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第１ 包括外部監査の概要 

１ 外部監査の種類 

 地方自治法第252条の37第１項及び包括外部監査契約に基づく特定の事件に関する監査 

 

２ 選定した特定の事件（監査テーマ） 

 公の施設のうち「指定管理者」が管理運営を行うものに関する事務の執行について 

 

３ 監査テーマの選定理由 

 八尾市の施策としての重要度，財政への影響度，八尾市民の関心の高さ，過去の包括外部

監査のテーマとの重複の有無などを考慮し，上記監査テーマを選定した。 

(1) 公の施設は，住民福祉の向上など行政目的の実現のために必要不可欠なものであるが，

その建設・取得に多額の支出を要し，その運営費や，建物自体の長寿命化のために見積も

られる維持管理費用も多額で継続的な支出となることが避け難く，効率的な管理運営がな

されているか確認するためのモニタリングの必要性も高い。また，多額の支出を伴う施設

であるからこそ，民間活力の導入により，その効率的かつ効果的な活用を進め，施設の効

用の最大化を図るため「指定管理者制度」が導入されているところ，その事務の執行が適

正になされているかということは重要な検討課題である。 

(2) 八尾市では，現在，公の施設のうち35施設について「指定管理者」による管理運営が行

われており，レクリエーション・スポーツ施設，文教施設，生活基盤施設，社会福祉施設

と広い範囲に及んでいる。また，その財務規模についてみても，令和元年度における「指

定管理者」に対する市の委託料（指定管理料）合計は約14.1億円に及び，その額は当該年

度における市の一般会計歳出の約1.41％を占める。「指定管理者」による公の施設の管理

運営の適正さが市の財政に対する影響は軽視できないものがある上，多くの施設において

採用されている利用料金制による利用料金の合計額を加えると，その規模は更に拡大する

ことになる。 

(3) 更に，「指定管理者」による管理が行われている施設についての市民の関心の高さにつ

いてみても，これらの施設が市民の身近な施設や，生活に関係する施設が多いことから，
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複数の市民意識調査等において，その関心の高さが示されている。 

(4) 加えて，過去の包括外部監査の実施状況をみると，八尾市では，平成17年度に「公の施

設の管理運営」をテーマとする包括外部監査が行われているが，当該監査から既に15年が

経過しているうえ，同監査は「指定管理者制度」の導入直前に行われたもので「指定管理

者制度」の運用状況については監査対象としていなかったことから，「指定管理者制度」

を対象とした包括外部監査はこれまで行われていない。 

(5) 「指定管理者制度」が八尾市において導入されてから既に20年近くが経過しており，そ

の成果と課題を検証すべき時期が到来していると考えられるところ，「指定管理者」によ

る公の施設の管理運営の適法性，経済性・効率性・有効性等の検証を行うことは重要であ

ると思料された。 

 

４ 監査対象期間 

 令和元年度（平成31年４月１日から令和２年３月31日まで） 

 ただし，必要に応じて，令和元年度以前の各年度及び令和２年度についても対象とした。 

 

５ 監査対象施設及びその所管課の一覧 

 下記の表に記載された35の施設のうち，昨年度監査の対象とした施設を除外した30の施設

を対象とした。各施設の所管課は下記一覧表に記載したとおりである。監査対象から除外し

た施設は，備考欄に「除外」と注記している。 

 

【八尾市における指定管理者制度導入施設等一覧表】 

Nｏ. 施設名 所管課 備考 

１ 八尾市文化会館 
人権文化ふれあい部 

文化国際課 
 

２ 八尾市立社会福祉会館 
地域福祉部 

地域福祉政策課 

除 外 

３ 八尾市立共同浴場錦温泉  

４ 八尾市在宅福祉サービスネットワークセンター 除 外 

５ 八尾市立養護老人ホーム 地域福祉部高齢介護課 除 外 

６ 八尾市立障害者総合福祉センター 地域福祉部障がい福祉課  
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７ 八尾市立デイサービスセンター 

８ 八尾市立福祉型児童発達支援センター 

９ 
八尾市自転車

駐車場 

近鉄山本駅東自転車駐車場 
都市整備部交通対策課 

（現・同部都市交通課） 
１０ 志紀駅前自転車駐車場 

１１ ＪＲ久宝寺駅南自転車駐車場 

１２ 八尾市生涯学習センター 

教育総務部 

生涯学習スポーツ課 

１３ 八尾市立屋内プール 

１４ 八尾市立山本球場 

１５ 八尾市立小阪合テニス場 

１６ 八尾市立志紀テニス場 

１７ 八尾市立総合体育館 

１８ 八尾市立福万寺町市民運動広場 

１９ 八尾市立新家町市民運動広場 

２０ 八尾市立曙町市民運動広場 

２１ 八尾市立青少年運動広場 
こども未来部青少年課 

２２ 八尾市立大畑山青少年野外活動センター 

２３ 八尾市立歴史民俗資料館 

教育総務部文化財課 ２４ 八尾市立埋蔵文化財調査センター 

２５ 八尾市立しおんじやま古墳学習館 

２６ 八尾市立くらし学習館 
教育総務部 

生涯学習スポーツ課 

２７ 安中新田会所跡旧植田家住宅 教育総務部文化財課 

２８ 八尾市立老人 

福祉センター 

桂老人福祉センター 
地域福祉部高齢介護課 除 外 

２９ 安中老人福祉センター 

３０ 八尾市立南木の本防災体育館 
教育総務部 

生涯学習スポーツ課 

 

３１ 八尾市立南木の本防災公園 都市整備部みどり課 

３２ 八尾市立リサイクルセンター学習プラザ 経済環境部環境施設課 

３３ 八尾市まちなみセンター 都市整備部都市政策課 

３４ 八尾市立龍華図書館 教育総務部八尾図書館 

３５ 八尾市営住宅（西郡，安中，萱振，大正）等 建築部住宅管理課 

(備考) 八尾市立社会福祉会館，八尾市在宅福祉サービスネットワークセンター，八尾市

立養護老人ホーム，八尾市立老人福祉センターについては，令和元年度における外部

監査において監査対象とした施設であるため，除外した。  



 

 

 

 

- 6 - 

６ 監査対象部局 

(1) 公の施設のうち「指定管理者」による管理運営が行われている施設の所管課，及び「指

定管理者制度」の一般事項を所管する政策企画部行政改革課を，監査対象部局とした。 

(2) また，必要に応じて，その他公の施設の管理運営にかかる事務の所管課を監査対象部局

とした。 

(3) なお，八尾市外部監査契約に基づく監査に関する条例では，指定管理者の「出納その他

の事務の執行で当該管理の業務に係るもの」について監査を行うことが可能（同条例第２

条第５号）とされており，これに基づき，指定管理者側の事務についても監査を行った部

分がある。 

 

７ 監査の視点 

（１）包括外部監査における基本的視点 

①合規性（地方自治法第２条第16項） 

②経済性，効率性，有効性（同法第２条第14項） 

③住民の福祉に寄与するものであるか（同法第２条第14項） 

④組織及び運営の合理化が図られているか（同法第２条第15項） 

（２）監査にあたり特に意識した点 

 上記（１）の包括外部監査における基本的視点の下で，具体的には，特に以下の観点から

の監査を行った。 

ア 広義の合規性 

・市と指定管理者との間において，管理運営の委託に関する法律関係が十分に整理されて

いるか（基本協定書，年度協定書，仕様書等） 

・指定管理者が管理運営業務を進めるにあたってのリスク分担等は適切か。 

イ ３Ｅ監査（経済性・効率性・有効性） 

・経済性(Economy) 

 市から指定管理者に支払われる支出である「指定管理料」を中心に，公金の「使われ

方」等が適切なものとなっているか。 

・効率性(Efficiency)，有効性(Effcetiveness) 
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 指定管理者は，公の施設の管理運営業務を通じて，市民にサービスを提供するにあた

り，成果のあがる効率的な方法を用いているか。また，市は，指定管理者による管理運

営業務が，そのような効率的なものとなるような制度設計を行っているか。指定管理者

は裁量（自由な工夫・努力）によって，施設の効果を高めることが出来ているか。 

ウ 特に意識した事項 

 上記のような監査の視点に基づき，各施設の監査に着手したところ，今回は，以下の点は

特に問題点が多いのではないかと考え，早期に，問題意識を共有して，監査を進めた。 

・指定管理者が「管理運営業務」を第三者にさらに委託（八尾市では「第三者委託」と称

される。）を行っている場合に，リスクはないか。また，３Ｅの観点から問題となるとこ

ろはないか。 

・指定管理者が行う業務（「自主事業」を含む。）については，市は，そのヒト・モノ・

カネに関して，的確に情報を把握し，適切な「関与」を行えているか。 

 

８ 監査の方法（主な監査手続） 

（１）予備調査（初期における問題点の把握） 

 八尾市においては，行政改革課が，指定管理者制度の一般事項に関する制度所管課となっ

ている。そのため，テーマ選定後，早期の段階では，行政改革課からヒアリングを行う形で

全体像の把握に着手した。具体的には，八尾市における「公の施設」の全体像，施設ごとの

指定管理者制度の導入状況，八尾市において制定されている「基本指針」に基づく指定管理

者制度の運用状況を把握した。また，公の施設や外郭団体に関係する部分で，市の内部で行

われている行財政改革の状況についても，把握に努めた。 

 八尾市では，すでに多くの施設で指定管理者制度が導入されていること，また，公募によ

る指定管理者の選定が導入されている施設が多いことを特徴1として捉えた。そこで，監査の

視点としては，指定管理者が様々な施設を運営するなかでの，会計的リスク・法的リスクは

                                                
1 八尾市では，非公募による選定となっているのは４施設にとどまっている（詳細は第２・10参照）。 

総務省が令和元年５月 17日付けで公表している『公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調

査結果』では，指定都市以外の市区町村においては，公募の実施率は 44.9%である。 
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ないのかという点を軸として監査を進めることとした。また，指定管理者が，公の施設の管

理運営を長年にわたり継続しているなかで，所謂「指定管理者任せ」になるような現象が見

受けられないのか，市は，指定管理者が行う管理運営業務を十分に把握，検証，連携を行え

ているのかについても，監査を行っている。 

 なお，監査対象とする公の施設の数については，抽出により限定する方法も検討したが，

全体の施設数が約30前後であることから，その全てを監査対象とすることが可能であると考

えた。また，可能な限り，指定管理者制度を導入している施設の「全体」を監査対象とする

ことにより，横たわる共通の問題点を適切に把握することができると考えたものである。 

 そのため，特定の施設を抽出するのではなく，最終的には（前年度の監査対象となった高

齢者福祉関係の公共施設を除き）指定管理者が管理運営する施設の全てを対象とした。 

 

（２）本調査で用いた手法等 

 本調査では，まず，各施設の所管課に，施設毎のヒアリングシートの作成を求めた。その

基礎的な情報に基づき，各施設の概要を把握するとともに，監査対象施設全体を俯瞰してみ

た場合の当該施設の特徴を把握し，募集要項・基本協定書・年度協定書・事業報告書・モニ

タリング関係資料等の読み込みを進めた。その他，必要に応じて，公募関係資料や，個別の

稟議資料を点検したものもある。その上で，上記記載の視点で，監査を進めた。 

 

（３）本調査のうち特に実地調査について 

ア 現地訪問先 

 監査人及び補助者においては，令和２年９月29日及び同月30日に，抽出した次の４施設に

ついて，現地訪問（実地調査）を行った。 

  ①八尾市立埋蔵文化財調査センター （９月29日午後） 

  ②志紀駅前自転車駐車場  （同上） 

  ③八尾市立総合体育館 <ウイング> （９月30日午前） 

  ④八尾市立屋内プール <しぶき>  （９月30日午後） 
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イ 現地調査を上記４施設に抽出した理由 

 監査人としては，可能な限り多くの施設を現地訪問したいところであるが，稼働可能な日

数等を考慮し，上記４施設につき現地調査を行うこととした。 

 上記①の施設は，非公募で市の外郭団体が長期に及んで指定管理者を担っている施設であ

ること，また，資料（埋蔵文化財等）の保管スペースの不足問題があるとの問題意識から，

現地にて実際に資料の保管状況を確認する必要性が高いと感じたことが抽出の理由である。

上記②の施設は，様々な施設の中で，日々の現金の出入が多い（駐輪料金等，頻繁に小口現

金を扱う）という性質が特に顕著であったことが理由である。上記③④の施設については，

八尾市を代表する大型公共施設であり，市民サービスに直結するものであること，また，共

同企業体による運営がなされていることが理由である。 

ウ 現地調査における手法 

 現地調査では，各施設内において，指定管理者の実務担当者からヒアリングを行い，施設

の管理運営の実情をヒアリングした。また，併せて，現金・備品監査も行った。 

 

（４）共通的指摘事項の取りまとめ 

 全施設に共通的に見直しが行われることが妥当と思われる事項については，早期に論点を

把握し，全体的事項として記載することを心掛けた。監査の途上で特定の１施設における問

題として発見されたものであっても，背後に全庁的に事務処理を見直すべきところ（統一的

な解決や，底上げ的な改善）が必要と思われた部分は，複数，見受けられた。こうした点に

ついては，指定管理者制度全般を所管する行政改革課が統括的な役割を行い，言わば，旗振

り役となって，全体的な底上げ的見直しが進むことを期待しているものである。 

 

９ 補助者 

   弁 護 士 木 虎 孝 之 

   弁 護 士 福 岡 智 彦 

   弁 護 士 稲 辺 大 志 

   弁 護 士 木 岡 昌 裕 

   公認会計士 玉 置 寿 子 
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   公認会計士 長谷川史世 

   公認会計士 増 田 千 春 

 

１０ 利害関係の有無 

 包括外部監査の対象とした事件につき，地方自治法第252条の29に規定されている利害関

係はない。 

 

１１ 結果と意見の書き分け等 

  監査の結果については，原則として次のとおり書き分けている。 

【結   果】 適法性，合規性の観点から是正・改善を求めるもの。 

【意   見】 経済性，効率性，有効性（同法第２条第14項），住民の福祉に寄与するも

のであるか（同法第２条第14項），組織及び運営の合理化が図られているか（同法第２

条第15項）の観点から，是正・改善を求め，又は意見を述べるもの。 

 なお，本監査結果報告書に記載した金額等の数値の多くは概数であるため，合計した数値

がその内訳と一致しない場合があることにご留意いただきたい。 

 

１２ その他 

 監査対象年度（令和元年度）のうち，令和２年２月及び３月においては，新型コロナウィ

ルス感染症対策として，八尾市の公共施設においても，休館などの対応が取られていた時期

に該当する。本報告書では，過去５年分を比較した統計を掲載しているが，直近の年度につ

いて，たとえば利用者数が減少していたり，利用料金収入が減少したりしているのは上記の

理由に基づくことが多い。その点を留意して，各統計を参照して頂きたい。  
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第２ 総論 

１ 「公の施設」の定義 

 地方自治法第244条第１項は「普通地方公共団体は，住民の福祉を増進する目的をもつてそ

の利用に供するための施設（これを公の施設という。）を設けるものとする。」と定めてい

る。 

 「公の施設」に該当するための要件は， 

  ① 住民の「利用」に供するための施設であること 

  ② 「当該地方公共団体の住民」の利用に供するものであること 

  ③ 住民の福祉を増進する「目的」をもって設けるものであること 

  ④ 「地方公共団体」が設けるものであること 

  ⑤ 「施設」であること 

 が必要であると解されている。一般的に，公の施設にあたるものとしては，学校，公民館，

図書館，病院，公園，上下水道，公営住宅などがある。 

 

２ 八尾市における「公の施設」を含む公共施設の数など 

 八尾市では，市の「公共施設」として271の施設が存在すると整理されている（平成27年８

月に，八尾市が「公共施設マネジメント基本方針」を改訂した際の施設リストに基づく。た

だし，このリストでは，市役所庁舎等も含まれており，地方自治法上の「公の施設」概念と

一致するものではない）。 

 このうち，指定管理者が管理運営する「公の施設」は44施設である2。小中学校や消防庁舎

等，指定管理者が管理運営することができない，又はなじまない施設を除くと3，市民サービ

スにかかわる多くの公共施設で，指定管理者の手で，施設の管理運営なされている。 

 市民向けの公共施設のうち，いわゆる直営（指定管理者制度が導入されていないもの）で

                                                
2 建物（＝ハコ）としての施設数を数えた結果，44施設となる。上記第１・５で 35施設と集計してい

る記載とは，数え方が異なることに留意されたい。 
3 総務省通知（平成 15年７月 17日付け総行行第 87号通知）では，「道路法，河川法，学校教育法等個

別の法律において公の施設の管理主体が限定される場合には，指定管理者制度を採ることができない」

とされている。ただし，関係各省庁からの通知等により，一部の管理の事務等（主に事実上の行為）に

ついて指定管理者に委ねることができることとされている場合がある。 
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運営されているものとしては，コミュニティセンター（市内10施設），人権コミュニティセ

ンター（市内２施設），教育センター，青少年会館（市内２施設），八尾図書館・山本図書

館・志紀図書館，環境衛生施設・消防施設，斎場等がある。 

 

施設分類 

市の公共施設 指定管理者が管

理運営する施設 
指定管理者が管理運営する施設の内訳 

施設数 ％ 

コミュニティ施

設 
34 12.5% 1 2.9% 

■龍華図書館 ※龍華コミュニティセンター内施

設（龍華コミュニティセンターは直営） 

学校教育施設 67 24.7% 0 0.0%  

子育て支援施設 37 13.7% 0 0.0%  

福祉施設 10 3.7% 7 70.0% 

■社会福祉会館,■錦温泉,■サポートやお（在宅

福祉サービスネットワークセンター＋養護老人ホ

ーム）,■障害者総合福祉センター＋デイサービ

スセンター,■福祉型児童発達支援センター,■桂

老人福祉センター,■安中老人福祉センター 

生涯学習施設 6 2.2% 2 33.3% ■生涯学習センター,■くらし学習館 

文化施設 7 2.6% 5 71.4% 

■文化会館,■歴史民俗資料館,■埋蔵文化財調査

センター,■しおんじやま古墳学習館,■安田新田

会所跡旧植田家住宅 

スポーツ施設 7 2.6% 7 100.0% 

■屋内プール,■山本球場,■総合体育館, ■青少

年運動広場，■市民運動広場，■志紀テニス場

（クラブハウス），■南木の本防災体育館 

市営住宅 16 5.9% 16 100.0% ■市営住宅 ※ 敷地内の建物もすべて含む 

庁舎等 5 1.8% 0 0.0%  

病院施設 1 0.4% 0 0.0%  

環境衛生施設 8 3.0% 1 12.5% ■リサイクルセンター学習プラザ 

交通施設 3 1.1% 3 100.0% 
■志紀駅前自転車駐車場，■JR久宝寺駅南自転

車駐車場，■近鉄山本駅東自転車駐車場 

消防施設 26 9.6% 0 0.0%  

墓地/斎場等 5 1.8% 0 0.0%  

防災施設 26 9.6%  0 0.0%  

その他 13 4.8% 2 15.4% 
■大畑山青少年野外活動センター，■まちなみセ

ンター 

総計 271 - 44 -   
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（注）この表では，■印ごとに１施設として，建物としての「施設」の数を計算したもの

であり，同一の建物に２施設が存在する場合，建物としては１個であることに着目して，

１施設と計算している。 

 

 次に，市の公共施設全体の延べ床面積が64.93万㎡であるが（平成27年８月に，八尾市が

「公共施設マネジメント基本方針」を改訂した際の施設リストに基づく），このうちの22.08

万㎡（全体の34.0%）の部分を指定管理者が管理運営していることになる。 

施設分類 

市の公共施設 指定管理者が管理

運営する施設 
指定管理者が管理運営する施設の内訳 

㎡ ％ 

コミュニティ施

設 
19,423.3 3.0% 1,381.7 7.1% 

■龍華図書館 ※龍華コミュニティセンタ

ーの内，龍華図書館の延床面積を記載して

いる。 

学校教育施設 334,404.9 51.5% 0  0%   

子育て支援施設 17,937.3 2.8% 0  0%   

福祉施設 18,197.1 2.8% 16,995.3 93.4% 

■社会福祉会館,■共同浴場錦温泉,■サポ

ートやお（在宅福祉サービスネットワーク

センター・養護老人ホーム）,■障害者総合

福祉センター・デイサービスセンター,■福

祉型児童発達支援センター,■桂老人福祉セ

ンター,■安中老人福祉センター 

生涯学習施設 16,963.8 2.6% 10,254.7 60.5% ■生涯学習センター,■くらし学習館 

文化施設 19,065.9 2.9% 18,861.6 98.9%  

■文化会館,■歴史民俗資料館, ■埋蔵文

化財調査センター,■しおんじやま古墳学習

館,■安田新田会所跡旧植田家住宅 

スポーツ施設 23,319.5 3.6% 23,319.5 100% 

■屋内プール,■山本球場,■総合体育館, 

■青少年運動広場，■市民運動広場，■志

紀テニス場(クラブハウス)，■南木の本防

災体育館 

市営住宅 137,101.1 21.1% 137,101.1 100% 
■市営住宅（敷地内の集会所等建物を含

む） 

庁舎等 27,985.4 4.3% 0  0%   

病院施設 1,494.8 0.2% 0  0%   

環境衛生施設 12,407.1 1.9% 6,387.3 51.5% ■リサイクルセンター学習プラザ 

交通施設 4,839.6 0.7% 4,839.6 100% 

■志紀駅前自転車駐車場，■JR久宝寺駅南

自転車駐車場，■近鉄山本駅東自転車駐車

場 
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消防施設 5,120.1 0.8% 0 0%   

墓地/斎場等 3,640.6 0.6% 0  0%   

防災施設 1,536.5 0.2% 0  0%   

その他 5,891.1 0.9% 1,649.6 28.0% 
■大畑山青少年野外活動センター，■まち

なみセンター 

総計 649,328.1 － 220,790.4 －   

（注）平成 27年８月に，八尾市が「公共施設マネジメント基本方針」を改訂した際の施

設リストから，市全体の公共施設の延床面積等の数字を引用した4。 

 

３ 八尾市における「公の施設」を取り巻く状況 

 八尾市における公共施設を取り巻く状況としては，以下のとおりのことを挙げることがで

きる。 

① 八尾市第５次総合計画の「想定人口」において八尾市の人口は，令和42年には15万

５千人にまで減少することが見込まれている（具体的な人口推計等については，平成28

年３月策定「八尾市人口ビジョン・総合戦略」参照）。 

② 市が管理する公共施設は，スポーツ施設，庁舎等，生涯学習施設，福祉施設のよう

に面積が大きい建物棟の割合が高い施設分類から，公園施設や防災施設（備蓄倉庫）の

ように大半が小規模な建物棟等で構成される施設分類まで，その内実は多岐にわたって

いるが，施設の多くが昭和41年～昭和55年の15年間に集中しており，その期間までに延

床面積の約６割におよぶ建物が整備されている（この時期に，特に学校教育施設と市営

住宅が多く整備されている。）。このため，市としては，建物の長期保全やサービス適

正化を検討していきながら，将来における市の支出の多くは，こうした施設の維持修繕

費に充てる必要がある。 

③ こうした点も踏まえ，また，八尾市の財政状況を考えると，今後，公共施設の新設

等を進めるよりも，現状の施設を適切に保全し，有効活用することが求められている。 

 八尾市において，指定管理者制度をさらに活用していくにあたっては，上記の見地を踏ま

                                                
4 龍華図書館については，共用となる龍華コミュニティセンターが平成 27年８月以後に移築されてい

るため，龍華図書館のみ現在の延べ床面積となるよう，一部編集している。また，当該表内の施設分類

については，方針策定当時の施設リストの分類に基づいて掲載している。 
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えたものである必要がある。 

 

４ 市民の利用状況 

 八尾市では，令和元年度に「八尾市民意識調査」がなされ，令和２年３月に「八尾市民意

識調査報告書」としてまとめられている（詳細は，当該報告書の下記の部分参照）。 

第２章 調査結果 

 ７ 公共施設の今後のあり方について 

 （１）公共施設の利用状況について 

 （１－１）年間の利用回数について 

 （１－２）利用しなかった場合の理由について 

 （２）今後の公共施設の維持管理について 

 

 これによると，①図書館や文化会館<プリズムホール>は調査対象者の30％以上が利用した

と回答する等，広く市民全体の利用に供されていること，②生涯学習施設やスポーツ施設は

上記よりも数字は低いものの，調査対象者の10％以上が利用したと回答する等，相応の利用

率を示していることが分かり，市が市民に提供している行政サービスの重要な一角を占めて

いることがわかる（なお，市営住宅は，広く市民全体の利用に供されている施設というより，

公営住宅法が定める要件を満たす者のための住宅という性格を持つ施設であるため，この調

査における利用回数等の調査の対象にはなっていない。）。 
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【令和２年３月「八尾市民意識調査報告書」119ページ。「あなたは，八尾市の公共施設を

この１年間でどれだけ利用しましたか。」といった形で，市民に質問が行われたもの。】 

 

 

５ 市の行財政改革との関係 

（１）「新やお改革プラン」 

 八尾市では，令和元年11月，行財政改革に取り組む方針を整理したものとして，「新やお

改革プラン」が策定された。特に，市民に対する意識調査において「健全な財政運営」を求

めている市民が多く，「時代のニーズや将来の見通しなどに応じた，事業の見直し（改変・

縮小・廃止）」が求められているという観点に立ち，行財政改革を進めて行くものとされた。

また，そこでは５つの方向性が示されている。 
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１ さらなる選択と集中と

スクラップ＆ビルド5 

(1) 社会状況の変化等を踏まえた事業の廃止・

縮小等 

(2) 公の施設・インフラ整備の見直し 

２ 様々な主体との協働に

よる事業の推進 

(1) 公民協働の推進 

(2) 広域連携による事務処理の効率化 

(3) 外郭団体の見直し 

３ 固定的な経費の縮減 (1) 施設の管理運営コストの縮減 

(2) 公債費等の義務的経費の縮減 

４ 職員が能力を発揮でき

る環境整備と効率的な

体制の構築 

(1) 新たな技術の活用等による生産性等の向上 

(2) 効率的な組織体制の構築と組織力の強化 

５ 新たな歳入の創出 (1) 新たな歳入の創出 

(2) 市有資産の整理・売却・貸付等 

 

（２）「新やお改革プラン実行計画」 

 「新やお改革プラン」に基づき，実際に，令和元年度から令和４年度までに改革を進めて

行く計画として，「新やお改革プラン実行計画」が策定されている。今回の監査テーマに関

連するものを，抜粋すると，以下のとおりである。 

 

【取り組みの名称】 【主担課】 【取り組みの内容等】 

公共施設マネジメン

ト6の推進 

政策推進課  公共施設マネジメント実施計画に基づ

き，劣化の進んでいる施設を対象として優

先的に長寿命化を実施し，長期的にかかる

改修・建替えコストの縮減を図る。 

文化会館の改修内容

の見直し 

文化国際課  開館後 30年以上が経過し，施設・設備の

老朽化，劣化等が進む文化会館について，

安全対策やバリアフリー対応，老朽化した

設備の更新などの優先実施により改修内

                                                

5 【用語解説】-スクラップアンドビルド-「新やお改革プラン」においては「新しい組織や事業を立ち

上げる際に，同等の既存組織や事業を廃止すること」の意味で用いられている。 
6 【用語解説】-公共施設マネジメント-公共施設について，今後予測される人口構成などの社会情勢や

財政環境の変化，市民の価値観やニーズの多様化等を踏まえ，総合的に企画・管理・活用すること 
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容の精査を図るとともに，補助金等の活用

により財政負担の軽減を図る。 

山本・志紀図書館の

指定管理者制度導入 

八尾図書館  山本・志紀図書館の指定管理者制度の導

入について，龍華図書館における指定管理

者による管理運営状況や導入により見込

まれる効果について検証し，効果が見込ま

れる場合に指定管理者制度の導入を行う。 

（公財）八尾市文化

財調査研究会のあり

方見直し 

文化財課  埋蔵文化財の大規模調査が減少してい

る現状を踏まえ，市と団体との役割を整理

するなど，あり方の見直しを行う。 

公共施設の包括管 

理業務委託の導入 

政策推進課 

教育政策課 

公共建築課 

 複数の公共施設の維持管理にかかる保

守，点検業務等を包括的に委託することに

より，業務水準の向上と効率化等を図る。 

文化会館の指定管理

業務の見直し 

文化国際課  次期指定管理者の選定にあたり，管理運

営経費の精査等見直しを行う。 

リサイクルセンター

学習プラザの管理運

営方法のあり方見直

し 

環境施設課  リサイクルセンター学習プラザの管理

運営方法について，施設の利用状況等を踏

まえ，開館日時等，今後のあり方について

見直しを行う。 

 

（３）八尾市における公共施設マネジメント 

 八尾市では，平成25年６月に「公共施設マネジメント基本方針」が策定され，平成27年８

月にその改訂版が発行されている。また，この基本方針に沿って，平成29年６月に「八尾市

公共施設マネジメント実施計画」が策定され，その後，令和２年６月に，その改訂版が発行

されている。 
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６ 指定管理者制度 

（１）指定管理者制度とは 

 地方自治法が，平成15年６月に改正され，公の施設の管理について，地方公共団体の出資

団体等に限定して委託することが可能であった管理委託制度が廃止され，地方公共団体が指

定する「法人その他の団体」に管理を代行させる指定管理者制度が導入された（地方自治法

第244条の２）。この制度は，公の施設の管理に関する権限を指定管理者に委任して行わせる

ものであり，指定管理者は，施設の管理運営業務を担うなかで，行政処分に該当する，施設

の使用許可も行うことができることとなる。また，指定管理者の範囲についても特段の制約

を設けず，「法人その他の団体」であればよく，出資団体に限られない民間事業者等も，議

会における指定の議決を経て指定管理者となることができる。 

（２）指定管理者制度の導入目的 

 指定管理者制度は，多様化する住民ニーズにより効果的・効率的に対応するため，公の施

設の管理に民間の能力を活用しつつ，住民サービスの向上を図るとともに，経費の削減等を

図ることをその目的としている（「地方自治法の一部を改正する法律の公布について」平成

15年７月17日付け総行行第87号総務省自治行政局長通知・「第２ 公の施設の管理に関する事

項」）。指定管理者制度が導入されることにより，直営や地方公共団体の出資法人による管

理を行ってきた公の施設について，その管理のあり方を見直す良い機会にもなる（成田頼明

監修「指定管理者制度のすべて（改訂版）」165ページ）とされている。 

 具体的には，公の施設の管理に民間事業者等の手法を活用することにより，管理に要する

経費を縮減することが可能となり，その結果，公の施設の利用料の低料金化又は地方公共団

体から指定管理者に対する支出金の低減が図られるというメリットが期待される。また，利

用者の満足度を上げ，より多くの利用者を確保しようとする民間経営者の発想を取り入れる

ことで，利用者に対するサービスの向上が期待できるというメリットも期待される（成田頼

明監修「指定管理者制度のすべて（改訂版）」90ページ）。 

（３）指定管理者制度を導入後の「公の施設」の適正な管理の確保の必要性 

 地方自治法は，地方公共団体の指定管理者に対するチェック体制として，次のような規定

を置いている。 
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① 指定管理者は，毎年度終了後，事業報告書を作成し提出すること（地方自治法第244

条の２第７項）。 

② 地方公共団体の長又は委員会は，指定管理者に対して，管理の業務又は経理の状況

に関し報告を求め，実地について調査し，又は必要な指示をすることができること（地

方自治法第244条の２第10項）。 

③ 監査委員又は外部監査人が，指定管理者が行う公の施設の管理の業務に係る出納関

連の事務について監査を行うことができ，その結果については公表することとされてい

ること（地方自治法第199条７項，第252条の37第４項，第252条の42第１項）。（成田頼

明監修「指定管理者制度のすべて（改訂版）」129ページ）。 

 これらの規定は，民間事業者等が指定管理者となったとしても，地方公共団体による一定

のコントロールの下，当該公の施設の適正な管理を確保する必要があることから置かれたも

のであると解される（成田頼明監修「指定管理者制度のすべて（改訂版）」91ページ参照）。 

（４）公の施設を用いて民間事業者等が営利活動を行うことの当否について 

 指定管理者制度は，多様化する住民ニーズに対し，効果的・効率的に対応するために民間

事業者の有するノウハウを活用することを可能とするものであり，あくまで公の施設を通じ

て住民に行政サービスを提供するための手法である。公の施設の効率的な管理を実現する観

点からは，より低いコストで高いサービスを確保できるのであれば，指定管理者に事業努力

をするインセンティブを与えるためにも，指定管理者たる民間事業者が当該公の施設の管理

を通じ適正な利潤を上げることも想定されている（成田頼明監修「指定管理者制度のすべて

（改訂版）」93ページ）。 

（５）指定管理者の選定における「透明性」「公正性」の確保 

 公の施設の指定管理者は，よりよい行政サービスを提供するため，最も効率的かつ効果的

に公の施設の管理業務を行うことができる団体を選定することが望ましいと考えられる。ま

た，公の施設は，住民等の付託を受けて地方公共団体がこれを設置し管理しているため，公

の施設の管理業務を地方公共団体以外の者に行わせようとする場合，住民等のコンセンサス

を得ることが重要である。 

 したがって，指定管理者の選定に際しては，「公正」かつ「透明性」が確保されている手
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続等によることが求められており，具体的な方法として複数の者から事業計画書を提出され

ることが望ましい。ただし，指定管理者として特定の者しか公の施設の管理を最も効率的か

つ効果的に行うことができないと地方公共団体が認める場合などは，住民や議会の理解を得

つつ，複数の者から選定することなく指定管理者を指定することも法令上妨げられるもので

はない（成田頼明監修「指定管理者制度のすべて（改訂版）」102ページ）。 

 なお，複数の公の施設をまとめて一つの指定管理者を指定する場合がある。指定管理者は，

公の施設ごとに指定されなければならないものではなく，複数の公の施設についてまとめて

一つの指定管理者を選定することは可能である。それぞれの公の施設の目的や実情等を検証

し，これらに共通性が認められ，一つの指定管理者により管理を行えば，効果的・効率的な

管理が可能と考えられる場合も十分にあり得るところである（成田頼明監修「指定管理者制

度のすべて（改訂版）」114ページ）。 

 

７ 関係する八尾市の例規 

 条例及び規則としては，以下のものが存在する。 

条例 ・八尾市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例 

規則（及び教

育委員会規

則） 

・八尾市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則 

・八尾市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の施行に

関する教育委員会規則 

・八尾市指定管理者選定委員会規則 

・八尾市教育委員会指定管理者選定委員会規則 

 

 八尾市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（以下，この段落で「条例」

という。）では，以下の内容が定められている。 

・公募の原則 

・選定に関する手続（公募の場合の選定方法，非公募の場合の選定方法） 

・指定管理者が選定されない場合の市長による管理 

・議会の議決を経た後に，締結する協定書 
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・附属機関7としての選定委員会の設置 

・事業報告書の作成及び提出 

・業務報告の聴取等 

・指定の取消し等 

・原状回復義務 

・損害賠償義務 

・個人情報の取扱い等 

 

 以上のほか，八尾市では，後記第５の施設ごとに，「(1)基本データ」「ア 施設の概要等」

に次の例のとおり記載しているような，施設の設置管理に関する条例と，その条例施行規則

が制定されている。 

（例）八尾市文化会館の場合 

条例・規則 
八尾市文化会館条例 

八尾市文化会館条例施行規則 

 

８ 八尾市「公の施設の指定管理者制度に関する基本指針」の内容 

（１）基本指針の策定及び改訂 

 八尾市では，平成16年８月に「公の施設の指定管理者制度に関する基本指針」を策定し，

以後，数度にわたり改正されて，現在に至っている（過去に７回の改訂を経ている。改訂の

時期は，平成20年３月，同年６月，平成21年２月，同年８月，平成25年４月，平成26年７月，

平成30年５月である。） 

（２）現在の内容 

 現在の基本指針では，以下の内容が定められている。 

  

                                                
7 【用語解説】-附属機関-首長等の執行機関に附属し，その担任する事項について調停，審査，審議又

は調査等を行う機関（地方自治法第 202条の 3第 1項） 
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第１ はじめに 

第２ 基本的事項 

１．公の施設の管理について 

２．指定管理者制度の導入について 

（１）直営か指定管理者制度かの選択判断 

（２）指定管理者の業務範囲について 

（３）複合施設について 

第３ 指定管理者の募集に関する事項 

１．募集方法 

（１）公募の原則 

（２）非公募による場合の事由 

２．申請者の資格要件 

（１）全般的事項 

（２）欠格事由 

（３）代表者等の交代に伴う報告手続並びに法人格の変更への対応 

３．共同企業体の取り扱いについて 

（１）共同企業体について 

（２）共同企業体の取り扱い上の留意事項 

４．募集期間について 

５．指定期間について 

６．施設利用料について 

７．市と指定管理者のリスク分担について 

８．本市外郭団体のプロパー職員の雇用対応について 

９．指定管理者が交代したときの引継ぎ義務の明確化 

第４ 指定管理者の募集要項等に関する事項 

１．募集要項に記載する事項 

（１）募集要項への記載事項 

（２）その他留意事項 

第５ 指定管理者の選定に関する事項 

１．指定管理者選定委員会について 

（１）選定委員会 

（２）選定委員会の構成及び人数 

（３）応募団体と利害関係を有する者に対する留意 

２．選定の方法について 

（１）選定基準および評価得点の配分の考え方 

（２）評価基準の考え方 

（３）選定の方法 

（４）非公募による場合の選定について 

（５）１団体しか応募がない場合の選定について 

３．選定過程等に係る情報の公開について 
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第６ 指定管理者との協定に関する事項 

１．協定事項について 

（１）基本協定の締結 

（２）年度別協定の締結 

２．個人情報等の取扱いについて 

３．指定管理料の取扱いについて 

第７ 指定管理者の業務監視等に関する事項 

１．モニタリングについて 

（１）定期的な確認 

（２）臨時的な確認 

（３）指定管理者の業績の適切な評価 

第８ その他事項 

１．推進体制について 

２．その他の留意事項について 

（１）指定の取消し等をしようとする場合の手続について 

（２）事業計画書等の内容変更及び重要事項の変更をする場合の手続きについて 

（３）指定期間の延長について 

（４）本基本指針（改正版）の適用時期について 

第９ 資料編 

１．募集要項の記載事項の例【参考資料１】 

２．共同企業体協定書の記載事項の例【参考資料２】 

３．基本協定書の記載事項の例【参考資料３】 

４．八尾市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例 

５．八尾市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則 

６．八尾市指定管理者選定委員会規則 

７．八尾市教育委員会指定管理者選定委員会規則 

 

９ 指定管理者指定の手続等 

（１）公募及び非公募 

ア 公募 

 八尾市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例では，「市長は，指定管理者

に公の施設の管理を行わせようとするときは，（中略）指定管理者になろうとする法人その

他の団体（以下「団体」という。）を公募するものとする。」と定め，原則的に公募を行う

ことを示している（同条例第２条）。公募に際しては，指定管理者選定委員会が，募集要項

や選定基準の策定の段階から関与し，また，実際の候補者の選定も，その会議体で行われる。 

イ 非公募 
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 八尾市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例では，「公の施設の性質，規

模，機能等を考慮し，設置目的を効果的かつ効率的に達成するため，地域等の活力を積極的

に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると思慮するときその他公

募を行わないことに合理的な理由があるとき」は，公募によらない形で，指定管理者の候補

者の選定を行うことができる（同条例第５条１項）。ただし，この方法で候補者の選定を行

いうるのは，市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体に限られる。 

 これを受けて「基本指針」では，公募によらない具体的な場合として，以下の場合が，あ

げられている。 

 

① 施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないとき。 

② コミュニティ施設などにおいて，地域の特定団体が運営することにより，地域の人

材活用等，地域の連携が図られ，自治の高揚等，地域分権の推進が活用できるとき。 

③ ＰＦＩ法8の活用により一定期間，施設の管理運営をするものを指定するとき。 

④ 法令並びに通知その他国の指導等により施設の指定管理者となる団体が特定され

るとき。 

⑤ 福祉施設において，施設の設置目的に照らし，利用者との長期にわたる安定的な関

係や人的信頼関係が担保されることが必要であり，施設の運営主体の変更が，入所者や

通所者に与える影響が大きいと想定されるとき。 

 

なお，非公募とする場合，公募する場合に比べて，指定管理者となる団体が同じ団体で

固定化する傾向が想定され，指定管理者の業務内容がその指定管理者のみにしか理解で

きないものとなってしまうケース（業務内容のブラックボックス化）に留意しなければ

ならない。また，同一の団体が指定管理者として固定された場合，自主事業の積極的な

提案や経費節減努力が失われるなど，指定管理者制度の導入効果が得られにくくなる点

についても留意が必要となる。 

                                                

8 （正式名称）民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 
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（２）選定及び指定に関する手続 

