨川公園及び桜谷公園については、

地方自治法第 244 条の２第８項及び第９項による利用料金制度が導入されています。総合

型地域スポーツクラブの推進や市及び指定管理者の会計事務の効率化の観点から前記 10

施設を明確な指定管理物件とし、下呂市萩原あさぎり体育館等の４施設と同様の管理方法

とすることができないか、検討してください。  

                     （教育委員会社会教育課） 

 

○協定書の収入印紙貼付について 

指定管理者から市に交付された年度協定書に収入印紙が貼付されていました。下呂市道

の温泉駅「かれん」の監査結果を参照のうえ、所要の措置を講じてください。 

（教育委員会社会教育課） 
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◎出資団体 

【出資団体 飛騨小坂観光株式会社】 

 

１ 団体の概要 

(１)名  称    飛騨小坂観光株式会社 

(２)設立年月日 平成 14年５月 31日 

(３)設立目的 

   旧(財)小坂町観光振興公社により管理・運営をされてきた小坂町の観光施設の経営を、

平成 14 年度より民間のノウハウを活用し第３セクターを設立して運営することで小坂町

の観光産業の振興を図り、併せて観光産業の先駆的役割を果たし、町民の生活・文化及び

地域経済の向上発展に寄与することを目的とする。   

 (４)資本金 30,000,000円（平成 25年３月末現在） 

    下呂市出資金 7,500,000円（150株）（出資比率 25％） 

 (５)役 員 

   代表取締役社長 １名、取締役・支配人１名、監事１名 

 (６)所在地 下呂市小坂町落合 43番地１ 

 

２ 事業内容 

(１)観光案内、観光宣伝、各種イベントの企画及び実施等による観光客誘致事業 

 (２)道の駅敷地内駐車場、トイレ、遊歩道、植栽箇所及び水力発電水路等の管理、清掃業務 

 (３)飲食店の経営 

(４)食品、飲料水及び土産品等の販売事業 

(５)山菜、茸及び飛騨牛等地域特産物の加工、販売事業 

 

３ 出資に関する事務の所管部課 小坂振興事務所小坂地域振興課 

 

 ４ 売上状況                    （単位：万円） 

 平成 24年度 平成 23年度 平成 22年度 

売 店 6,978   6,639 6,769 

喫 茶 1,026 982 1,002 

屋 台 496 515 546 

 

 

 

 

 

 

 



- 9 - 

 

５ 収支状況                            （単位：円） 

  科 目 平成 24年度 平成 23年度 対前年度増減 

収入 

営業収益 84,134,430 80,284,939 3,849,491 

営業外収益 2,104,869 2,062,877 41,992 

  計 86,239,299 82,347,816 3,891,483 

支出 

営業費用 83,542,088 79,787,710 3,754,378 

営業外費用 55,323 78,320 △22,997 

  計 83,597,411 79,866,030 3,731,381 

経常利益 2,641,888 2,481,786 160,102 

特別損失 325,466 ― 325,466 

法人税等調整額 184,986 179,979 5,007 

当期純利益 2,131,436 2,301,807 △170,371 

 

 ６ 監査意見 

   監査の結果、事務及び事務事業の執行については、おおむね適正に処理されているものと

認めましたが、次の事項について改善または検討してください。 

 

○道の駅「南飛騨小坂はなもも」の管理について 

道の駅「南飛騨小坂はなもも」のうち農林水産物直売・食材供給施設部分の運営につい

て、市と出資団体における管理に関する手続きが明確になっていません。旧財団法人小坂

町観光振興公社時代の管理委託が、平成 14年の本法人設立時、旧小坂町との間に交わされ

た覚書により継続されたものと思料しますが、指定管理者制度（平成 15年９月地方自治法

改正）導入等、公法上の関係を明らかにする必要があります。 

また、本施設の設置については、下呂市農林水産物等生産加工展示販売施設条例に定め

られていますが、地方自治法第 244 条の２第１項には「普通地方公共団体は、法律又はこ

れに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関す

る事項は、条例でこれを定めなければならない」と規定されていることから、管理に関す

る条項の整備について検討してください。 

（小坂振興事務所小坂地域振興課） 
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◎出資団体 

【出資団体 社会福祉法人下呂福祉会】 

 

１ 団体の概要 

(１)名  称   社会福祉法人下呂福祉会 

(２)設立年月日 平成 21年２月 27日 

 (３)設立目的 

   多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫す

ることにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営

むことができるよう支援することを目的とし、市が全額（135,000,000 円）出捐して法人

を設立した。 

 (４)基本金 135,000,000円（平成 25年３月末現在）     

(５)役 員 

理事長１名、理事７名、監事２名 

 (６)所在地 下呂市萩原町羽根 2710番地３ 

 

２ 事業内容 

  第１種社会福祉事業 

   ・特別養護老人ホームの経営 

   ・養護老人ホームの経営 

  第２種社会福祉事業 

   ・老人短期入所事業の経営 

   ・障がい者短期入所事業の経営 

 ○本部 

○養護老人ホーム    養護あさぎりサニーランド 

   ○特別養護老人ホーム  特別養護あさぎりサニーランド 

               短期入所あさぎりサニーランド 

               特別養護かなやまサニーランド 

               短期入所かなやまサニーランド 

３ 出資に関する事務の所管部課 福祉部高齢福祉課 

 

４ 利用状況 

 施設別入所者数                            （単位：人） 

施 設 名 定員 平成 24年度 平成 23年度 平成 22年度 

養護老人ホームあさぎりサニーランド 50 49 46 48 

特別養護老人ホームあさぎりサニーランド  70  70 70 70 

特別養護老人ホームかなやまサニーランド 50  50 50 49 

※入所者数は年度末人数 
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特別養護老人ホームあさぎりサニーランド（短期入所） （単位：人） 