ア 公募・非公募の決定 

 庁内での議論を経て，決定される。上記のとおり，条例上，公募が原則とされており，

非公募による場合には条例所定の要件（同条例第５条第１項）を充たす場合に限られる。 

イ 候補者の選定に関する手続 

（ア）公募の場合の選定手続 

 公募を行い，指定管理者の指定を受けようとする団体からの申請（同条例第３条１項）

を受け，条例所定の基準（同条例第４条第１項）に基づき，候補者の選定を行うこととさ

れている。 

（イ）非公募の場合の選定手続 

 非公募の形で選定しようとする団体からの申請（同条例第５条第２項）を受け，条例所

定の基準（同条例第４条第１項）に基づき，候補者の選定を行うこととされている。 

ウ 指定管理者選定委員会の関与 

 上記の「選定」は，市長部局が所管する公の施設にあっては市長が行い，教育委員会が

所管する公の施設にあっては教育委員会が行う。前者の場合は「八尾市指定管理者選定委

員会」の意見を聴いて，選定が行われる（同条例第15条第１項）。後者の場合は，「八尾

市教育委員会指定管理者選定委員会」の意見を聴いて，選定が行われる（同条例第16条）。

選定委員会は，学識経験者，公認会計士，市の職員などで構成される（八尾市指定管理者

選定委員会規則第３条）。 

エ 指定に関する手続 

 「選定」の手続を経た後，議会の議決（地方自治法第244条の２第６項）を経て，市長が，

指定管理者の指定を行う（条例第７条第１項）。指定がなされた場合，市長の告示がなさ

れる（同条第２項）。この後，市長と指定管理者とは，協定を締結する（条例第８条第１

項）。教育委員会が所管する公の施設にあっては，これらの手続は，教育委員会が行う。 

（３）指定期間 

 「基本指針」では，同一の指定管理者に，管理を行わせる期間については，「概ね５年間

（新たに指定管理者制度を導入する施設は，導入効果の検証が必要なため，概ね３年間。事

業の環境変化のリスクが高い施設についても，同様に概ね３年間とする。）を標準的な指定
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期間と定める」とされている。 

 

１０ 八尾市における指定管理者制度導入施設 

 八尾市においては，既存の公の施設の多くは，平成18年度までに指定管理者制度の導入が

進んだ。 

 その後，行財政改革に関する検討の進捗に伴って指定管理者制度の導入が進んだもの（た

とえば「八尾市営住宅」など）と，施設の新設（たとえば「安中新田会所跡旧植田家住宅」

など）がなされたもの等があり，指定管理者により管理運営される施設は，増加し，今日に

至っている。 

 

【八尾市における各施設の指定管理導入状況】 

（枠内の数字は，公募が行われた際の，応募者数を指す。） 

施 設 名 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 Ｒ１ 

1:文 化 会 館     非公募 公募:応募２ 公募:応募１ 

2:社会福祉会     非公募 公募:応募１ 公募:応募１ 非公募 

3:錦 温 泉     非公募 公募:応募１ 公募:応募１ 公募:応募１ 公募:応募１ 

4:在宅福祉サ     
非公募 公募:応募１ 公募:応募１ 公募:応募１ 

5:養護老人ホ     

6:障害者総合 
公募:応募３ 公募:応募１ 公募:応募２ 公募:応募１ 

7:デイサービス 

8:児童発達支   非公募 公募:応募１ 公募:応募２ 公募:応募１ 

9:自転車(近鉄山本)   非公募 公募:応募３ 公募:応募２ 公募:応募３ 

9:自転車(久宝寺)   公募:応募３ 公募:応募４ 公募:応募３ 公募:応募４ 

9:自転車(志紀)   非公募 公募:応募３ 公募:応募１ 公募:応募３ 

10:生涯学習セ     非公募 公募:応募１ 公募:応募４ 

11:屋内プール     非公募 公募:応募４ 公募:応募４ 公募:応募１ 

12:山 本 球 場     （平成 18 年以後，総合体育館の推移に同じ） 

13:テ ニ ス 場     （平成 18 年以後，総合体育館の推移に同じ） 

14:総合体育館     非公募 公募:応募３ 公募:応募１ 公募:応募１ 

15:市民運動広   （平成 18 年以後，総合体育館の推移に同じ） 

16:青少年運動     （平成 18 年以後，総合体育館の推移に同じ） 
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施 設 名 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 Ｒ１ 

17:青少年野外     非公募 公募:応募３ 公募:応募１ 公募:応募１ 

18:歴史民俗資     非公募 公募:応募２ 公募:応募１ 公募:応募１ 

19:埋蔵文化財     非公募 非公募 非公募 非公募 

20:しおんじやま   公募:応募７ 公募:応募３ 公募:応募２ 公募:応募１ 

21:くらし学習           公募:応募１ 公募:応募１ 非公募 

22:旧 植 田 家           公募:応募２ 公募:応募２ 公募:応募２ 

23:桂老人福祉セ              公募:応募２ 公募:応募２ 公募:応募１ 

23:安中老人福祉セ        公募:応募１ 公募:応募１ 公募:応募１ 

24:防災体育館                 
公募:応募７ 公募:応募１ 公募:応募１ 

25:防 災 公 園                 

26:リサイクル                   公募:応募３ 公募:応募３ 

27:まちなみセ                     公募:応募１ 非公募 

28:龍華図書館                       公募:応募２ 公募:応募１ 

29:市 営 住 宅                           公募:応募２ 

 

１１ 八尾市における公共施設の所管等 

（１）施設ごとの所管 

 八尾市では，第１・５（監査対象施設及びその所管課の一覧）に記載したとおりの，市長

部局及び教育委員会の各課が，それぞれの公の施設を所管している（この報告書では，これ

らの課を「施設所管課」又は単に「所管課」と呼ぶことがある）。 

（２）指定管理者制度についての所管 

 八尾市では，政策企画部行政改革課が，指定管理者制度についての一般事項を所管してい

る（市長部局の所管施設，教育委員会の所管施設のいずれも含む。）。具体的には，「八尾

市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例」や，「公の施設の指定管理者制度

に関する基本指針」の運用に関すること，その他，全庁的に指定管理者が管理運営する「公

の施設」についての事務運用の統一に関する事項等を所掌している。また，指定管理者制度

庁内連絡調整会議（各施設所管課との情報共有等の場）が開催されている。 

（３）行財政改革推進本部 

 八尾市では，「直営または指定管理者制度の導入並びに公募によらず指定管理者を指定す
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る必要がある場合の可否の最終的な決定」については，行財政改革推進本部9において行うと

されている。 

（４）選定委員会 

 指定管理者の候補者を選定するにあたっては，八尾市指定管理者選定委員会が，附属機関

として置かれることになり，その意見を聞いた上で選定がなされる。その場合の選定委員会

の庶務は，各施設所管課が担うことになる。 

 

第３ 包括外部監査による監査の結果及び意見の一覧 

 結果 意見 

第４ 包括外部監査による監査の結果及び意見（共通事項） 
１ 自主事業の制度設計 

・指定管理者が行う「自主事業」について，義務的な事業か任意的な

事業かの観点から，事業の位置づけを整理されたい。 
 １ 

２ 自主事業の収支報告 

・自主事業の収入及び支出を，指定管理者が市に報告することを義務

付けるようにされたい。 
 ２ 

３ 第三者委託の承諾のあり方 

・第三者委託の承諾に関する手続を行う際は，書面を必ず作成するよ

うに統一されたい。 
 ３ 

・第三者委託の承諾の判断材料として，指定管理者から，委託先業者

の具体的情報等を義務的に提出させるよう，統一されたい。 
 ４ 

・第三者委託において，入札等排除措置を受けた者等も含め，排除対

象者をより明確にし，それを統一されたい。 
 ５ 

４ 第三者委託における暴力団排除措置について（誓約書の取得ほか） 

・第三者委託の委託先事業者において，暴力団員等の排除を行うにあ

たっては，八尾市の条例・規則に即した正確な定義づけに統一され

たい。 

 ６ 

・第三者委託の委託先事業者からの誓約書の取り付けについて，全て

の基本協定書で，誓約書の取り付け義務が入ったものに統一された

い。 

１  

                                                
9 市長を本部長，副市長を副本部長とし，本部委員は，病院事業管理者，水道事業管理者，教育長，政

策企画部長，総務部長，人事担当部長，財政部長，副教育長，その他本部長が出席を命じた者により構

成される。 
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・第三者委託を行う際に，委託先事業者から誓約書を取得するよう，

徹底されたい。 
２  

・金額が 500万円以下となる第三者委託について，誓約書の提出を

「必要がない」と判断することについて，庁内で考え方を整理され

たい。 

 ７ 

５ 維持修繕に関するリスク分担,精算の仕組みと物品の市への帰属について 

・現在の基本協定書に記載された「リスク分担」について，発注者区

分に関する取り決めとして整理されたい。また，修繕費について，

老朽化等への対応は，修繕の場合と，再調達の場合があるため，修

繕・再調達費として整理されたい。 

 ８ 

・市が実質的に費用を負担して指定管理者が調達した物品の所有権は

市に帰属するという考え方を踏まえて，各施設固有の事情に基づく

修正の要否を検討したうえ，処理ルールを整理されたい。 

 ９ 

６ 収支報告書における指定管理料の精算の記載 

・指定管理者が作成する収支報告書には，指定管理料の精算がなされ

た場合，精算の有無，及び金額が記載される形に統一されたい。 
 10 

７ 指定管理業務専用の口座の使用を求める運用について 

・指定管理者に，一律に，専用の銀行口座の使用を義務付ける必要性

が無いと思われることから，実務運用を見直されたい。 
 11 

８ 基本協定書の記載内容の統一化 

・各施設の基本協定書の文言の統一が望ましいため，統一されている

べき箇所についてチェックリスト方式等を用いて，統一化を図られ

たい。 
 12 

 

 結果 意見 

第５ 包括外部監査による監査の結果及び意見（各施設） 

１ 八尾市文化会館 

・障がい者団体向けの利用料金の割引については，これを継続する

場合，市又は指定管理者において何らかの方法で周知されたい。 
 13 

２ 八尾市立共同浴場錦温泉 

・施設の開業時に備え付けた物品や，リース期間満了により所有権

を取得した備品についても，備品として管理すべきである。 
３  

・指定管理料の精算については，算式の根拠となる一定の基準を踏

まえ，これに基づき算出していることが理解できるような形で行

い，また，基準が理解できる形で記録化をされたい。その際，リ

スク分担表の関連箇所についても，基準と適合する内容とされた

い。 

 14 
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・「危機管理マニュアル」の作成については，必要であれば，市に

おいて，危機管理に関して従業員に周知すべき事項や，設備等を

設置すべき事項についての指示や作成の指導等をして，作成を促

されたい。 

 15 

・指定管理者による研修については，市が，指定管理者に必要な研

修の内容などについては，具体的な指示をされたい。研修を義務

付ける必要性等が乏しいのであれば，仕様書の改定も検討された

い。 

 16 

・今後，施設の収支決算と指定管理者自身の決算とに相違が生じる

場合，相違については，その理由を指定管理者において確認し，

なお不明な点があれば市において確認することにより，施設の収

支決算書について疑義が生じないようにすべきである。 

４  

・錦温泉については，近隣の市営住宅の風呂設置率等も踏まえ，維

持すべきかを検討し，施設のあり方そのものについての選択肢を

含め検討されたい。また，市の負担を抑え，また，民間の公衆浴

場と錦温泉を比較して公平な形での対策も検討されたい。 

 17 

３ 八尾市立障害者総合福祉センター及び八尾市立デイサービスセンター 

・基本協定書の文言については，用語の定義付けを行い，明確に判

別できるよう修正すべきである。 
 18 

・現行の基本協定書を前提とする限り，指定管理者による備品購入

については，原則として，取得時の承認及び指定期間の終了時に

市に所有権を移転する手続を取り，承認の事実は記録化された

い。 

 19 

・リースによる車両等の備品の整備については，指定管理料による

備品購入に準じた取り扱いをすべき場合があるところ，その判断

のため，リースによる取得状況及び契約内容の概要（特に，所有

権の最終的な帰属の有無）について報告を求められたい。 

 20 

・精算対象となる修繕費については，現行の協定書を前提とする限

り，市の所有物の価値を維持する費用に限定されたい。 
 21 

・喫茶スペースの位置づけを整理し，これを施設の管理運営の収支

に含め，指定管理者からの報告の対象とされたい。 
 22 

・本施設の指定管理料は，消費税の非課税取引であることを基礎と

して，指定管理料の決定に向けたプロセスを進めるべきであっ

た。また，既に支払った令和元年度の指定管理料のうちの消費税

等相当額についても，事実関係を調査・確定した上で，その取扱

いについて検討すべきである。他の事業においても同様の誤りが

生じていないか点検すべきである。 

５  

・利用料金等収入から生じた剰余金について，指定管理者と協議の

上，精算や，将来の指定管理料の減額等を検討されたい。また，

今後，指定管理料を年度ごとに見直す旨の基本協定上の規定等を

設けることや，施設管理に関する業務とサービス提供業務を分離

する方式とすることを検討されたい。 

 23 

４ 八尾市立福祉型児童発達支援センター 
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・基本協定書の文言については，用語の定義付けを行い，明確に判

別できるよう修正すべきである。 
 24 

・精算対象となる修繕費については，現行の協定書を前提とする限

り，市の所有物の価値を維持する費用に限定されたい。 
 25 

・備品の更新については，原則として，指定管理料による備品購入

の手続きを取るべきであり，指定管理者の自費による購入か否か

は，指定管理者からの報告を踏まえ市において検討されたい。 

 26 

・土地に付合する動産等については，遅くとも指定期間の満了まで

に，所有権を市に帰属させる手続きをとり，市においてその数量

等を管理することとし，市の財産台帳等に，受入れ等の事実を反

映されたい。 

 27 

・リースによる車両等の備品の整備については，指定管理料による

備品購入に準じた取り扱いをすべき場合があるところ，その判断

のため，リースによる取得状況及び契約内容の概要（特に，所有

権の最終的な帰属の有無）について報告を求められたい。 

 28 

・本施設の指定管理料は，消費税の非課税取引であることを基礎と

して，指定管理料の決定に向けたプロセスを進めるべきであっ

た。また，既に支払った令和元年度の指定管理料のうちの消費税

等相当額についても，その取り扱いについて，事実関係を調査確

定した上で，その取扱いについて検討すべきである。検討すべき

である。他の事業においても同様の誤りが生じていないか点検す

べきである。 

６  

５－１ 八尾市自転車駐車場（近鉄山本駅東自転車駐車場） 

（自転車駐車場に関する共通項目について，下記５－３参照）   

５－２ 八尾市自転車駐車場（JR久宝寺駅南自転車駐車場） 

・基本協定書に定められた，修繕に関するリスク分担（20万円未満

の工事を指定管理者の負担とする項目）の内容の周知を徹底し，

適正な運用を行うべきである。 

７  

（自転車駐車場に関する共通項目について，下記５－３参照）   

５－３ 八尾市自転車駐車場（志紀駅前自転車駐車場） 

・現在の基本協定書の，指定管理業務の範囲を定める条項の文言を

改めるべきである。 
８  

・２箇所の自転車駐車場に設置されている「ラック」の，備品とし

ての取扱いの要否について，その考え方を整理されたい。 
 29 

・自主事業としてのレンタサイクル事業の位置づけ，特にその指定

管理者への義務付けの要否や方法・程度，法的な位置づけについ

て考え方を整理されたい。 

 30 

・自主事業が，指定管理者の自己の費用によって行われるべきもの

であることに照らし，自主事業としてのレンタサイクル事業の経
 31 
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費負担について，特に地代，人件費，光熱費等の固定費の計算と

納付の考え方を検討されたい。 

・自転車駐車場の定期利用に関し定期駐車券の連番管理を行うな

ど，不正発行を事前に防止することが可能な，より厳格な策を検

討されたい。 

 32 

・備品の使用状況を把握し，使用していない貸与備品については，

除却処理を行わせたり，或いは他の施設での転用を検討する等，

その処理を適切に行うようにされたい。 

 33 

６ 八尾市生涯学習センター 

・現行の基本協定書の，利用予約のキャンセルが発生した場合の利

用料金の返還・還付を定める条項の文言の一部について，より趣

旨が明確になる文言への改訂を検討されたい。 
 34 

・現行の基本協定書の，利用料金収入に関する条項の文言につい

て，より趣旨が明確になる文言への改訂を検討されたい。 
 35 

・指定管理者交代時の引き継ぎに関する書類の一部に記載漏れがあ

ったため，記載漏れがあった業務については引継ぎが完了してい

るか念の為確認をされたい。また，業務の最終的な完了報告を行

う書類については，事後特に留意し，過誤を防ぐようにされた

い。 

 36 

７ 八尾市立総合体育館 

・新規事業者の参入を促進し，競争性を向上させることにつながる

よう，公募方法を工夫されたい。また，仕様書の変更にあたって

は，競争性の向上やサービス水準の向上のための具体的なニーズ

の把握を行い，変更点についても効果を検証し次回の応募へつな

げる体制を整備されたい。 

 37 

・公募の際に，新規事業者が提案するにあたり必要性の高い情報

は，既存事業者との間で情報格差が生じないように留意し，一定

の範囲内で情報開示に努められたい。 
 38 

・協定書及び仕様書で一定の条件のもとに実施を求めている自主事

業の収支については，事業報告にて報告が必要な旨を明確にすべ

きである。また，自主事業も含めた管理運営に係る収支の実態を

把握し，次期以降の公募条件の検討材料として有効に活用された

い。 

 39 

・指定管理者の法人本部の事務所スペースについて，無条件に使用

料を全部免除することについては再検討されたい。また，売店ス

ペースについては，使用料の減免の可否および減免率について検

討されたい。 

 40 

・共同企業体協定書の覚書を入手し，指定管理料の配分や経費負担

割合が業務分担に応じて妥当なものになっているかを確認すべき

である。 

 41 

・指定管理料の支払時期及び期別配分額については，指定管理者の

資金計画を確認した上で必要性を検討し，指定管理者と協議され

たい。 

 42 
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・修繕費の精算確認手続については，最終的な請求金額と一致して

いることを確認し，取引の実在性及び金額の正確性を検証された

い。 

 43 

・体育館，プールのフィットネス機器は，現状のサービス維持を期

待する以上，必須の機器となることから，募集時の公平性を保つ

ため，市の所有と位置付けること，あるいは不公平とならないよ

うな別途の解決策を検討されたい。 

 44 

・市からの貸与備品については，定期的に実査を行い，毎年度終了

後，必ず，市へ適時に報告するよう，改善されたい。市側として

は，実査を的確に行うよう業務手順を見直されたい。 

 45 

８ 八尾市立屋内プール 

・指定管理者が自主事業で使用している「多目的室」について，無

条件に無償使用を認めるのではなく一定の対価を徴収することを

含めて検討されたい。また，施設を有効活用できるよう市民に開

放することを検討されたい。 

 46 

・市からの貸与備品については，実際の物理的な「廃棄」の有無に

関わらず，使用状況の変化も含めて，適時に市へ報告するよう，

改善されたい。 
 47 

９ 八尾市立山本球場  

１０－１ 八尾市立小阪合テニス場 

１０－２ 八尾市立志紀テニス場 

１１－１ 八尾市立市民運動広場（曙町） 

１１－２ 八尾市立市民運動広場（福万寺町） 

１１－３ 八尾市立市民運動広場（新家町） 

１２ 八尾市立青少年運動広場 

（体育館他９施設としての共通事項に関しては，上記７参照）   

１３ 八尾市立大畑山青少年野外活動センター 

・現行の基本協定書の備品の区別に関する文言について，他施設の

基本協定書の記載も参考にしつつ，より明確になるように文言を

改訂されたい。 

 48 

・指定管理者から提出された「防災マニュアル」について，その不

足項目の追記を求められたい。 
 49 

・基本協定書に定める，個人情報保護責任者の届け出を指定管理者

に求めるべきである。また，基本協定書に定める通り，新規の従

事者の雇い入れの際に，事前に個人情報の保護に関する研修を実

施し，その実施を行った旨の誓約書の取付を行わせるべきであ

る。 

９  
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・現行の基本協定書の，利用予約のキャンセルが発生した場合の利

用料金の返還・還付を定める条項の文言の一部について，より趣

旨が明確になる文言への改訂を検討されたい。 

 50 

１４ 八尾市立歴史民俗資料館 

・指定管理者を公募するにあたっての「学芸員」の要件について

は，施設の役割・特徴と，実際の指定管理者の参入可能性を考慮

した形で，次の公募において，検討されたい。 
 51 

・八尾市立歴史民俗資料館は展示スペースが狭小であるという問題

点があり，アウトリーチ的な機能強化といった，それを克服する

方法を，模索されたい。 

 52 

１５ 八尾市立埋蔵文化財調査センター 

・八尾市立埋蔵文化財調査センターでは，文化財等が，多数，収集

保管されており，保管場所不足の問題が生じていることについ

て，解決策を見出されたい。 
 53 

・指定管理者が担っている文化財の収集保管業務につき，市は業務

遂行状況を定期的に把握することが望ましい。 
 54 

・施設における成果の発信（ホームページ掲載）について，一部，

適切な時期に，各成果物が掲載されることが望ましい。 
 55 

・施設における成果の発信方法の業務水準について，抽象的ではな

い形で定まっていることが望ましく，業務水準を固定化し，共通

認識を持つようにされたい。 

 56 

・指定管理者が，法人固有の業務と施設の管理運営業務の両方を行

っている場合の，人件費の計上方法を見直されたい。 
 57 

・指定管理者と市の担当者で備品実査を行い，備品台帳の登録状

況，備品シールの添付状況等の全体的な点検を行われたい。 
 58 

１６ 八尾市立しおんじやま古墳学習館 

・指定管理者が独自に作成した「キャラクター」の権利関係につい

ては，市と指定管理者との間で整理されておくことが望ましい。 
 59 

１７ 八尾市立くらし学習館 

・施設の一部を，指定管理事業者等の本体の事務所として利用させ

ることについて，その目的外使用許可の要件としての「特に必要

と認める」事由を，決裁手続の過程でもより具体的に明記された

い。 

 60 

・基本協定書の定めの通り，月例の管理運営報告書で「毎月の修

繕・改修の実施状況等」を記載させるよう，指導するべきであ

る。 
10  

・収支報告書の収入の欄に記載されている「講座材料費等」という

項目について，その内容を確認し，会計上の位置づけを整理した

上で，その記載や手続について指導を行うべきである。 

11  
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・基本協定書に定める防火（防災）訓練の実施について，その履行

確認の趣旨で，事業報告書にその記載を行わせるように指導され

たい。 

 61 

１８ 安中新田会所跡旧植田家住宅 

・指定管理者が定める管理運営規約のうち，利用の目的に言及する

部分につき，より分かりやすい形に改められたい。 
 62 

・指定管理者が定める管理運営規約のうち，営利目的による利用に

関する部分につき，より分かりやすい形に改められたい。 
 63 

１９ 八尾市立南木の本防災体育館 

２０ 八尾市立南木の本防災公園 

（体育館他９施設としての共通事項に関しては，上記７参照）   

２１ 八尾市立リサイクルセンター学習プラザ 

・基本協定書に定める通り，新規の従事者の雇い入れの際に，事前

に個人情報の保護に関する研修を実施し，研修を受けた旨，及び

関係法令を遵守する旨の誓約書の取付を行わせるべきである。 

 64 

・施設の修繕の際に，基本協定書の定めの通り八尾市が承認を行っ

たことの記録を，客観的な資料として残しておくべきである。 
 65 

・仕様書で記載されていた「業務用冷凍空調機器の簡易点検」作業

について，その定期的な履行を確認すべきである。 
 66 

２２ 八尾市まちなみセンター 

・指定管理業務の用に供する備品は，的確に備品台帳に登載されたい。 12  

・仕様書との内容との間に齟齬がなく，意図した内容となるよう規

定内容を十分に確認した基本協定書を，指定管理者との間で締結

されたい。 

 67 

・精算すべきとされている費目について，毎年度の精算は正確に行

われたい。 
 68 

・消費税率引き上げによる場合も含め，利用料金の変更をなす場

合，予め市長の承認手続きを経るよう徹底されたい。 
 69 

・施設の主たる位置づけ・指定管理業務の主たる目的が，久宝寺寺

内町における歴史的遺産の承継・発信にあることを改めて明確化

し，そのような目的に即した成果指標を設定し，継続的な業務の

改善を目指されたい。 

 70 

２３ 八尾市立龍華図書館 

・提案書は内容が一義的に読み取れる記載とするよう求め，意味内

容が不明確な記載は質疑を通じその趣旨を明確にするよう努めら

れたい。 
 71 
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・市立図書館４館の内に，直営館と指定管理者運営館とを併存さ

せ，双方でサービスを競い合うハイブリッド型での運営を検討さ

れたい。 

 72 

２４ 八尾市営住宅（西郡，安中，萱振，大正）等 

・指定管理業務の仕様を定めるにあたっては，指定管理者の創意工

夫の余地を過度に制限している部分がないか，改めて仕様内容を

精査されたい。 
 73 

・第三者委託に対する市長名での承諾書を発する際には，適切な稟

議・決裁手続きを経られたい。 
13  

・契約事務の際には，契約条項で引用されている，別紙，別表など

の編綴漏れがないよう，的確に事務処理をされたい。 
14  

・「一般・緊急修繕」の報告内容は余りにも簡略であり，より詳細

な報告を求められたい。また，市と指定管理者で協議した事項は

記録して保管し，修繕の適正性についても確認・指導を行われた

い。 

 74 

・指定期間終了後（令和元年度末）に作成されるべき「工事管理台

帳」が作成されておらず，作成・提出を求められたい。 
15  

・「空家修繕」について，市は，工事内容の実際と書類上の工事明

細，金額を照らし合わせていないため，的確に内容を把握すると

ともに，工事の発注業務がより効果的・効率的になされるようチ

ェックをし，また，発注方法につき，一定の競争性を取り入れる

ことも，指定管理者と協議し，検討されたい。 

 75 

・住み替え誘導は，時期を区切って進め，それでもなお，住み替え

が実現しない場合，法的手続きも視野に入れた対応も検討された

い。 

 76 

・指定管理者の公募手続きの際には，応募者に，事業者のノウハウ

にわたらない限度において積極的に情報提供し，質疑の手続きに

は十分な時間を確保し的確に回答されたい。 

 77 
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第４ 包括外部監査による監査の結果及び意見（共通事項） 

１ 自主事業の制度設計 

（１）発見事項 

 指定管理者は，公の施設の管理運営をするという本来の業務以外に「自主事業」も行うこ

とが可能とされている場合が多い（なお「自主事業」という用語は，法令上の用語ではない

ため，地方公共団体ごとに，定義・運用が異なっている。）。現在，八尾市では，指定管理

者が自主事業を行う場合，概ね，以下のルールに沿って運用されている。 

 

１ 実施内容   指定管理者が行う自主事業の内容について，市から事前に

承認を得る必要がある。なお，指定管理者は，公募の場合で

あっても，非公募の場合であっても，選定前に提出した提案

書に指定管理者が予定する自主事業の概要は記載されてい

る。また，指定管理者は，当初の提案書に拘束されるわけで

もなく，指定を受けた後に，利用者のニーズ等も踏まえて，

新たな発案をする事もある。 

２ 指定管理料

との関係 

  指定管理者が独自の収支で行うべきものとされており，指

定管理料を充当しないものとされている。その意味で，区分

経理制が導入されている。 

３

４ 

報告義務   指定管理者は，自主事業の「実施状況」について，市に報

告する義務を負う。ただし，「収支状況」については，報告す

る義務を負うことが基本協定書に明記されておらず，指定管

理者から自主事業の収支状況の報告はなされていない。 

４ 納付金 

 

 一部の地方公共団体で見られるような，指定管理者が自主事

業で得た収益の一定額を，地方公共団体へ繰り入れさせる仕

組み（他の地方公共団体では「納付金」と呼称されているこ

とがある。）は，採用されていない。自主事業については，全

ての収益を指定管理者が得ることになる。 

 

 これにつき，各基本協定書での記載ぶりが異なっており，また，実際のところ，自主事業

をどのように位置づけるのか，市としても曖昧なところがある。  
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【例① 八尾市生涯学習センターの基本協定書】 

第 46条 乙は，センターの効率的・効果的な管理運営及び稼働率の向上をめざ

し，仕様書６．業務の内容(2)事業運営業務⑩に記載の条件のもと，積極的に自

主事業を行うこと。 

（以下略） 

【例② 志紀駅前自転車駐車場の基本協定書】 

第 47条 乙は，本施設の設置目的に合致し，かつ本業務の実施を妨げない範囲に

おいて，自己の責任と任意の費用により，提案書に基づく自主事業を実施する

ことができるものとする。 

（以下略） 

【例③ 八尾市立リサイクルセンター学習プラザの基本協定書】 

第 21条 乙は，学習プラザの設置目的に適合する範囲内において，自主事業を行

うことができる。 

（以下略） 

【例④ 安田新田会所跡旧植田家住宅の基本協定書】 

第 18条 乙は，施設の設置目的に適合し，管理等業務の実施を妨げない範囲にお

いて，自主事業を行うことができる。 

 ２ 乙は，事業計画書等で提案した自主事業については，実施前年度に提出す

る管理運営計画書において甲と協議を行った上で，実施するものとする。 

 

（２）考え方 

 上記のとおり，指定管理者が行う自主事業については，八尾市以外の各地方公共団体でも

概念・定義が一致していないところ，指定管理者の義務的な事業（指定管理者が提案書に記

載したことで，その内容に基づき，指定期間内において実施することが，強く求められるも

の）としての色彩が強いのか，任意的な事業（提案書に当該事業を行うことを市に具体的に

示しても，その後，指定管理者が行うことも行わないことも，任意の判断の側面のあるもの）

の色彩が強いのかについては，位置づけを整理する必要がある。 

 つまり，指定管理者が，自主事業の全部又は一部を，指定期間の途中から全く行わないと

いう判断をすることが認められるのか，それを認めないのか等についても，基本協定書から

明確にされている必要がある。 
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（３）意見[1] 

 上記の観点から，各施設において，各指定管理者が行う自主事業の位置づけを再整理し，

その後，基本協定書の文言の見直しも行うべきである（一例として，個別の施設における検

討内容については，自転車駐車場の欄を参照）。 

 

２ 自主事業の収支報告 

（１）発見事項 

 八尾市では，指定管理者がどのような内容の「自主事業」を展開するかについては，基本

協定書において，市と「協議」を行った上で実施するとされていたり，市に「報告」をし「承

認」を得た上で実施するとなっていることが多く，市は，事業の概要を点検・確認している。

しかし，最終的に，指定管理者が１年ごとに作成する事業報告書には自主事業に関する収入

状況を記載することは，必ずしも求められていない。 

 八尾市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例では，指定管理者が，毎年度

終了後に作成する事業報告書について，利用料金の収入実績や管理経費の収支状況等を記載

した「事業報告書」を提出することを求めている。 

 

【八尾市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例】 

第９条 指定管理者は，毎年度終了後 60 日以内に，その管理する公の施設に関

する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し，市長に提出しなければな

らない。ただし，年度の途中において第 11 条第１項又は第２項の規定により

指定を取り消されたときは，その取り消された日から起算して 30 日以内に当

該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。 

(1) 管理業務の実施状況 

(2) 利用状況並びに利用拒否等の件数及び理由 

(3) 利用料金10の収入実績 

(4) 管理経費の収支状況 

(5) その他公の施設の管理実態を把握するために市長が必要と認める事項 

                                                
10 有料の公の施設においては，施設の利用に係る料金を指定管理者の収入とする，いわゆる「利用料金

制」（地方自治法第 244条の２第８項）を導入することができる。 
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 また，上記条例に基づき，市が指定管理者と締結する基本協定書では，おおむね，どの施

設においても次のような内容の定めがなされている。 

 

【例① 志紀駅前自転車駐車場の基本協定書】 

第 30条 乙は，毎年度終了後 60日以内に次の各号に示す事項を記載した事業報

告書を甲に提出しなければならない。（略） 

(1) 本業務の実施状況に関する事項 

(2) 管理施設の利用状況並びに利用拒否等に関する事項 

(3) 料金収入の実績及び管理経費等の収支状況等 

(4) 自主事業の実施状況に関する事項 

(5) 提案書に基づく事業に関する事項 

(6) その他甲が指示する事項 

（ここでは，「自主事業」については「実施状況」を報告すべきことが示されている。） 

 

【例② 安田新田会所跡旧植田家住宅の基本協定書】 

第 33条 乙は，通則条例第９条に基づき，毎年度終了後 60日以内に，次の各号

に掲げる事項を記載した管理等業務に関する事業報告書（以下「報告書」とい

う。）を，甲へ提出しなければならない。（略） 

(1) 管理等業務の実施状況 

(2) 利用状況並びに利用拒否等の件数及び理由 

(3) 利用料金の収入実績 

(4) 管理費の収支状況 

(5) その他公の施設の管理実態を把握するために甲が必要と認める事項 

（ここでは「自主事業」に関する，報告義務は特に明記されていない。） 

 

（２）考え方 

 自主事業は，指定管理者の創意工夫で行われ，また，指定管理料を原資とせず，指定管理

者の費用負担で行われている。しかし，公の施設という場所のなかで，市民から対価を徴収

し，事業展開を行うものであることを重視すると，事業報告書には自主事業に関する収入額

及び支出額を記載させ，市は，的確に自主事業の収支状況を把握することが重要である。そ

のことが，当該施設における自主事業も含めた管理運営に係る収支の実態の把握に繋がる。 
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 また，次期の指定管理者の公募を行うにあたっても，前期の指定管理者が当該施設の自主

事業を行うことで，どれほどの収益を，どういった内訳で，上げていたのかについての情報

等が適切な範囲で新規事業者等に対して開示されることが，参入を検討する事業者において

は，重要な判断要素となると言える。 

（３）意見[2] 

 自主事業に関する収入額及び支出額については，指定管理者が作成する事業報告書に記載

することを義務づけ，報告を求めるべきである。この点，現在の基本協定書では，上記の報

告義務が明記されていないため，それを明確化するために基本協定書等を改訂することも必

要となる。 

 また，自主事業において，種類の異なる複数の収入が生じている場合（たとえば，講座の

受講料と物品の販売収入等の複数の収益がある場合や，種類の異なる行事・イベントなどが

ある場合）には，施設の特徴に応じ，その内訳毎の収入額を報告させるべきである。 

 

３ 第三者委託の承諾のあり方 

（１）発見事項 

 指定管理者が，業務の一部を別の業者に委託等すること等を，八尾市では「第三者委託」

と呼称している。この第三者委託につき，一部の基本協定書では，業務の全部または一部の

第三者委託又は下請負が，全面的に原則禁止とされ，承諾手続きが必要とされている（「委

託（委任・準委任）」と「請負」は法的には異なるが，論旨との関係で区分の実益はないの

で，以下では単に「第三者委託」の用語を用いる。）。 

 

【例 八尾市生涯学習センターの基本協定書】 

第 18条 乙は，本業務の全部又は一部を第三者に委託し，又は請け負わせてはな

らない。 

２ 乙は，あらかじめ甲等の承諾を受けた場合は，センターに係る電気設備，機

械等の保守，警備，清掃及び受付窓口等の業務の全部又は一部を，第三者に委

託又は請け負わせることができるものとする。なお，委託にあたり，乙は，委

託する第三者から，暴力団員又は暴力団密接関係者でないことを表明した誓約
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書を徴収し，甲等に提出するものとする。ただし，契約金額が 500万円未満と

なる契約について，甲等が必要でないと判断した場合はこの限りではない。 

（注）第１項で原則的な禁止が，第２項で例外的に，市が承諾した場合には，第三者

委託が可能である旨が示されている。この例では「電気設備，機械等の保守，警備，

清掃及び窓口業務等」といった業種の限定がある。他の施設では業種の限定がない

ものもある。 

 

 八尾市では，この第三者委託の承諾に関する手続及びルールが統一されていない。すなわ

ち，一部の施設の基本協定書では，第三者委託の承諾に際し，①事業者の名称，②業務の内

容，③委託の期間を，市に示すこととされているが，他の施設については特に市に示すべき

事項の規定はない（次ページの一覧表参照）。 

 また，第三者委託の承諾の手続として，①指定管理者から市に承認申請書が提出され，所

管課で，この承認申請書を課長まで回覧して課内確認のみを行い，課長名義で承認の書面を

発出している施設，②指定管理者から承認を求める書面の提出を受け，これに対し市長名義

での承諾書を発出している施設，③年度初めの事業計画書において指定管理者が第三者委託

先一覧を提出し，八尾市が受領していることは確認できたが，当該第三者委託先一覧を，八

尾市が承認したということについて客観的な記録として残っているものがない施設等が見

受けられ，この手続が庁内で統一されていない。 

 また，一部の施設に関する基本協定書の中には，指名停止措置11を受けている者や，暴力団

排除措置要綱に基づく入札等排除措置12を受けている者に対する第三者委託は認めない旨の

規定があるが，その余の施設については，暴力団排除条例の遵守などが概括的に規定されて

いるものの，直接的な規定がされていない。 

また，本来は，「第三者委託」に該当する場合には全て八尾市の承認を必要とするところ，

一部の施設では，指定管理業務の用に供する物品や施設の修繕の場面において，指定管理者

から第三者に対し「小規模」な修繕をする際，承認手続きが経られていない場合があった。 

                                                
11 【用語解説】-指名停止措置-「八尾市物品購入等の契約に係る指名停止等の措置要領」により，一定

の措置要件に該当する場合に，八尾市物品購入等の契約から排除される。 
12 【用語解説】-入札等排除措置-「八尾市契約関係暴力団排除措置要綱」では，有資格者（入札の参加

者の資格を有する者）であっても，一定の措置要件に該当する場合に，公共工事等の契約から排除され

る。 
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【各施設の基本協定書における第三者委託の承諾に関する手続】 

施設名 「承諾」に関する手続 暴力団排除以外で排除される者 

八尾市立歴史民俗資料館 
【事前承諾制】 

①事業者の名称 

②業務の内容 

③委託又は請負の 

期間 

を，市に示す 

・指名停止措置を受けている者 

・暴力団排除措置要綱に基づく入

札等排除措置を受けている者 

 の排除について明記がある。 

安中新田会所跡旧植田家住宅 

八尾市立しおんじやま古墳学習館 

八尾市立埋蔵文化財調査センター 

八尾市立大畑山青少年野外活動センター 

（上記とは異なり，基本協定書に

明記されていない。） 

八尾市自転車駐車場 

八尾市文化会館 

八尾市立くらし学習館 

【事前承諾制】 

市に示すかの定めな

し 

八尾市生涯学習センター 

八尾市立龍華図書館 

八尾市まちなみセンター 

八尾市営住宅 

八尾市立総合体育館他９施設 

八尾市立屋内プール 

八尾市立障害者総合福祉センター， 

八尾市立デイサービスセンター 

八尾市立福祉型児童発達支援センター 

八尾市立共同浴場錦温泉 

八尾市立リサイクルセンター学習プラザ ・指名停止措置を受けている者 

 の排除について明記がある。 

 

（２）考え方 

 指定管理者制度は，基本的には施設の一体的な管理を，包括的に指定管理者に行わせるこ

とを想定している制度であるから，第一義的には，指定管理者が管理業務の全てを行うこと

を基本とするが，管理の業務の性質，施設の形状や管理上の合理性等を踏まえ，例えば，清

掃，警備といった個々の事実上の行為を指定管理者から第三者へ委託することは許容される

ところである。しかし，施設の性質等や施設の適切な管理運営の観点から，指定管理者自身

が必ず行わなければならない業務が存在しているといえるのであり，また，管理に係る業務

を一括してさらに第三者へ委託（いわゆる「丸投げ」）をすることはできない。また，不適
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切な者（暴排条項により排除されるべき者等）や適正な履行を確保しえない者（指名停止措

置を受けている者や，入札等排除措置を受けている者等）への第三者委託を排除する必要も

ある。 

 このような観点から，指定管理者の第三者委託の承諾の可否を審査するにあたっては，①

指定管理業務の「本質的部分」「主要な部分」といえる業務が第三者に再委託されようとし

ていないか，②指定管理料などとの対比において不相当に大きな金額の再委託がされようと

していないか（「中抜き」といえるものはないか），③不適切な者や適正な履行を確保しえ

ない者への再委託がされようとしていないかなどに留意をする必要があるといえる。これら

の留意点を踏まえ，以下，承諾の方法，審査，第三者委託から排除されるべき者について検

討する。 

（３）意見[3] 

 第三者委託の承諾方法については，適切な決裁手続を経た後，市長（又は市教育委員会）

名義で指定管理者あてに通知する方法に，統一化することが妥当と思われる。書面を作成す

ることで，承諾の事実は客観的な記録として残ることになる。 

（４）意見[4] 

 指定管理者が市に第三者委託の承認を求める際には，市において実質の「審査」がなし得

るよう，相手方の名称等，業務範囲（中核的業務か否かがわかる情報），その必要性及び契

約金額（収入・指定管理料と比較した金額の大小等）について明らかにした書面を提出させ，

第三者委託の可否を実質的に審査すべきである。 

 多くの施設においては，第三者委託の承認の際に提出すべき情報が定められていないのが

現状であるところ，そのような状況下で，市側の担当者と，指定管理者側の担当者の口頭で

のやりとりで承諾を済ませていると，その必要性及び相当性を実質的に審査することができ

ず，第三者委託につき事前承認を求めた後記の趣旨が実現できないことになるので留意され

たい。 

これについても，全ての施設で統一的な取扱いがなされるべきである。 

（５）意見[5] 

 指名停止措置を受けている者や入札等排除措置を受けている者を含め，暴排条項により排
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除されるべき者に対する第三者委託は認めないことについて，より明確に基本協定書に盛り

込むなど，必要に応じて適切な措置を講じることが望ましい。上記同様，これについても，

全ての施設で統一的な取扱いがなされるべきである。 

４ 第三者委託における暴力団排除措置について（誓約書の取得ほか） 

（１）発見事項 

 指定管理者との基本協定書では，暴力団員等に第三者委託を行うことはできず，委託先が

暴力団員等に該当することが判明した場合には，契約解除等の改善措置を行わなければなら

ないなどの規定を置いている。 

 この点，下記①のとおり，指定管理者が，委託先から暴力団員等に該当しないことの誓約

書を徴収し，それを市に提出することの義務が，基本協定書上に具体的に明記されていない

施設が多数見受けられた。また，下記②のとおり，基本協定書では義務となっているものの，

指定管理者が誓約書を徴収し，市に提出する運用がなされていないところもあった。 

 

① 【基本協定書上，誓約書の提出義務が具体的に明記されていない施設】 

施 設 名 
500万円以上の第三者

委託についての誓約書 

500万円未満の第三者

委託についての誓約書 

八尾市立歴史民俗資料館 

規定なし 

八尾市立埋蔵文化財調査センター 

安中新田会所跡旧植田家住宅 

八尾市立しおんじやま古墳学習館 

八尾市自転車駐車場 

八尾市立大畑山青少年野外活動センター 

八尾市立リサイクルセンター学習プラザ 

八尾市まちなみセンター 

八尾市立龍華図書館 

八尾市営住宅 

 

② 【基本協定書上，誓約書の提出が明記されている施設】 

施 設 名 
500万円以上の第三者

委託についての誓約書 

500万円未満の第三者

委託についての誓約書 

八尾市文化会館 あり あり 
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八尾市立共同浴場錦温泉 
(500 万円以上の第三者

委託自体がなし) 

なし。市における誓約

書の要否の検討も行わ

れていない。 

八尾市立福祉型児童発達支援センター 

八尾市立くらし学習館 

八尾市立障害者総合福祉センター， 

八尾市立デイサービスセンター 
あり 

八尾市生涯学習センター あり 

八尾市立総合体育館ほか９施設 指定管理者に提出され

たが，市への事前提出

なし 
八尾市立屋内プール 

 

（２）考え方 

ア 関係法令 

 暴力団に関する法令としては，法律（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律，

以下「暴対法」という。），大阪府の条例（大阪府暴力団排除条例，以下「府条例」という。），

八尾市の条例（八尾市暴力団排除条例，以下「市条例」という。）の３つが存在する。 

 まず，法律（暴対法）は「暴力団」と「暴力団員」の定義を置き，市条例は，「暴力団員」

の概念は暴対法と同一の概念を用いた上で，さらに「暴力団密接関係者」という概念を導入

し，その２者（「暴力団員」と「暴力団密接関係者」）が排除されるべきとしている。 

用 語 条 例 上 の 定 義 （ 備 考 ） 

暴力団員 

（条例第２条第２号） 

法第２条第６号に規定する暴

力団員 

暴力団（法第２条第１

号）の構成員を指す。 

暴力団密接関係者 

（条例第２条第３号） 

暴力団又は暴力団員と密接な

関係を有するものとして規則

で定める者 

「規則で定める」とは，

八尾市暴力団排除条例

施行規則第３条を指す。 

イ 八尾市契約関係暴力団排除措置要綱 

 八尾市条例は，平成25年７月に制定され，同年10月１日から施行されている。また，条例

の施行に合わせて，市内部の契約等の事務の取り扱いを具体的に定めるために，八尾市契約

関係暴力団排除措置要綱が定められている。 

 八尾市契約関係暴力団排除措置要綱では，契約金額が500万円以上の公共工事等について

は，契約相手方及びその下請人等が暴力団員等に該当しないことを表明した誓約書を提出し

なければならないという原則となっており，500万円未満の工事については，契約担当者が必
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要でないと判断した場合には提出を求めなくともよいこととされている（同要綱第12条）。 

第 12条 契約担当者は，公共工事等の契約の相手方（以下「契約相手方」という。）に

対し，条例第８条第２項の規定に基づき，当該契約相手方及びその下請負人等が暴

力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明した誓約書を徴収し，八

尾市に提出するよう求めるものとする。ただし，契約金額が 500 万円未満となる公

共工事等の契約（下請負人等との契約を含む。）について，契約担当者が必要でない

と判断した場合はこの限りでない。 

 そして，同要綱は，指定管理者が管理業務に関して事業者と契約を締結する際に「指定管

理者を…契約相手方と，当該事業者を下請人等とそれぞれみなして，条例，施行規則及びこ

の要綱の規程を適用する」と定めている（同要綱第17条）。 

第 17条 市長は，指定管理者がその管理する公の施設の管理の業務に関し事業者と契

約を締結する場合においては，当該指定管理者を公共工事等の契約相手方と，当該

事業者を下請負人等とそれぞれみなして，条例，施行規則及びこの要綱の規定を適

用する。 

２ 前項の規定は，指定管理者以外の者で，契約担当者が定めるものについて準用す

る。 

 したがって，指定管理業務についても同要綱の規定に従った運用がなされなければならず，

それに対応した基本協定書となっている必要がある。 

ウ 500万円未満の契約の取扱について 

 八尾市契約関係暴力団排除措置要綱第12条第１項但書の「契約担当者が必要でないと判断

した場合にはこの限りではない」という文言（一部の基本協定書は，これを踏まえた形で作

成されている）からは，500万円未満の契約についても，「契約担当者」において，その都度，

誓約書の取り付けが必要か必要でないかに関する「判断」が求められているはずであり，こ

れが行われていない現時点の実務は，要綱との間で齟齬が生じているといえる。 

（３）意見[6] 

 八尾市暴力団排除条例では，市が発注する公共工事や，指定管理に関する業務から「暴力

団員」と「暴力団密接関係者」を排除しようとしている。したがって，条例上に定義のある

「暴力団員」と「暴力団密接関係者」という概念が，第三者委託の排除対象であることが具

体的に分かることが望ましい。これらを具体的に明示されていなかった基本協定書について

は，正確な用語・定義づけがなされるよう，見直しが必要である。 
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（４）結果[1] 

 各協定書には，要綱の内容を正確に反映したものとなるよう，これを盛り込んでおく必要

があり，現在の基本協定書のうち，誓約書の提出義務が記載されていないもの（暴力団排除

に関する条項はあるが，その内容が要綱と一致していないもの）は，同要綱の内容を取り込

んだ基本協定書に改めることが必要である。 

 この点，現在の基本協定書において，誓約書の提出を求めていない施設のなかには，500万

円以上の第三者委託が発生する事実上の可能性はほぼないものもあるが，そのような事実上

の可能性にかかわらず，全て，一律の対応が妥当である。したがって，全ての基本協定書で，

要綱上求められる誓約書の提出を，基本協定書上の条項に加えるべきである。 

（５）結果[2] 

 現在の基本協定書上，契約金額が500万円以上となる第三者委託について，誓約書を指定管

理者から市に提出するよう求めなければならないが，適正に行われていなかったところでは，

今後，指定管理者が第三者委託先から徴収した「暴力団員または暴力団密接関係者でないこ

とを表明した誓約書」の市への提出を徹底させるべきである。 

（６）意見[7] 

 八尾市契約関係暴力団排除措置要綱においては，500万円未満の取引（公共工事であれば，

発注先の請負人と下請人との間の契約。指定管理であれば，指定管理者と第三者との間の取

引。）について，「契約担当者」が「必要でないと判断」すれば，誓約書が不要とされてお

り，これと同旨の内容が，基本協定書に採用されているものもある。 

 この点，要綱及び基本協定書の内容と，実務上のあるべき運用との関係が整理されていな

いと感じられた。この要綱上の文言を残すのであれば「契約担当者」が「必要でないと判断」

するとは，金額以外のどのような基準に基づき判断するのかに関する整理が必要であり，市

として基本的な考え方が整理されるべきである。 

 

５ 維持修繕に関するリスク分担，精算の仕組みと物品の市への帰属について 

（１） 発見事項 

ア 「リスク分担」に関する基本協定書の定め 
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 複数の基本協定書のなかで，市と指定管理者の「リスク分担」として，次のような区分が

なされている（施設によって，金額が異なる場合がある。）。 

【（例）龍華図書館の基本協定書】 

種 類 内   容 

負  担  者 

市長及び 

教育委員会 
指定管理者 

施設，設備，

備品等の損

傷，修繕・補

修 

指定管理者の責めに帰すべき事

由によるもの 

 
〇 

市長及び教育委員会の発意によ

り行う施設・設備の維持補修 
〇 

 

経年劣化による機器・備品の補

修 

50万円以上 

（消費税及び地

方消費税を含む） 

50万円未満 

（消費税及び地方

消費税を含む） 

経年劣化による施設・設備の維

持補修 

130万円以上 

（消費税及び地

方消費税を含む） 

130万円未満 

（消費税及び地方

消費税を含む） 

第三者の行為から生じた相手方

特定できない施設・設備の損壊

の補修 

協議事項 

 このようなリスク分担の合意がなされている施設において，上記リスク分担の考え方に基

づくとして，１件あたり130万円以上の施設・設備（機器・備品の場合50万円以上）（金額は

基本協定書によって異なる。以下，同じ。）の維持補修（補修）（以下「大規模修繕」とい

う。）は市が発注し，130万円未満の施設・設備（機器・備品の場合50万円未満）の維持補修

（補修）（以下「小規模修繕」という。）は指定管理者が発注するという事務処理がされて

いる事例が，複数，見受けられた。 

イ 指定管理料のうち修繕費についての精算制度 

 また，多くの基本協定書において，指定管理料として支払う金額のうち「修繕費」に該当

する費目については，毎年度，その実績に基づいて精算をするとの仕組みが取り入れられて

いる。 

ウ 指定管理者が指定管理業務に供するために購入した物品の所有権の帰属 

指定管理者が指定管理業務に供するために購入した物品について，指定管理業務終了後の
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所有権の帰属については，指定管理料で購入したものは市に帰属することを原則としている

ものの，複数の基本協定書間で，ばらつきのある定めとなっている。 

【基本協定書の記載例 八尾市生涯学習センター】 

第 25条 （略） 

５ 指定管理料により購入もしくは調達した備品の所有権は丙に帰属するものとす

る。また，指定管理料により１件あたり 50 万円（消費税及び地方消費税を含む。）

を超える購入もしくは調達を行う場合は，あらかじめ丙の承認を得ること。 

（略） 

７ 乙は，備品（Ⅰ種）のほか，備品（Ⅱ種）を本業務の実施のために供すること

ができるものとする。この場合において，乙は，備品（Ⅱ種）について，備品（Ⅰ

種）とは別に備品台帳を備え適正に管理するものとする。 

８ 備品（Ⅱ種）について，甲等と乙の協議により，所有権を丙に移転することを

妨げない。 

 （この条項では，指定管理者が「指定管理料により」購入・調達したかどうかが分岐点と

なる。市に所有権が帰属する備品がⅠ種，指定管理者に所有権が帰属する備品（ただし，両

者の協議により所有権が移転しうる）がⅡ種となっている。） 

 

【基本協定書の記載例 志紀駅前自転車駐車場】 

第 25条（中略） 

３ 備品等の購入・補修については，責任分担表に基づき行うものとする。 

第 26条 乙は，前条に定めるもののほか，乙の発意と負担により乙の所有に帰属する

備品を購入又は調達した場合，甲が示す備品台帳とは別に管理することとし，指定

管理期間終了後，原則として指定管理者に帰属とするが，協議により市に帰属する

ことを妨げないこととする。 

２ 乙が利用料金収入により購入した備品等は，市に帰属するものとする。 

 （この施設では，市は指定管理者に指定管理料を払うことがない。そのため，指定管理者

が「利用料金収入」によって購入したかどうかが分岐点とされている。「利用料金収入」に

よる購入であれば市に所有権が帰属し，そうではないものは，指定管理者に所有権が帰属す

ることになり，協議を経て，市に所有権が移転することになる。） 
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【基本協定書の記載例 八尾市まちなみセンター】 

第 29条 （略） 

４ 管理物品が経年劣化等により本業務実施のように供することができなくなった

場合，甲は乙との協議により，必要に応じて乙が当該管理物品を修繕又は購入若し

くは調達するものとする。 

第 30条 乙は，前条に定めるもののほか，乙の負担により乙の所有に属する備品を購

入または調達した場合，甲が示す備品台帳とは別に管理することとする。 

２ 前項の場合において，甲と乙の協議により，甲に所有権を移転することを妨げ

ない。 

 （「指定管理料により」という表現は，登場しない。第30条は「乙の負担」による購入

を指しており，第29条の場合はそれ以外の場合を指している。第29条の場合の所有権につ

いて市に所有権が帰属し，第30条の場合は（基本的には）指定管理者に所有権が帰属する

ことになり，協議を経て，市に所有権が移転することになる。） 

 

 指定管理者制度が導入されている施設ごとに運営経費負担のあり方は多様であるが，以下

では，指定管理料のうちの精算対象経費から修繕費が支出されている施設運営費の大部分が

指定管理料で賄われているまちなみセンター，龍華図書館などを念頭におきつつ，相互に関

連する仕組みである，リスク分担及び指定管理料のうち修繕費の精算制度，並びに，指定管

理者が指定管理業務に供するために購入した物品の所有権の帰属方法につき，統一的な処理

ルールの整理を試みる。 

 なお，下記の統一的な処理ルールを念頭に置いた場合，市営住宅など大量の維持修繕が常

時発生するため特有の精算の仕組みを持つものや，自転車駐車場など利用料金の一部を市に

帰属させる仕組みを持つものなど，個別の施設にはそれぞれ特性があるから，施設の特性に

応じて，統一的な処理ルールの修正の要否を検討する必要があることが想定されるところで

あるが，基本となる考え方をベースとした上で個別の施設に応じて修正の要否を検討すると

いう姿勢が求められると思料される。 

 

（２）リスク分担と精算制度 

ア 考え方 
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（ア） まず，上記のとおり，基本協定書において，「施設，設備，備品等の損傷，修繕・

補修」に関する「リスク」13分担の記載がされているが，実際の事務処理は，基本協定書の

「リスク」分担の記載を参考にして，当該維持補修（補修）事務につき，市が発注者となる

か，指定管理者が発注者となるかという，「発注者」区分の基準として運用されていると考

えられる14。 

 ここで，維持補修（補修）につき，誰が実質的にリスクを負担するか検討すると，大規模

修繕であって市が維持補修（補修）の発注をなす場合には，その費用負担者は市であるので，

維持補修（補修）の実質的なリスク負担者は市となっている。他方，小規模修繕であって，

指定管理者が維持補修（補修）の発注をなす場合であっても，修繕費の「精算制度」が取り

入れられている場合，維持補修（補修）のリスクは実質的には市が全面的に負担している。 

 そのため，小規模修繕の場合には指定管理者がリスク負担をするという合意をしているに

もかかわらず，精算制度が存在することによって，基本協定書における「リスク分担」の定

めと，実際になされている取扱いとは，必ずしも整合していない（本来，「リスク分担」を

定めるのであれば，最終的な費用負担者が市と指定管理者のいずれであるのかが記載される

べきであり，修繕工事等の発注者を市と指定管理者のいずれとするのかについての取り決め

といった別の問題が，リスク分担と混同して記載されている。）。 

（イ） これは，次のような経緯も一因になっていると思われる。 

 すなわち，八尾市において指定管理者制度が導入された当初は，リスク分担の割り振りの

考え方のみが存在し，「修繕費の精算」という仕組みがなかった。その後，修繕費は市の所

有物の価値を維持するための費用であるから市が負担すべきであるし，他方，指定管理者が

支出を渋り，その結果，市の所有する施設・物品が老朽化または損壊等したままとなる一方，

                                                
13 「ＰＦＩ事業におけるリスク分担等に関するガイドライン」によれば，「リスク」とは，「協定等の締

結の時点ではその影響を正確には想定できない・・ような不確実性のある事由によって，損失が発生す

る可能性」をいうとされている。 
14 仮に，多数回に亘り小規模の修繕を行う必要が生じて精算対象となる指定管理料として概算払いされ

た当初支給額では修繕費用が不足する事態となり，しかも予算措置をしていた額との関係で追給ができ

なくなったために指定管理者の負担で小規模修繕をする必要が生じた場合等のリスクを意味するのであ

れば，「経年劣化による機器・備品の補修」「50万円未満」を指定管理者のリスクとする旨をリスク分担

表に記載しただけでは，その趣旨が記載されているとはいえない。 
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指定管理者がそれによって利益を得るのは合理性を欠く，として，修繕費の精算という仕組

みが事後的に導入されたとのことである。このような経緯で，リスク分担の定めと精算制度

の関係が十分に整理されないままとなり，その結果，以上のような齟齬をきたすことになっ

たと思われる。 

（ウ） また，精算制度においても，現状において，いかなる費用が精算対象となる「修繕

費」に該当するかについて，客観的かつ一義的な解釈基準が見受けられない。これでは，担

当者の判断次第で，精算対象となるかどうか，ぶれが生ずることとなってしまい，妥当では

ない。よって，指定管理者との間で締結する協定書や仕様書の中で，精算対象となる費用に

該当するための基準を明確に定めるべきである。 

イ 意見[8] 

（ア） 指定管理業務の用に供せられる，施設，設備，機器，備品等の維持修繕については，

市の所有物の価値を維持するための費用であるし，指定管理者が支出を渋り，その結果，市

の所有する施設・物品が老朽化または損壊等したままとなる一方，指定管理者がそれによっ

て利益を得るのは合理性を欠くことから，修繕の規模の大小にかかわらず，原則的には，市

がそのリスクを負担するべきと考えられる（例外として，指定管理者の責任による損壊等の

場合は，指定管理者が負担すべきである。）。そして，リスク分担表における「施設，設備，

備品等の損傷，修繕・補修」の項目については，指定管理者の責めに帰すべき事由によるも

のは指定管理者がリスクを負担し，その他の事由によるものは市がリスクを負担するという

内容に整理したうえ（意味内容の明確化のため，「施設，設備，備品等の損傷，修繕・補修」

について市がリスクを負担することには，要した費用につき「精算の対象とする」趣旨も含

むものと注記すべきである。），発注者の区分を意味するに過ぎないものについては「リス

ク分担表」からは除外し，別途発注者区分に関する取り決めとして基本協定書等に盛り込む

べきである。 

（イ） 精算の対象に該当するための費用基準の明確化に関しては，次のように考えられる。 

 まず，物品の老朽化等への対応のため，その機能を維持する方法としては，修繕（既存の

物品と同一性を失わせず，その一部に加工等し，修理すること）の方法と，再調達（既存の

物品は廃棄した上，同等の機能を有する物品を新たに購入すること）の方法の双方がありう
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る。従前は，精算対象費目が「修繕費」とされていたため，再調達のために要した費用は「修

繕費」として精算対象とならないのではないかという疑義もあった（ただし，物品の購入費

を「修繕費」に含めて精算している事例もあり，客観的かつ一義的な基準がないため，この

点の判断にばらつきがありうることは上述のとおり）。そこで，精算対象となる費目は「修

繕・再調達費」と，修繕（既存の物品と同一性を失わせず，その一部に加工等し，修理する

こと），再調達（既存の物品は廃棄した上，同等の機能を有する物品を新たに購入すること）

の双方の費用を含むものとし，基準として，「市の所有物（施設・設備・備品その他市の所

有物）が，老朽化，故障その他により従前の機能を失い又はそのおそれがある場合に，その

機能維持のために行う補修委託，請負，購入に要する費用であって，市がその支出の必要を

認めるもの」というものとすることが考えられる。 

（３） 指定管理者が指定管理業務に供するために購入した物品の所有権の帰属 

ア 考え方 

 前述の通り，指定管理者が指定管理業務に供するために購入した物品について，指定管理

業務終了後の所有権の帰属については，複数の基本協定書の間で，ばらつきのある表現とな

っている。 

 この点につき，明確な特約がない場合，民法の原則では，次のようになると考えられる。 

①市所有の動産又は不動産に付合する物は，主たる動産又は不動産の所有者である市

の所有となる（民法242条，243条）。 

②市所有の動産・不動産に付合しない動産は，指定管理業務の用に供するものであっ

ても一旦は購入者（指定管理者）の所有となる。 

 このように，一旦は購入者である指定管理者の所有となった場合は，「協議により市に帰

属させることが出来る」という規定があるのみでは，協議が整わない場合には（＝指定管理

者が任意に市に贈与すると言わないかぎり），指定管理者の所有のままである，ということ

を意味する。 

 また，一部の基本協定書等では，「指定期間中に指定管理料により購入した物品」につい

て，市の所有とするというルールが定められているが，指定管理者が指定管理料として受け

取った金銭は他の収入と混同するものであり，「指定管理料により購入」とはどのような場
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合を指すか判然とせず，物品の市への帰属ルールとして有効に機能するか疑義がある。 

イ 意見[9] 

 基本的には，「実質的に市が費用負担して，指定管理者が調達した物品」は，市に帰属さ

せるというルールが合理的である。 

そして，市に所有権を帰属させるべき「実質的に市が費用負担して指定管理者が調達した

物品」とは，上述の「修繕費の精算制度」の存在を前提とすれば，より具体的には，「精算

対象」となる「修繕・再調達費」により購入された物品と解するのが合理的である15。よって，

基本協定書にも，その費用が精算対象となることを前提として，「指定管理者が，指定管理

料のうち『修繕・再調達費』を原資として購入した物品は，取得後市に所有権を移転させる

ものとする。また，同様に『修繕・再調達費』を原資として行った修繕により，市の不動産，

動産に付合する物品についても当然に市に所有権が移転するものとする。これらの場合にお

いて指定管理者は市に償金の請求をすることはできないものとする。」との規定を盛り込む

ことが考えられる。 

 以上のとおり，監査人は複数の施設に共通して合理的と考える事務のあり方を提言するも

のである。八尾市においては，このような基本となる考え方にかかる提言を踏まえ，各施設固有

の事情を踏まえた修正の要否を検討したうえ，処理ルールを整理されたい。 

 

６ 収支報告書における指定管理料の精算の記載  

（１）発見事項 

 八尾市の指定管理業務にかかる基本協定書では，多くの施設の基本協定書において，指定

管理料のうち一定額が（例えば「年間500万円」など），施設・備品の修繕・改修費用として

用いられるべきであることが明らかにされている。 

 

 

                                                
15 なお，精算対象となる指定管理料を原資とする購入物品等について市が所有権を取得することについ

ても，予め募集要項や基本協定書にその旨を記載しておくべきであるが，更に精算対象とならない指定

管理料を原資とする購入物品等についても実質的には市が費用負担して指定管理者が調達した物品であ

るといえることなどから予め公募段階でその旨を示した上で基本協定書に盛り込むことによりその所有

権を市に帰属させることが可能である。 
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【基本協定書の記載例 八尾市生涯学習センター】 

第 26条 （略） 

４ 修繕・改修に要する予算は，指定管理料の中で年間 500万円（消費税・地方

消費税は含まない。）とし，年度終了時に甲等へ実績を報告の上，毎年度，精

算を行うものとする。なお，年間の修繕・改修額が 500万円（消費税・地方消

費税は含まない。）を超える場合は，あらかじめ甲等と協議すること 

 「年度終了時に甲等へ実績を報告の上，毎年度，精算を行う」とあるように，指定管理者

は，支払を受けた指定管理料のうち未使用の部分を市に「精算」という形で，返金する処理

がなされる。各施設の収支報告書では，これについての記載方法に，ばらつきが認められた。

ある施設では「収入」の「指定管理料」の金額として，交付された指定管理料の金額を記載

し，精算した部分は「精算金」等として「支出」で記載していた（ここでは，①の方法と呼

ぶ）。別の施設では，精算を終えた後の金額を，「収入」の「指定管理料」の金額として記

載し，精算金などの費目を立てる形での記載をしていなかった（ここでは，②の方法と呼ぶ。）。 

（２）考え方 

 地方公共団体の内部で，指定管理者の収支報告書の記載方法は，可能な限り，統一的な作

成ルールを導入しておくことが望ましい。 

 そして，上記②の方法（会計的な観点からは「純額主義」的16な記載方法ということが出来

る）は，当該指定管理施設において，年度中にどの程度の修繕・改修が発生したかという情

報を収支報告書の記載から確認することが不可能となる。本来，修繕に伴って，いかなる形

で精算がなされたのか，なされなかったのかに関し，明確な形で報告書に記載されているこ

とが望ましいといえる。 

 また，次回の選定に応募しようとする候補者などへの情報開示としても，上記①の方法が

優れているように思われる。上記①の方法は，いわば「総額主義」的17な記載方法といえ，そ

の意味で会計上の明瞭性の原則18とも軌を一にするものである。また，この方法の方が，記載

                                                
16 【用語解説】-純額主義-費用と収益とを直接に相殺することによってその全部又は一部を除去する方

法 
17 【用語解説】-総額主義-費用及び収益をそれぞれ総額によって記載する方法 
18 【用語解説】-明瞭性の原則-利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示しなければならないとす

る原則 
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すべき数字が明確となり，報告を行う指定管理者としても，報告を受ける八尾市（担当課）

としても分かりやすいと思われ，この方法に拠ったとしても，特段，指定管理者側の負担が

増加するものとも思われない。 

（３）意見[10] 

 上記の点からすれば，修繕費の精算について上記②の方法で収支報告を行っている施設に

ついても，上記①の方法に統一することが妥当である。 

 ただし，上記②の方法で収支報告書の作成をしていた施設につき，今後，上記①の方法に

統一するとしても，過去の収支報告書の記載を遡って改める必要まではない。記載方法の変

更を行ったことについて過去（前記）の収支報告書（方法変更前）との比較を容易にする趣

旨で，当該記載方法の変更の内容と，「明瞭性を高める観点から表示方法の見直しを行った」

等の文言を，収支報告の下に注記することがよいと思われる。 

 

７ 指定管理業務専用の口座の使用を求める運用について 

（１）発見事項 

 ほとんどの基本協定書では，指定管理業務の実施に係る収入及び支出を，本社経費などと

区分して経理すること（会計の独立の原則の確保）を目的に，専用の口座を「使用」するこ

と（協定書によっては口座を「開設」すること）を指定管理者に求めており，その口座を用

いて，適正に運用を図るものとする，とされている。 

【基本協定書の記載例 八尾市生涯学習センター】 

第 27 条 本業務に係る事務及び会計については，乙の本業務以外の事務及び会計

から独立した区分で行うこと。 

２ 乙は，本業務に係る収入および支出について専用の口座を使用するととも

に，本業務に係る収入及び支出についての一切を記録するための帳簿を作成

し，乙の他の業務に係る支出及び収入と混同することのないよう適正に管理す

るものとする。 

（第１項で会計の独立の原則が明記され，第２項で「専用の口座」の使用，「帳簿の作

成」という２つの具体的方法が示され，支出及び収入の適正な管理を求めている。） 
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 しかし，指定管理者が専用口座を作成していても，多くの場合，指定管理業務に係る全て

の収支がこの口座内で完結している訳ではなく，別の口座からの入出金も含めて，指定管理

業務の入出金を構成することになる。現に，「専用の口座」を使用する義務を協定書に定め

ていても，実際に，指定管理者が専用口座を作成して，それを使用しているかを，市が確認

するまでには至っていない状況が，見受けられた。 

（２）考え方 

 八尾市「公の施設の指定管理者制度に関する基本指針」によれば，指定管理者との協定書

に定めるべき事項（協定事項）として，「当該管理運営事業に係る会計の独立（区分経理）

をなすべきこと。」が挙げられている（23ページ）。また，正確な区分経理をしてはじめて，

指定管理料の適切な積算が可能となることに照らし，会計の独立の原則を確保しようとして

いること自体は正当である。 

 もっとも，目的を達するために合理的な措置でなければ，これを指定管理者に求める意味

はない。例えば，指定管理者において指定管理業務に必要な資材等の調達を他業務と共通し

て行うことによって，スケールメリットにより調達コストの低減が図ることができる場合な

どは，その調達費用を当該専用口座から支出することはできず，また行う場合でも，多大な

事務負担となる。また，指定管理業務に従事する従業員の人件費を，当該専用口座から支出

するというのは無理を強いる場合がある。現状は，基本協定書の当該条項が死文化しており，

専用口座を用いていないことが形式的な協定違反となっている。しかし，各指定管理者の実

情（規模，出入金の頻度，経理体制）に応じ，むしろ協定書の書き方を検討すべきである。 

（３）意見[11] 

 指定管理者に，専用の口座の使用を一律に義務づける必要はない。その点では，現在の基

本協定書で，一律の義務としている点については，その義務を緩和することも考えられたい。

ただし，指定管理者が，小規模な事業者である場合，適切な収支管理の一助とするべく事業

単位での専用口座を設けさせ，区分経理を徹底させることはありうることである。 

 逆に，市としては，専用口座を用いて経理をしているか否かという形式面以外に，指定管

理業務の実施に係る収入及び支出を，当該団体の別の収入・支出（本社経費など）と区分し

て経理されているか（適正に管理されているか,会計の独立の原則の確保）につき，帳簿がど
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のような形で作成されているかといった面をはじめとした，実質面に着目した点検を重視し

て取り組むべきである。 

 

８ 基本協定書の記載内容の統一化 

（１）発見事項 

 上記以外の面においても，基本協定書の内容が，統一されていない点が散見された。なお，

八尾市では，基本指針において記載事項の例が示されているほか，庁内の関係課会議にて，

共通して記載すべき項目の共有等は行われているが，全庁的に標準的な基本協定書を定める

などということはされておらず，各施設において，指定管理者制度の導入時に基本協定書を

作成し，当該施設で指定期間が経過して，新たな基本協定書を作成するたびに，加筆修正す

ることを積み重ねてきたことが，不統一な状態が生じた経緯として考えられる。 

（２）考え方 

 各施設の特徴・特性に応じた部分であれば，基本協定書の内容が異なることは，あっても

よい。そうではなく，市として，方向性及び実務的な運用が統一されておくべきものは，可

能な限り，運用や協定書上の表現の統一が必要ではないかと思われる。上記の例（第三者委

託の承諾に関する取扱い，暴力団排除に関する取扱い）以外にも，あてはまるものはある（た

とえば，環境への配慮や，人権への配慮，情報公開，個人情報保護などに関する条項の統一

的な文言の挿入等）。 

（３）意見[12] 

 今後，共通的な運用を行うべきものについては，可能な限り，基本協定書が項目の有無だ

けではなく，統一的な文言となるよう，全庁的な取り組みを行うことが望ましい。たとえば，

基本協定書を締結するにあたっての内部決裁段階（又は，草案を作成する段階）で，統一さ

れているべき箇所については，チェックリスト方式で，基本協定書の案を必ず点検する等と

いった対応が，実務上の改善として有効なのではないかと思われる。  
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第５ 包括外部監査による監査の結果及び意見（各施設） 

１ 八尾市文化会館 

（１）基本データ 

ア 施設の概要等 

施設名 八尾市文化会館（愛称：プリズムホール） 

所在地 八尾市光町二丁目 40番地 

所管課 人権文化ふれあい部 文化国際課 

条例・規則 
八尾市文化会館条例 

八尾市文化会館条例施行規則 

計画・指針・要綱 八尾市第２次芸術文化振興プラン 

設置目的（条例に

よる） 

本市における文化の情報と交流の場を市民に提供し，市民の自主的な文化活動の展

開によつて市民文化の創造及び振興を図る 

竣工 昭和 63年８月竣工 

開設年月日 昭和 63年 11月 10日開設 

敷地面積（所有） 4,689.69㎡（建築面積 3,839.50㎡） （八尾市所有） 

建物構造（所有） 
鉄骨鉄筋コンクリート造，鉄筋コンクリート造，一部鉄骨造 

地下２階・地上５階，搭屋１階 

延床面積 14,658.4㎡（うち駐車場 1,597.5㎡） 

主な施設 
大ホール（1,440 席）・小ホール（390 席）・レセプションホール・展示室・会議

室・研修室・練習室・和室・お客様窓口・喫茶軽食室・駐車場・駐輪場・その他 

建設費 8,548,828千円 

運営形態の推移 

（降順） 

（公募／非公募） 

①指定期間の延長：平成 31 年４月～令和３年３月（２年間）（指定管理者：公益

財団法人八尾市文化振興事業団） 

②公募：平成 26年４月～平成 31年３月（５年間）（指定管理者：公益財団法人八

尾市文化振興事業団） 

③公募：平成 21年４月～平成 26年３月（５年間）（指定管理者：財団法人八尾市

文化振興事業団） 

④非公募：平成 18年４月～平成 21年３月（３年間）（指定管理者：財団法人八尾

市文化振興事業団） 

備考：公募の応募者数は，②は１団体，③は２団体。 

建物の長寿命化

の為の長期保全

計画の策定状況  

令和２年度に大規模改修に伴う設計作業とあわせて計画を策定。 
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目標設定 
施設の設置目的は，文化の情報と交流の場を市民に提供し，市民の自主的な文化活

動の展開によって市民文化の創造及び振興を図ることとしている。 

利用者アンケー

ト・要望調査 

施設利用者と事業鑑賞者（指定管理者が主催する事業）を対象に毎年アンケートを

実施。実施時期は各年度によって異なる。 

料金体系 利用料金制を採用している（平成 18年 4月より） 

施設の特徴 

①文化会館が果たしている役割 

・市民の“鑑賞の場”，“創作・表現の場”であり，市の芸術文化振興の拠点とし

て，年間約 40万人が利用 

・“吹奏楽のまち八尾”の拠点として文化力の象徴となっている。 

②文化会館の利用状況 

・高い稼働率（約 80％（大ホール）＞約 60％（全国平均） 

（注：八尾市文化振興事業団調べ） 

・近年，興行利用は少なく，市民利用の割合が増加している。 

（特記事項） 

八尾市文化会館のあり方検討結果（平成 30年度）あり。 

イ 過去５年間の利用状況 
 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

利用者数 374,027  392,221  396,542  381,520  307,193  

ウ 過去５年間の収支等 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

収入（歳入） 381,648,464  406,779,004  409,667,963  432,706,133  390,361,319  

  

管理代行費（文

化会館に関す

る業務） 

198,377,189  210,855,379  217,339,812  209,430,015  213,202,344  

  
利用料金制に

よる収入 
91,899,050  96,835,450  96,244,480  108,352,045  100,385,290  

  

文化会館に関

するその他の

収入 

32,036,774  33,755,951  32,981,931  32,481,510  27,427,325  

  

管理代行費（芸

術文化振興に

関する業務） 

30,106,987  29,863,048  33,179,379  28,870,687  33,682,289  

  入場料収入 8,812,160  21,026,600  15,211,672  14,354,040  6,132,330  
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芸術文化振興

に関するその

他収入（受託事

業収入） 

0 0 0 16,722,000  0 

  

芸術文化振興

に関するその

他収入（助成金

収入等） 

20,416,304  14,442,576  14,710,689  22,495,836  9,531,741  

参

考 
指定管理料 228,486,000  237,908,000  247,378,056  234,708,000  242,265,000  

   返納額 -751,013  -994,952  -760,621  -577,313  -107,711  

   追加支給額 749,189  3,805,379  3,901,756  4,170,015  4,727,344  

  精算後 228,484,176  240,718,427  250,519,191  238,300,702  246,884,633  

支出（歳出） 371,788,318  383,577,901  387,207,211  420,061,786  384,316,084  

  
文化会館に関

する業務 
266,612,677  272,069,177  278,539,584  287,399,989  288,789,641  

  
芸術文化振興

に関する業務 
105,175,641  111,508,724  108,667,627  132,661,797  95,526,443  

エ モニタリングの実施状況とその結果 
 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

(1)利用者の平等利用の確

保・サービスの向上 

 Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ 

(2)公の施設の効用発揮  Ａ Ａ Ａ Ａ 

(3)適切な維持管理及び管

理経費の縮減 

 Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ 

(4)団体の人員，試算その

他の経営規模及び能力 

 Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ 

(5)その他施設の性質また

は目的に応じた基準 

 Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ 

総合評価 Ａ Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ 

オ 現金取扱い 

現金取扱い 有 

現金取扱い内容

と取扱高 

利用料金収受 月間 3,520,000円程度 

利用者の実費負担収受（付帯設備の利用料金のうち，使用後に精算されるも
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のを含む） 月額 680,000円程度 

チケット料金収受 月額 1,220,000円程度 

（２）障がい者団体が利用する場合の利用料金の割引について 

ア 発見事項 

 令和２年度までの指定管理者は，市の承認を得て，八尾市障がい者団体連合会に加盟し指

定管理者の指定する障がい者団体が利用する場合の利用料金について，主として利用する施

設の施設使用料の15％の割引を行っていた。 

 具体的には，対象団体は，市内を中心に住民福祉の向上に寄与する活動を行い，市内に活

動拠点を有している団体であること，10名以上で構成されている団体であり，そのうち市内

に在住，在勤している者が含まれていること等の要件の下で，指定管理者に対し割引申請書

と必要書類（定款・規約・会則，役員名簿等）を提出し，指定管理者の承認を受けることで，

団体としての施設利用について割引を受けることができる。これについては，市民向けの周

知等は特にされておらず，指定管理者のホームページ等にも掲載されていない。もっぱら，

指定管理者において対象になると判断した団体に対しての通知を行っている。 

 市によれば，当該割引制度は，障がい者向けの便宜として，イベントのチケット料金の障

がい者割引を実施していたところ，平成30年度に，指定管理者から，稼働率向上及び障がい

者の支援を行う団体を支援するためのものとして,八尾市障がい者団体連合会に加盟する団

体を対象とする割引制度の提案があり，利用料金についての他の割引とともに市の承認を受

けて，指定管理者において実施しているとのことであった。 

イ 考え方 

 利用料金は，地方自治法上「条例の定めるところにより，指定管理者が定めるものとする。」

（同法第244条の２第８項）とされており，八尾市文化会館条例では「利用料金の額は，別表

に定める範囲内において，指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。」

とされている（同条例第８条第２項）。このように，利用料金の額を定めるときは，指定管

理者の発意により，市長の承認を経て定めることになるが，一般に，指定管理者に周知を行

わせたり，市が公示したりすることが適当と考えられる。 

 また，利用料金の減額は，公の施設を住民の利用に供するという目的等を踏まえて，合理
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的な範囲ですべきである。減免について市民の理解を得て行うためにも，また，その適否や

範囲（指定管理者指定の特定の団体とすることやその要件）の適否について，評価の機会を

与える上でも，住民に周知の機会を与えるのが適当である。 

ウ 意見[13] 

 障がい者団体向けの割引については，これを継続する場合，これを行っていることについ

て，市又は指定管理者において，何らかの方法（例えば，パンフレットへの注記等）で周知

すべきである。 

 

２ 八尾市立共同浴場錦温泉 

（１）基本データ 

ア 施設の概要等 

施設名 八尾市立共同浴場錦温泉 

所在地 八尾市幸町三丁目 45番地 

所管課 地域福祉部 地域福祉政策課 

条例・規則 
八尾市共同浴場条例 

八尾市共同浴場条例施行規則 

計画・指針・要綱 － 

設置目的（条例に

よる） 
住民の福利厚生を図ること 

竣工 昭和 45年 12月竣工 

開設年月日 不明 

敷地面積（所有） 756.53㎡（八尾市所有） 

建物構造（所有） 地上２階（八尾市所有） 

延床面積 546.85㎡（１階 412.53㎡ その他 134.32㎡） 

主な施設 浴場 

建設費 55,887,860円 

運営形態の推移 

（降順） 

（公募／非公募） 

①公募：平成 30 年４月～令和２年３月（３年間）（指定管理者：八尾市人権かつ

ら地域協議会） 

②公募：平成 27年４月～平成 30年３月（３年間）（指定管理者：八尾市人権かつ

ら地域協議会） 

③公募：平成 24年４月～平成 27年３月（３年間）（指定管理者：八尾市人権かつ

ら地域協議会） 



 

 

 

 