定員 18名 平成 24年度 平成 23年度 平成 22年度 

利用人員  952 1,192 917 

延べ利用人員 6,231 6,718 6,309 

平均利用人員 17.07 18.36 17.28 

利用率 94.84％ 101.97％ 96.03％ 

 

特別養護老人ホームかなやまサニーランド（短期入所） （単位：人）  

定員 20名 平成 24年度 平成 23年度 平成 22年度 

利用人員  810 838 825 

延べ利用人員 6,156 6,010 6,020 

平均利用人員 16.87 16.42 16.49 

利用率 84.33％ 82.10％ 82.47％ 

 

５ 収支状況                            （単位：円）      

  科 目 平成 24年度 平成 23年度 対前年度増減 

収入 (１)経常活動 709,735,411 739,911,577 △30,176,166 

(２)施設整備等 0 2,080,000 △2,080,000 

計 709,735,411 741,991,577 △32,256,166 

支出 (１)経常活動 682,824,494 678,252,105 4,572,389 

(２)施設整備等 10,789,690 18,929,306 △8,139,616 

(３)財務活動 5,000,000 40,000,000 △35,000,000 

計 698,614,184 737,181,411 △38,567,227 

資金収支差額 11,121,227 4,810,166 6,311,061 

 

 ６ 監査意見 

監査の結果、事務及び事務事業の執行については、おおむね適正に処理されているものと

認めましたが、次の事項について改善してください。 

 

○備品の管理について 

 市に帰属する備品については、指定管理者制度により本法人に無償貸与されていますが、

すべて把握されておらず十分な管理が行われていません。備品の帰属先を明確にし、適正

を期してください。                      （福祉部高齢福祉課） 
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 ◎補助団体 

【補助団体 下呂市防犯協会】 

 

１ 補助金の名称 下呂市防犯対策等事業補助金 

２ 支出の根拠  下呂市防犯対策等事業補助金交付要綱  

３ 補助金の交付目的 

    犯罪のない明るい社会をつくるため防犯対策事業に対し交付するもの 

４ 補助金の交付先 下呂市防犯協会   

           下呂市萩原町萩原 1572番地１ 

５ 補助金交付額  平成 24年度 3,720,000円 

６ 補助事業の内容 

   ・街頭犯罪抑止活動 

   ・少年非行防止、環境浄化活動の推進 

   ・子どもに対する犯罪被害防止活動 

  ・悪質商法被害防止活動 

   ・金融機関防犯対策の推進 

   ・防犯広報資料の作成 

 ７ 補助金の実績                              （単位：円） 

項 目 内 訳 平成 24年度 平成 23年度 対前年度増減 

歳

入 

助成金 下呂市助成金 3,720,000 3,900,000 △180,000 

賛助費 215,000 215,000 0 

繰越金 繰越金 522,075 488,508 33,567 

諸収入 預金利息 298 3,820 △3,522 

計 4,457,373 4,607,328 △149,955 

歳

出 

総務費 事務局費 1,267,047 2,721,210 △1,454,163 

会議費 10,484 42,408 △31,924 

事業費 地域安全広報費 151,200 151,200 0 

防犯広報費 44,354 65,777 △21,423 

少年非行防止活動費 27,154 4,000 23,154 

地域安全運動推進費 122,174 308,133 △185,959 

自主防犯活動費 1,371,937 789,015 582,922 

表彰費 21,900 0 21,900 

その他 0 3,510 △3,510 

計 3,016,250 4,085,253 △1,069,003 

資金収支差額  1,441,123 522,075 919,048 

８ 監査意見 

監査の結果、事務及び事務事業の執行については、おおむね適正に処理されているものと

認めました。 
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◎補助団体 

【補助団体 下呂市体育協会】 

 

１ 補助金の名称 体育協会活動補助金 

２ 支出の根拠  下呂市教育関係事業補助金交付要綱  

３ 補助金の交付目的 

    体育協会及び各競技団体相互の連絡調整を図り、健全な体育の普及、地域住民の体力向

上とスポーツ精神を養うために交付するもの 

４ 補助金の交付先 下呂市体育協会    

           下呂市萩原町羽根 1696番地１ 

５ 補助金交付額  平成 24年度 8,069,200円 

６ 補助事業の内容 

   ・各種スポーツ大会の実施（陸上競技大会、ゴルフ大会、駅伝大会、スキー大会 等） 

   ・スポーツゲームズ事業（トップアスリートによるスポーツ教室） 

   ・スポーツ指導者講習会  

   ・団体育成助成（20団体） 

７ 補助金の実績                            （単位：円） 

項 目 平成 24年度 平成 23年度 対前年度増減 

歳

入 

会費 341,850 340,050 1,800 

市補助金 8,069,200 9,675,000 △1,605,800 

諸収入 525 656 -131 

繰越金 2,019,044 2,733,762 △714,718 

計 10,430,619 12,749,468 △2,318,849 

歳

出 

事務局費 902,630 1,056,511 △153,881 

大会費 1,750,293 1,838,288 △87,995 

事業費 1,490,000 2,539,000 △1,049,000 

選手派遣費 355,080 586,280 △231,200 

選手強化費 116,500 213,500 △97,000 

種目団体育成費 2,668,500 2,650,500 18,000 

児童生徒競技大会助成金 200,000 200,000 0 

全国大会激励金 350,000 425,000 △75,000 

負担金 430,000 472,955 △42,955 

ぎふ清流国体推進費 288,300 748,390 △460,090 

計 8,551,303 10,730,424 △2,179,121 

資金収支差額 1,879,316 2,019,044 △139,728 

 ８ 監査意見 

監査の結果、事務及び事務事業の執行については、おおむね適正に処理されているものと

認めました。 