- 66 - 

④公募：平成 21年４月～平成 24年３月（３年間）（指定管理者：八尾市人権かつ

ら地域協議会） 

⑤非公募：平成 18年４月～平成 21年３月（３年間）（指定管理者：八尾市人権西

郡地域協議会） 

備考：公募の応募者数は，①から④までいずれも１団体である。 

建物の長寿命化

の為の長期保全

計画の策定状況  

令和２年度中に全施設（一部を除く）を対象として，建物長寿命化等に関する計画

を策定予定 

目標設定 － 

利用者アンケー

ト・要望調査 
有（年１回・12月ごろ） 

料金体系 利用料金制を採用している（平成 18年４月より） 

施設の特徴 地域の公衆衛生のために設置された公衆浴場 

イ 過去５年間の利用状況 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

年間利用者数 30,406 32,562 29,401 27,735 24,952 

１開業日あた

り利用者数 
106.7 103.4 95.1 91.5 86 

ウ 過去５年間の各施設の収支等 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

収入（歳入） 18,098,176 18,237,187 21,149,041 21,192,630 19,238,729 

  指定管理料 8,957,295 8,353,887 12,133,021 12,623,520 10,962,660 

  利用料金収入等 9,140,881 9,883,300 8,957,720 8,506,410 7,729,125 

  
ふれあい入浴事

業補助金19 
0 0 58,300 62,700 54,200 

  繰入金20 0 0 0 0 492,744 

支出（歳出） 18,098,176 18,237,187 21,149,041 21,192,630 19,238,729 

  人件費 6,945,110 7,021,611 7,154,014 7,324,759 7,514,303 

  光熱水費 3,572,377 4,204,634 4,390,860 4,426,569 3,942,806 

  燃料費 5,883,354 5,223,582 7,262,028 8,122,930 6,068,860 

  需用費 289,209 244,189 178,785 59,555 126,550 

  役務費 0 0 0 32,355 29,164 

                                                
19 令和元年度で終了 
20 指定管理者の自己資金からの繰り入れ 
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  委託費 439,818 558,618 570,692 400,592 499,427 

  用品仕入 532,750 542,336 554,866 439,677 619,220 

  修繕料 59,400 27,000 0 0 0 

  雑費 0 0 0 0 50,400 

  租税公課 376,158 415,217 1,037,796 386,193 387,999 

エ モニタリングの実施状況とその結果 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

(1)利用者の平等利用の確

保・サービスの向上 

 Ａ Ａ Ａ Ａ 

(2)公の施設の効用発揮  Ａ Ｂ Ｂ Ｂ 

(3)適切な維持管理及び管

理経費の縮減 

 Ａ Ｂ Ｂ Ａ 

(4)団体の人員，試算その

他の経営規模及び能力 

 Ａ Ａ Ａ Ｂ 

(5)その他施設の性質また

は目的に応じた基準 

 Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ 

総合評価 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

オ 現金取扱い 

現金取扱いの有無 有 

現金取扱い内容と取扱高 浴場利用料・入浴備品売上・飲料水売上金収受 

月間 700,000円程度 

（２）備品台帳の記載漏れ 

ア 発見事項 

 市が作成し管理する市の備品台帳に，①市がリース契約により備え付けたのち，リース期

間満了により市の所有となった券売機，②本件施設の建設・開業当時に備え付けた冷蔵庫（飲

料販売用）の記載がなかった。市によれば，①については記載漏れであり，②については施

設の開業当時に備え付けたため，建物と同様に考えられていたと思われるとのことであった。 

イ 考え方 

 備品台帳は，市所有の備品の管理のために作成されるものであり，その記載は正確でなけ

ればならない。リース期間満了によって市所有となった備品は，市所有の財産としての管理

が必要である以上，記載が求められる。また，開業時に備え付けたものであっても，冷蔵庫
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は，建物に据え付けられる設備と異なり，建物からの独立性が高い以上，備品として管理さ

れるべきである。 

ウ 結果[3] 

 今後は，施設の開業時に備え付けた物品や，リース期間満了により所有権を取得した備品

についても，備品として管理すべきである。 

（３）指定管理料の精算について 

ア 発見事項 

（ア）基本協定書の記載など 

 基本協定書では，指定管理料の過不足については協議により精算を行うとされていた。他

方，リスク分担表では「利用者の減少，…需要の見込み誤りその他の事由による経営不振」

については，指定管理者のリスク分担とされていた。 

（イ）令和元年度の指定管理料の精算 

 令和元年度において，市は，基本協定書により定まる指定管理料（1,062万960円）に加え

て，下記の理由で，下記の金額を，精算として追加支給している。したがって，1,096万2,660

円がこの年度に支払われた指定管理料ということになる。 

 理由（決裁文書に記載されていたもの） 金額 

令和２年３月31日に行われた

精算 

利用者減に伴う利用料金の減少 

２月・３月分の燃料費の増加 

341,700円 

 この令和元年度の指定管理料の精算について，市は，ヒアリングにおいて，施設の性質上，

利用者数の減少や光熱費の増減は指定管理者で対処しえないため精算対象だが，その他の収

入費用の増減による赤字は指定管理者の管理上の問題によるため，指定管理者の持ち出しと

しているとのことであった。 

 他方，上記のとおり，令和２年３月31日に精算(市が追加支出する）を行った際の決裁文書

においては「利用者減による利用料金の減少」「２月・３月分の燃料費の増加」を理由とし

ている。ただし，別途作成されている計算過程についての記録上は，２月及び３月分の燃料

費の増加だけを算定した形となっていた。これについて，市に確認したところ，令和元年度

については，予算措置の関係上，令和２年１月時点で精算の要否を判断しているところ，同
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時点では，利用料金の減少はあったが，その分他の経費が減少していたことを踏まえ，精算

を行わない予定であったが，２月及び３月分の燃料費の高騰に伴い，燃料費の増額分のみを

精算したとのことであった。 

イ 考え方 

 協議により精算を行うか否かを判断する場合，基本協定書において合意された事項を前提

に基本協定書に沿う内容の精算を行うものであるのかを明確にし，基本協定書において合意

した内容とは異なる取扱いをするのであれば，そのような取扱いをすることができる根拠

〔必要性・相当性・可否〕について検討をした上で，精算をするべきである。 

ウ 意見[14] 

 現状では，精算の対象となる収入・支出の増減に何が含まれるのか，それがどのような考

え方に基づくのか，また，リスク分担についての検討を踏まえたものか否かが不明確であり，

また，決裁文書と計算過程が必ずしも整合していないと思われる。精算については，算式の

根拠となる一定の基準を踏まえ，これに基づき算出していることが理解できるような形で行

い，また，基準が理解できる形で記録化をすべきである。その際，リスク分担表の，「利用

者の減少，…需要の見込み誤りその他の事由による経営不振」については，指定管理者がそ

のリスクを分担するとされている点についても，基準と適合する内容とすべきである。 

（４）危機管理マニュアルの作成について 

ア 発見事項 

 基本協定書添付の管理運営業務仕様書上は，危機管理体制に関して，その体制を確立する

とともに，利用者の安全を確保するため危機管理マニュアル等を作成すること，とされてい

るが，実施されていない。 

 この点，市は，平成29年度から令和元年度までの毎年度のモニタリングで指摘してはいる

が，改善されていない点であるとのことであった。ただし，災害時の避難については，入口

に逃げるという周知や避難訓練はできており，『職員は有事の際に避難誘導等の必要な対応

はできる』とのことであった。また，暴風時の営業の可否については取り決めをしているが，

大雨や地震等の際の営業については，判断が難しいので指定管理者からその都度，市に問い

合わせが来て，市は，市の基準に照らして判断している，とのことであった。 

イ 考え方 
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 近年，自然災害が多発し，防災のみならず減災の視点が重要となっているところ，地震や

火災等の災害に対しては，発生時の対処やその後の避難，連絡等について的確に対応しなけ

れば，人命等に対するリスクが大きい。また，周知や訓練等のみでは，指定管理者の交代や

人員の交代等があった場合，引継ぎ等に支障が生じる可能性もある。したがって，危機管理

マニュアルについては，基本協定書添付の仕様書上の業務の中でも，順守させる必要性が高

いといえる。 

ウ 意見[15] 

 危機管理マニュアルの作成については，必要であれば，市において，危機管理に関して従

業員に周知すべき事項や，設備等の運用についての指示や作成の指導等をして，作成を促す

べきである。 

（５）指定管理者による研修の実施について 

ア 発見事項 

 基本協定書に添付され，管理運営業務の内容を定めた管理運営業務仕様書上は，「管理運

営及び事業等に関する業務に必要な研修」「ＡＥＤの使用を始め救急救命に必要な研修」を

実施することとされている。しかし，実際にはＡＥＤの使用方法についてのマニュアル等の

頒布を行っている程度で，コンプライアンスや能力向上のための研修はしていないとのこと

であった。これは，施設管理に携わる職員のほとんどがパートタイマーで，時間と場所を設

けて研修をすることが困難なこともあるとのことであった。 

イ 考え方 

 研修の実施は，業務の水準を保つために指定管理者に義務付けられているものであり，こ

れを行わせないのは，管理の品質保持という点で問題がある。もっとも，研修の実施の必要

性が低いのであれば，指定管理者に対して過剰な義務付けをしているという点で，効率的な

管理の妨げになっているとも思われる。 

ウ 意見[16] 

 研修がされていない理由としては，いかなる内容について，どのような形式の研修をすべ

きかが不明確であるという点も影響していると思われる。市が，指定管理者に必要な研修の

内容などについては，具体的な指示をすべきである。そのうえで，研修を義務付ける必要性

や，マニュアルの整備配布等による代替可能性等も検討の上，これが乏しいのであれば，仕
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様書の改定も検討すべきである。 

（６）指定管理者が作成した決算書について 

ア 発見事項 

 平成28年度から令和元年度に関して，指定管理者が市に提出している施設の収支決算書と，

任意団体としての指定管理者の収支決算書とが整合していなかった。例えば，令和元年度の

任意団体の決算では，指定管理に関する収入と支出が記載されているが，その金額が市への

決算書と異なり，また，指定管理者が施設の管理上の収支がマイナスとなった部分について

繰り入れをした事実も確認できなくなっている。 

イ 考え方 

 市と指定管理者の協定上は，施設の収支決算書等の提出が求められ，団体の決算書等の提

出は求められていない。しかし，団体の決算書は，指定管理者の公募時にも要求される書面

であるところ，業務の履行可能性・継続可能性を判断する資料として重要性を有する。また，

施設の収支決算書の正確性の裏付けとなる資料としても重要である。以上のような観点から

すれば，団体としての決算書についても，正確に作成される必要がある。 

ウ 結果[4] 

 今後，施設の収支決算と指定管理者自身の決算とに相違が生じる場合，相違については，

その理由を指定管理者において確認し，なお不明な点があれば市において確認することによ

り，施設の収支決算書について疑義が生じないようにすべきである。特に，この施設の平成

18年度から令和２年度までの指定管理者のような任意団体等の，団体の性質上，法定の業務

監査・会計監査等がないような場合には，疑義の解消に積極的に努めるべきである。 

（７）錦温泉の今後のあり方について 

ア 発見事項 

 錦温泉の令和元年度の収支のうち，収入を見ると，利用料金等の事業による収入が778万

3,325円，指定管理料が1,096万2,660円となっている。それ以前の年度も，おおむね，利用料

金収入及び物品販売等による収入は，収入全体の約半分となっており，管理に要する費用の

約半分が指定管理料により賄われている。 

 また，これとは別に，市が直轄で行う修繕費も発生している。例えば，令和元年度につい

てはジェットバスの故障等により147万2,965円の，平成30年度については83万9,635円の修



 

 

 

 

- 72 - 

繕費が発生している。一方，錦温泉の入浴料は，本施設の近隣地域等にも存在する八尾市内

の民間の公衆浴場の入浴料（令和元年９月までが440円，令和元年10月からが450円）より低

い300円に設定されている。一方，利用者数は，周辺の公営住宅における浴室設置率の増加及

び地域の人口減少等により，減少傾向にある。 

 また，本施設の２階には和室２部屋等があるものの，現状では階段が急こう配で高齢者等

の出入りが困難である，トイレが壊れている等の問題があり，また，修繕費を市の予算等か

ら捻出できない等の問題があり，指定管理者の創意工夫を生かす活用等の利用ができないと

いった問題も生じている。 

イ 考え方 

 公衆浴場は，所在する地域の公衆衛生という観点から，この１施設が公の施設となってい

る。しかし，風呂設置率の低かった近隣の市営住宅の風呂設置率の上昇等，公衆衛生環境の

向上等の事情により，利用者数が減少し続ける施設について，公金により修繕や運営の維持

を続けることは，財政支出の合理性等の観点からは，今後，疑問が大きくなると思われる。 

 また，錦温泉の周辺には，近隣の市営住宅からやや距離があるものの，民営の公衆浴場も

あり，錦温泉の利用者アンケートでも，休業日にはそちらを利用すると答えた者が多いとこ

ろ，民営の公衆浴場は，錦温泉の入浴料より高い入浴料となっている。公営の公衆浴場が，

税を原資とする指定管理料により，入浴料を抑えて（もし，指定管理料等を入浴料に転嫁し

た場合，600円以上となる）運営されることは，民業圧迫という問題がある。 

 この点，現時点では，近隣の市営住宅の風呂設置率が改善途上であること，また，周辺の

民営の公衆浴場については各事業主の判断による閉鎖の可能性もあること等もあり，速やか

な廃止等は困難と思われる。また，公の施設としての公衆浴場として，300円という料金は，

近隣の自治体（堺市や東大阪市は250円）と比べ特に低額ではない。しかしながら，施設の老

朽化により修繕費等は今後も増加していく一方，利用料金収入の大幅な増加は困難である以

上，今後のあり方を検討しなければ，地域の公衆衛生の維持等を，経済性等の観点からみて

も合理的な方法で維持することは困難と思われる。 

ウ 意見[17] 

 この施設の所管課のみで対応することの困難な課題ではあるが，錦温泉については，近隣
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の市営住宅の風呂設置率等も踏まえ，今後も長期間，利用料金収入と同程度の指定管理料を

支出して維持すべきかを検討し，近隣の市営住宅の所管部門や，地域の関係者とも協議の上，

①廃止，②売却・貸付等による民間設置の施設への移行をすることなどの，施設のあり方そ

のものについての選択肢を含め検討すべきである。また，③コストに応じて利用料金を引き

上げつつ，風呂等がない公営住宅の入居者等向けの利用料の補助や利用者数に応じた浴場へ

の補助を行う等，市の負担を抑え，また，民間の公衆浴場と錦温泉を比較して公平な形での

対策も検討すべきである。 

 

３ 八尾市立障害者総合福祉センター及び八尾市立デイサービスセンター 

（１）基本データ 

ア 施設の概要等 

 八尾市立障害者総合福祉センターと八尾市立デイサービスセンターは，個別に条例上の根

拠をもって設置されているが，設立以来，両者は同一建物内に一体として存在し，指定管理

者も両施設について一体として公募・選定・指定が行われ，管理及び経理も一体としてなさ

れている。 

施設名 
八尾市立障害者総合福祉センター（愛称：きずな） 

八尾市立デイサービスセンター 

所在地 八尾市南本町八丁目４番５号 

所管課 地域福祉部 障がい福祉課 

条例・規則 

（八尾市立障害者総合福祉センターについて） 

八尾市立障害者総合福祉センター条例 

八尾市立障害者総合福祉センター条例施行規則 

（八尾市立デイサービスセンターについて） 

八尾市立デイサービスセンター条例 

八尾市立デイサービスセンター条例施行規則 

計画・指針・要綱 八尾市障がい者基本計画，八尾市障がい福祉計画及び障がい児福祉計画 

設置目的（条例に

よる） 

（八尾市立障害者総合福祉センターについて） 

障がい者の文化と教養の向上及び自立と社会参加の促進のための便宜を総合的に

供与することにより，障がい者の福祉の増進に資することを目的とする。 

（八尾市立デイサービスセンターについて） 
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障がい者，障がい児及び老人に対して相談，機能訓練，社会適応訓練，創作的活動

等の機会を提供し，地域社会での自立生活の促進及び福祉の向上を図ることを目的

とする。 

竣工 平成 16年２月竣工 

開設年月日 平成 16年６月１日開設 

敷地面積（所有） 2,135.15㎡（うち建築面積 1,069.71㎡） 

建物構造（所有） 地上５階地下１階（鉄筋コンクリ―ト造） 

延床面積 

4,320.72㎡ 

  １階：1,040.11 ㎡  ２階：865.37 ㎡   ３階：865.37 ㎡  

  ４階：865.37 ㎡   ５階：453.11 ㎡   地階：231.39 ㎡ 

主な施設 
料理講座室，日常生活訓練室，多目的スポーツホール，ショートステイ居室など，

障がい者の利用及びデイサービスの提供を目的とした施設 

建設費 1,494,720,150円 

運営形態の推移 

（降順） 

（公募／非公募） 

①公募：平成 31 年４月～令和６年３月（５年間）（指定管理者：社会福祉法人虹

のかけはし） 

②公募：平成 26年４月～平成 31年３月（５年間）（指定管理者：社会福祉法人虹

のかけはし） 

③公募：平成 21年４月～平成 26年３月（５年間）（指定管理者：社会福祉法人虹

のかけはし） 

④公募：平成 16年４月～平成 21年３月（５年間）（指定管理者：社会福祉法人虹

のかけはし） 

備考：公募の応募者数は，①が１団体，②が２団体，③が１団体，④が３団体であ

る。 

建物の長寿命化

の為の長期保全

計画の策定状況  

令和２年度中に全施設（一部を除く）を対象として，建物長寿命化等に関する計画

を策定予定 

目標設定 － 

利用者アンケー

ト・要望調査 
毎年１月から２月にかけて利用者アンケートを実施。 

料金体系 
（八尾市立障害者総合福祉センターについて）料金なし 

（八尾市立デイサービスセンターについて）利用料金制（デイサービスの利用料） 
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施設の特徴 

日帰りサービス（生活介護・児童発達支援21・放課後等デイサービス22・日中一時支

援23・地域活動支援センターⅡ型24）や高齢者デイサービス，ショートステイの事業

を提供している。 

イ 過去５年間の利用状況 

（八尾市立障害者総合福祉センター） 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

利用人数 30,502 32,896 36,668 31,072 31,172 

（八尾市立デイサービスセンター） 
 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

利用人数 14,233 14,101 13,937 13,714 15,395 

定員（人／日） 78 78  93 93 88 

ウ 過去５年間の収支等 
 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

収入（歳入） 310,615,961 311,283,351 319,962,852 313,541,975 349,415,788  

  
指定管理料（協

定） 
171,993,779 168,756,748 173,631,152 170,886,946 170,585,436  

  
介護保険事業収

入 
21,270,544 19,891,314 15,852,703 16,138,208 19,671,108  

  
障害福祉サービ

ス等事業収入 
113,303,188 117,963,124 125,465,240 122,532,184 155,641,832  

  
経常経費補助金

収入 
419,209 1,200,000 980,000 0 1,140,000  

  その他収入 2,886,241 2,934,565 3,296,707 3,211,997 1,905,282  

  事業収入 733,000 527,600 697,050 740,140 442,130  

  寄付金収入 10,000 10,000 40,000 32,500 30,000  

支出（歳出） 296,837,558 302,951,424 319,962,852 313,541,975 349,415,788  

  人件費 199,631,232 210,655,540 220,332,737 216,230,054 231,449,011  

                                                
21 【用語解説】-児童発達支援-児童福祉法に基づく「障害児通所支援」の一つで，障がいのある児童を

施設に通所させて，日常生活における基本的な動作の指導や知識・技能の付与，または集団生活への適

応訓練等を行う支援 
22 【用語解説】-放課後等デイサービス-児童福祉法にもとづく，障がいのある学齢期児童が学校の授業

終了後や学校休業日に通う，療育機能・居場所機能を備えた福祉サービス 
23 【用語解説】-日中一時支援-障害者総合支援法に基づく，障がい者を施設などにおいて一時的に預か

り（宿泊を伴わない），活動の場を提供するサービス 
24 【用語解説】-地域生活支援事業-障害者総合支援法に基づく，地域において雇用・就労が困難な在宅

の障がい者に対し，機能訓練，社会適応訓練，入浴などのサービスを通じ自立等を高める事業 
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  事業費 35,249,343 33,534,410 31,384,606 31,725,750 28,124,239  

  事務費 61,785,446 58,761,474 63,054,719 59,360,412 48,677,033  

  その他 171,537 0 0 0 0  

  次年度繰越金 0 0 5,190,790 0 41,165,505  

  法人会計繰出金 0 0 0 6,225,759 0  

（注）次年度繰越金及び法人会計繰り出し金は，いずれも，収支差額のことを指す。 

 

エ モニタリングの実施状況とその結果 
 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

(1)利用者の平等利用の確

保・サービスの向上 

 Ａ Ｓ Ｓ Ｓ 

(2)公の施設の効用発揮  Ａ Ａ Ｂ Ａ 

(3)適切な維持管理及び管

理経費の縮減 

 Ａ Ａ Ａ Ａ 

(4)団体の人員，試算その他

の経営規模及び能力 

 Ａ Ａ Ａ Ｓ 

(5)その他施設の性質また

は目的に応じた基準 

 Ａ Ｓ Ｓ Ｓ 

総合評価 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

オ 現金取扱い 

現金取扱いの有無 有 

現金取扱い内容と取扱高 （障害者総合福祉センターについて） 

講師料月 200,000 円前後，コピー代年間 3,000 円程度。写真代年間

1,200円程度。 

外部給食月 20,000 円程度（新型コロナウィルス感染症拡大以降取扱

いをやめ，令和 2年 12月現在月額 0円） 

（デイサービスセンターについて） 

利用者負担金・利用者等利用料 

 月 500,000円前後 

（２）協定書の誤記について 

ア 発見事項 

 市と指定管理者の基本協定書上は，暴力団排除に関する条項において「暴排条例」との用

語が使用されているが，その定義が基本協定書になく，府の条例か市の条例か，一見するだ
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けでは判別できない状態であった。 

イ 考え方 

 上記のような記載は，単なる誤記によるものではあるが，契約書の文言上条例を引用する

には，府の条例か市の条例か，明確に判別できる文言としなければ，義務の内容が不明確と

なるおそれがあり，そのような事態は避けるべきである。 

ウ 意見[18] 

 基本協定の文言については，用語の定義付けを行い，明確に判別できるよう修正すべきで

ある。 

（３）備品の購入について 

ア 発見事項 

 障害者総合福祉センターは，平成16年に設立された後，その後買い替えたＡＥＤ及び浴槽

を除き，市において備品の購入，買い替えを実施せず，もっぱら指定管理者が備品の追加等

を行っている。 

 この点，基本協定書の内容は，指定管理者が取得した備品については，原資が指定管理料

なら指定期間の終了後に市に帰属し（その場合，市の事前承認が必要），そうでなければ指

定管理者に帰属，ただし期間終了後の協議により市に帰属させることができる，というもの

である。 

 ヒアリングにおける市の説明によると，現在，指定管理者は指定管理料を原資として備品

を購入しているが，指定管理料は指定管理者自身の収入であることから，市がその承認をし

たり，市に帰属させたり，数量を確認する手続き等はないとのことであった。ただし，市は，

備品購入時に口頭で指定管理者から報告を受けており，また，市及び指定管理者において，

指定管理者の「交代」の際などに市に帰属させるべきという認識であるとのことであった。 

イ 考え方 

 本施設の管理運営上は黒字が出ている一方，本施設の平成16年度以降現在までの指定管理

者の事業の大部分はこの施設の指定管理であり，実際の備品購入は，指定管理料を原資に購

入していると判断するのが合理的である。その場合，協定上は，購入についての市の事前承

認と，指定期間終了後に市に帰属させる手続きが必要となる。 

 もっとも，本来，指定管理者は指定管理料を受け取ることができるはずの立場であり，指
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定管理料により購入する場合とはどのような場合を指すか判然とせず，必ずしも合理的では

ないという問題はある。しかし，原資がいずれにせよ，実質的にも，指定期間の終了後も施

設において利用することが相当な備品については，市に帰属させる保証等のない状態で指定

管理者に帰属させて，施設の管理以外にも用いることができるようにするのは，指定期間の

終了後の適切な管理の維持という点で適切ではない。備品が確実に施設の管理に用いられる

ようにするためにも，市の公金による備品取得として，協定に従い，市の事前承認の上，市

に帰属させるべきである。また，事前承認は，市が所有することとなる備品の管理上必要と

なり，また，市に所有権を帰属させる備品を判別する根拠となる以上，承認の意思表示をし

た事実については記録化をすべきである。 

ウ 意見[19] 

 現行の基本協定書を前提とする限り，指定管理者による備品購入については，指定期間終

了後に施設で利用することが見込まれないような消耗品類似のものや，指定期間の終了後も

市に帰属させなくてもその後の管理に支障がないものを除き，原則としては，指定管理料に

より購入する場合の手続きとして，取得時の承認及び指定期間の終了時に市に所有権を移転

する手続を取られたい。また，承認については，その事実を記録化されたい。 

もっとも，現行の基本協定書を前提とする限りはこれに従った上記のような取り扱いをす

べきであるが，基本協定書自体のありかたについては，第４・５（３）記載の意見(意見８)

も踏まえ，検討されたい。 

（４）管理用の物品のリースについて 

ア 発見事項 

 指定管理者の支出に「賃借料」が含まれるところ，これには，送迎用の車両のリース代等

が含まれている。一方，それらの車両については，指定管理者の固定資産として扱われ，市

において数量等の管理はしていないとのことであった。 

イ 考え方 

 基本協定書上，指定管理料で備品を購入する場合は，市の事前承認の上，指定期間終了後

市に帰属するが，リースの場合でも，最終的に備品が指定管理者に帰属する契約である場合

（所有権移転ファイナンス・リース契約等）も多いと思われる。その場合，事実上，指定管
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理料を原資に指定管理者が備品を取得でき，協定書上の原則を免れて，指定管理者が利得す

るのではという問題がある。ただし，備品によっては，所有権帰属後の維持管理・処分のコ

スト等の問題もあるため，備品の性質等に応じた処理が適当である。 

ウ 意見[20] 

 リースによる車両等の備品の整備については，リース料が指定管理料を原資とし，かつ期

間終了後の所有権が指定管理者に帰属するのであれば，原則として（所有権を市に帰属させ

ることによる，物品の性質等から生じる問題点等も考慮し，問題点がなければ），指定管理

料による備品購入に準じた取り扱いをすべきである。この点，車両のリース等については，

そもそも最終的な帰属や利用状況が不明であることから，上記のような取扱いの要否が現時

点では不明である。その判断のため，リースによる取得状況及び契約内容の概要（特に，所

有権の最終的な帰属の有無）について報告を求めることが望ましい。 

（５）修繕費の精算について 

ア 発見事項 

 基本協定書において，修繕費については「管理物件の修繕」に要する費用の精算を行うこ

ととされ，令和元年度以前については精算が実際に行われている。これにつき，精算対象の

修繕費の中に，送迎車のメンテナンス等の指定管理者の所有，リースする物品等の維持に要

する費用が含まれていた。この点，市によれば，施設管理のため指定管理者が所有する物品

等については，最終的には市に帰属させるべきものと認識しているとのことであったが，現

状では，上記（３）のとおり，物品等を市に帰属させる手続き等はされず，将来的に市に帰

属することが明確にされてもいない。 

イ 考え方 

 基本協定書では，精算の対象となる修繕費は，施設そのもの及び市所有の備品からなる「管

理物件」についての修繕費であるとされているところ，指定管理者所有の備品の修繕費はこ

れに含まれないと解さざるを得ない。これについての修繕費についての精算は，協定に反す

るものである。 

 また，もともと，修繕費を精算対象とする趣旨は，市の所有物の価値を維持するための費

用であるから市が負担すべきであるし，他方，修繕を渋って支出を節約して，指定管理者の
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利益になるのは不合理である，という趣旨によるものであると解される。このような趣旨に

照らせば，指定管理者が所有ないしリースにより保有する物品については，維持修繕費用に

ついて精算対象とすることに合理的理由があると思われない。この点，市によれば，施設管

理のため指定管理者が所有する物品等については，最終的には市に帰属させるべきものと認

識しているとのことであったが，現状では，上記（３）のとおり，物品等を市に帰属させる

手続き等はされておらず，将来的に市に帰属することが明確でもなく，市所有物と同様に扱

う理由がない。 

ウ 意見[21] 

 上記のような趣旨に照らせば，精算対象となる修繕費については，現行の協定書を前提と

する限り，市の所有物の価値を維持する費用に限定されるべきである。 

（６）喫茶スペースについて 

ア 発見事項 

 障害者総合福祉センター内には，指定管理者が運営する喫茶スペースがある。 

 指定管理者は，ここで，飲食物等の販売を行い，収入を得る一方，喫茶スペースで業務に

従事する障がい者の賃金を支払っている。これについては，事業計画等においては記載があ

るものの，その収支が決算報告等に記載がない（また，場所の利用という意味では，別途，

目的外使用許可25がなされているわけではない。）。この点，市は，喫茶スペースの運営につ

いて，障がい者と地域との交流や，障がい者の雇用促進といった観点から行われる，施設内

での自主事業で「障がい者の文化と教養の向上及び自立と社会参加の促進のための便宜を総

合的に供与することにより，障害者の福祉の増進に資する」という障害者総合福祉センター

の目的の範囲内と理解しているとのことであった。 

イ 考え方 

 基本協定書では，指定管理者は，施設の管理運営に関する収支を市に報告し，市はこれを

公表することとなっている。仮に，喫茶スペースの運営が，公の施設の管理運営業務に該当

するのであれば，喫茶スペースの収支は，公の施設の管理運営に伴う収益・費用であり，市

                                                

25 【用語解説】-目的外使用許可-地方自治法 238条の４第７項に基づき，公用・公共用に供される財

産（行政財産）について行うその用途目的を妨げない範囲での使用の許可 
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に報告の上，公表対象となる。また，自主事業にあたると整理される場合，自主事業の収支と

いう形で，報告させ，完全な収支の把握が必要である（第４・２（共通事項）参照）。 

ウ 意見[22] 

 喫茶スペースの位置づけを整理し，公の施設の管理運営業務に含めるのであれ，自主事業

という理解であれ，これを施設の管理運営の収支に含め，指定管理者からの報告の対象とす

べきである。 

（７）消費税について 

 上記（１）ウ「過去５年間の各施設の収支等」から令和元年度は当該指定管理業務から

41,165千円の収支差額（剰余金）が発生していることが分かる。そこで過去5年間の収支差額

（いずれも剰余金）のみ抜き出してみると次のようになる26。 

 

 

 上表のとおり，過去５年間に合計74百万円の収支差額（剰余金）が発生している27。過去5

年の中でも令和元年度の収支差額（剰余金）が41百万円と特に多額であることから，令和元

年度（監査対象年度）の剰余金の発生要因について調査した。 

 指定管理料28は，市が指定管理者募集時に示した上限額に対し，各応募者が提案額を示し，

選定された指定管理者（応募者）とその提案額で基本協定を締結することで決定される。今

回は指定管理者の提案額は市の示した上限額と一致していた。この点，指定管理者の提案額

と令和元年度の実績額とを比較し，提案額と実績額のうちどのような項目で差が発生したの

                                                
26 収支差額には指定管理業務会計から発生した剰余金を他の会計区分へ繰り出した法人会計繰出金（平

成 30年度），次年度に繰り越した次年度繰越金（平成 29年度）も含めて示している。 
27 指定管理者には制度上，一定の収支差額（利益）が生じるものであり，監査人もすべての収支差額を

問題視しているものではない。 
28 指定管理料の決め方は，正確には，「指定管理料は，指定期間（５年間）に係る総額 782,502千円

（消費税及び地方消費税〔以下「消費税等」という。〕を含まない。）に消費税等を加えた金額を上限と

し，市が指定管理者に支払う指定管理料の総額は，「収支予算書」で申請者が提案した５年間の総額に

消費税等を加えた金額とする。」とされる（公募時の募集要項９ページ）。 

（単位：千円）
H27 H28 H29 H30 R1 合計

収支差額 13,778 8,331 5,190 6,225 41,165 74,692
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かを分析した。 

    （単位：千円） 

 市提示 

上限額29 

指定管理者 

提案額30 

令和元年度の

実績31 

提案額と実績の差 

（正の差額＝剰余金の

発生） 

人件費 -221,085 -232,734 -231,449 1,285 

事業費 -57,234 -23,313 -28,124 -4,811 

維持管理費 -29,806 -54,122 -48,677 5,445 

管理経費合計（ⅰ） -308,127 -310,169 -308,250 1,919 

利用料金等収入（ⅱ） 151,626 153,669 178,830 25,161 

事業費不足額（ⅰ＋ⅱ） -156,500 -156,500 -129,420 （A）27,080 

指定管理料 156,500 156,500 156,500  

消費税等相当額（9%） 14,085  14,085 （B）14,085 

剰余金合計   41,165 41,165 

 

 上表から，剰余金41,165千円の発生要因は，（Ａ）提案額と決算実績額の収支の差による

27,080千円と，（Ｂ）指定管理料に9%32の消費税及び地方消費税（以下，「消費税等」という。）

率を掛けた14,085千円に分解できる。 

 

（令和元年度に発生した剰余金の構造） 

収入 ― 経費 27百万円（A） … 【利用料金等収入から生じた剰余金に

ついて】の項目で詳述 

指定管理者に支払わ

れた消費税等 

14百万円（B） … 【消費税について】の項目で詳述 

剰余金合計  41百万円   

                                                
29 市提示上限額は，募集時には指定管理料の総額のみを示しており，人件費等の各費目の数値はあくま

で積算上のもの。 
30 指定管理者提案額は，平成 30年夏の応募時に指定管理者から八尾市に提出された「収支予算書」に

よる。 
31 令和元年度実績額は，指定管理者事業報告の「管理運営経費の収支決算内訳」による。 
32 令和元年度は消費税率が改正されたため，正確には第１及び第２四半期支払分は８％，第３及び第４

四半期支払分は 10％であるため平均して９％。以下同様。 
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 上表を見ると，（Ａ）の要因のうち，収入側で，25,161千円と大きなプラス差額(剰余金)

が発生している。以下， 

・ 提案額よりも利用料金等収入が25,161千円増加したこと 

・ 指定管理者の提案額に消費税等相当額として，14,085千円が加算して支払われたこと 

に分けて，すなわち，【利用料金等収入によって生じた剰余金】と【消費税等の取扱い】と

いう二つの面から，考察していく。 

ア 発見事項 

 消費税は，物品やサービスの消費を対象として課される租税のことであるところ，その課

税対象（ただし国内取引）は，「国内において事業者が行った資産の譲渡等」となる（消費

税法４条１項）。資産の譲渡等とは，「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付

け並びに役務の提供」をいう（消費税法２条１項８号）。 

 通常，公の施設の施設管理に係る指定管理料には消費税等が加算されるが，八尾市立障害

者総合福祉センター及び八尾市立デイサービスセンターは，社会福祉法でいう「社会福祉施

設」等に該当し，社会福祉施設の施設管理に係る指定管理料は，消費税法上非課税と扱われ

ることになる。 

 

消費税法基本通達６－７－９ 

社会福祉法人等が地方公共団体等から当該地方公共団体等が設置した社会福祉施設

の経営を委託された場合に，当該社会福祉法人等が行う当該社会福祉施設の経営は，

法別表第一第七号ロ《社会福祉事業等に係る資産の譲渡等》に規定する社会福祉事

業として行われる資産の譲渡等に該当し，非課税となる。（平 12 課消 2－10 により

追加） 

 ① 積算時の考え方 

 市は，過年度の実績に基づき，将来の予測を加味して，募集時の指定管理料（上限額）

を積算している。この時，ベースとした過年度の指定管理者決算報告は税込であったた

め，各費目を税抜に修正して収支を予測し，指定管理料（上限額）を定めた。この時，

市は，当該指定管理料に消費税等を加算することを明記している。 

【募集要項（平成30年夏）より抜粋】 

・ 指定管理料は，「指定期間（５年間）にかかる総額 782,502 千円（消費税及び地
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方消費税〔以下「消費税等」という。〕を含まない。）に消費税等を加えた金額」

を上限とする。 

・ 上限額の範囲内で，応募の際に申請者が八尾市に提出した「収支予算書」の５年

間の総額に消費税等を加えた金額とする。 

・ 「収支予算書」は，収入支出ともに，消費税等を含まない額を記載する。 

・ 毎年度の指定管理料の額及び支払方法は，収支計画書に基づき年度協定書を締結

して定める。 

 

 ② 指定管理者の提案額 

 本件公募に当時応募者であった指定管理者が提出した「収支予算書」は，上記募集要

項のとおり収支ともに消費税等を含まない額で，管理経費から利用料金等収入を控除し

た指定管理料（消費税等抜き）が５年間の総額で782,500千円となるとしている。 

 

 ③ 基本協定と年度協定 

 選定された指定管理者の指定管理料提案額は市の提示した上限額と一致していたた

め，この額で協定を結ぶこととなった。この時，提案された指定管理料に消費税等を加

算する，と協定に明記している。 

 

【八尾市指定管理者間の基本協定書（（平成31年４月１日付け。以下，「本件基本協定

書」という。）10条２項より抜粋】 

平成 31 年４月１日から５年間の指定期間（以下「現指定期間」という。）にかかる指定管

理料総額を，「782,502,000円33に消費税及び地方消費税を加算した額」とすること，及び指

定期間の中途において消費税率及び地方消費税率が改正された場合には，適用開始日以降

の指定管理料に係る消費税額は改正後の税率によるものとする。 

 

 ④ 支払額 

 市は上記基本協定と年度協定に基づき，平成31年度（令和元年度）指定管理料年度額

156,500千円に消費税等14,085千円を加えて支払った。 

                                                
33 提案額年額 156,500千円×５年（指定期間）＝782,502千円 
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 ところが，上記(イ)発見事項（指摘事項10〔消費税等の取扱い〕関係）に示したとおり，

当該指定管理料は消費税非課税取引であったため，指定管理料総額に税率をかけた消費税

等を加算して支払うことは誤った処理であった。 

 

イ 結果[5] 

 一般に，公の施設の管理の委託料に対する消費税等の課税関係については，地方自治制度

研究会編「地方財務実務提要」などにおいても，「委託料には消費税及び地方消費税が課税

される」と解説されているとおり，非課税ではないかと疑うことが困難な面がある。しかし，

上記イに記載のとおり，本件指定管理に係る指定管理料のうち消費税法基本通達に示されて

いる社会福祉事業に係る部分は，税法上非課税であった。 

 本来，指定管理料は，施設の管理運営のための費用として支出するものであり，公募の際

に示す指定管理料の上限額も，「管理のために必要と考えられる費用」の総額を積算した上

で，指定管理者の自主的な経営努力や適正な労働条件の確保，適正な業務水準や業務内容に

応じた「適正な金額」を決めるべきである。市においても，指定管理料積算においてこのよ

うな考え方に基づき上限額が積算され，その範囲内で，実際の指定管理料は，市と指定管理

者の協定により決定している。そのような考え方からすると，指定管理料が非課税取引とな

る本件においては，「必要と考えられる費用」は指定管理者が現実に支出する経費そのもの

であるから，「適正な金額」の計算とは以下の様になる。 

 

・本件取引は消費税法基本通達6－7－9により非課税取引であることを基礎として，指

定管理料の決定に向けたプロセスを進めるべきであった。 

・具体的には，非課税取引であることを基礎とした場合，八尾市における公募時の上限

額の算定では，消費税抜で計算した事業必要額全体に事後的に消費税を加えた額ではな

く，実際の事業必要額そのものを上限額とすべきであった。また，公募時の提案方法及

び協定についても同様に，事業必要額そのものを提案させて，これを協定額・支払額と

するべきであった。 
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 また，いずれにせよ，指定管理料の積算自体が，客観的には誤った前提に基づいて行われ

たものであることからすると，既に支払った令和元年度の指定管理料のうちの消費税等相当

額についても，詳細かつ確実な事実関係を調査・確定した上で，その取り扱いについて，し

っかりと検討すべきである。他でも同様の事象が生じている可能性があることから，市とし

ては他の事業においても同様の誤りが生じていないか点検すべきである。 

（８）利用料金等収入から生じた剰余金について 

ア 発見事項 

 上記（７）に示したとおり，令和元年度において，提案額よりも利用料金等収入が25,161

千円増加している。この収入面での剰余金の発生要因を把握するため，更に，前期実績との

比較34を実施した。 

  

                                                
34 本来，前期実績ではなく指定管理料算定の前提となった個別の積み上げ項目と実績を比較すべきであ

るが，指定管理者からの提案額における利用料金等収入の内訳詳細が提出されていないため，内訳詳細

が判明する前期実績と比較した。市の示す指定管理料の上限額は過去実績をもとに積算されており，指

定管理料である提案額と市の積算額は一致しているため，この比較によっても差異原因はほぼ把握可能

である。指定管理料のうち，収入面だけに焦点を当てると，前期実績，（市側の）募集時の積算額，指定

管理者提案額，当期実績額は下記の通りである。 

（単位：千円） 

 平成 30年実績 募集時の積算額 指定管理者提案額 令和元年実績 

利用料金等収入 142,655 151,626 153,669 178,830 
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【利用料金等収入の前期比較】35 

 

 

 各項目で前期比増減が発生しているが，一番大きな要因は障害福祉サービス等事業収入の

障害児施設給付費収入の増加21百万円であり，その具体的な内容は児童発達支援事業・放課

後等デイサービス事業において，これまでは重症心身障がい児の受け入れをしていない施設

だったところ，事業指定を新たに受けて，非常勤看護師を配置し，受入施設としての指定を

受けることで重症心身障がい児の受け入れが可能となり，報酬単価が大幅に改善したことと，

利用者数が増加（前期比：児童発達支援313名増，放課後デイサービス492名増）したことに

よるものとの回答を得た。 

  

                                                
35 前期実績及び当期実績は指定管理者の事業報告による。なお，「処遇改善」の実績は，予測額から変

動しても，そのまま人件費で支出されるとのことであり，その前提であれば，当収入項目の実績の変動

は指定管理料の算定に影響せず，本稿で指摘する論点から除外されるため，指定管理者が公表している

拠点区分別資金収支計算書をもとに，ここでは別建てで表示した。 

(単位：千円）

H30実績 R1実績 前期実績との差額

介護保険事業収入 16,138 19,671 3,532
（内訳） 介護報酬収入 13,317 16,569 3,252

処遇改善 859 630 -229
利用者負担金収入 1,345 1,653 307
利用者等利用料収入 615 818 203

障害福祉サービス等事業収入 122,532 155,641 33,109
（内訳） 自立支援給付費収入 76,550 82,292 5,741

処遇改善 3,047 3,766 718
障害児施設給付費収入 18,225 39,858 21,632
処遇改善 1,443 3,421 1,978
利用者負担金収入 854 1,352 498
利用者等利用料収入 3,146 4,177 1,030
その他の事業収入 19,264 20,774 1,509

その他 3,984 3,517 -467
（内訳） 都道府県補助金収入 0 1,140 1,140

受入研修費収入 34 77 43
利用者等外給食費収入 3,158 1,803 -1,355
雑収入 19 25 5
参加費収入 740 442 -298
寄付金収入 32 30 -2

142,655 178,830 36,175合計

利用料金等収入
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（児童発達支援・放課後等デイサービス事業の H30と R１の報酬単価表） 

 

※ 報酬単価は様々な要素が組み合わさって決定される。 

 

 指定管理料積算時，市は厚生労働省の改定に基づく報酬単価のアップや新たな機能強化に

よる影響額についても一定程度見込んでいたが，実際には予想を大幅に上回る報酬となった。

実績は重症心身障がい児とそれ以外の受入児童数の構成や，実施したサービス内容によって，

報酬単価も人数も大幅に変動するなど，事前に正確な予測を行うことは極めて困難，とのこ

とである。 

 ここで，生じた剰余金の扱いが問題となってくる。かかる剰余金の返還について，本件基

本協定書上は，別途協議条項が置かれている程度である。 

 この施設の指定管理料は以下の式で算出されている。 

（経費）―（利用料金等収入）＝指定管理料 

 

イ 考え方 

 福祉サービスに対する社会のニーズに即応する必要性から，近年，福祉行政はますます複

雑化，高度化している。そのため，指定期間である将来５年間に指定管理者が行う福祉サー

ビスに対応する国・府・市からの各種給付費や介護報酬の受給額等を，それに先立つ年度に

（重心以外）

単位 × 掛率 ＝ 金額

児童発達支援（就学前） 557 × 10.6 ＝ 5,904

放課後等デイ（平日） 400 × 10.6 ＝ 4,240

放課後等デイ（休日） 483 × 10.6 ＝ 5,120

児童指導員等加配加算 155 × 10.6 ＝ 1,643

送迎加算 108 × 10.6 ＝ 1,145

31年度

（重心以外） （重症心身障がい児）

単位 × 掛率 ＝ 金額 単位 × 掛率 ＝ 金額

児童発達支援（就学前） 827 × 10.6 ＝ 8,766 児童発達支援（就学前） 2,088 × 10.76 ＝ 22,467

放課後等デイ（平日） 656 × 10.6 ＝ 6,954 放課後等デイ（平日） 887 × 10.76 ＝ 9,544

放課後等デイ（休日） 787 × 10.6 ＝ 8,342 放課後等デイ（休日） 1,032 × 10.76 ＝ 11,104

児童指導員等加配加算 155 × 10.6 ＝ 1,643 児童指導員等加配加算 155 × 10.76 ＝ 1,668

送迎加算 108 × 10.6 ＝ 1,145 送迎加算 74 × 10.76 ＝ 796

30年度
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正確に予測することは不可能となっている。そのような中，令和元年度からスタートした新

たな指定期間（５年）の１年目に，指定管理者の収支差額（剰余金）が41百万円発生する結

果となった。 

 その主な要因は，令和元年度から指定管理者が児童発達支援事業・放課後等デイサービス

事業での重症心身障がい児受入機関の指定を受けたことにより，より高度な医療的ケアを必

要とする施設利用者の受入人数が増加し，その給付金単価が上昇したことにある。新年度の

一般ケア（重心以外）と医療的ケア（重心）の受入割合については，市と指定管理者が協議

の上で決めていくため，新年度開始当初には，より実態に近い給付費収益の予測ができた可

能性もある。しかし指定管理料（上限）を積算し，募集要項を策定するのは指定期間開始前

年度の６月頃と，初年度開始の約10か月も前であり，その時点での正確な予測は不可能，あ

るいは著しく困難であったといえる。このような状況の中，指定管理料積算の前提となった

状況と実績に大幅な乖離が発生することとなったが，そもそも事業年度開始のかなり前に収

入を正確に予測することができないからといって，収入のうち，実員に応じて確定する公的

給付の額に相当する指定管理料まで，指定管理者が返還しないことは不合理である。 

 すなわち，一般的に，指定管理者の経営努力等により剰余金が生じた場合，指定管理者へ

のインセンティブの付与や合理的なリスク分担という観点からは，直ちに全額の返還等を求

めるべきものではない。しかし，積算上「介護給付費（予算）」が正確に予測できなかった

ために，指定管理料が多額に計算されていた場合，本来正確な公的給付額が協定時点で判明

していれば，当然に指定管理料はそれに応じて計算され，剰余金の一部ないし全部が生じな

かったはずである以上，剰余金をすべて指定管理者が保持することには必ずしも合理性があ

るとはいえない。 

 現在の協定は，このような原因で生じた剰余金の取扱いを明示しておらず，その他の「別

途協議」の条項によって交渉せざるを得ず，不明確である。このため，剰余金の取扱いにつ

いては，協定の条文上不明確なまま協議に応じていかようにも変化することとなり不合理で

ある。 

 なお，監査を行っている現在進行年度（令和２年度）では，市は仕様書にある夜間等の緊

急時の受け入れ対応の充実など，追加コストが必要な業務の強化を求めたり，一般ケアと医
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療的ケアの利用者構成比の見直しを再度行い，医療的ケアの受入人数を減らしたために，公

的給付が減少し，剰余金は令和元年度に比べると減少傾向にあるとのことである。 

 しかし，剰余金が昨年度より圧縮されたから解決に向かっていると見るべきではない。剰

余金の問題は剰余金の発生要因から合理的な解決の道を見出すべきであり，結果として剰余

金が減少するような運営方法を採ることで，問題を矮小化するべきではない。医療的ケア:一

般ケアの受入構成比は剰余金発生の問題とは別に，民間サービスの提供状況と市民のニーズ

を合わせて適切な水準に決定すべきものである。 

ウ 意見[23] 

 福祉サービス公的給付の金額を事前に正確に予測することは不可能であることからする

と，実際の給付水準が決まる前に指定管理料を確定させ，その後の事情を踏まえた再計算を

行うことを想定していない現在の協定は，予測が不正確なことに起因する収支変動に対応で

きない点で，一部合理的とはいえない部分がある。指定管理１年目でも正確な予測が難しい

のに，ましてや指定管理最終年度の予測など，積算時である６年近く前には不可能である。

上記の視点に立つと，指定管理料については，当年度の提供サービスの水準，受入人数，構

成，報酬単価等が明確になった時点で算定し直すことにも一定の合理性があると思料される。

現在進行中の指定期間中においても，基本協定書の協議条項を用い，指定管理者と協議の上，

直近の運営実態に基づいた，過去の指定管理料の精算や，将来の指定管理料の減額等を検討

されたい。 

 例えば，令和元年度については，上に論じた剰余金発生原因の収入項目のうち，公的給付

にあたる障害福祉サービス等事業の障害児施設給付費収入21百万円，自立支援給付費収入５

百万円，介護保険事業の介護報酬収入３百万円等に相当する，想定と実績の差から生じた差

額，などが精算の協議対象になると考えられる。また，今後の指定管理においては，基本協

定上，指定管理料を指定時に定額で固定するのではなく，年度ごとに見直す旨の規定等を設

け，これにより見直しを図る方式とすることを検討されたい。さらに，今後の指定管理を考

える際，施設管理に関する業務のみを指定管理とし，サービス提供業務は分離して精算する

方式とするなど，指定管理のあり方の見直しも検討されたい。 
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４ 八尾市立福祉型児童発達支援センター 

（１）基本データ 

ア 施設の概要等 

施設名 八尾市立福祉型児童発達支援センター（愛称：八尾しょうとく園） 

所在地 八尾市西高安町三丁目 11番地 

所管課 地域福祉部 障がい福祉課 

条例・規則 
八尾市立児童発達支援センター条例 

八尾市立児童発達支援センター条例施行規則 

計画・指針・要綱 八尾市障がい者基本計画，八尾市障がい児福祉計画 

設置目的（条例に

よる） 

児童福祉法（昭和 22年法律第 164号。以下「法」という。）第４条第２項に規定

する障害児に対して通所支援及び相談支援を行うため，本市に，法第 43 条に規定

する児童発達支援センターとして，八尾市立福祉型児童発達支援センターを設置す

る。 

竣工 1988年 

開設年月日 昭和 63年４月１日（事業開始） 

敷地面積（所有） 7,492.61㎡ 

建物構造（所有） 地上１階（鉄筋コンクリート造） 

延床面積 1,230.52㎡ 

主な施設 療育施設 

建設費 大阪府が建築したため不明 

運営形態の推移 

（降順） 

（公募／非公募） 

①公募：平成 31 年４月～令和６年３月（５年間）（指定管理者：社会福祉法人聖

徳園） 

②公募：平成 26年４月～平成 31年３月（５年間）（指定管理者：社会福祉法人聖

徳園） 

③公募：平成 21年４月～平成 26年３月（５年間）（指定管理者：社会福祉法人聖

徳園） 

④公募：平成 18年４月～平成 21年３月（３年間）（指定管理者：社会福祉法人聖

徳園） 

備考：公募の応募者数は，①が１団体，②が２団体，③が１団体，④が１団体であ

る。 

建物の長寿命化

の為の長期保全

計画の策定状況  

令和２年度中に全施設（一部を除く）を対象として，建物長寿命化等に関する計画

を策定予定 

目標設定 定員上限 68名分の療育及び地域事業の展開 
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利用者アンケー

ト・要望調査 
毎年１月から２月にかけて利用者アンケートを実施。 

料金体系 利用料金制を採用している 

施設の特徴 
八尾しょうとく園は，八尾市・柏原市在住の２歳から６歳の子どもを対象とした障

がい児通所支援施設 

イ 過去５年間の利用状況 
 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

在園児童の延べ

利用回数 

12,236 11,636 11,269 11,528 14,220 

こぐま組（デイサ

ービス利用者） 

2,460 2,242 2,090 2,301 ― 

合計延べ利用者

数 

14,696 13,878 13,359 13,829 14,220 

定員×開所日数 13,468 13,260 13,260 13,312 17,544 

 稼働率 90.80% 87.75% 84.98% 86.60% 81.05% 

 施設定員 52 52 52 52 68 

ウ 過去５年間の収支等 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

収入（歳入） 165,535,578 159,117,971 168,842,287 166,794,737 186,729,286  

  
指定管理料（協

定） 
126,252,000 126,468,000 127,872,000 128,426,000 29,895,866  

  
自立支援費等

収入36 
36,760,617 29,550,158 27,456,972 35,590,183 154,008,630  

  
経常経費補助

金収入 
0 0 427,500 427,500 0  

  その他収入 2,522,961 3,099,813 2,496,727 2,224,800 2,814,790  

  寄付金収入 0 0 100,000 0 10,000  

  自己資金 0 0 10,489,088 126,254 0  

支出（歳出） 160,325,385 164,833,815 168,842,287 166,794,737 186,729,286  

  人件費 136,143,560 139,546,557 145,003,519 144,462,382 126,376,722  

  事業費 12,820,333 12,429,854 13,315,461 13,198,430 12,620,663  

                                                
36 平成 30年度までは，市が児童福祉法上の指定障害児通所支援事業者として障害児通所給付費を受領

し，これを原資の一部として指定管理料を支出していたが，令和元年度以降は，指定管理者が障害児通

所給付費を直接受領することとなったため，指定管理料が減少し，自立支援費等収入が増加している。 
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  事務費 8,051,076 12,857,404 10,523,307 9,133,925 15,267,259  

  その他 3,310,416 0 0 0 0  

 次年度繰越金 0 0 0 0 32,464,642 

エ モニタリングの実施状況とその結果 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

(1)利用者の平等利用の確

保・サービスの向上 

 Ａ Ａ Ａ Ａ 

(2)公の施設の効用発揮  Ａ Ａ Ａ Ａ 

(3)適切な維持管理及び管

理経費の縮減 

 Ａ Ｓ Ｓ Ｓ 

(4)団体の人員，試算その

他の経営規模及び能力 

 Ａ Ａ Ａ Ｓ 

(5)その他施設の性質また

は目的に応じた基準 

 Ａ Ａ Ａ Ａ 

総合評価 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

オ 現金取扱い 

現金取扱い 有 

現金取扱いの内容と取扱高 事務用品や各種行事における支払いのため  

月間 20万円以内 

（２）協定書の誤記について 

ア 発見事項 

 基本協定書の暴力団排除に関する条項では「暴排条例」との用語が使用されているが，そ

の定義が基本協定書になく，府の条例か市の条例か，一見するだけでは判別できない状態で

あった。 

イ 考え方 

 契約書の文言上条例を引用するには，府の条例か市の条例か，明確に判別できる文言とし

なければ，義務の内容が不明確となるおそれがあり，そのような事態は避けるべきである。 

ウ 意見[24] 

 基本協定の文言については，用語の定義付けを行い，明確に判別できるよう修正すべきで

ある。 

（３）修繕費について 
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ア 発見事項 

 修繕費は，基本協定書上，精算を行うこととされている。監査対象年度に支出された修繕

費の中には，芝刈り機等の指定管理者所有の物品の修繕代や，指定管理者が自らの名義で所

有している運転手控室の修繕代等が含まれていた（なお，平成30年度については，指定管理

者所有の冷凍冷蔵庫等の修繕費やリース車両の修繕費が含まれていた。）。この点，市によ

れば，備品等については，指定管理の業務終了後，市に帰属するという理解を基礎としてい

るとのことであったが，後記のとおり，これまで，指定期間の満了時等に，備品等を市に帰

属させる手続き等がなされたことはない。 

イ 考え方 

 基本協定書では，精算の対象となる修繕費は，施設そのもの及び市所有の備品からなる「管

理物件」についての修繕費であるところ，指定管理者所有の備品の修繕費はこれに含まれな

いと解さざるを得ない。これについての修繕費についての精算は，協定に反するものである。

また，もともと，修繕費を精算対象とする趣旨としては，市の所有物の価値を維持するため

の費用であるから市が負担すべきであるし，他方，修繕を渋って支出を節約して，指定管理

者の利益になるのは不合理である，という趣旨によるものと解される。このような趣旨に照

らせば，指定管理者が所有ないしリースにより保有する物品については，維持修繕費用につ

いて精算対象とすることに合理的理由があると思われない。 

 この点，市によれば，備品等については，指定管理の業務終了後，市に帰属するという理

解を基礎としているとのことであったが，後記のとおり，これまで，指定管理の満了時等に，

備品等を市に帰属させる手続き等はされておらず，将来的に市に帰属すること明確ではない

以上，市所有の備品と同様に取り扱う理由にならない。 

ウ 意見[25] 

 上記のような趣旨に照らせば，精算対象となる修繕費については，現行の協定書を前提と

する限り，市の所有物の価値を維持する費用に限定されるべきである。 

（４）備品について 

ア 発見事項 

 この施設は，昭和63年に大阪府から市に移管された施設であるところ，その際，備品につ

いては，当時管理を委託されていた現在の指定管理者に無償譲渡されたものである。その後，
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市による備品の更新等は行われず，備品の買い替え等は指定管理者において行われ，市所有

の備品は存在せず，指定管理者の備品についての数量管理等もされていない，ただし，口頭

で購入の連絡を受けているとのことであった。また，備品は指定管理料を原資として購入し

ているが，指定管理料は指定管理者自身の収入であることから，このような取り扱いをして

いるとのことであった。 

イ 考え方 

 基本協定上は，指定管理者が取得した備品については，原資が指定管理料なら期間終了後

に市に帰属し（その場合，市の事前承認が必要），そうでなければ指定管理者に帰属，ただ

し期間終了後の協議により市に帰属させることができる，とされている。もし，指定管理料

を原資として，備品の更新が行われているのであれば，協定書に基づき，新規取得と同様に，

市の事前承認の上，市に帰属させる取扱いとすべきである。もっとも，そもそも，本来，指

定管理者は指定管理料を受け取ることができるはずの立場であり，指定管理料により購入す

る場合とはどのような場合を指すか判然とせず，必ずしも合理的ではないという問題はある。

しかし，原資がいずれにせよ，将来的に指定管理者が交代する場合に，備品全体が指定管理

者に帰属する場合，市又は後任の指定管理者への引継ぎがされず，運営に支障をきたす恐れ

があるという問題がある。 

ウ 意見[26] 

 現行の基本協定書を前提とする限り，備品の更新については，原則として，指定管理料に

よる備品購入の手続きを取るべきであり，指定管理者の自費による購入か否かは，指定管理

者からの報告を踏まえ市において検討をすべきである。 

（５）土地上の設備について 

ア 発見事項 

 指定管理者の固定資産台帳を確認したところ，運転手控室や敷地内の街灯といった，土地

に付合37する動産ないし従物38と思われる資産が含まれていた。市によれば，これは，指定管

理者が，市に連絡の上で整備したと思われるとのことであった。 

                                                

37 【用語解説】-付合-２個以上の物が結合すること 

38 【用語解説】-従物-物に附属させた他の物（民法第 87条第１項） 
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イ 考え方 

 土地に付合する動産は，付合させたものに権原があれば元の所有者に帰属し，そうでなけ

れば土地所有者に帰属する（民法242条）。一方，単なる動産の場合は，所有権は原則として

取得者に帰属する。本件では，指定管理者は，土地に設備を据え付ける権原はあると思われ，

その場合，指定管理者の帰属となるが，実際上，指定管理が終了した際に，指定管理者が取

り外すのは困難であり，市に帰属させる方が便宜である。 

ウ 意見[27] 

 土地に付合する動産等については，取得後，遅くとも各指定期間の満了時までに，所有権

を市に帰属させる手続きをとり，市において，その数量等を管理する方が好ましい。また，

その場合，その維持の責任は，一次的には指定管理者が負うとしても，最終的には所有者で

ある市が負う以上，市の財産台帳等に，受入れ等の事実を反映させるべきである。 

（６）管理用の物品のリースについて 

ア 発見事項 

 指定管理者の支出のうち「賃借料」には，指定管理者が契約をしている，送迎用の車両の

リース代等が含まれている。これらの車両については，指定管理者の固定資産として扱われ，

市において数量等の管理はしていないとのことであった。 

イ 考え方 

 基本協定書上，指定管理料で備品を購入する場合，市が事前承認を行い，指定期間終了後

は市に帰属する。リースの場合，指定管理者がリース契約を締結するため，最終的に備品が

指定管理者に帰属する契約（所有権移転ファイナンス・リース契約等）である場合も多いと

思われる。その場合，事実上指定管理料を原資に指定管理者が備品を取得でき，協定書上の

原則を免れて，指定管理者が利得するのではという問題がある。ただし，備品によっては，

所有権帰属後の維持管理・処分のコスト等の問題もあるため，備品の性質等に応じた処理が

適当である。 

ウ 意見[28] 

 リースによる車両等の備品の整備については，指定管理料を原資としてリース料の支払い

がなされて，期間終了後，指定管理者に所有権が帰属するのであれば，所有権を市に帰属さ

せることによる，備品の性質等から生じる問題点等も考慮する必要があるが，問題点がなけ
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れば，指定管理料による備品購入に準じた取り扱いをすべきである。この点，車両のリース

等については，そもそも最終的な帰属や利用状況が不明であることから，上記のような取扱

いの要否が現時点では不明である。まずは，その判断のため，リースによる取得状況及び契

約内容の概要（特に，所有権の最終的な帰属の有無）について，指定管理者に報告を求める

ことが望ましい。 

（７）消費税について 

ア 発見事項 

 八尾市立障害者総合福祉センター及び八尾市立デイサービスセンターと同様，八尾市立福

祉型児童発達支援センターは，社会福祉法で「社会福祉施設」等に該当し，社会福祉施設の

施設管理に係る指定管理料は，消費税法上非課税と扱われることになる。しかるに，八尾市

立障害者総合福祉センター及び八尾市立デイサービスセンターについての発見事項と同様，

①過年度の指定管理者決算報告（消費税込みの収支による）に基づき，これを税抜きに修正

して収支を予測して，指定管理料（上限額）を定め，当該指定管理料に消費税等を加算する

こととし，②指定管理者の提案額（上限額と同額）に消費税等を加算した額を指定管理料と

する協定を締結し，③平成31年度（令和元年度）指定管理料年度額に消費税等を加えて支払

っていた。ところが，上記のとおり，当該指定管理料は消費税非課税取引であったため，指

定管理料総額に税率をかけた消費税等を加算して支払うことは誤った処理であった。 

イ 結果[6] 

 八尾市立障害者総合福祉センター及び八尾市立デイサービスセンターにおける同様の問

題についての指摘と同旨。 

 

５－１ 八尾市自転車駐車場（近鉄山本駅東自転車駐車場） 

（１）基本データ 

 八尾市の公の施設としては，自転車駐車場が３施設存在し，現在，別々の指定管理者が，

施設の管理運営を担っている。これらにつき，３施設の共通の課題については，５－３（志

紀駅前自転車駐車場）のところでまとめて記載している。 

ア 施設の概要等 

施設名 八尾市自転車駐車場（近鉄山本駅東自転車駐車場） 
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所在地 八尾市東山本町一丁目 97，98番地 

所管課 都市整備部 交通対策課（現：同部 都市交通課） 

条例・規則 
八尾市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例 

八尾市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則 

計画・指針・要綱 － 

設置目的（条例に

よる） 
自転車を利用する市民の利便を図るため 

竣工 昭和 55年６月竣工 

開設年月日 昭和 55年６月 16日開設 

敷地面積（所有） 1,976㎡（借地） 

建物構造（所有） 平屋建 

延床面積 1,976㎡ 

主な施設 自転車駐車場 

建設費 7,300万円 

運営形態の推移 

（降順） 

（公募／非公募） 

①公募：平成 31 年４月～令和６年３月（５年間）（指定管理者：株式会社駐輪サ

ービス） 

②公募：平成 26年４月～平成 31年３月（５年間）（指定管理者：株式会社駐輪サ

ービス） 

③公募：平成 21年４月～平成 26年３月（５年間）（指定管理者：八尾シティネッ

ト株式会社） 

④非公募：平成 18年４月～平成 21年３月（３年間）（指定管理者：八尾シティネ

ット株式会社） 

備考：公募の応募者数は，①が３団体，②が２団体，③が３団体，である。 

建物の長寿命化

の為の長期保全

計画の策定状況  

－ 

目標設定 令和２年度において公的自転車駐車場利用率 90％ 

利用者アンケー

ト・要望調査 
毎年９月から 10月にかけて利用者アンケートを実施 

料金体系 利用料金制を採用している（平成 18年４月より） 

施設の特徴 
シェルター屋根（平面平置き） 

収容台数 1,619台（自転車 1,559台，原付バイク 60台） 
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イ 過去５年間の利用状況 
 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

利用者数 ① 1,484 1,429 1,431 1,433 1,416 

収容台数 ② 2,024 2,024 2,024 2,024 1,619 

利用率（①／②） 73.3% 70.6% 70.7% 70.8% 87.5% 

ウ 過去５年間の収支等 
 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

収入（歳入） 32,382,621 33,058,100 34,464,260 35,011,907 34,704,738 

  定期利用（自転車） 22,500,400 23,102,700 24,604,230 24,644,890 24,459,170 

  定期利用（バイク） 918,300 1,076,100 958,300 974,450 886,590 

  一時利用（自転車） 8,262,200 8,633,500 8,618,700 9,032,200 8,803,510 

  一時利用（バイク） 598,350 471,750 495,510 458,560 389,600 

  受取利息 2,921 250 251 163 24 

  定期解約返金 -24,000 -40,000 -33,520 -44,360 -70,970 

  前年度前受金 2,896,850 2,772,400 2,958,600 3,137,811 3,191,807 

  次年度前受金 -2,772,400 -2,958,600 -3,137,811 -3,191,807 -2,954,993 

支出（歳出） 26,008,840 26,934,364 26,647,534 27,122,125 27,417,384 

  人件費 10,376,835 10,893,341 10,868,148 11,113,889 11,458,356 

  賃借料 11,286,912 11,286,912 11,286,912 11,286,912 11,286,912 

  光熱水費 519,481 499,569 523,277 515,965 451,112 

  事務費 435,534 644,915 241,460 595,472 700,824 

  委託費 236,520 236,520 244,080 263,088 237,320 

  維持管理費用 464,059 276,199 560,778 395,603 193,908 

  租税公課 1,523,532 1,905,035 1,736,646 1,742,650 1,872,531 

  管理諸費 1,165,967 1,191,873 1,186,233 1,208,546 1,216,421 

エ モニタリングの実施状況とその結果 
 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

(1)利用者の平等利用の確

保・サービスの向上 

 Ａ Ａ Ａ Ａ 

(2)公の施設の効用発揮  Ａ Ａ Ａ Ｂ 

(3)適切な維持管理及び管

理経費の縮減 

 Ａ Ａ Ａ Ａ 

(4)団体の人員，試算その

他の経営規模及び能力 

 Ａ Ａ Ａ Ａ 
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(5)その他施設の性質また

は目的に応じた基準 

 Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ 

総合評価 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

オ 現金取扱い 

現金取扱い 有 

現金取扱い内容と取扱高 利用料金収受 月間 300万円程度 

 

５－２ 八尾市自転車駐車場（JR 久宝寺駅南自転車駐車場） 

（１）基礎データ 

ア 施設の概要等 

施設名 八尾市自転車駐車場（ＪＲ久宝寺駅南自転車駐車場） 

所在地 八尾市龍華町二丁目１番 35号 

所管課 

（ほかの自転車駐車場と，同じ） 
条例・規則 

計画・指針・要綱 

設置目的（条例による） 

竣工 平成 18年４月竣工 

開設年月日 平成 18年４月１日開設 

敷地面積（所有） 2,417㎡（八尾市所有） 

建物構造（所有） 鉄筋コンクリート造・平屋建 

延床面積 2,417㎡（八尾市所有） 

主な施設 自転車駐車場 

建設費 4.8億円 

運営形態の推移 

（降順） 

（公募／非公募） 

①公募：平成 31年４月～令和６年３月（５年間）（指定管理者：ミディ総合

管理株式会社） 

②公募：平成 26 年４月～平成 31 年３月（５年間）（指定管理者：八尾シテ

ィネット株式会社） 

③公募：平成 21 年４月～平成 26 年３月（５年間）（指定管理者：八尾シテ

ィネット株式会社） 

④公募：平成 18 年４月～平成 21 年３月（３年間）（指定管理者：財団法人

自転車駐車場整備センター） 
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備考：公募の応募者数は，①が４団体，②が３団体，③が４団体，④が３団体

である。 

建物の長寿命化の為

の長期保全計画の策

定状況  

－ 

目標設定 令和２年度において公的自転車駐車場利用率 90％ 

利用者アンケート・要

望調査 
毎年９月から 10月にかけて利用者アンケートを実施 

料金体系 利用料金制を採用している（平成 18年４月より） 

施設の特徴 
自動ゲート管理システム，スライドラック 

収容台数 2,470台（自転車 2,370台，原付バイク 100台） 

イ 過去５年間の利用状況 
 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

利用者数 ① 2,461 2,526 2,487 2,456 2,484 

収容台数 ② 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 

利用率（①／②） 99.6% 102.3% 100.7% 99.4% 100.6% 

ウ 過去５年間の収支等 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

収入（歳入） 57,503,157 59,269,011 58,690,289 58,290,689 60,204,878 

  定期利用（自転車） 37,519,200 37,591,700 39,283,360 40,264,810 40,798,550 

  定期利用（バイク） 1,698,300 1,694,700 1,816,060 1,670,300 16,600,140 

  一時利用（自転車） 14,988,300 16,452,700 15,330,700 15,147,000 1,812,560 

  一時利用（バイク） 1,382,550 1,357,200 1,112,160 868,640 1,177,600 

  受取利息 807 61 59 66 0 

  定期解約返金 -81,000 -61,200 -73,320 -65,370 -78,630 

  前年度前受金 4,074,800 4,058,300 3,816,700 4,435,250 5,813,337 

  次年度前受金 -4,058,300 -3,816,700 -4,435,250 -5,792,337 -5,918,679 

  滞留自転車収入 1,978,500 1,992,250 1,839,820 1,762,330 0 

支出（歳出） 26,134,983 29,589,560 30,606,542 27,328,760 20,365,439 

  人件費 3,860,876 4,033,160 4,572,167 3,811,369 11,662,045 

  賃借料 0 0 0 0 0  

  光熱水費 1,960,346 2,088,967 2,255,717 2,214,756 1,802,603 

  消耗品費 1,700,422 3,540,825 1,509,768 2,370,137 3,695,741 
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  委託費 9,406,605 10,287,059 10,702,630 10,942,463 0 

  維持管理費用 1,656,586 1,748,205 1,547,915 1,924,723 1,122,124 

  租税公課 4,592,477 5,119,620 4,995,428 3,106,626 130,000 

  管理諸費 2,193,633 2,007,756 5,022,917 2,958,686 1,839,585 

  その他 0  0  0  0  113,341 

  借入金返済 764,038 763,968 0  0  0  

収支差額 31,368,174 32,679,451 28,083,747 30,961,929 39,839,439 

エ モニタリングの実施状況とその結果 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

(1)利用者の平等利用の確

保・サービスの向上 
  Ａ Ａ Ａ Ａ 

(2)公の施設の効用発揮   Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

(3)適切な維持管理及び管

理経費の縮減 
  Ａ Ａ Ａ Ａ 

(4)団体の人員，試算その他

の経営規模及び能力 
  Ａ Ａ Ａ Ａ 

(5)その他施設の性質また

は目的に応じた基準 
  Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ 

総合評価 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

オ 現金取扱い 

現金取扱い 有 

現金取扱いの場

内容と取扱高 
利用料金収受 月間 500万円程度 

（２）久宝寺駅南駐車場の５万円の修繕工事の取扱い 

ア 発見事項 

 基本協定書によれば，経年劣化による施設や備品の修繕については，20万円以上が八尾市

の負担，20万円未満のものは指定管理者の負担とされることとなっている。しかし，令和元

年度のJR久宝寺駅南自転車駐車場の修繕工事において，最終的な工事費用の金額が５万円で

あったにもかかわらず，八尾市が発注しその費用も八尾市が負担した工事が存在していた。 

イ 考え方 

 この工事について，八尾市によれば，当初は工事代金が20万円を超える見込みが高かった

ため，指定管理者とも協議して八尾市で工事を引き取ることとしたが，実際に工事を実施す
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る際に業者から見積りとして提示された金額が思った以上に安かった（５万円）ものの，発

注業務を，再度，指定管理者に戻すことが憚られたため，八尾市の負担でそのまま工事を実

施したということであった。 

ウ 結果[7] 

 基本協定書に定められたリスク分担からすれば，当該工事については指定管理者の負担と

言わざるを得ない。本施設については精算制度を採用していないため，金額に応じて定めら

れた施設や備品の修繕費用にかかるリスク分担は，最終的な費用の負担主体を決定するもの

であり，当初の見込みの段階の金額で固定的に判断されるべきものでは無く，実際に掛かっ

た金額に基づいて判断されるべきものだからである。 

 当該工事についても例えば，八尾市がそのまま工事の実施を行い支払いも行った上で，リ

スク分担の定めに従い，指定管理者から当該工事費用を回収する等の方法によって，修繕工

事の主体を変更することなく処理を行うことが可能であったものと思われる。本来，指定管

理者が負担すべきとされる費用を八尾市が負担することは，他の指定管理者との取扱いの平

等などの点からも妥当ではない。事後，上記の修繕に関するリスク分担の考え方の周知を徹

底し，適正な運用を行うべきである。 

 

５－３ 八尾市自転車駐車場（志紀駅前自転車駐車場） 

（１）基本データ 

ア 施設の概要等 

施設名 八尾市自転車駐車場(志紀駅前自転車駐車場) 

所在地 八尾市天王寺屋七丁目 97,98番地 

所管課 

（ほかの自転車駐車場と，同じ） 

条例・規則 

計画・指針・要綱 

設置目的（条例に

よる） 

竣工 昭和 62年４月竣工 

開設年月日 昭和 62年４月 10日開設 

敷地面積（所有） 1,935㎡（八尾市所有） 
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建物構造（所有） 鉄筋コンクリート造・地下１階 

延床面積 1,935㎡ 

主な施設 自転車駐車場 

建設費 3.7億円 

運営形態の推移

（降順） 

（公募／非公募） 

①公募：平成 31 年４月～令和６年３月（５年間）（指定管理者：八尾シティネッ

ト株式会社） 

②公募：平成 26年４月～平成 31年３月（５年間）（指定管理者：八尾シティネッ

ト株式会社） 

③公募：平成 21年４月～平成 26年３月（５年間）（指定管理者：八尾シティネッ

ト株式会社） 

④非公募：平成 18年４月～平成 21年３月（３年間）（指定管理者：八尾シティネ

ット株式会社） 

備考：公募の応募者数は，①が３団体，②が１団体，③が３団体である。 

建物の長寿命化

の為の長期保全

計画の策定状況  

－ 

目標設定 令和２年度において公的自転車駐車場利用率 90％ 

利用者アンケー

ト・要望調査 
毎年９月から 10月にかけて利用者アンケートを実施 

料金体系 利用料金制を採用している（平成 18年４月より） 

施設の特徴 
二段ラック 

主要台数 1,374台（自転車のみ） 

イ 過去５年間の利用状況 
 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

利用者数 ① 1,496 1,492 1,474 1,432 1,398 

収容台数 ② 1,374 1,374 1,374 1,374 1,374 

利用率（①／②） 108.9% 108.6% 107.3% 104.2% 101.7% 

ウ 過去５年間の収支等 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

収入（歳入） 35,546,423 35,505,582 35,398,806 34,854,912 34,566,266 

  定期利用（自転車） 19,416,750 19,512,150 20,249,610 20,569,150 20,641,120 

  定期利用（バイク） 0 0 0 0 0 

  一時利用（自転車） 16,155,800 15,895,500 15,325,700 14,265,500 13,873,720 

  一時利用（バイク） 0 0 0 0 0 
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  受取利息 473 32 26 22 16 

  定期解約返金 -41,600 -41,500 -23,860 -37,440 -42,490 

  前年度前受金 1,118,750 1,197,450 1,166,850 1,412,620 1,402,940 

  次年度前受金 -1,197,450 -1,166,850 -1,412,620 -1,402,940 -1,362,710 

  滞留自転車収入 93,700 108,800 93,100 48,000 53,670 

支出（歳出） 24,807,550 26,747,163 27,812,365 25,612,279 27,020,834 

  人件費 2,147,805 2,243,646 2,543,572 2,120,328 5,383,439 

  賃借料 0 0 0 0 0 

  光熱水費 1,634,923 1,625,593 1,624,568 1,692,295 1,644,942 

  消耗品費 146,226 972,106 475,856 94,205 968,122 

  委託費 15,574,730 16,262,402 16,663,705 17,123,505 16,447,172 

  維持管理費用 772,338 997,393 665,664 1,049,386 1,091,610 

  租税公課 2,838,909 3,071,448 3,012,972 1,858,277 1,485,549 

  管理諸費 1,220,318 1,116,914 2,826,028 1,674,283 0  

  借入金返済 472,301 457,661 0  0  0  

エ モニタリングの実施状況とその結果 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

(1)利用者の平等利用の確

保・サービスの向上 

 Ａ Ａ Ａ Ａ 

(2)公の施設の効用発揮  Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

(3)適切な維持管理及び管

理経費の縮減 

 Ａ Ａ Ａ Ａ 

(4)団体の人員，試算その

他の経営規模及び能力 

 Ａ Ａ Ａ Ａ 

(5)その他施設の性質また

は目的に応じた基準 

 Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ 

総合評価 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

オ 現金取扱い 

現金取扱いの有無 有 

現金取扱い内容と取扱高 利用料金収受 月間 300万円程度 

 

  



 

 

 

 

- 106 - 

【志紀駅前自転車駐車場の外観】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）基本協定書の記載（指定管理業務の範囲を定める条項）の文言 

ア 発見事項 

 自転車駐車場３施設に関する基本協定書では，その第14条第１項で指定管理業務の範囲を

定めているところ，同項では，管理施設の使用許可（同項１号），利用料金の徴収（同項２

号），管理施設の維持管理（同項３号）が列挙された後，その第１項第４号で「前各号に掲

げるもののほか，甲又は乙が必要と認める業務」と記載されている。基本協定書において「乙」

とは指定管理者を指すものであり，当該第14条第１項第４号の規定をそのまま読む限りは，

乙が必要と認めた業務を自ら行い得るような規定ぶりとなっていた。 

イ 考え方 

 指定管理者に委託する業務は，本来条例に基づいて明らかにされなければならず，前記基

本協定書の規定も，八尾市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例（第14条の３）を受け

てその規定を具体化するものである。この構造や趣旨からして，指定管理者が自ら指定管理

業務の範囲を広げることが出来るとするのは不整合であり，仮に指定管理者が何らかの業務

や作業を必要と考えたとしても，その業務の範囲を自らの判断のみで広げることはできない。

この点，念の為，実務運用を確認してみたところ，八尾市においても上記に述べた通りの認
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識を適切に有しており，指定管理者が自ら必要と認めた業務を行い得るとは考えていなかっ

たものである。 

ウ 結果[8] 

 以上の通り，現時点でも実務運用としては，特段，本項指摘の基本協定書の記載が意味を

持っているものでは無いようであり，またそれが現時点で何らかのトラブルを惹起する実質

的な危険性を有しているものとも思われなかった。しかし他方，上記の基本協定書の記載自

体は不合理であり，その外観からは予期せぬ形での紛争を招きかねない為，「甲が必要と認

める業務」というように，規定を是正すべきである。 

（３）自転車ラックの備品としての取扱い 

ア 発見事項 

 自転車駐車場３施設のうち，久宝寺駅南駐車場，志紀駅前駐車場には，自転車を駐車する

ための二段ラックが設置されている。八尾市によれば自転車ラックは，ビス固定されている

ものの施設に固着されているものではなく，その取り外しが可能であるとのことであり，設

置態様は久宝寺駅南駐車場，志紀駅駐車場のいずれも同じとのことであった。これらのラッ

クの内，志紀駅前駐車場のラックは備品として台帳に記載して管理がなされていたものであ

るが，久宝寺駅南駐車場のラックは備品として台帳に計上されていなかった。 

イ 考え方 

 八尾市によれば上記の相違が生じたのは，志紀駅前自転車駐車場は，十数年前に以前の運

用主体が自ら設置していたラックを交代時に市が買い上げた際に備品として計上すること

となったが，久宝寺駅南駐車場はその設置自体を市が行っていたため建物の一部として考え

て，備品としては計上しなかったとのことである。 

 しかし動産を，建物に付加一体となったものとして（又は建物の造作として）取扱うべき

か否かは，当該動産の客観的な付着形態や機能によって定めるものと考えられ，付着態様が

同じである以上，備品となるか否かも同様の扱いとなるはずである。少なくとも前記のよう

な経過のみからは，久宝寺駅南駐車場と志紀駅前駐車場のラックの取扱いに相違が生じてい

ることが正しいものとは思われない。 

ウ 意見[29] 

 本段落で述べた志紀駅前駐車場のラック，久宝寺駅南駐車場のラックの取扱い自体を，現
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時点から修正して変更することについては，従前の取扱いとの連続性から困難も想定される。

少なくとも，このような施設に対する付着物の取扱いは事後も発生し得るものであり，その

都度一貫性に欠ける対応を行うのは望ましくない。事後のことを考えこの段階で，施設への

付着物については，どのような場合には備品として管理し，どのような場合には施設と一体

のものとして取扱い得るかについて，考え方の整理を行っておくべきである。 

（４）自主事業としてのレンタサイクル事業の位置づけについて 

ア 発見事項 

 自転車駐車場３施設では，自転車駐車場の管理運営業務以外に，自主事業としてレンタサ

イクル事業が行われている（基本協定書14条１項，２項及び仕様書12項）。このレンタサイ

クル事業は，仕様書において「前指定管理者において，指定管理者の独自事業として本施設

を活用し，レンタサイクル事業を行っているため，引き続き，当該事業の実施を図ることを

願う。」と定められている。「願う」という用語が用いられているが，八尾市と指定管理者

との間で，指定管理者が必ず実施しなければならない事業と位置付けられているとはいえな

い。 

 所管課によれば，本来はレンタサイクル事業を実施するよりも，同じスペースを使って自

転車駐車場事業を実施する方が高額の収入が期待できるとのことである。自転車駐車場とし

ての利用料金であれば，その一定割合が八尾市への納付金となるが，あえて市がレンタサイ

クル事業を行うよう「お願い」しているのは，自転車駐車場３施設が果たすべき使命や将来

的な構想の観点からみたときに，各駅に設置された自転車駐車場を出発点にレンタル用の自

転車を用いた日帰りの移動の需要（たとえば市外から駅まで鉄道で来て，そこから目的地ま

で自転車で行くような需要）があり，それは安定的・継続的に市民サービスとして供給する

根強いニーズがあり，八尾市の発展のために使うことができる（レンタサイクル事業により，

環境にやさしい手法で，ビジネス，観光両面の利便性を高めるなど）と考え，その可能性を

探っているため，であるとのことである。 

イ 考え方 

 八尾市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例上，自転車駐車場は，「自転車を利用す

る市民の利便を図るため」に置かれ（同条例第１条），指定管理者が行う業務の範囲は，「駐
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車場の利用に関すること」及び「その他駐車場の管理運営に関すること」とされている（同

条例14条の３）。また，基本協定書上，上記条例に規定する指定管理者の業務の範囲は，管

理物件の使用許可に関する業務，利用料金の徴収に関する業務，管理物件の維持管理に関す

る業務，そのほか当事者が必要と認める業務として，その細目は年度協定に委ねられている。 

 一方，自主事業については，指定管理者が自己の責任と費用により，本業務の実施を妨げ

ない範囲で，自ら提出する提案書に基づき実行するものとされている。基本協定書上，八尾

市から承認を受けた自主事業については，指定期間中はそれを誠実に実施しなければならな

いとするように，承認後の自主事業の遂行を義務付けるような条項は存在しない。 

 この点，レンタサイクル事業は，通常の駐車場の利用に関する業務（「駐車場の利用に関

すること」）とは性質が異なる以上，公の施設の管理運営として条例上当然なすべき業務（指

定管理業務）ではない。そのため，少なくとも，協定書上，義務付けない限り，自主事業と

して，指定管理者がそれを遂行するか否かや，その内容についての判断は原則としては指定

管理者に委ねられることとなる。 

 しかし，そもそも，レンタサイクル事業は，上記アのとおり，市の政策目的達成のために

指定管理者に要請している事業である。そうである以上，その遂行を指定管理者の任意に委

ねる形式ではなく，市が積極的に協定上の業務（提案を受けた内容を基本協定書に盛り込み，

確実な実施を図る自主事業）として位置づけ，確実に指定管理者に行わせることが，上記の

目的達成との関係では有効である。 

ウ 意見[30] 

 レンタサイクル事業については，市と指定管理者との間の協定書や，今後の公募時の募集

要項などにおいて，指定管理者の行うべき業務（提案を受けた内容を基本協定書に盛り込み，

確実な実施を図る自主事業）とするなど，その義務付けの方法や程度，法的な位置づけにつ

いて考え方を整理するべきである。 

（５）自主事業としてのレンタサイクル事業の経費負担について 

ア 発見事項 

 指定管理者は，利用料金を指定管理者の収入とする利用料金制の下で，次の算式により算

定される金額が最低保証額を下回らない場合は，その額を，納付金として納付することとさ
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れている（基本協定書第１２条２項，年度協定書別記）。 

施設名 納付金額の算定式 

近鉄山本駅東自転車駐輪場 「年間収入額」－「年間支出額」 

JR久宝寺駅南自転車駐車場 （「年間収入額」－「年間支出額」－「減価償却費相

当額」）×90％＋「減価償却費相当額」 

志紀駅前自転車駐車場 （「年間収入額」－「年間支出額」）×90％ 

 上記算式の「年間収入額」の算定の対象となる経費には，自主事業による収入は，含まれ

ていない（収入につき年度協定書５条２項）。また，上記算式の「年間支出額」の算定の対

象となる経費からは，自主事業のための経費は，除外することとされている。 

 そのため，自主事業としてのレンタサイクル事業は，指定管理者がそのまま全額を収入と

し，専ら自主事業に係る経費は指定管理者が負担して，その差額が，そのまま指定管理者の

収益となる。その収入の規模自体は，各施設，年額で１施設あたり約100万円～130万円程度

（３施設合計では，約300万円以上）であり，自転車駐車場事業の利用料金収入と比して小さ

いといえるが，一定の規模に達しているともいえる。 

 ここで，レンタサイクル事業用の自転車を保管する場所として，自転車駐車場３施設の床

面積のうち一定面積の部分が利用されているが，これについて，指定管理者は，賃貸借契約

に基づく賃料（地方自治法238条の４第４項等による行政財産39の貸付けの制度によるもの），

行政財産の目的外使用許可（地方自治法238条の４第７項）により徴収される使用料に相当す

る金額，その他の施設使用に関する経費等の，いずれも支払っていない（支払うよう八尾市

から求められてもいない）。 

イ 考え方 

 前述のとおり，レンタサイクル事業は，指定管理者の自主事業としての位置付けられてお

り，自主事業の収益を指定管理者が収受するという現在の取扱いは，募集要項等に沿ったも

のとはいえる。 

 一方で，自主事業は，指定管理者自身の責任と「費用」の元で行われるべきものであるた

                                                
39 【用語解説】-行政財産-普通地方公共団体において公用又は公共用に供し，又は供することと決定し

た財産（地方自治法 238条４項）。 
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め，自主事業の際に利用している公の施設やその管理のための人員等については，当該経費

に相当する金額を指定管理者が負担すべきであり，（つまり，地代家賃，人件費等の費用に

ついても負担すべきであり）本来的には，当該相当額を市へ納付させることを，施設や事業

の性質に応じて検討すべきと思われる。 

 この点，自動販売機の設置や食堂・売店の運営等，施設の管理に付随しないと考えられる

事業のための施設使用については，行政財産の貸付制度や目的外使用許可によることが一般

的なところ，行政財産の貸付制度であれば賃料の支払いが，目的外使用許可による場合には

使用料の支払いが原則として必要となる（八尾市公有財産及び物品条例６条）。このことと

の均衡という観点でも，指定管理者が施設の管理に付随して行う収益事業における経費相当

額については，本来的には市への納付（指定管理者側での負担）を行わせることを検討すべ

きである。 

 他方，当該経費相当額を算出するについては，例えば，自主事業に利用する施設面積に対応し

て（地代），或いは指定管理業務の売上との比率で按分して（人件費・光熱費）計算する，或い

はその予測に基づいて，委託時に割合を定数で決めておく（例えば，10分の１）などの方法が一

応考えられるが，その計算自体が煩雑になりかねない。その点で，むしろ自主事業の「収益の一

定割合」を，当該自主事業に係る経費（の固定費用）相当額と考えて，収益について，利用料金

収入と同様に一定額を納付させる，市と指定管理者の間で配分を行う（たとえば，使用料相当額

等の定額を納付させる扱いとするか，利用料金収入と同様割合的に納付させる等）という方向も

ありうるものと思われる。八尾市において，これらの要否・具体的方法を検討することが相当で

ある。 

ウ 意見[31] 

 今後の募集等にあたっては，自主事業が，指定管理者の自己の費用によって行われている

と考えられるように，その費用の計算，納付の考え方（特に，地代，人件費，光熱費等の点）

を（利用料金収入だけでなく，自主事業であるレンタサイクル事業の収益についても納付金

の算定にあたり考慮すべきか等の方策も含めて）検討すべきである。 

（６）定期利用者の確認の厳格化について 

ア 発見事項 
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 定期利用の申込・更新の際，利用料金と引き換えに「定期駐車券」と自転車添付用の「シ

ール」が利用者に渡される。「定期駐車券」は用紙の印刷時点では連番管理されておらず，

駐車位置を手書きで記入する形式となっている。そのため，空き駐車位置の定期駐車券を不

正に発行することが可能である。 

イ 考え方 

 定期駐車券の発券自体が，現金で行われていることもあり，現金事故のリスクを減らすこ

とが重要である。 

ウ 意見[32] 

 現金事故のリスクを減らすためには，例えば，①「定期駐車券」に連番を印字し，控が残

る形とし，定期的に発行状況を確認する，②「定期駐車券」に連番を印字し，定期的に発行

枚数と総利用者数を照合する，等の方法をとることで不正発行を事前に防止することが可能

である。現金事故のリスクを低減するため，このような方式も参考に検討されたい。 

（７）使用していない貸与備品の市への報告について 

ア 発見事項 

 市から指定管理者への貸与備品について，備品台帳一覧表を元に実査を行ったところ，掃

除機が１台，使用されず，倉庫内に保管されていた。現在，清掃の際に，掃除機は使用して

いないとのことであった。 

イ 考え方 

 市が指定管理者に貸与する備品のうち，現に当該施設で使用されているものと，使用され

ないものは区別し，適切な管理がされる必要がある。 

ウ 意見[33] 

 備品として使用可能であれば，他の施設で使用できるかもしれないし，使えなくなってい

るのであれば除却処理を行う必要がある。所管課に状況を報告し，適切に処理されたい。 

 

６ 八尾市生涯学習センター 

（１）基本データ 

ア 施設の概要等 

施設名 八尾市生涯学習センター 
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所在地 八尾市旭が丘五丁目 85番地の 16 

所管課 教育委員会 教育総務部 生涯学習スポーツ課 

条例・規則 
八尾市生涯学習センター条例 

八尾市生涯学習センター学習プラザ管理運営規則 

計画・指針・要綱 八尾市第２次生涯学習・スポーツ振興計画 

設置目的（条例に

よる） 

市民の生涯学習を推進し，市民の教養，文化の発展と健康で生きがいある市民生活

の向上を図るため。 

竣工 平成６年４月竣工 

開設年月日 平成６年７月３日開設 

敷地面積（所有） 5,636.61㎡（東側駐車場含む。）（八尾市所有） 

建物構造（所有） 地下１階，地上４階，塔屋１階（鉄筋コンクリート造，一部鉄骨造） 

延床面積 9,904.57㎡（学習プラザ 5,091.72㎡，健康プラザ 2,447.41㎡，共用 2,365.44㎡） 

主な施設 大会議室，各研修室，陶芸室，音楽室，料理室など 

建設費 建設工事費 48億 320万円 用地費 17億 4,168万円 

運営形態の推移 

（降順） 

（公募／非公募） 

①公募：令和２年４月～令和７年３月（５年間）（指定管理者：八尾かがやき未来

プロジェクト） 

②指定期間の延長：平成 31 年４月～令和２年３月（１年間）（指定管理者：公益

財団法人八尾市文化振興事業団） 

③公募：平成 26年４月～平成 31年３月（５年間）（指定管理者：公益財団法人八

尾市文化振興事業団） 

④公募：平成 21年４月～平成 26年３月（５年間）（指定管理者：公益財団法人八

尾市文化振興事業団） 

⑤非公募：平成 18年４月～平成 21年３月（３年間）（指定管理者：公益財団法人

八尾市文化振興事業団） 

備考：なお，①の指定管理者は共同企業体である。その構成団体は，（株）小学館

集英社プロダクション，（株）長谷工コミュニティであり，協力企業は，三起商工

（株）である。 

備考：公募の応募者数は，①は３団体，③は４団体，④は１団体。 

建物の長寿命化

の為の長期保全

計画の策定状況  

令和２年度中に全施設（一部を除く）を対象として，建物長寿命化等に関する計画

を策定予定 

目標設定 － 

利用者アンケー

ト・要望調査 
有・下半期に実施 
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料金体系 利用料金制を採用している（平成 18年４月より） 

施設の特徴 

八尾市第２次生涯学習・スポーツ振興計画における生涯学習振興の目標である「誰

もが生涯にわたって学ぶことができその成果が社会に還元されるまち」の実現をめ

ざし，市民の生涯学習振興を推進するための施設である。 

（特記事項）生涯学習センターのあり方検討結果（平成 30年度）あり。 

イ 過去５年間の利用状況 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

利用者数 101,604 91,864 92,573 91,531 80,830 

スタジオ利用者数 48,223 49,231 22,513 31,685 27,988 

ウ 過去５年間の収支等 
 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

収入（歳入） 202,285,519 201,548,369 185,729,628 185,966,182 182,414,735 

  
指 定 管 理 料

（協定） 
129,511,896 128,007,908 119,281,714 116,991,478 121,668,710 

  精算金 0 0 0 0 0 

  利用料金収入 24,721,300 25,785,900 29,125,460 31,907,090 28,848,610 

  
生涯学習事業

収益 
30,275,224 25,746,578 17,045,596 21,132,976 16,223,342 

  
生涯学習自主

事業収益 
17,622,869 21,788,991 18,925,802 15,738,518 15,482,472 

  雑収益40 154,230 218,992 1,351,056 196,120 191,601 

支出（歳出） 205,536,116 202,541,877 198,873,520 192,413,582 185,616,565 

  
生涯学習講座

事業費 
194,206,550 189,632,533 187,435,161 182,582,259 174,987,236 

  
生涯学習自主

講座事業費 
11,329,566 12,909,344 11,438,359 9,831,323 10,629,329 

エ モニタリングの実施状況とその結果 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

(1)利用者の平等利用の確

保・サービスの向上 
 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ 

(2)公の施設の効用発揮  Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

                                                

40 特定資産運用益を含む。 
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(3)適切な維持管理及び管

理経費の縮減 
 Ａ Ａ Ａ Ａ 

(4)団体の人員，試算その

他の経営規模及び能力 
 Ａ Ａ Ａ Ｂ 

(5)その他施設の性質また

は目的に応じた基準 
 Ａ Ａ Ａ Ａ 

総合評価 Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ 

オ 現金取扱い 

現金取扱い 有 

現金取扱い内容と取

扱高 

・利用料金収受 月間 43万円程度 

・利用者の実費負担を現金で徴収 月額 200万円程度 

（２）キャンセルの発生による利用料金の返還・還付についての基本協定書の文

言について 

ア 発見事項 

 生涯学習センターでは利用料金制が採用されている。そして，基本協定書第11条５項は，

利用者についてキャンセルが発生した場合に既納の利用料金の返還・還付等を行うことを定

めているが，同条には，前記の利用料金制との関係で，続けて「ただし，還付及び免除によ

る利用料金収入の減収分については，丙（注：八尾市）が支払う経費に含まれているものと

し，別途補填は行わない」（基本協定書第11条５項但書）との記載がある。この記載の意味

合いについて，八尾市に確認したところ，単に当該キャンセル分の利用料金を八尾市が補填

しない，という旨を定めた規定であるとのことであった。 

イ 考え方 

 利用料金制の下においても，正当な理由で（或いは許容された期間内に）キャンセルが発

生した場合には，指定管理者がその利用料金収入を受け取れないのはある種当然のことであ

り，上記のような規定を定めていなくても，本来，問題は生じないように考えられる。また，

当事者間の疑義を避けるために，あえて当然の事柄を協定書の中に入れること自体はあって

良いものと思われるが，他方で，現行の文言の「減収分（…キャンセル分も，もともと指定

管理者の収入と考えられることを前提とするように読め得る）」や「丙が支払う経費（…八

尾市は指定管理料を支払っており，経費を支払うのは指定管理者）」といった点は，やや混

乱を招きかねないように思われ，その趣旨がより明確となる文言に改めて良いものと思われ
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た。 

ウ 意見[34] 

 現行の文言を緊急に改める必要まではないように思われるものの，次回の基本協定書の締

結の際には，文言を「当該還付及び免除がなされた部分について，甲及び丙はその補填を行

わない。」等とより趣旨が明確になるような文言に改めるのが良いと思われる。 

（３）利用料金収入に関する基本協定書の文言について 

ア 発見事項 

 生涯学習センターの運営については利用料金制が採用されている。これに関し，基本協定

書第11条４項には「指定期間中における利用料金収入…の合計が，437,804千円に満たない場

合は，乙は，不足分を負担し，事業運営に用いるものとする」とする記載がある。この記載

の意味合いについて八尾市に確認したところ，単に，利用料金収入の過去の実績として指定

管理者の募集時に募集要項で示した金額（5年間で437,804千円）に，実際の利用料金が達し

なかったとしても，八尾市はその補填を行わないという旨を定めた規定であるとのことであ

った。 

イ 考え方 

 利用料金制の下においても，私法上の事情変更に該当するような例外的な特殊事情が発生

した場合は別として，利用料金の見込み額が当初見込みを下回ったからといって，その利用

料収入を地方自治体が補填しなくて良いのはある種当然のことであり，上記のような規定を

定めていなくても本来的に問題はないように考えられる。 

 いささか穿った解釈にはなるが，『指定期間中（５年間）における利用料金収入の合計が

一定額に満たない場合には，指定管理者は不足分を負担する』という前記の文言は，「逆に，

当該５年間終了時に利用料金収入の合計が一定額に満たないと判明するまでは，一旦は八尾

市から不足分を立替負担してもらえる」との読み取り方が出来ないものではなく，むしろ，

その文言が存在することにより，運用が分かりにくくなり得るようには思われた。 

ウ 意見[35] 

 現行の文言を緊急に改める必要まではないものの，次回の基本協定書の締結の際には，同

但書の文言を「利用料金収入の参考額として指定管理者の募集時に乙に示された利用料金よ

りも，乙が実際に指定期間中に得た利用料金の水準に差が生じた場合或いは差が生ずると見
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込まれた場合でも，甲又は丙は，当該差額分の填補を行うものではない。」等と，より趣旨

が明確になるような文言に改めるのが良いと思われる。  

（４）指定管理者交代における引継ぎ書類の記載漏れ 

ア 発見事項 

 生涯学習センターに関しては，令和元年度中に，次年度以降の指定管理者交代に備えた引

継ぎ事務が行われていた。業務の引き継ぎに関しては，進捗表が作成され，同表には各項目

について，業務の引き継ぎ完了日が記載されていた。そして，全ての引き継ぎの完了を報告

し承認する決裁文書においても，完了を示す書類として前記の進捗表が添付されていたとこ

ろ，一箇所の項目（まちのなかの達人事業の引継ぎ）について完了日の記載が空欄となって

おり，外形上は，同業務の引き継ぎが未了とも受け取れるような体裁となっていた。 

イ 考え方 

 この点について確認してみると，同業務の引き継ぎは一応完了しており，前記の空欄の記

載は単純な記載漏れであるとのことであった。前記の進捗管理表においては，空欄となって

いた部分が当該一箇所のみであったもので，記録を一読すれば当該記載漏れの発見は比較的

容易であったように思われる。 

ウ 意見[36] 

 決裁時の確認について，特に途中経過報告ではなく，最終的な完了報告の確認を行う場合

については，なおのこと，留意して上記のような単純ミスを可能な限り防ぐことが望ましい。

なお，前記の空欄となっていた業務については，引継ぎが完了しているか否かについて，念

の為確認を行っておくべきである。 

 

７ 八尾市立総合体育館 

（１）基本データ 

ア 施設の概要等 

施設名 八尾市立総合体育館（愛称：ウイング） 

所在地 八尾市青山町三丁目５番 24号 

所管課 教育委員会 教育総務部 生涯学習スポーツ課 

条例・規則 
八尾市立総合体育館条例 

八尾市立総合体育館条例施行規則 
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計画・指針・要綱 八尾市第２次生涯学習・スポーツ振興計画 

設置目的（条例に

よる） 
市民のスポーツ振興を図り，健康の増進に寄与するため 

竣工 平成９年６月竣工 

開設年月日 平成９年 11月開設 

敷地面積（所有） 16,818.95㎡（八尾市所有） 

建物構造（所有） 地下１階，地上 3階，塔屋１階（鉄筋コンクリート造，一部鉄骨造） 

延床面積 12,780.88㎡ 

主な施設 体育館（メイン，サブ），武道場，弓道場，会議室，研修室等 

建設費 約 61億円 

運営形態の推移 

（降順） 

（公募／非公募） 

①公募：平成 31 年４月～令和６年３月（５年間）（指定管理者：八尾体育振興会

グループ) 

②公募：平成 26年４月～平成 31年３月（５年間）（指定管理者：八尾体育振興会

グループ） 

③公募：平成 21年４月～平成 26年３月（５年間）（指定管理者：八尾体育振興会

グループ） 

④非公募：平成 18年４月～平成 21年３月（３年間）（指定管理者：財団法人八尾

体育振興会） 

⑤業務委託：平成９年７月～平成 18 年３月（９年間）（受託者：財団法人八尾体

育振興会） 

備考：なお，①②③の指定管理者は企業共同体である。その構成団体は，公益財団

法人八尾体育振興会，（株）オーエンスである。 

備考：公募の応募者数は，①②１団体，③３団体である。 

建物の長寿命化

の為の長期保全

計画の策定状況  

令和２年度中に全施設（一部を除く）を対象として，建物長寿命化等に関する計画

を策定予定 

目標設定の有無・

内容 
－ 

利用者アンケー

ト・要望調査 
有・年１回 

料金体系 利用料金制を採用している（平成 18年４月より） 

施設の特徴 
多くの市民がいつでも，気軽にスポーツを親しむことができる総合的な体育施設で

ある。 
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施設内容として，メイン・サブ両アリーナのほか，武道場，弓道場，フィットネス

コーナーなども有する。 

 

【八尾市立総合体育館の外観】 

 

 

イ 過去５年間の利用状況 
 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

利用人数 378,979 362,760 411,647 378,010 352,507 

ウ 過去５年間の収支等 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

収入（歳入） 233,954,182  233,246,765  244,533,594  233,600,401  204,567,222  

  
指定管理料

（協定） 
130,590,360  126,690,360  125,897,600  120,362,430  101,938,000  

  精算金 0 4,799,308  5,022,907  3,984,862  0  

  
利用料金収

入 
62,110,400  60,412,900  63,795,250  66,533,520  64,960,490  

  
フィットネ

ス利用料 
41,145,969  41,344,197  49,817,837  42,719,589  37,668,732  

  
管理費収入/

負担金 
107,453  0 0 0 0 

支出（歳出） 228,897,172  224,407,004  233,850,766  234,817,579  228,327,874  
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  人件費 123,844,115  121,642,343  120,924,946  122,693,007  118,336,408  

  役務費 1,666,249  1,512,186  1,639,675  1,609,397  1,411,896  

  旅費交通費 12,800  15,120  14,460  102,780  12,230  

  賃借費 6,196,487  6,752,452  6,626,260  8,088,125  7,790,610  

  委託費 4,034,880  4,496,196  4,503,632  2,906,724  3,136,976  

  維持経費 74,765,260  72,375,008  79,823,534  81,219,771  80,288,860  

  修繕費 7,290,742  7,027,241  8,311,444  6,349,933  7,126,764  

  租税公課 11,086,639  10,586,458  12,006,815  11,847,842  10,224,130  

収支差額 5,057,010  8,839,761  10,682,828  -1,217,178  -23,760,652  

エ モニタリングの実施状況とその結果 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

(1)利用者の平等利用の確

保・サービスの向上 

 
Ａ Ａ Ａ Ａ 

(2)公の施設の効用発揮  Ａ Ａ Ｂ Ｂ 

(3)適切な維持管理及び管

理経費の縮減 

 
Ａ Ａ Ａ Ａ 

(4)団体の人員，試算その

他の経営規模及び能力 

 
Ａ Ａ Ａ Ａ 

(5)その他施設の性質また

は目的に応じた基準 

 
Ａ Ａ Ａ Ａ 

総合評価 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

オ 現金取扱い 

現金取扱い 有 

現金取扱い内容

と取扱高 

施設使用料，個人使用料，駐車料金，自主事業，物販 

約 200,000円／日 

 

 八尾市のスポーツ・レクリエーション施設（総合体育館・屋内プール他９施設）は，現在，

共同企業体である「八尾体育振興会グループ」が指定管理者となっている。「八尾体育振興

会グループ」は，公益財団法人八尾体育振興会と株式会社オーエンスを構成団体とする２団

体から構成されており，公益財団法人八尾体育振興会がその代表団体とされている。 

 公益財団法人八尾体育振興会の前身である財団法人八尾体育振興会は，スポーツ振興を目

的に昭和48年に設立された市の外郭団体であり（市の出資割合40%），昭和49年に完工した八
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尾体育会館を拠点（平成９年に総合体育館へ移転）として，各種スポーツ教室やスポーツ施

設（広場，球場，テニス場，体育館，プール）の貸館事業を八尾市から受託してきた。 

 財団法人八尾体育振興会がこれらの施設の管理運営事業の受託を開始した時期は，以下の

とおりである。 

・昭和59年 曙町市民運動広場 

・昭和62年 青少年運動広場 

・平成３年 山本球場，福万寺町 

        市民運動広場 

・平成５年 小阪合テニス場 

・平成８年 志紀テニス場 

・平成９年 総合体育館 

・平成14年 屋内プール 

 

   【八尾市スポーツ・レクリエーション施設 指定管理区分】 

八尾市立

総合体育館他9施設

指定管理

体育館

八尾市立総合体育館

南木の本防災体育館

野球場 山本球場

グラウンド

曙町市民運動広場

福万寺町市民運動広場

新家町市民運動広場

青少年運動広場

南木の本防災公園

テニス場

志紀テニス場

小阪合テニス場

八尾市立屋内プール

指定管理
プール 屋内プール
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 財団法人八尾体育振興会は，平成15年の地方自治法改正後，平成18年に初めて指定管理者

となり，それ以降も，継続して管理運営を担い，指定管理者の公募が開始された平成21年度

以降は，共同企業体「八尾体育振興会グループ」の代表団体として関与している。平成24年

に南木の本防災公園及び防災体育館，平成26年に新家町市民運動広場が加わり，現在の指定

期間（平成31年４月から令和６年３月）については，総合体育館他９施設（運動広場４施設，

テニス場２施設，球場，防災体育館，防災公園）及び屋内プールの合計11施設の指定管理者

となっている。 

 

（２）新規事業者の参入促進に向けた取り組み＜公募方法＞について 

ア 発見事項 

 指定管理者の募集時の応募団体数は，減少傾向にある。現地説明会には複数の団体が参加

しているものの，総合体育館他９施設については，連続して１者応募となり，プールについ

ても当期は１者応募となっている。直近の指定管理期間の応募状況は，下記のとおりである。 

・総合体育館他７施設 ：（前々期）３団体（前期）１団体（当期）１団体 

・屋内プール  ：（前々期）４団体（前期）４団体（当期）１団体 

・防災体育館・公園 ：（前々期）７団体（前期）１団体（当期）１団体 

 複数の団体が関心を示し現地説明会に参加しているものの，最終的に応募に至らなかった

要因について，市が具体的に調査分析したものはない。また，当指定期間から，総合体育館

他７施設に防災体育館・防災公園を加えて10施設を，まとめて「総合体育館他９施設」とし

て１つの「指定」とする等，仕様書を変更した目的や複数の施設を一括して単位としている

ことについて，その効果を検証した結果は残されておらず，新規事業者の参入促進に向けた

取り組み状況が明確でない。 

イ 考え方 

 本来，スポーツ施設や健康増進施設は，市場原理に十分適合し，経営努力によって利用者

増やサービスの向上が図られる施設である。しかるに，指定管理者の公募が開始された平成

21年度以降，共同企業体という形式をとっているものの，実質的には，長年にわたり市の外

郭団体である八尾体育振興会が市のスポーツ施設の管理運営を一括して担っており，１者応
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募が継続する現状は，公募における競争性が確保されているとは言い難い。 

ウ 意見[37] 

 新たな発想のもとで施設の有効活用及び指定管理料の削減に結び付くような提案を受け

るためには，新規事業者の参入を促進し，競争性を向上させることにつながるよう，公募方

法を工夫していく必要がある。 

 現在，屋内プールとそれ以外という２つの単位に分割して指定管理者を募集しているが，

いずれも「八尾体育振興会グループ」が受注している。現地説明会には複数の事業者が興味

を示したことから，潜在的な応募者は複数存在すると考えられるが，実際には新たな応募者

はゼロであった。プロポーザル41における競争性を真に高めようとすれば，例えば，受注本数

制限のような条件を付す等により，できるだけ多様な事業者の関心を高める方策が考えられ

る。 

 そして，仕様書の変更点については，変更のねらいやその結果を明らかにするとともに，

現地説明会参加者や応募者からアンケートを実施するなど，効果を検証し次回の応募へつな

げる体制を整備する必要がある。なお，これらの仕様書の変更にあたっては，予め事業者へ

の市場調査（民間事業者の参入意向や管理運営に関するアイディア・意見等の聴取）や施設

利用者への意見公募などを可能な限り実施するなど，競争性の向上やサービス水準の向上の

ための具体的なニーズの把握を行うべきである。 

（３）新規事業者の参入促進に向けた取り組み（情報開示）について 

ア 発見事項 

 募集要項によると，募集要項及び管理運営業務仕様書等の内容に関する質問事項について

は，質問票に質疑・質問内容を記入の上，提出し，回答は，逐次，市ホームページに掲載す

るとされており，現地説明会での質疑応答は行わないものとされている。現在の指定期間を

対象とする募集時に受けた質問の中には，下記のとおり，「フィットネス事業の備品に関す

る質問」や，「自主事業の収支に関する質問」が含まれていたが，「現指定管理者のノウハ

ウ」に当たる情報であることを理由に回答することができないとしている。 

                                                
41 【用語解説】-プロポーザル-複数の者に企画を提案してもらい，その中から優れた提案を行った者を

選定すること 
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 （質   問） （回   答） 

フィットネス事業の備

品に関する質問（総合体

育館他９施設，屋内プー

ル） 

「現在の備品（トレーニ

ングマシン・音響機器

等）の台数及びメーカ

ーをご教示ください。」 

「現指定管理者がそのノ

ウハウ・判断に基づき

内容を決定し配置して

いるものです。」 

 

 （質   問） （回   答） 

自主事業の収支に関す

る質問（屋内プール） 

「現在の自主事業の内容

と収支をご教示くださ

い。」 

「現指定管理者のノウハ

ウに当たる情報となる

ため回答することはで

きません。」 

 

イ 考え方 

 総合体育館及び屋内プールでのフィットネス事業は，指定管理業務の範囲内の事業とされ

ているが，仕様書上は，詳細な記載はない。下記のような市が定める一定の条件のもとで，

指定管理者が現在の事業形態に配慮しつつ，創意工夫して実施していくことを期待されてい

る業務である。したがって，応募を検討している事業者にとって，事業計画や提案書を作成

するためには，現在のフィットネス事業が，どのように運営されているかという，運営の実

態に関する情報は必要不可欠である。 

 

【管理運営業務仕様書（八尾市立他総合体育館他９施設）】 

６．業務の内容（２）事業運営業務 

⑦総合体育館フィットネスジム及びフィットネススタジオ運営業務 

以下の条件のもと，市民の健康増進に資する事業をおこなうこと。 

ア．現在の利用者に不利益を及ぼさないように，配慮した事業であること。 

イ．事業運営にあたり必要な備品（トレーニングマシン・音響機器等）は指定管理者

において調達・設置・維持管理すること。 

ウ．事業実施にあたっては，事業の遂行上必要な知識及び技術を有し，利用者に負傷，

事故等が発生した場合に，適切かつ迅速な対応ができる人員を十分に配慮するこ

と。 
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【管理運営業務仕様書（八尾市立屋内プール）】 

６．業務の内容（２）事業運営業務 

⑥フィットネス運営業務 

以下の条件のもと，市民の健康増進に資する事業をおこなうこと。 

ア．現在の事業実施の形態に最大限配慮した事業であること。 

イ．事業運営にあたり必要な備品（トレーニングマシン・音響機器等）は指定管理者

において調達・設置・維持管理すること。 

ウ．事業実施にあたっては，事業の遂行上必要な知識及び技術を有し，利用者に負傷，

事故等が発生した場合に，適切かつ迅速な対応ができる人員を十分に配慮すること 

 また，屋内プールの自主事業についても，仕様書上，「屋内プールの効率的・効果的な管

理運営及び入場者数の増加をめざし，指定管理者の創意工夫のもと指定管理者の自主財源で

企画・実施すること」が求められており，その収支が事業計画に比較的大きな影響を与える

施設である点（自主事業収入合計19百万円）を考慮すると，現在の自主事業の内容と収支の

情報は，事業計画や提案書を作成するために必要である。したがって，既存の事業者のノウ

ハウを理由に現状の運営実態を開示しないことは，既存事業者に一方的に有利な応募条件に

なっている可能性がある。 

ウ 意見[38] 

 公募の際に，新規事業者が提案するにあたり必要性の高い情報は，既存事業者との間で情

報格差が生じないように留意し，適切な範囲の情報開示に努める必要がある。次回の公募時

以降，上記記載の点を考慮した，公募方法とされたい。 

（４）自主事業の収支報告について 

ア 発見事項 

 総合体育館他９施設及び屋内プールでは，指定管理者によって，下記のような様々な自主

事業が実施されている。市は，過去より，指定管理者に自主事業の収支状況の報告を求めて

おらず，十分に把握できていない。基本協定書上，自主事業については，事業報告の「自主

事業の実施報告」にて報告すべきことが明記されているが，収支状況の報告義務については

明確に記載されていない（第４・２（共通事項）参照。特に，この施設において自主事業収

入額が大きいだけに，この問題が大きいといえる。）。 
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 【総合体育館他９施設での自主事業】 

実施主体 事業区分 対象施設（収入金額） 

代表団体 スポーツ教室 総合体育館     （11,735千円） 

南木の本防災体育館  （5,973千円） 

同上 スポーツ講習会 総合体育館        （407千円） 

山本球場         （32千円） 

南木の本防災公園     （44千円） 

同上 スポーツ大会 志紀テニス場       （64千円） 

南木の本体育館    （128千円） 

同上 地域支援 総合体育館      （364千円） 

南木の本防災体育館  （353千円） 

構成団体 売店（フィットネス） 総合体育館      （574千円） 

 【屋内プールでの自主事業】 

実施主体 事業区分 収入金額 

構成団体 キッズスイム 9,741千円 

同上 成人水泳教室 961千円 

同上 カルチャー教室 9,086千円 

同上 売店等 1,528千円 

 

イ 考え方 

 当該施設の自主事業については，基本協定書上，施設の効率的・効果的な管理運営及び稼

働率の向上をめざし，仕様書に記載の条件のもと，積極的に行うことが求められている。し

たがって，市の施設を利用して実施される自主事業については，実施されるプログラムの内

容のみならず，自主事業の収支状況に係る情報を入手し，指定管理者がどの程度収益を獲得

できているのかを把握することによって，次期以降の指定管理者の公募に向けた指定管理料

の積算や仕様書の見直しに役立てることが可能となる。 

 

【管理運営業務仕様書（八尾市立他総合体育館他９施設）】 

６．業務の内容（２）事業運営業務 

⑧自主事業の実施総合体育館等の効率的・効果的な管理運営及び稼働率の向上をめざし，

本仕様書に記載されている事業以外でも，以下の条件に従い，指定管理の創意工夫のもと

指定管理者の自主財源で企画・実施すること。 
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ア．総合体育館等の設置目的，スポーツの推進や防災力の向上に関する市の基本方針に合

致するものであること。 

イ．実施にあたっては事前に事業概要や利用者負担額等を明らかにしたうえで，市または

教育委員会と協議を行い，許可をえること。 

ウ．自主事業の実施に当たり，優先予約する各施設の年間コマ数の上限は，年間利用可能

コマ数の 25%とすること。ただし，利用者への貸出に支障をきたすと認められる場合は，

利用者への貸出を優先すること。 

 

【管理運営業務仕様書（八尾市立屋内プール）】 

６．業務の内容（２）事業運営業務 

⑧自主事業の実施屋内プールの効率的・効果的な管理運営及び入場者数の増加をめざ

し，本仕様書に記載されていない内容の事業を，以下の条件を遵守のうえ指定管理の

創意工夫のもと指定管理者の自主財源で企画・実施すること。 

ア．屋内プール設置目的やスポーツの推進に関する市の基本方針に合致するものであ

ること。 

イ．実施にあたっては，事業概要や利用者負担額等を明らかにしたうえで，教育委員

会と協議を行い，許可をえること。 

 

ウ 意見[39] 

 協定書及び仕様書で一定の条件のもとに実施を求めている自主事業の収支については，事

業報告にて報告が必要な旨を基本協定書及び仕様書において，明確にすべきである（第４・

２（共通事項）参照）。 

 また，市としては，当該施設から，自主事業も含めた管理運営に係る収支の実態を把握し，

次期以降の公募条件の検討材料として有効に活用する必要がある。 

（６）目的外使用許可と減免について（法人本部事務所及び売店） 

ア 発見事項 

 公益財団法人八尾体育振興会は，総合体育館の建物内の施設の一部を，行政財産の目的外

使用許可（使用料は免除されている。）を受けて，以下の目的で使用している（下記①）。

また，指定管理者は，総合体育館及び屋内プールの建物内の施設の一部を，行政財産の目的

外使用許可（使用料・免除）を受け，以下の目的で使用している（下記②）。 
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 使用の主体 ／使用料 場所 使用目的 

① 
公益財団法人八尾体育

振興会（使用料免除） 
総合体育館の建物内（153.14㎡） 

公益財団法人

事務局を設置

のため 

② 
指定管理者 

（使用料免除） 

総合体育館の建物内（2.00㎡） 

屋内プールの建物内（9.00㎡） 

利用者の利便

を図るための

関連商品及び

飲料水販売ブ

ースを設置す

るため 

 これらの目的外使用許可を行うにあたり，市は，「八尾市公有財産及び物品条例６条第２

項第１号により」という理由で使用料を免除しているが，当該根拠条文は，使用料の全部又

は一部を免除することを許容する規定であり，使用料を全額免除とする根拠が十分に検討さ

れておらず不明瞭である。 

イ 考え方 

 本来，行政財産の目的外使用許可にともなう使用は，有償が原則であり，使用する者は使

用料を支払う必要がある（八尾市公有財産及び物品条例第６条第１項参照）。使用料の全部

又は一部を免除するには，同条第２項の各号に列挙された減免事由（下記）に該当するか否

かを，十分に検討する必要がある。また，自主事業にともなう使用料の減免については，同

施設での指定管理者以外の他の団体による目的外使用許可に伴う使用料との公平性が保た

れるように留意する必要がある。 

【地方自治法】 

（行政財産の管理及び処分） 

第 238 条の４ 行政財産は，次項から第四項までに定めるものを除くほか，これを貸し付

け，交換し，売り払い，譲与し，出資の目的とし，若しくは信託し，又はこれに私権を設

定することができない。 

（略） 

７ 行政財産は，その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することがで

きる。 

【八尾市公有財産及び物品条例】 

（使用料） 
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第６条 法第 238 条の４第７項の規定により使用を許可した場合は，次の基準により市長

が別に定める使用料を徴収しなければならない。（略） 

(1) 土地 １月につき評価額の 1,000分の３ 

(2) 建物その他工作物 １月につき評価額の 1,000分の４ 

２ 次の各号の１に該当するときは，使用料の全部又は一部を免除することができる。 

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において，公用若しくは公共用又

は公益事業の用に供するとき。 

(2) その他財産管理者が特に必要と認めるとき。 

 

ウ 意見[40] 

 公益財団法人八尾体育振興会の事務所スペースについては，指定管理業務の拠点としてだ

けではなく法人本部の執務を行うスペースであること，公益財団法人としての自主事業や受

託事業によって，市からの指定管理料以外にも独自の収入源があり，過去の業績から概ね利

益を計上していることからも，過去からの経緯や公共性等を理由に無条件に使用料を全部免

除することについては再検討する必要がある。 

 また，指定管理者の自主事業による売店スペースについては，利用者の便宜をはかるとい

う理由で設置されている同施設内の喫茶スペースや自販機設置スペースが一定の目的外使

用料を収めている点，指定管理者は売店による一定の収入を得ている点からも，減免の必要

性を十分に検討した上で使用料の減免の可否および減免率について検討する必要がある。 

（７）共同企業体協定書の覚書について 

ア 発見事項 

 総合体育館他９施設及び屋内プールそれぞれの募集要項において，「共同企業体として応

募する場合は，応募時に業務分担や経費負担割合等を示した共同企業体協定書を提出するこ

と」と記載されている。 

 指定管理者が，平成30年当時，応募時の書類として提出した共同企業体協定書には，業務

分担の記載はあるものの，経費負担割合については記載がなく「指定管理料等の配分につい

ては，別途協議し，覚書を作成する。」という文言が付されている形になっていた。したが

って，市は，募集要項で要請されている経費負担割合等を確認するため，指定管理者が別途

作成するとしている覚書についても確認する必要があるが，代表団体と構成団体との間で締



 

 

 

 

- 130 - 

結された覚書を入手していなかった。 

 覚書には，下記の内容が含まれる。 

   ・指定管理料の配分金額 

   ・指定管理料の配分方法 期別配分額 

   ・利用料金収入の配分 

   ・経費の負担関係 

イ 考え方 

 指定管理者が複数の団体から構成される共同企業体の場合，それぞれの団体が業務分担に

応じた指定管理料を受領し，相応の経費を負担することによって，継続可能な安定した事業

運営が担保されていることが重要である。当該指定管理者が，指定管理料・事業計画が確定

する年度協定策定時にあわせて，具体的な指定管理料の配分及び経費負担割合について検討

し，構成団体間で，毎年，覚書を締結するのであれば，市は，年度協定策定時に合わせて指

定管理者が作成する覚書を入手し内容を確認すべきである。 

ウ 意見[41] 

 指定管理者が共同企業体である場合，指定管理料の配分や経費負担割合が業務分担に応じ

て妥当なものになっているかを確認することが安定した事業運営を担保するために必要で

あることを再認識し，共同企業体協定書の覚書を入手されたい。 

（８）指定管理料の支払方法について 

ア 発見事項 

 令和元年度の年度協定における指定管理料の支払内訳は，下記のとおりである。年間の支

払額のうち，約45％相当額が，第１期分として，年度当初である４月に支払われている。年

度当初に税金や夏の賞与等で指定管理者側の資金需要が高まる等の理由で，過年度より，慣

例的に，四半期ごとに均等ではなく，第1期の支払額が多くなっている。 

（税込） 

 年間合計 第１期 

（４月支払額） 

第２期 

（７月支払額） 

第３期 

（10月支払額） 

第４期 

（１月支払額） 

総合体育館

他９施設 
185百万円 82百万円 ９百万円 46百万円 46百万円 
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屋内プール 65百万円 29百万円 ３百万円 16百万円 16百万円 

イ 考え方 

 指定管理者の財務内容の急激な悪化等により資金が流出するリスクに備えるためには，指

定管理料の支払を先行させるのではなく，業務の進捗にあわせた均等払い等をベースに指定

管理者と協議すべきである。 

ウ 意見[42] 

 指定管理料の支払時期及び期別配分額を検討するにあたっては，指定管理者からの主張を

そのまま受け入れるのではなく，毎年度，指定管理者の資金計画を確認した上で，均等払い

等をベースに必要性を検討し，協議すべきである。 

（９）修繕費の精算確認について 

ア 発見事項 

 基本協定書第28条（修繕・改修の取扱い）によると，１件あたり50万円（税込）を超える

備品の修繕・改修，１件あたり130万円（税込）を超える施設設備の修繕・改修については，

原則，市が負担することになっている。また，修繕・改修に要する予算は，指定管理料の中

で，総合体育館他９施設については年間1,150万円，屋内プールについては年間500万円に消

費税及び地方消費税を加算した額とし，年度終了時に，市へ実績を報告のうえ，毎年度精算

を行うものとされている。 

 修繕費の申請から年度の精算確認に至るまでの一連の手続は，以下のとおりである。年度

末の修繕費の精算確認手続において，所管課は，指定管理者から提出された精算書に記載さ

れた工事内容と金額について，承認依頼書とともに事前に提出された見積書と照合しており，

最終的に工事業者から発行された請求書との照合は実施していない。 

１．指定管理者 ：所管課へ修繕承認依頼を提出 

    承認依頼書＋見積書＋現況写真等を添付して回付 

２．所管課  ：決裁承認 

３．指定管理者 ：発注，工事完了確認，所管課への完了報告（写真添付） 

４．所管課  ：現地訪問時に工事完了状況を確認 

５．指定管理者 ：年度末の修繕費の精算書を提出 

イ 考え方 
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 修繕費の精算確認手続においては，修繕取引の実在性及び金額の正確性に留意する必要が

ある。したがって，精算金額について，事前の承認依頼にもとづく見積書との照合だけでは，

見積り段階で水増しした金額で承認をとり，その後，値引きを受けるなど，不正な工事代金

を市へ請求するリスクを防止することができないため不十分である。 

ウ 意見[43] 

 修繕費の精算確認手続においては，不正請求をけん制する観点からも，現場に行った際に

請求書と照合することや，一定金額以上の工事案件については，請求書の添付を要請する等，

最終的な請求金額と一致していることを確認し，取引の実在性及び金額の正確性を検証する

必要がある。 

（１０）フィットネス事業で使用する備品について 

ア 発見事項 

 総合体育館及びプールにおけるフィットネス事業の運営は，協定書上，指定管理業務の範

囲内の事業として扱われているが，仕様書上，「事業運営にあたり必要な備品は，指定管理

者において調達・設置・維持管理すること」とされている。 

 一方，総合体育館及びプールで使用中のフィットネス機器の導入経緯は次のとおりである。 

・総合体育館フィットネスコーナーのフィットネス機器は，当初，㈶八尾体育振興会が，

そして現在は指定管理者である，八尾体育振興会グループがリース会社と賃貸借契約し

ている。 

・屋内プールのフィットネス機器は，当初，八尾市がリース契約を結び，平成14年度に

八尾市から㈶八尾体育振興会がリース契約を引き継ぎ，現在に至っている。 

 そして，このリース料は，当初から委託費，あるいは指定管理料として八尾市が負担して

おり，修繕維持費についても，保守料の名目で指定管理料等に含まれている。従ってフィッ

トネス機器の取得維持費は，実質，全て八尾市が負担しており，指定管理者独自の資金で取

得・維持してきたものではない。 

イ 考え方 

 ここでフィットネス事業の運営上，そこで必須の機器が現指定管理者の所有であるとする

と，指定管理者が仮に交代する場合，現指定管理者はその機器類をすべて撤去し，新指定管
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理者は同水準のサービスを市民に提供しようとすれば，すべて自主財源で新たに機器類を取

り揃えてから運営を始めなければならないこととなる。このような条件は，一方的に，現在

の指定管理者に有利であり，新規参入者への参入障壁となる。また，現実的にも，まだ使用

が可能な機器類について上記のような取り扱いをすることに経済合理性がない。 

 そこで，実質的には，フィットネス機器のリース料及び修繕費は指定管理料の中で八尾市

が負担したのであるから，年度ごとに市に備品を寄付させるとする考え方もある。しかしこ

れは，本来，指定管理者が自らの意思で自由に処分してよい指定管理料の一部を，市に返還

させることを予め義務付けることとなり，不合理である場合もある。 

ウ 意見[44] 

 体育館，プールのフィットネス機器は，現状のサービス維持を期待する以上，必須の機器

であって，市が所有し，指定管理者に使用させるべきである。公募の際，応募者は，現状と

同等以上のサービスを提案しなければ現指定管理者に提案内容が劣後するのであるから，実

質的に市の資金負担で購入したといえるフィットネス機器を，現在の指定管理者の所有とす

ることは，公平であるべき募集条件において，参入障壁として作用している。 

 また，市に寄付させることを事前に約束することも，上記イのとおり，公平とは言えない

場合がある。従って，フィットネス機器は当初から，市が直接負担する資本的支出である建

設改良費や精算対象の修繕費と同様，市の負担で購入し市の所有とする仕組みに整理するこ

とが望ましい。このようにすることで，物品の所有権が明確になり，募集時の公平性も保た

れることになり，より望ましい取り扱いであると考えられる。また，市にとって，財政的負

担は現在と何ら変わりがない。 

 一方で，市は，生涯学習センターのフィットネス事業について，民間サービスと重複する

観点等から，行財政改革の取り組みとして廃止した経過がある。実質は市が取得費用を負担

していても，フィットネス機器を市の所有と位置付けると，市としてフィットネス事業を実

施している形となり，長期的に撤退が困難になるという懸念があるという。しかし，現在，

市は，協定上，フィットネス事業を指定管理業務と位置づけており，指定管理者が自らの意

思でフィットネス事業を行ったり，廃止したりする自由はない。フィットネス事業を指定管

理業務の範囲に含めて行わせるかどうかは市が意思決定しているのであるから，廃止するか
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どうかも市の意思決定である。 

 また，フィットネス機器に係る資金負担は，当初から現在に至るまで，実質的には市が行

っていることから，名目上の所有者が指定管理者であるか市であるかによって，仮に撤退す

る際の資産整理においても，市の資金負担に違いは生じず，撤退のしやすさに差異はない。

本来，フィットネス事業の中で，機器の取得維持管理費用を含めて収支バランスが維持でき

ているかを見るべきであるところ，撤退の意思決定の際にも，その情報は重要であるが，現

在はそのような収支報告書になっていない。その点も，仕様書上，フィットネス機器につい

ては「事業運営にあたり費用な備品は，指定管理者において調達・設置・維持すること」と

いう取扱いにしていることから，指定管理料の中に分かり難くまぎれる原因となっている。 

 指定管理者の公募時における提案で，別の事業者がフィットネスを「実施しない」とする

提案をしたとして，現指定管理者に比べて，選考上，全く不利に働かないのであれば公平性

は保たれるが，現実にはそうではない。 

 市が主導して参入障壁となっていることは，募集の公平性の観点から問題であるため，フ

ィットネス機器を市の所有と位置付けない場合は，不公平にならないよう別途の解決策を見

出されたい。 

（１１）八尾市立総合体育館における備品の取扱い（残高報告） 

ア 発見事項 

 備品の取扱いに関して，基本協定書には下記の規定がある。しかし，市は，毎年度，貸与

備品について，備品台帳（Ⅰ種）を元にした実査は行っていないとのことであった。また，

指定管理者は，毎年度末，市への「備品残高」の報告も行っていないとのことであった。 

第 27条（抄） 

１ 丙は，指定期間中，「備品台帳（Ⅰ種）」に示す備品を乙に無償で貸与する。乙

は，備品（Ⅰ種）を，善良なる注意をもって管理し，常に良好な状態に保つもの

とする。 

３ 乙は，無償貸与された備品が経年劣化等により使用できなくなったときは，指

定管理料により修繕するものとする。ただし，当該備品の修繕が困難なときは，

丙と協議のうえ，乙は，必要に応じて同等の機能を有する備品を指定管理料によ

り購入もしくは調達するとともに，使用できなくなった備品を廃棄するものとす

る。 
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５ 指定管理用により購入もしくは調達した備品の所有権は丙に帰属するものと

する。 

６ 乙は，備品（Ⅰ種）について，「備品台帳（Ⅰ種）」に準じた台帳を備え，異動

を記録するとともに，毎年度終了後 30日以内に，「備品残高」を甲等に報告する

こと。 

７ 乙は，備品（Ⅰ種）のほか，乙の発意により備品（Ⅱ種）を本業務の実施のた

めに供することができるものとする。この場合において，乙は，備品（Ⅱ種）に

ついて，備品（Ⅰ種）とは別に備品台帳を備え適正に管理するものとする。 

８ 備品（Ⅱ種）について，甲等と乙の協議により，所有権を丙に移転することを

妨げない。 

甲：教育委員会，乙：指定管理者，丙：八尾市 

イ 考え方 

 備品については，基本協定書に基づいた運用がなされる必要がある。定期的に実査を行い，

紛失の有無や使用可否状況の確認を行うことが求められる。 

ウ 意見[45] 

 市からの貸与備品の残高については，基本協定書の規定に基づき，指定管理者が，毎年度

終了後，必ず，市へ適時に報告するよう，改善されたい。それとともに，市側としては，実

査を的確に行うよう業務手順を見直されたい。 

 

８ 八尾市立屋内プール 

（１） 施設の概要等 

ア 施設の概要等 

施設名 八尾市立屋内プール（愛称：しぶき） 

所在地 八尾市上尾町七丁目１番地の 17 

所管課 教育委員会 教育総務部 生涯学習スポーツ課 

条例・規則 
八尾市立屋内プール条例 

八尾市立屋内プール条例施行規則 

計画・指針・要綱 八尾市第２次生涯学習・スポーツ振興計画 

設置目的（条例に

よる） 
市民のスポーツの振興を図り，健康の増進に寄与するため 

竣工 平成 11年 11月竣工 

開設年月日 平成 14年４月開設 
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敷地面積（所有） 4,708.89㎡ 

建物構造（所有） RC造（一部 SRC造・S造） 

延床面積 6,176.22㎡ 

主な施設 メインプール，幼児用プール，ウォータースライダー，フィットネス等 

建設費 約 29億円 

運営形態の推移 

（降順） 

（公募／非公募） 

①公募：平成 31 年４月～令和６年３月（５年間）（指定管理者：八尾体育振興会

グループ） 

②公募：平成 26年４月～平成 31年３月（５年間）（指定管理者：八尾体育振興会

グループ） 

③公募：平成 21年４月～平成 26年３月（５年間）（指定管理者：八尾体育振興会

グループ） 

④非公募：平成 18年４月～平成 21年３月（３年間）（指定管理者：財団法人八尾

体育振興会） 

⑤業務委託：平成 14 年４月～平成 18 年３月（４年間）（受託者：財団法人八尾

体育振興会） 

備考：なお，①②③の指定管理者は企業共同体である。その構成団体は，公益財団

法人八尾体育振興会，（株）オーエンスである。 

備考：公募の応募者数は，①１団体，②③４団体である。 

建物の長寿命化

の為の長期保全

計画の策定状況  

令和２年度中に全施設（一部を除く）を対象として，建物長寿命化等に関する計画

を策定予定 

目標設定 － 

利用者アンケー

ト・要望調査 
有・年１回 

料金体系 利用料金制を採用している(平成 18年４月より） 

施設の特徴 

 市民からは「しぶき」の愛称で親しまれている，全天候型の屋内型プールである。 

25 メートル×６コースのメインプールのほか，健康増進を目的としたバーデプー

ルやフィットネスルームをなども備えている。 
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【八尾市立屋内プールの外観】 

 

 

 

 

 

 

イ 過去５年間の利用状況 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

利用人数 162,087 166,497 160,498 150,714 131,512 

ウ 過去５年間の収支等 
 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

収入（歳入） 140,879,801  138,582,616  140,688,114  137,607,264  117,108,110  

  
指 定 管 理 料

（協定） 
76,648,680  75,568,680  71,489,020  65,972,950  65,040,000  

  精算金 0  3,535,736  7,912,084  12,261,084  0  

  利用料金収入 58,026,290  59,478,200  61,287,010  59,373,230  52,068,110  

  
管理費収入/

負担金 
6,204,831  0  0  0  0  

支出（歳出） 139,434,061  134,141,163  139,347,726  133,091,104  136,218,917  

  人件費 42,778,908  47,305,454  51,009,190  49,212,286  56,030,042  

  役務費 1,500,951  1,594,437  1,627,579  13,319,911  1,301,162  

  旅費交通費 5,400  4,000  6,500  1,240  0  

  賃借費 1,340,555  1,747,235  1,881,479  1,735,931  2,754,703  

  委託費 2,839,164  2,893,164  2,893,164  2,893,164  8,532,708  

  維持経費 76,444,493  73,385,012  70,845,280  68,755,185  59,186,766  

  修繕費 11,151,855  3,280,000  7,123,669  5,092,294  5,450,000  

  租税公課 3,372,735  3,931,861  3,960,865  4,069,013  2,966,536  

収支差額 1,445,740  4,441,453  1,340,388  4,516,160  -19,110,807  
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エ モニタリングの実施状況とその結果 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

(1)利用者の平等利用の確

保・サービスの向上 

 Ｓ Ａ Ａ Ａ 

(2)公の施設の効用発揮  Ａ Ａ Ｂ Ｂ 

(3)適切な維持管理及び管理

経費の縮減 

 Ａ Ａ Ａ Ａ 

(4)団体の人員，試算その他

の経営規模及び能力 

 Ａ Ａ Ａ Ａ 

(5)その他施設の性質または

目的に応じた基準 

 Ａ Ａ Ａ Ａ 

総合評価 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

オ 現金取扱い 

現金取扱い 有 

現金取扱い内容と取扱高 個人使用料，駐車料金，自主事業，物販 

約 200,000円／日 

（２）自主事業の施設使用料について（屋内プールにおける多目的室） 

ア 発見事項 

 屋内プールの施設内にある「多目的室」では，指定管理者（構成団体）による自主事業と

して，カルチャー教室（一般向け及び子ども向けスポーツ教室）が実施されている。この「多

目的室」については，条例上，施設を利用するにあたっての使用料が設定されておらず，他

の自主事業の場合と異なり，指定管理者は施設使用料を支払っていなかった。 

 所管課の説明によると，屋内プールの設立当初は「多目的室」はプール利用者の休憩場所

としての位置付けで，有償での部屋の貸出を想定していなかった等の理由により，条例上，

使用料が設定されていなかったとのことであった。その後，指定管理者の提案により，施設

の有効活用の一環として「多目的室」でスポーツ教室等の講座を開催するようになり，指定

管理者が，無償で使用している。 

イ 考え方 

 仕様書において「自主事業は，指定管理者の創意工夫のもと指定管理者の自主財源で企画・

実施すること」及び「管理運営にかかる事務及び会計については，団体，法人等の主たる事
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務及び会計から独立した区分で行うこと」が要請されている。したがって，指定管理者が自

主事業を実施するにあたって，管理運営の対象としている市の施設を利用する際には，原則

として，他の利用者と同様に利用料金を支払う必要がある。 

ウ 意見[46] 

 現在，自主事業のカルチャー教室で使用されている「多目的室」は，一般の利用者に開放

された休憩場所のようなフリースペースではなく，部屋として，区切られ独立した空間であ

る。利用料金を収めて実施している他の自主事業との違いが明確でなく，指定管理者が，無

償で優先的かつ排他的に利用できる根拠が不明瞭である。指定管理者は，カルチャー教室の

実施によって，年間9百万円の収入を得ている点からも，市は，無条件に無償の貸与を認める

のではなく，一定の対価を徴収することを含めて検討すべきである。 

 また，「多目的室」は，指定管理者がレッスン場所として継続的に利用している一方，講

座が開催されていない日曜日など使用していない日時も発生している。多目的室は，施設案

内等にも記載されておらず，市民が利用できる場所ということが周知されていない。施設を

有効に活用する観点からは，条例上，貸出しが可能とし，使用料・利用料金を徴収できるよ

うな改正を行い，市民に開放することを検討する必要がある。 

（３）屋内プールにおける備品の取扱いについて 

ア 発見事項 

 市から貸与されている備品が，全て，施設内に現存しているか質問したところ，現時点で

は使用しておらず，倉庫に保管しているものもあるとのことであった。そこで，倉庫保管品

について，代替品を使用しているため撤去したものと，未使用のため撤去したものに分けて，

調査・報告を依頼した。その結果は以下のとおりであった。 

 

【代替品を使用しているため撤去】 

備品番号 品名 規格 

25402 006010001 印刷機 印刷機 

25409 006010003 コピー機 複写機（電子式） 

25643 003040006 ロッカー 貴重品ロッカー 
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【未使用のため撤去】 

備品番号 品名 規格 

25447 011010003 空気清浄機 分煙機 

25464 001030010 長テーブル 会議机 

25501 001010001 片袖机 事務用片袖机 

25502 001010001 片袖机 事務用片袖机 

25519 002010006 回転椅子（肘無） 職員用回転椅子（肘なし） 

25529 002010006 回転椅子（肘無） 職員用回転椅子（肘なし） 

25572 002010010 長椅子 長椅子（背なし） 

25601 002010009 特殊椅子 ハイチェアー 

25602 002010009 特殊椅子 ハイチェアー 

25757 005030001 かさ立 傘立て 

25758 005030001 かさ立 傘立て 

25872 005010001 アコーディオンカーテン 間仕切アコーディオンドア 

25887 005030001 かさ立 傘立て 

25989 013010001 案内表示板 案内板（柱） 

25990 013010001 案内表示板 案内板（柱） 

25991 013010001 案内表示板 案内板（柱） 

25992 013010001 案内表示板 案内板（柱） 

 

 まず，「代替品を使用しているため撤去」した備品について，代替品を使用している理由

について質問したところ，印刷機及びコピー機は破損のため，貴重品ロッカーは従来の鍵式

は紛失が多かったので番号式に変更したため，とのことであった。 

 次に，「未使用のため撤去」した備品について，それを使用していない理由について質問

したところ，現在使用不可のもの（分煙機），使用可能ではあるが今後使う予定がないもの

（椅子，机，傘立て，間仕切アコーディオンドア），使用可能であり，使うことがあるもの

（長テーブル，案内表示板）に分けられた。 

イ 考え方 

 備品のうち，破損しているもの，使用不可のものについては，市に報告の上，除却処理を

行う必要がある。また，使用可能ではあるがプールでは今後使う予定がないものについては，

今後の取扱を市と指定管理者が協議した上で，他の必要とする部署に所管替えし有効活用し



 

 

 

 

- 141 - 

ていく，使わないので除却処理していく等，整理していく必要がある。さらに，代替品を購

入しているもののうち，所有権が市に帰属する備品については，市の台帳に記載する必要が

ある。 

ウ 意見[47] 

 上記の考え方にしたがい，備品の使用状況の変化に応じて，実際の物理的な「廃棄」の有

無に関わらず，適時に市へ報告する体制を整えられたい。 

 

９ 八尾市立山本球場 

（１）施設の概要等 

ア 施設の概要等 

施設名 八尾市立山本球場 

所在地 八尾市山本町南七丁目９番 11号 

所管課 教育委員会 教育総務部 生涯学習スポーツ課 

条例・規則 
八尾市立山本球場条例 

八尾市立山本球場条例施行規則 

計画・指針・要綱 八尾市第２次生涯学習・スポーツ振興計画 

設置目的（条例に

よる） 
市民のスポーツの振興を図るとともに，健康の増進に寄与すること 

竣工 昭和 13年竣工(平成３年６月改修） 

開設年月日 平成３年 

敷地面積（所有） 15,189.38㎡（八尾市所有） 

建物構造（所有） スタンド ＲＣ構造２階建て バックスクリーン 鉄骨造 

延床面積 9,865㎡(グラウンド面積） 

主な施設 グラウンド，スコアボード，本部室，会議室，更衣室，シャワー室等 

建設費 不明 

運営形態の推移 

（降順） 

（公募／非公募） 

①②③④【八尾市立総合体育館の記載参照】 

⑤業務委託：平成３年６月～平成 18年３月（15年間）（受託者財団法人八尾体育

振興会） 
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建物の長寿命化

の為の長期保全

計画の策定状況  

令和２年度中に全施設（一部を除く）を対象として，建物長寿命化等に関する計画

を策定予定 

目標設定 － 

利用者アンケー

ト・要望調査 
有・年 1回 

料金体系 利用料金制を採用している(平成 18年 4月より） 

施設の特徴 
本格的な野球専用球場として，主に軟式野球や少年硬式野球に利用されている。両

翼 90ｍ中堅 100ｍの広さで観客席 2,000人収容可能でとなっている。 

イ 過去５年間の利用状況 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

利用人数 34,629 36,864 33,818 35,202 31,864 

ウ 過去５年間の収支等 
 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

収入（歳入） 21,595,090  22,044,061  22,899,668  22,934,800  21,883,850  

  
指定管理

料（協定） 
14,572,440  13,472,440  14,170,450  13,768,450  13,635,160  

  精算金 0  145,621  90,608  0  0  

  
利用料金

収入 
7,022,650  8,426,000  8,638,610  9,166,350  8,248,690  

支出（歳出） 21,020,642  20,815,137  22,738,392  24,100,928  19,277,477  

  人件費 6,490,859  6,932,760  6,997,435  7,263,777  6,448,299  

  役務費 243,800  219,520  210,579  224,221  241,336  

  委託費 9,129,481  9,409,161  9,783,027  10,793,930  8,964,777  

  維持経費 2,856,116  2,860,834  3,211,349  3,206,473  2,098,369  

  修繕費 1,733,886  771,562  1,958,002  2,113,527  839,296  

  租税公課 566,500  621,300  578,000  499,000  685,400  

収支差額 574,448  1,228,924  161,276  -1,166,128  2,606,373  

エ モニタリングの実施状況とその結果 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

(1)利用者の平等利用の確

保・サービスの向上 

 Ａ Ａ Ａ Ａ 

(2)公の施設の効用発揮  Ａ Ａ Ａ Ｂ 
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(3)適切な維持管理及び管

理経費の縮減 

 Ａ Ａ Ａ Ａ 

(4)団体の人員，試算その他

の経営規模及び能力 

 Ａ Ａ Ａ Ａ 

(5)その他施設の性質また

は目的に応じた基準 

 Ａ Ａ Ａ Ａ 

総合評価 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

オ 現金取扱い 

現金取扱い 有 

現金取扱いの内容と取扱高 駐車料金 約 9,400円／日 

 

１０－１ 八尾市立小阪合テニス場 

（１）基本データ 

ア 施設の概要等 

施設名 八尾市立小阪合テニス場 

所在地 八尾市南小阪合町一丁目２番７号 

所管課 教育委員会 教育総務部 生涯学習スポーツ課 

条例・規則 
八尾市立テニス場設置条例 

八尾市立テニス場設置条例施行規則 

計画・指針・要綱 八尾市第２次生涯学習・スポーツ振興計画 

設置目的（条例に

よる） 
市民のスポーツの振興を図り健康の増進に寄与するため 

竣工 － 

開設年月日 平成５年 

敷地面積（所有） 985.93㎡（小阪合ポンプ場沈砂場屋上） 

建物構造（所有） － 

延床面積 － 

主な施設 テニスコート 

建設費 － 

運営形態の推移 

（降順） 

（公募／非公募） 

①②③④【八尾市立総合体育館の記載参照】 

⑤業務委託：平成５年４月～平成１８年３月（13年間）（受託者：財団法人八尾体

育振興会） 
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備考：公募の応募者数は，①②１団体，③３団体である。 

建物の長寿命化

の為の長期保全

計画の策定状況  

－ 

目標設定の有無・

内容 
－ 

利用者アンケー

ト・要望調査 
有・年 1回 

料金体系 利用料金制を採用している（平成 18年４月より） 

施設の特徴 大阪府小阪合ポンプ場内にある，ハードコート１面を有するテニス場である。 

イ 過去５年間の利用状況 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

利用人数 3,272 3,006 2,942 2,862 2,551 

ウ 過去５年間の収支等 
 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

収入（歳入） 466,200 425,100 464,660 537,380 462,660 

  
利用料金収

入 
466,200 425,100 464,660 537,380 462,660 

支出（歳出） 233,666 235,930 336,496 169,460 643,851 

  人件費 0  0  0  0 0  

  役務費 0  0  0  0  0  

  賃借費 0  0  0  0  0  

  委託費 175,582 183,010 184,293 168,860 169,575 

  維持経費 58,084 0  152,203 600 1,276 

  修繕費 0  52,920 0  0  473,000 

  租税公課 0  0  0  0  0  

収支差額 232,534 189,170 128,164 367,920 -181,191 

エ モニタリングの実施状況とその結果 
 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

(1)利用者の平等利用の確

保・サービスの向上 
 Ａ Ａ Ａ Ａ 

(2)公の施設の効用発揮  Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

(3)適切な維持管理及び管

理経費の縮減 
 Ａ Ａ Ａ Ａ 
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(4)団体の人員，試算その

他の経営規模及び能力 
 Ａ Ａ Ａ Ａ 

(5)その他施設の性質また

は目的に応じた基準 
 Ａ Ａ Ａ Ａ 

総合評価 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

オ 現金管理 

現金取扱い 無 

 

１０－２ 八尾市立志紀テニス場 

（１）基本データ 

ア 施設の概要等 

施設名 八尾市立志紀テニス場 

所在地 八尾市志紀町西一丁目３番地 

所管課 

上記に同じ 

条例・規則 

計画・指針・要綱 

設置目的（条例に

よる） 

竣工 平成９年３月（クラブハウス） 

開設年月日 平成８年 

敷地面積（所有） 9,044.3㎡ 

建物構造（所有） クラブハウス 鉄骨造 

延床面積 104.32㎡（クラブハウス） 

主な施設 テニスコート，クラブハウス 

建設費 クラブハウス 約２億円 

（このほかは，小阪合テニス場に同じ） 

イ 過去５年間の利用状況 
 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

利用人数 34,752 33,576 31,532 30,519 26,802 

ウ 過去５年間の収支等 
 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

収入（歳入） 14,064,600 13,667,600 13,056,320 15,244,340 13,498,210 
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利 用 料 金

収入 
14,064,600 13,667,600 13,056,320 15,244,340 13,498,210 

支出（歳出） 10,879,536 9,913,180 10,517,482 14,890,521 11,743,516 

  人件費 4,439,709 4,444,355 4,659,343 4,888,462 4,829,458 

  役務費 129,606 130,381 132,108 199,191 226,369 

  賃借費 13,990 13,990 13,990 13,990 13,900 

  委託費 3,263,394 3,328,102 3,491,246 4,323,022 3,522,138 

  維持経費 1,646,945 1,214,112 1,561,875 2,385,256 1,197,391 

  修繕費 772,092 111,240 52,920 2,654,600 1,455,960 

  租税公課 613,800 671,000 606,000 426,000 498,500 

収支差額 3,185,064 3,754,420 2,538,838 353,819 1,754,694 

エ モニタリングの実施状況とその結果 
 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

(1)利用者の平等利用の確

保・サービスの向上 

 Ａ Ａ Ａ Ａ 

(2)公の施設の効用発揮  Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

(3)適切な維持管理及び管

理経費の縮減 

 Ａ Ａ Ａ Ａ 

(4)団体の人員，試算その

他の経営規模及び能力 

 Ａ Ａ Ａ Ａ 

(5)その他施設の性質また

は目的に応じた基準 

 Ａ Ａ Ａ Ａ 

総合評価 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

オ 現金取扱い 

現金取扱いの有無 有 

現金取扱い有の内容と取扱高 施設使用料，駐車料金 

約 38,000円／日 

１１－１ 八尾市立市民運動広場（曙町） 

（１） 基本データ 

ア 施設の概要等 

施設名 八尾市立曙町市民運動広場 

所在地 八尾市曙町二丁目 11番地の４ 

所管課 教育委員会 教育総務部 生涯学習スポーツ課 
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条例・規則 
八尾市立市民運動広場設置条例 

八尾市立市民運動広場設置条例施行規則 

計画・指針・要綱 八尾市第２次生涯学習・スポーツ振興計画 

設置目的（条例に

よる） 
市民のスポーツの振興を図るとともに健康の増進に寄与すること 

竣工 － 

開設年月日 昭和 59年 

敷地面積（所有） 5,251.95㎡ 

建物構造（所有） － 

延床面積 － 

主な施設 多目的グラウンド 

建設費 － 

運営形態の推移 【総合体育館の平成９年以後の推移に同じ】 

建物の長寿命化

の為の長期保全

計画の策定状況  

－ 

目標設定 － 

利用者アンケー

ト・要望調査 
有・年 1回 

料金体系 利用料金制を採用している（平成 18年 4月より） 

施設の特徴 

市民のスポーツ振興を図り，健康増進に貢献することを目的とした多目的体育施設

である。少年野球，ソフトボール，サッカー，ゲートボール，グラウンドゴルフな

ど，様々な競技に使用されている。 

イ 過去５年間の利用状況 
 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

利用人数 21,074 18,387 15,586 12,203 12,367 

ウ 過去５年間の収支等 
 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

収入（歳入） 2,401,280  2,320,506  2,405,907  2,401,280  3,481,460  

  
指定管理料

（協定） 
1,799,280  1,699,280  1,721,650  1,644,015  2,991,000  

  精算金 0  23,426  126,627  160,055  0  
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利用料金収

入 
602,000  597,800  557,630  597,210  490,460  

支出（歳出） 3,040,421  3,117,313  2,909,039  2,722,040  2,659,536  

  役務費 46,266  45,506  47,667  65,592  94,196  

  委託費 2,765,772  2,766,805  2,621,353  2,476,984  2,139,147  

  維持経費 228,383  209,962  240,019  179,464  363,893  

  修繕費 0  95,040  0  0  0  

  租税公課 0  0  0  0  62,300  

収支差額 -639,141  -796,807  -503,132  -320,760  821,924  

エ モニタリングの実施状況とその結果 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

(1)利用者の平等利用の確

保・サービスの向上 
 Ａ Ａ Ａ Ａ 

(2)公の施設の効用発揮  Ｂ Ｂ Ｂ Ａ 

(3)適切な維持管理及び管

理経費の縮減 
 Ａ Ａ Ａ Ａ 

(4)団体の人員，試算その

他の経営規模及び能力 
 Ａ Ａ Ａ Ａ 

(5)その他施設の性質また

は目的に応じた基準 
 Ａ Ａ Ａ Ａ 

総合評価 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

オ 現金取扱い 

現金取扱い 無 

 

１１－２ 八尾市立市民運動広場（福万寺町） 

（１）基本データ 

ア 施設の概要等 

施設名 八尾市立福万寺町市民運動広場 

所在地 八尾市福万寺町北四丁目及び五丁目地内 

所管課 

上記に同じ 条例・規則 

計画・指針・要綱 
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設置目的（条例に

よる） 

竣工 － 

開設年月日 平成３年 

敷地面積（所有） 占有面積 33,319.50㎡ グラウンド面積 25,600.00㎡ 

建物構造（所有） － 

延床面積 － 

主な施設 多目的グラウンド 

建設費 － 

（このほかは，市民運動広場（曙町）に同じ） 

イ 過去５年間の利用状況 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

利用人数 73,589 75,313 61,219 46,190 57,581 

ウ 過去５年間の収支等 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

収入（歳入） 3,492,080  3,536,511  3,533,469  5,156,230  7,053,190  

  
指定管理料

（協定） 
2,674,080  2,574,080  2,568,550  2,463,015  6,036,000  

  精算金 0  36,731  79,159  1,804,795  0  

  
利用料金収

入 
818,000  925,700  885,760  842,110  1,017,190  

  その他収入 0  0  0  46,310  0  

支出（歳出） 5,718,684  6,175,384  7,514,250  7,711,140  7,089,716  

  役務費 45,101  97,535  45,928  62,509  62,169  

  委託費 4,310,518  4,032,806  4,465,966  3,791,248  4,286,133  

  維持経費 1,339,305  1,892,763  1,772,560  1,812,343  1,438,934  

  修繕費 23,760  152,280  1,229,796  2,045,040  1,302,480  

  租税公課 0  0  0  0  0  

収支差額 -2,226,604  -2,638,873  -3,980,781  -2,554,910  -36,526  

エ モニタリングの実施状況とその結果 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

(1)利用者の平等利用の確

保・サービスの向上 

 Ａ Ａ Ａ Ａ 

(2)公の施設の効用発揮  Ｂ Ｂ Ｂ Ａ 



 

 

 

 

- 150 - 

(3)適切な維持管理及び管

理経費の縮減 

 Ａ Ａ Ａ Ａ 

(4)団体の人員，試算その

他の経営規模及び能力 
 Ａ Ａ Ａ Ａ 

(5)その他施設の性質また

は目的に応じた基準 

 Ａ Ａ Ａ Ａ 

総合評価 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

オ 現金取扱い 

現金取扱い 無 

 

１１－３ 八尾市立市民運動広場（新家町） 

（１）基本データ 

ア 施設の概要等 

施設名 八尾市立新家町市民運動広場 

所在地 八尾市新家町五丁目地内 

所管課 

上記に同じ 

条例・規則 

計画・指針・要綱 

設置目的（条例に

よる） 

竣工 － 

開設年月日 平成 22年 

敷地面積（所有） 4,558.00㎡ 

建物構造（所有） － 

延床面積 － 

主な施設 多目的グラウンド 

建設費 － 

（このほかは，市民運動広場（曙町）に同じ） 

イ 過去５年間の利用状況 
 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

利用人数 17,883 22,168 17,131 13,748 12,996 

ウ 過去５年間の収支等 
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 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

収入（歳入） 2,156,620  1,991,807  2,159,993  2,156,220  2,602,770  

  
指定管理料

（協定） 
1,748,520  1,648,520  1,695,870  1,643,220  2,188,000  

  精算金 0  13,587  46,493  87,080    

  
利用料金収

入 
408,100  329,700  417,630  425,000  414,770  

支出（歳出） 2,775,187  2,272,537  2,432,041  2,310,889  2,490,655  

  役務費 38,959  45,656  41,211  47,347  89,920  

  委託費 2,044,146  2,042,317  2,259,899  2,211,703  2,285,095  

  維持経費 138,269  184,564  130,931  51,839  115,640  

  修繕費 553,813  0  0  0  0  

  租税公課 0  0  0  0  0  

収支差額 -618,567  -280,730  -272,048  -154,669  112,115  

エ モニタリングの実施状況とその結果 
 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

(1)利用者の平等利用の確

保・サービスの向上 
 Ａ Ａ Ａ Ａ 

(2)公の施設の効用発揮  Ｂ Ｂ Ｂ Ａ 

(3)適切な維持管理及び管

理経費の縮減 
 Ａ Ａ Ａ Ａ 

(4)団体の人員，試算その

他の経営規模及び能力 
 Ａ Ａ Ａ Ａ 

(5)その他施設の性質また

は目的に応じた基準 
 Ａ Ａ Ａ Ａ 

総合評価 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

オ 現金取扱い 

現金取扱い 無 
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１２ 八尾市立青少年運動広場 

（１）基本データ 

ア 施設の概要等 

施設名 八尾市立青少年運動広場 

所在地 八尾市安中町九丁目１番地の５ 

所管課 こども未来部 青少年課 

条例・規則 
八尾市立青少年運動広場設置条例 

八尾市立青少年運動広場設置条例施行規則 

計画・指針・要綱 

八尾市こどもいきいき未来計画 

八尾市第 2次生涯学習・スポーツ振興計画 

八尾市立青少年運動広場運営委員会要綱 

設置目的（条例に

よる） 

基本的人権尊重の精神に基づき，青少年の交流を図るとともに，自主的，組織的な

スポーツ及びレクリエーシヨン活動を促進し，青少年の健康増進と健全育成を図る

ことを目的とする。 

竣工／ 昭和 61年３月竣工 

開設年月日 昭和 61年５月１日開設 

敷地面積（所有） 9,940㎡（八尾市所有） 

建物構造（所有） 事務所１階（軽量鉄骨造） 

延床面積 135.81㎡ 

主な施設 事務所，運動広場 

建設費 145,676,292円（夜間照明除く） 

運営形態の推移 【総合体育館の平成 18年以後の推移に同じ】 

建物の長寿命化

の為の長期保全

計画の策定状況  

－ 

目標設定 － 

利用者アンケー

ト・要望調査 
利用者アンケートを例年実施している。 

料金体系 利用料金制を採用している（平成 18年 4月より） 

施設の特徴 
夜間照明設備を備えた運動広場であり，市内他９施設を同一の指定管理者が管理運

営を行っている。 
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イ 過去５年間の利用状況 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

利用人数 28,313 27,481 26,838 30,000 27,191 

ウ 過去５年間の収支等 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

収入（歳入） 5,165,608 6,121,614 5,083,985 5,190,610 8,271,840 

  
指定管理料

（協定） 
3,238,920 3,138,920 3,108,920 2,978,920 5,906,000 

  精算金 10,388 1,045,294 153,635 0 0 

  
利用料金収

入 
1,916,300 1,937,400 1,821,430 2,211,690 2,365,840 

支出（歳出） 7,752,027 7,207,788 7,120,865 6,999,809 7,127,494 

  消耗品費 134,615 146,501 119,904 37,778 159,062 

  燃料費 10,072 12,331 11,252 9,051 14,309 

  光熱水費 1,872,075 1,913,695 1,811,672 1,655,633 1,687,848 

  修繕費 469,800 1,094,040 171,234 530,280 247,500 

  通信運搬費 34,481 32,735 32,767 32,032 33,035 

  支払手数料 41,160 25,596 50,660 32,886 124,281 

  委託料 4,934,944 3,938,610 4,825,096 4,255,029 4,113,884 

  原材料費 17,280 44,280 61,560 54,000 82,755 

  施設整備費 237,600 0 36,720 393,120 599,500 

  租税公課 0 0 0 0 62,300 

  雑費 0 0 0 0 3,020 

収支差額 -2,586,419  -1,086,174  -2,036,880  -1,809,199  1,144,346  

エ モニタリングの実施状況とその結果 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

(1)利用者の平等利用の確

保・サービスの向上 
 Ａ Ａ Ａ Ａ 

(2)公の施設の効用発揮  Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

(3)適切な維持管理及び管

理経費の縮減 
 Ａ Ａ Ａ Ａ 

(4)団体の人員，試算その

他の経営規模及び能力 
 Ａ Ａ Ａ Ａ 
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(5)その他施設の性質また

は目的に応じた基準 
 Ａ Ａ Ａ Ａ 

総合評価 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

オ 現金取扱い 

現金取扱いの有無 無 

 

１３ 八尾市立大畑山青少年野外活動センター 

（１）基本データ 

ア 施設の概要等 

施設名 八尾市立大畑山青少年野外活動センター 

所在地 八尾市恩智中町四丁目 55番地 

所管課 こども未来部 青少年課 

条例・規則 
八尾市立大畑山青少年野外活動センター条例 

八尾市立大畑山青少年野外活動センター条例施行規則 

計画・指針・要綱 八尾市こどもいきいき未来計画 

設置目的（条例に

よる） 

八尾市立大畑山青少年野外活動センターは，青少年が自然に親しみ，野外

活動及びレクリエーション活動を行う場を提供し，もって，青少年の健全

な育成を図ることを目的とする。 

竣工 平成３年３月竣工 

開設年月日 平成３年５月 15日開設 

敷地面積（所有） 18,074.71㎡（大阪市所有） 

建物構造（所有） 
管理棟（鉄骨造）,機械室（鉄筋コンクリート造）,屋外便所棟（鉄筋コン

クリート造）,浴室（軽量鉄骨造） 

延床面積 
1,161.05㎡ 

（管理棟 1059.45㎡，機械室 47.25㎡，その他 24.36㎡,浴室 29.99㎡） 

主な施設 
キャンプ場５サイト，管理棟兼研修棟，小体育館，ファイヤー場，多目的

広場 

建設費 433,041,000円（建設当初 浴室除く） 

運営形態の推移 

（降順） 

（公募／非公募） 

①公募：平成 31 年４月～令和６年３月（５年間）（指定管理者：特定非

営利活動法人ナック） 

②公募：平成 26年４月～平成 31年３月（５年間）（指定管理者：特定非

営利活動法人ナック） 
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③公募：平成 21年４月～平成 26年３月（５年間）（指定管理者：特定非

営利活動法人ナック） 

④非公募：平成 18年４月～平成 21年３月（３年間）（指定管理者：財団

法人八尾体育振興会） 

備考：公募の応募者数は，①②は１団体，③は３団体である。 

建物の長寿命化の

為の長期保全計画

の策定状況  

令和２年度中に全施設（一部を除く）を対象として，建物長寿命化等に関

する計画を策定予定 

目標設定 

前管理者の利用者数および指定期間の利用者数実績から算定する利用予

定者数および前年度の実績数を目標としている。年次目標の利用予定者数

は常に達成し，前年度との月次比較においてもおおむね達成している。 

利用者アンケー

ト・要望調査 
利用者アンケートを例年８月に実施している。 

料金体系 利用料金制を採用している（平成 18年４月より） 

施設の特徴 
市内唯一のキャンプ可能な野外活動施設であり，５つのキャンプサイト，

研修室，小体育館，ファイヤー場，多目的広場などで構成される。 

イ 過去５年間の利用状況 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

利用者数 82,283 87,429 90,591 90,195 96,259 

ウ 過去５年間の収支 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

収入（歳入） 35,842,488 37,627,920 38,920,623 39,289,093 44,868,180 

  
指定管理料

（協定） 
13,240,800 13,097,700 12,167,010 11,020,957 14,497,000 

  精算金 1,478,693 1,067,774 1,625,494 515,796 203,038 

  
利用料金収

入 
8,095,180 8,158,240 8,425,850 10,254,450 10,297,930 

  八尾市委託 150,000 0 0 864,240 0 

  自主事業 12,877,815 15,304,206 16,702,269 16,633,650 19,870,212 

支出（歳出） 32,992,370 35,087,168 36,213,567 38,883,756 42,900,163 

  人件費 14,542,629 15,525,045 16,241,836 15,881,394 15,518,250 

  役務費 856,581 962,462 1,023,474 1,005,423 1,053,208 

  旅費交通費 650,600 699,540 1,109,940 1,186,656 1,528,512 

  賃借料 1,576,611 2,023,910 1,812,898 2,400,092 2,104,713 



 

 

 

 

- 156 - 

  委託費 3,717,543 3,692,526 4,647,281 4,315,878 4,279,915 

  維持経費 4,865,069 5,409,958 4,869,160 6,053,042 6,400,889 

  修繕費 1,799,408 1,535,652 1,692,789 1,074,492 950,438 

  租税公課 659,100 606,600 738,795 2,012,517 1,593,707 

  報償費 1,292,691 1,410,480 203,146 375,386 1,159,218 

  福利厚生費 0 0 557,000 871,500 850,000 

  食糧費 3,002,032 3,219,495 3,286,613 3,644,003 3,392,725 

  負担金 30,106 1,500 30,635 63,373 140,588 

  管理費 0 0 0 0 3,928,000 

エ モニタリングの実施状況とその結果 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

(1)利用者の平等利用の確

保・サービスの向上 
 Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ 

(2)公の施設の効用発揮  Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ 

(3)適切な維持管理及び管

理経費の縮減 
 Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ 

(4)団体の人員，試算その

他の経営規模及び能力 
 Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ 

(5)その他施設の性質また

は目的に応じた基準 
 Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ 

総合評価 Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ 

オ 現金取扱い 

現金取扱い 有 

現金取扱いの内

容と取扱高 

小口現金 月支出 1,300,000円程度 

利用料金 月額 800,000円程度 

事業収入 月額 700,000円程度 

雑入    月額 130,000円程度 

（２）基本協定書の「備品」の文言について 

ア 発見事項 

 大畑山青少年野外活動センターの基本協定書では，備品の種類として，八尾市に帰属すべ

きとされる「指定管理料により購入もしくは調達した備品」（基本協定書第31条４項）と，

原則として指定管理者の帰属とされる「乙の発意のもと，乙の自己財源により購入もしくは

調達した備品」（同５項）の２種類が存在する（こうした規定は，他の施設の基本協定書で
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もしばしば見られる。）。 

 これらの２種類の備品について，基本協定書の文言上は，その区別が明確となっておらず，

単に「備品」「備品等」といった言葉のみが用いられている。他の指定管理施設においては，

基本協定書上も，八尾市に所有権が帰属すべきとされる備品を「備品Ⅰ」，指定管理者に所

有権が帰属する備品を「備品Ⅱ」と定義し，基本協定書上も峻別が明らかにされているもの

がある。 

イ 考え方 

 大畑山青少年野外活動センターの基本協定書では，指定管理者の交代が発生する場合に八

尾市に「備品等の引継ぎを行わなければならない」（基本協定書第50条１項）とされている

が，この規定における「備品等」として指定管理者に所有権が帰属する備品が含まれるか否

かも，前記のような用語の問題から文言上は不明確となっている。 

 この点については，厳密には現行の基本協定書を前提としても，同第31条５項において「乙

の発意のもと，乙の自己財源により購入もしくは調達した備品については…乙と丙の協議に

より，当該備品の所有権を丙に移転することを妨げない」とされていることから，協議によ

らない限りは乙の自己財源により購入された備品は承継の対象とならないものとも理解さ

れ，前掲の指定管理者交代時の「備品等」（基本協定書第50条１項）にも含まれないと解す

ることは，一応，可能であるようには思われる。 

 しかし，何れにしても，基本協定書の規定は，当事者間で不要な疑義が生じないように明

確にされる方が事後の紛争を防ぐ趣旨で適切である。 

ウ 意見[48] 

 次回の基本協定書の締結時（次回の指定管理者の選定時）までに，基本協定書（雛形）の

前記「備品」「備品等」という文言を見直し，他施設の基本協定書の雛形等も参考にしつつ，

例えば，所有権が八尾市に帰属すべき備品を「備品Ⅰ」，指定管理者に所有権が帰属すべき

備品を「備品Ⅱ」とする定義規定を入れ，その文言に従って各規定における「備品」「備品

等」がどちらを指すのか（あるいはその両方を指すのか）が明確になるように基本協定書の

文言を修正すべきである。 

（３）防災マニュアルの項目の不足 
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ア 発見事項 

 大畑山青少年野外活動センターの基本協定書では，「地震，暴風雨，火災，事故，暴動，

盗難，犯罪等の緊急事態に備え」防犯・防災に関するマニュアルの整備が義務付けられてい

る（基本協定書第28条）。指定管理者は，この規定に従い，防犯・防災に関するマニュアル

の整備を行い，八尾市に提出している。その内容を確認したところ，簡潔にして要領を得た

もので，比較的よく出来たマニュアルであったように思われた。ただ，提出されたマニュア

ルの項目としては，火災，事故，暴動などに対する対応が用意されていたものの，前記基本

協定書に記載された項目の内，「地震，暴風雨」など一部の項目についての記載が不足して

いた。 

イ 考え方 

 前記基本協定書の事由の記載は，確かに例示列挙であると考えられるものの，例示列挙は

（特に本件基本協定書の条項からは）『列挙事由以外の事由についても記載を求める余地を

残すもの』ではあるが，他方で『列挙事由について部分的に記載を行わなくてよい』とする

趣旨のものとは考え難い。 

 また，実質的に考えても，上記の通り不足している列挙項目を見ても，いずれもその対応

について緊急性の高さ，即時対応の必要性の高さ，事前対応の必要性の高さ，方針や連絡系

統の明確化の実益の高さが窺える事象ではあり，他の事象と比してもその重要性は高いもの

で，マニュアルが整備されていないことを看過し得ない。これらのことからすれば，現行の

基本協定書の記載を前提とする限り，残りの不足する項目についても，やはりマニュアルの

内容として追記を求めることが望ましいと思われる。 

ウ 意見[49] 

 上記の通り，八尾市は指定管理者に対して，基本協定書記載の事象で現行のマニュアルに

不足している項目（特に，地震や暴風雨などの重要事象）について，その追記を求めて更な

る内容の充実を図るべきである。 

（４）個人情報保護責任者の届け出・研修の実施と誓約書の取得について 

ア 発見事項 

 ①大畑山青少年野外活動センターの基本協定書では，個人情報保護責任者の届け出が必要

とされている（基本協定書第26条，同別記４・第15条）。これに対し，現在の運用では，個
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人情報の研修を行う担当者（指定管理施設の所長とされている者）が，実質的に責任者を担

っているものと認識されているようであるが，上記のような個人情報保護責任者の届け出は，

行われていなかった。 

 ②また，大畑山青少年野外活動センターの基本協定書では，第26条で個人情報の保護の規

定が存在し，同条を受けた基本協定書別記４・第14条は,｢乙(注:指定管理者)は,本業務に従

事しようとする者…に事前に個人情報の保護のために必要な研修を実施し,個人情報の保護

に関する関係法令(八尾市個人情報保護条例及び同条例の規定に基づく規則を含む。…）を遵

守する旨の誓約書を従事者に提出させなければならない」と定めている。しかし，現在，毎

年提出の事業報告書の記載により，毎年，個人情報保護に関する研修を行っていること（こ

れにより，同センターの業務に従事する者に対して年度内には個人情報保護の研修が行われ

ていること）は確認できていたものであるが，他方で，当該研修を実施したことを前提とし

て，誓約書を提出させているか否かまでは確認が出来ていなかったものである。 

イ 考え方 

 以上の点については，基本協定書に定められた義務についての認識がやや甘くなっている

ものと考えられる。①の点（責任者の届け出の点）は，例えば，毎年提出される事業計画書

内の業務運営体制表等の中で，個人情報保護責任者の所在を明らかにして示しておくこと等

で，特段の負担を増やすことなく容易に行い得るものであり，不要な疑義を避ける趣旨では，

基本協定書の定めに従い，運用を改めるべきである。 

 また，②の点（研修と誓約書の取得の点）についてみても，基本協定書別記４・第14条は，

新規の従事者が業務に従事するより「前に」研修を行うことを求めているものであり，業務

に従事した後に個人情報の保護に関する研修を行うのでは，厳密には足りないといえる。ま

た，前記の通り当該施設において，毎年，個人情報保護の研修が行われていることに照らせ

ば，そのタイミングで（新規の従事者に限っても良いが）併せて誓約書を取り付ける等する

ことは容易であり，現状のように何らの誓約書の取付を行なっていない運用は合理的とはい

えない。 

ウ 結果[9] 

 上記①の点については，基本協定書の定めに従い個人情報保護責任者の届け出を指定管理
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者に対して求めるべきである。また，上記②の点については，事後，基本的には，新規の従

事者に対する雇用通知書の交付の際に，併せて個人情報の保護に関する研修を個別に実施し，

それを前提として「個人情報の保護に関する研修を受けた」旨，「八尾市個人情報保護条例

等の関係法令を遵守する」旨を記載した内容の誓約書の取り付けを行うことを求めるべきで

ある。 

（５）キャンセルの発生に関する利用料金の還付等についての基本協定書の文言

について 

ア 発見事項 

 大畑山青少年野外活動センターの基本協定書第11条４項は，利用者についてキャンセルが

発生した場合に既納の利用料金の返還・還付等を行うことを定めているが，同条には，前記

の利用料金制との関係で，続けて「ただし，還付及び免除による利用料金収入の減収分につ

いては，丙（注：八尾市）が支払う経費に含まれているものとし，別途補填は行わない」（基

本協定書第11条４項但書）との記載がある。この記載の意味合いについて，八尾市に確認し

たところ，単に利用者にキャンセルが発生した場合について，当該キャンセル分の利用料金

を八尾市が補填しない，という旨を定めた規定であるとのことであった。 

イ 考え方 

 利用料金制の下においても，正当な理由で（或いは許容された期間内に）キャンセルが発

生した場合には，その利用料収入を指定管理者が受け取れないのは当然のことであり，上記

のような規定を定めていなくても，本来的には問題は生じないように考えられる。 

 当事者間の疑義を避けるために，あえて当然の事柄を協定書の中に入れること自体はあっ

て良いものと思われるが，他方で，現行の文言の「減収分（…キャンセル分も，もともと指

定管理者の収入と考えられることを前提とするように読め得る）」や「丙が支払う経費（…

八尾市は指定管理料を支払っており，経費を支払うのは指定管理者）に含まれている」とい

った点は，混乱を招きかねないように思われ，その趣旨がより明確となる文言に改めて良い

ものと考えられた。 

ウ 意見[50] 

 現行の文言を直ちに改める必要まではないと思われるものの，次回の基本協定書の締結

（次回の指定管理者の選定）の際には，文言とその記載の趣旨を検討し，疑義を避けるため
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に必要な表現に改めることを検討するのが良いと思われる。 

 

１４ 八尾市立歴史民俗資料館 

（１）基礎データ 

ア 施設の概要等 

施設名 八尾市立歴史民俗資料館 

所在地 八尾市千塚三丁目 180番地の１ 

所管課 教育委員会 教育総務部 文化財課 

条例・規則 
八尾市立歴史民俗資料館設置条例 

八尾市立歴史民俗資料館設置条例施行規則 

計画・指針・要綱・

マニュアル 

八尾市教育振興計画 

八尾市第２次生涯学習・スポーツ振興計画 

設置目的（条例に

よる） 

市内に散在する美術，古文書，民俗，考古等の文化財及び文化財に係る資料（以下

「文化財等」という。）を収集，保存するとともに，展示して広く一般に公開し，

文化の向上と文化財等の保護に資すること。 

竣工 昭和 62年３月竣工 

開設年月日 昭和 62年 11月開設 

敷地面積（所有） 1,495.37㎡（八尾市所有） 

建物構造（所有） 地上２階（鉄筋コンクリート造） 

延床面積 1,193.50㎡ 

主な施設 展示室・事務室・保管庫等 

建設費 6.3億円 

運営形態の推移 

（降順） 

（公募／非公募） 

 

①公募：平成 31年４月 ～令和６年３月（５年間）（指定管理者：公益財団法人八

尾市文化財調査研究会） 

②公募：平成 26年４月～平成 31年３月（５年間）（指定管理者：公益財団法人八

尾市文化財調査研究会） 

③公募：平成 21年４月～平成 26年３月（５年間）（指定管理者：財団法人八尾市

文化財調査研究会は，平成 24年４月から公益法人となる。） 

④非公募：平成 18年４月～平成 21年３月（３年間）（指定管理者：財団法人八尾

市文化財調査研究会） 

備考：公募の応募者数は，①②は１団体，③は２団体である。 



 

 

 

 

- 162 - 

建物の長寿命化

の為の長期保全

計画の策定状況  

令和２年度中に全施設（一部を除く）を対象として，建物長寿命化等に関する計画

を策定予定 

目標設定 
目標設定：年間施設利用者数。ただし施設改修・緊急補修・新型コロナウィルス感

染拡大防止等，施設の責任によらない休館期間による来館者数減あり。 

利用者アンケー

ト・要望調査 
利用者アンケートを秋季～年末にかけて実施。 

料金体系 利用料金制を採用している（平成 18年４月から） ※観覧料，撮影料 

施設の特徴 文化財の収集・保存・調査・公開業務 

イ 過去５年間の利用状況 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

利用者数 12,032 11,492 10,417 6,195 8,361 

開館日数 292 288 284 150 235 

1日平均 41.2 39.9 36.7 41.3 35.6 

備考42   ※１ ※２ ※３ 

ウ 過去５年間の収支等 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

収入（歳入） 57,477,170 60,691,590 57,991,123 52,463,692 54,513,202 

指定管理料（協定） 56,679,480 60,042,600 57,223,980 57,081,275 53,763,160 

精算金 0 0 0 －5,174,550 156,412 

利用料金収入 793,375 641,950 761,640 406,240 593,630 

消費税改正に伴う指

定管理料の差額 
4,315 7,040 5,503 0 0 

指定管理者負担分 0 0 0 150,727 0 

支出（歳出） 57,219,667 60,582,791 57,769,483 52,463,692 54,479,572 

人件費 35,825,021 36,707,899 37,371,451 32,916,669 29,097,717 

事業費 8,053,340 11,000,025 6,466,781 6,824,136 9,830,390 

維持管理費 10,291,675 9,901,767 10,904,951 10,078,787 12,971,636 

                                                

42 平成 29年 10月１日より観覧料の値上げ及び 65歳以上の観覧料の有料化（従前は無料）があった

（※1）。また，空調設備改修工事のため平成 30年９月から平成 31年２月まで休館している（※2）。令

和元年 10月からは，令和元年 10月より消費税増税に伴い観覧料の値上げをしている。また，特別展開

催中に雨漏りによる休館があった。令和２年３月から新型コロナウィルス感染症拡大予防のため休館し

ている（※3）。 
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公租公課費 3,049,631 2,973,100 3,026,300 2,644,100 2,579,829 

エ モニタリングの実施状況及びその結果 

  平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

(1)利用者の平等利用の確

保・サービスの向上 
 Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ 

(2)公の施設の効用発揮  Ａ Ａ Ａ Ａ 

(3)適切な維持管理及び管

理経費の縮減 
 Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ 

(4)団体の人員，試算その他

の経営規模及び能力 
 Ｓ Ａ Ａ Ａ 

(5)その他施設の性質また

は目的に応じた基準 
 Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ 

総合評価 Ａ Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ 

オ 現金取扱い 

現金取扱い 有 

現金取扱い内容と

取扱高 

観覧料等業務付帯収入 月間 25,000円程度 

講座参加費・刊行物販売代金等 月間 30,000円程度 

（２）指定管理者の公募における「学芸員」の要件 

ア 発見事項 

 八尾市歴史民俗資料館の指定管理者は，これまで公募で募集が行われてきた。ただし，直

近２回の公募では，現行の指定管理者である「公益財団法人八尾市文化財調査研究会」以外

は応募がない。人員要件として，４名の学芸員を配置することを求めていた。具体的な学芸

員の資格要件は，以下のとおりである。 

 資料館の管理運営事業における専門的事項を担う学芸員として，次の１）～３）の基

準をすべて満たす常勤職員（週５日勤務で，施設所定の開館時間を勤務時間とする。）

を４名以上配置すること。なお，原則指定管理期間の継続勤務を基本とする。 

 なお，４名の学芸員のうち１名は，「歴史学」を専門とする学芸員の配置を必須とし，

その他３名は，学芸員の基準の２）にある課程でそれぞれが重複しない分野を専門と

する学芸員を配置すること。但し，歴史学については，専門とする時代や分野等が重複

しなければ，複数名を配置しても構わない。 

 〔学芸員の基準〕 

１）博物館法第５条に定める学芸員資格を有する者。 

２）学校教育法による大学（短期大学を除く。）又は大学院において，歴史学（古代史・
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中世史・近世史等），民俗学，考古学，美術史学，保存科学，建築史学等の文化財に

関連する課程を専攻し卒業した者で，学芸員の専門を証する下記の著作物の執筆実

績を有する者。 

○学芸員の専門を証するために必要な著作物：ａ～ｄのいずれかの執筆実績 

ａ．著書(単著) １冊以上 もしくは学術誌に掲載された研究論文－１篇以上 

ｂ．調査報告書・展覧会解説書など，当人が主体となり執筆，編集したもの－

１篇以上。 

ｃ．資料紹介・研究ノート・書評・翻訳－３篇以上。但し書評のみでは認めな

い。 

ｄ．上記ａ～ｃのうち，分担執筆したもので執筆分担の明確なもの－３篇以上。 

３）「博物館等」での学芸業務の実務経験，もしくは地方公共団体等で文化財の保存

活用事業や市史編纂に関する調査等を３年以上勤務していた者（勤務期間を合算し

ての３年以上でも可・平成 31年３月末日現在の見込でも可）。 

 これまでのところ，公益財団法人八尾市文化財調査研究会が指定管理者を担っていたが，

今後，八尾市全体の行政改革の中では，当該団体自体のあり方自体が検討されている（平成

28年度の包括外部監査は「外郭団体の財務に関する事務の執行及び当該外郭団体の出納その

他の事務の執行について」をテーマとしてなされ，「文化財調査研究会のあり方」自体の「再

検討」を市に求めた。これに応じ，八尾市は「八尾市歴史資産のまち‘やお’推進のための 

基本的な考え方」において本市の歴史資産の保存と活用を図るための考え方を示し，また，

「新やお改革プラン実行計画」に基づき文化財調査研究会のあり方の見直しを進め，市の文

化財保護行政における文化財調査研究会の役割や位置づけについて，長期的な視野に立って

組織のあり方の再検討を進めている，とのことであり，再検討の途上にある。）。 

イ 考え方 

 指定管理者の公募にあたっては，募集のハードルを「上げすぎ」ず，それと同時に，十分

な「専門性」を持つ者が施設の管理運営を担うという体制を確保して行く必要がある。 

ウ 意見[51] 

 上記を踏まえて，将来の方向性として，歴史民俗資料館の指定管理者の公募を継続する場

合，人員配置に関する条件を工夫して定めることが求められる。そうした観点で，どの点を

改善すれば，他の団体からの応募がありうるのかを検討した。 

 まず，歴史民俗資料館は，八尾市の歴史に関する各種史料の「収集」と「保存」の機能を
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有しており，そのようにして集めた資料を市民に見せる拠点としての機能を有している。こ

うした機能を発揮するためには，もちろん博物館法に基づく学芸員資格を持つ者が不可欠で

あり，特に「研究」の拠点でもあることから，研究実績を積んだ者を，配置することが必要

であることは，理解できる。 

 ただし ，これまでの公募では，研究実績を積んだ学芸員を求めた結果，他の団体が応募す

るには困難な要件となっていたのではないかと考えられる。今後は，学芸員の研究実績等の

要件を，緩和する方法を考えられたい。このように要件を緩和したとしても，最終的には，

複数の団体が指定管理者に応募した場合，それぞれの提案内容から，どちらがより優れた人

員を揃えた形で応募してくるかを考慮した上で，審査することになる。 

 もう一つの検討要素として，施設の業務を分担し，市の職員が研究を担う方法の活用も検

討されたい。地方自治法上も，施設の管理運営を指定管理者に委ねる場合に，全ての業務を

包括的に委ねることまでは求めていない。施設の効率的な管理，イベントの企画，対外的な

発信は民間のノウハウに馴染むところであり，今後も指定管理者制度を活用することは可能

であると考える。八尾市の歴史を長期的に一貫して研究を行う者の担い手という観点からは，

市の職員が，歴史民俗資料館で「史資料」の整理・研究に従事する体制を作り，指定管理者

側の学芸員配置の要件を緩和することも一案である。 

（３）展示スペースが狭小なことの克服 

ア 発見事項 

 八尾市立歴史民俗資料館は，八尾市中心部から外れた位置にあるため，市内中心部に居住

する市民は，自家用車を利用する場合を除き，訪問しづらい立地にある。また，１階展示室

が200㎡程度（ガラス内に史料を常設展示したり，パネル展示したりする部分），２階研修室

が120㎡程度であり，狭小な展示スペースとなっている。そのため，立地的制約と，展示スペ

ース自体の小ささという２つの難しさを抱えた形での活用が求められている。理想論的に言

えば，八尾市の歴史が一目でわかるようなミュージアム的な機能があることが望ましいとは

いえるものの，展示スペースが手狭なため，そこまでの展示を行う場所的余裕を欠いている。 

イ 考え方 

 すでに存在する施設の物理的な拡張は困難ななかで，様々な方法により，積極的な発信機
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能を持たせることは重要である。 

ウ 意見[52] 

 八尾市立歴史民俗資料館の場合，アウトリーチ的な機能の強化（たとえばインターネット

配信を使った講座の発信や，別の公共施設を用いた出張的な事業の強化）を行うことが有益

ではないかと思われる。改善方法としては２点考えられる。 

 １つは，市がイニシアティブをとって「仕様書」の段階で，「普及活動」に関する業務水

準を設定しておく方法である（他の地方公共団体においては，博物館が行う普及活動は重要

なものと捉え，あまり抽象化した書き方とせず，用いる媒体（紙媒体やインターネット）や，

普及活動の対象者（児童・生徒向け，及び成人向け），普及方法の頻度（例えば紙媒体の発

行頻度や，インターネットの配信の頻度）等）を明記している例も多い。このように，どの

指定管理者が担ったとしても行うべき業務水準として位置付けることも重要である。 

 もう一つは，市と指定管理者が協議し，指定管理者からの積極的な提案を求め，より効果

的なアウトリーチ的な活動を求めることが考えられる。 

【条例の記載】 

（事業） 

第３条 資料館は，第１条に規定する目的を達成するため，次に掲げる事業を行う。 

 (1)文化財等の収集，保存，展示及び活用に関すること。 

 (2)文化財等の調査及び研究に関すること。 

 (3)文化財等に係る講座の開設，講演等に関すること。 

 (4)広報，出版等の普及活動に関すること。 

 (5)前各号に掲げるもののほか，第１条に規定する目的を達成するために必要な

事業 

【基本協定書の記載】 

（乙が行う業務の範囲） 

第 15条 乙が行う管理等業務の範囲は次のとおりとする。 

 (1)文化財等の収集，保存，展示及び活用に関する業務 

 (2)文化財等の調査及び研究に関する業務 

 (3)文化財等に係る講座の開設，講演等に関する業務 

 (4)広報，出版等の普及活動に関する業務 

 (5)資料館条例第 1条に規定する目的を達成するために必要な事業 
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【仕様書の記載】 

 (1)文化財等の収集，保存，展示及び活用に関すること。 

 (2)文化財等の調査及び研究に関すること。 

 (3)文化財等に係る講座の開設，講演等に関すること。 

 (4)広報，出版等の普及活動に関すること。 

 (5)八尾市立歴史民俗資料館設置条例第１条に規定する目的を達成するために

必要な事業 

 

１５ 八尾市立埋蔵文化財調査センター 

（１）基本データ 

ア 施設の概要等 

施設名 八尾市立埋蔵文化財調査センター 

所在地 八尾市幸町四丁目 58番地の２ 

所管課 教育委員会 教育総務部 文化財課 

条例・規則 
八尾市立埋蔵文化財調査センター条例 

八尾市立埋蔵文化財調査センター条例施行規則 

計画・指針・要綱 
八尾市教育振興計画 

八尾市第２次生涯学習・スポーツ振興計画 

設置目的（条例に

よる） 

本市の埋蔵文化財の調査，研究並びに出土品等の整理，保存及び活用を図り，もっ

て市民の文化の向上に資すること。 

竣工 
昭和 50 年３月竣工（従前は保育所であり，それを転用したものである。転用する

前の施設の竣工時期を示している。） 

開設年月日 平成８年６月開設 

敷地面積（所有） 2,667.97㎡（八尾市所有） 

建物構造（所有） 地上２階（鉄筋コンクリート造） 

延床面積 1853.13㎡ 

主な施設 展示室・事務室・調査室・保管庫等 

建設費 3.3億円 

運営形態の推移 

（降順） 

（公募／非公募） 

①非公募：平成 31 年４月～令和６年３月（５年間）（指定管理者：公益財団法人

八尾市文化財調査研究会） 

②非公募：平成 26年４月～平成 31年３月（５年間）（指定管理者：公益財団法人

八尾市文化財調査研究会） 

③非公募：平成 21年４月～平成 26年３月（５年間）（指定管理者：財団法人八尾

市文化財調査研究会，平成 24年４月から公益法人化） 
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④非公募：平成 18年４月～平成 21年３月（３年間）（指定管理者：財団法人八尾

市文化財調査研究会） 

建物の長寿命化

の為の長期保全

計画の策定状況  

令和２年度中に全施設（一部を除く）を対象として，建物長寿命化等に関する計画

を策定予定 

目標設定 年間来館者数 

利用者アンケー

ト・要望調査 
利用者アンケートを秋季～年末にかけて実施。 

料金体系 利用料金制を採用している（平成 18年４月から） ※撮影料 

施設の特徴 埋蔵文化財の収集・保存・調査・公開業務 

 

【八尾市立埋蔵文化財調査センターの外観】 

 

 

イ 過去５年間の利用状況 
 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

利用者数 1,071 1,066 879 843 931 

開館日数 251 249 252 252 228 

１日平均 4.3  4.3  3.5  3.3  4.1  
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ウ 過去５年間の収支等 
 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

収入（歳入） 17,511,480 17,499,677 17,665,460 17,560,409 18,492,280 

  
指定管理料（協

定） 
17,502,480 17,487,360 17,594,280 17,525,160 18,418,820 

  精算金 0  0  52,704  25,380  53,720  

  利用料金収入 6,000 12,000 18,000 0 19,740 

  指定管理者負担 3,000 0 0 9,869 0 

  
消費税改正に伴

う差額 
0 317 476 0 0 

支出（歳出） 17,511,480 17,499,677 17,665,460 17,560,409 18,492,280 

  人件費 9,977,677 11,292,918 11,101,969 11,424,886 11,468,015 

  事業費 2,029,739 1,513,753 1,334,303 905,010 1,934,250 

  維持管理費 4,638,264 3,715,406 4,300,188 4,300,713 3,974,215 

  公租公課費 865,800 977,600 929,000 929,800 1,115,800 

エ モニタリングの実施状況とその結果 
 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

(1)利用者の平等利用の確

保・サービスの向上 
  Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ 

(2)公の施設の効用発揮   Ａ Ａ Ｂ Ａ 

(3)適切な維持管理及び管

理経費の縮減 
  Ａ Ｓ Ｓ Ｓ 

(4)団体の人員，試算その他

の経営規模及び能力 
  Ａ Ａ Ａ Ａ 

(5)その他施設の性質また

は目的に応じた基準 
  Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ 

総合評価 Ａ Ａ Ｓ Ｓ Ｓ 

オ 現金取扱い 

現金取扱い 有 

現金取扱い内容と取扱高 撮影料等収入 年間 9,000円程度 

（２）収集保管されている文化財の保存のあり方 

ア 発見事項 

 現地訪問を行った結果，出土した埋蔵文化財を，施設内で保管するスペースが不足してお
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り，コンテナを積み上げる方法での貯蔵が続けられていた。所管課の説明によると，文化財

の収集保存は文化財保護法に基づく義務であること，物的所有権は大阪府にあるため，八尾

市の自由裁量で廃棄処分することができないとのことから，発掘等により，毎年，出土した

物の保管が増え続けている。 

 懸念点として，まず，指定管理者側の問題としては，内部で働く職員のために，十分に安

全な労働環境が確保されているかという問題がある（勤務時間中，積み上がっているコンテ

ナが，地震に伴い倒れる場合のリスク等が存在している。）。この点としては，指定管理者

側が，当面の改善として可能な範囲で，危険を除去することが望まれる。もう一つは，特に

貴重な出土物（これに準ずる出土物を含む。）については地震時に被害を受けにくい場所（低

い場所等）に保管するなどの災害対策が取られていないように伺われた。なお，出土した文

化財の保管には，多大なスペースが必要となり，他の地方公共団体も，難しい対応を求めら

れているようである。 

イ 考え方 

 予算上の制約や，物理的なスペースの制約があるとはいえ，労働環境の安全性の確保，及

び貴重な出土物の保管という面を考慮すると長期的な方針の確立が必要である。 

ウ 意見[53] 

 文化財の保管にあたり，地震発生時を想定した保管方法を検討されたい。また，そもそも

出土物の保管に関する長期的な方針（どのような場所で，どういった形での保管を継続する

か）が確立されていないという問題点を解決されたい。こうした物的な保管場所の不足問題

は，指定管理者のみでは解決困難であり，市として，①施設以外の別の場所の保管スペース

の確保に関する検討，②施設内で保管を継続する場合の保管方法（物的な保管ラックの新規

導入）の改善も含め，短期的な解決が難しいとはいえ，保管に関する方針を確立していく必

要がある。 

（３）収集保管の業務状況の報告・把握について 

ア 発見事項 

 八尾市立埋蔵文化財調査センターは，八尾市内で，出土した文化財等の収集保管を業務の

一つとしている。このうち「整理及び保存」に関する業務（下記参照）について，市と指定



 

 

 

 

- 171 - 

管理者との間で，定まった方法での情報交換がなされていない。 

  法人固有の業務 

（指定管理業務ではない部分） 

   指 定 管 理 業 務 

①八尾市内における発掘調

査等の業務 

→  発掘調査等に伴う出土品そ

の他の埋蔵文化財に関する資

料（以下「資料」という。）の

整理及び保存 

→ 

資料の展

示及び公

開 ②上記以外 
→ 

イ 考え方 

 文化財の「整理及び保存」は，指定管理者が行う業務のコアな部分の１つであり，市が，

定期的な頻度で業務の進捗状況の把握をすることが重要である。 

ウ 意見[54] 

 たとえば，市は，指定管理者から各月の管理運営業務報告書及び各年の事業報告書の中で，

当該期間において「整理及び保存」に関する業務の遂行状況について，具体的な報告を求め

るなどして，業務の進捗状況の把握をすることが望ましい。 

（４）成果の発信（ホームページ掲載）がなされていないことについて 

ア 発見事項 

 八尾市埋蔵文化財調査センターでは，主に，年間の成果として，①２回開催する企画展パ

ンフレット及びポスター・チラシと，②通常展ポスターと，③２回発行する八尾市立埋蔵文

化財調査センター情報誌「八尾・よろず考古通信」の５回刊行物を作成している。このうち，

現在，仕様書では，以下のとおりの記載ぶりとなっている。 

調査センターや埋蔵文化財の普及啓発及び利用促進のため，広報活動や刊行物など

により普及活動を行うこと。 

①広報活動 

 ・ポスターやチラシ，市広報紙，テレビやラジオ等の広報媒体，ホームページ

など，幅広い市民に向けた施設・展示内容・事業等に関する情報発信に積極的

に取り組むこと。 

②刊行物の作成及び配布 

 ・普及啓発及び利用促進のための刊行物の作成を行うこと。 

 ・刊行物の作成に際しては，刊行物の内容及び印刷部数等を明記した「刊行物

作成申請書」（略）を提出し，教育委員会の承認を得ること 

③市刊行物の販売 

 （略） 



 

 

 

 

- 172 - 

 この点，指定管理者が作成するホームページでは，「八尾・よろず考古通信」の平成26年

度分までを掲載しているが，平成27年度分以降は掲載されていなかった。来館者がかなり限

られている施設であるため，インターネットを利用した情報発信は非常に重要である。 

イ 考え方 

 管理運営業務の一つとして，指定管理者は，インターネットを用いた情報発信として，適

切な時期に，各成果物の掲載を行う必要がある。 

ウ 意見[55] 

 上記記載のとおりの不掲載部分については，市から指定管理者に対し，是正を求めること

が望ましい。 

（５）成果の発信方法に関する，業務水準の明確化 

ア 発見事項 

 現在，埋蔵文化財調査センターの仕様書のうち，広報活動等に関する部分は，上記のよう

な記載方法になっている。広報活動について「積極的に取り組むこと」，刊行物の作成及び

配布についても「行うこと」となっているだけであり，明確化されていない。たとえば，指

定管理者の管理運営業務として，ホームページを開設して保管する埋蔵文化財に関する市民

への普及啓発活動を，どの程度，求めるのかについては，明確化すべきである（たとえば，

ホームページに，成果の発信として，最低限，何を掲載しておくか等の最低ラインを明確化

しておくことは重要である。）。また「刊行物の作成及び配布」についても，何をどの程度

行うべきであると考えるのか，明確に定まっていない。 

イ 考え方 

 市と指定管理者との間で，こうした点に関する業務水準が抽象的ではない形で定まってい

ることが望ましい。これについては指定管理者が主体的に考え，行いたい発行部数・頻度・

配布先等を提案する形もありうるところであるが，その場合でも，業務水準を固定化し，共

通認識を持つことが重要である。 

ウ 意見[56] 

 ホームページに関しては記載内容，刊行物の作成及び配布に関しては，発行頻度・発行部

数・配布先等を明確化する方法で，検討されたい。 

（６）指定管理者が収支報告で計上する「人件費」のあり方 
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ア 発見事項 

 八尾市埋蔵文化財調査センター及び歴史民俗資料館については，同一の指定管理者である

公益財団法人八尾市埋蔵文化財調査研究会が，長年，指定されている。当該法人は，この２

施設の指定管理業務以外に，公益財団法人の事業として，埋蔵文化財の発掘調査業務を担っ

ている。当該法人の組織図（抜粋）は，以下のとおりとなる。 

理事長―事務局長       ―総務係 

     │         ├埋蔵文化財係（発掘調査担当，整理担当， 

     │               埋蔵文化財調査センター担当） 

    歴史民俗資料館館長  ─歴史民俗資料館係 

 

 令和元年度時点では，公益財団法人八尾市埋蔵文化財調査研究会は，それぞれの管理運営

業務に関する人件費について，以下のような按分比率を用いた計上がなされていた。 

八尾市立歴史民俗資料館に

計上されていた人件費 

館長兼学芸員（歴史学）     １．０ 

学芸員（考古）         １．０ 

学芸員（民俗）         １．０ 

学芸員（河内木綿）       １．０ 

庶務担当職員          １．０ 

その他職員           １．０ 

八尾市埋蔵文化財調査セン

ターに計上されていた人件

費 

センター長           ０．５ 

事務担当職員          １．０ 

学芸担当職員          ０．５ 

イ 考え方 

 指定管理者が各施設の収支として人件費を計上するにあたっては，その団体の各職員が，

公の施設の管理運営業務以外にも従事している場合には，そのことを考慮した的確な按分比

率が用いられる必要がある。 

ウ 意見[57] 

 事務担当職員（法人事務局長）は，職務上の責任からも，業務従事時間からも，埋蔵文化

財調査センターの業務に全てを注いでいるわけではない。したがって，当該職員の全ての人

件費を，埋蔵文化財調査センターの支出として計上することは妥当ではない。他方で，事務

担当職員・学芸担当職員以外にも，指定管理業務に従事している職員もいるとのことである

ため，収支報告における人件費の計上方法のあり方について，指定管理者に確認の上，見直
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しがなされるべきである。 

（７）備品の管理について 

ア 発見事項 

 当該施設は，地方自治法改正前の管理委託と指定管理者制度移行後の期間を通算すると，

32年間，同一の法人により運営されてきている。施設内には市の所有の備品だけでなく，指

定管理者所有の備品も多く存在している。また，施設の管理運営業務と，それ以外の法人の

固有業務（文化財の発掘調査業務）は，同じ建物内で行われており，なおかつ，業務として

一体的・連続的な業務であり，傾向として，備品が混在しやすいリスクがある。市からの貸

与備品の一覧を元に，抜き取りで現物と照合したところ，下記のような状況が見受けられた。 

 

・ 現地監査を行った際，備品台帳に記載の現物の所在が，すぐにわからないことがあっ

た。市は，新規購入や廃棄の際は現物を確認しているものの，実査は，平成29年度末に行

われた実査が最後であり，それ以後，実査は行っていないとのことであった。 

・ 「埋蔵文化財調査センター」の業務のために使われるべきは市が所有する保管棚（た

だし，指定管理者が自費で購入した棚も用いることは可能。）であり，それ以外の業務の

ために使われるべきは指定管理者所有の保管棚である。この点に，混在が見られた。 

 

イ 考え方 

 八尾市財務規則には下記のように規定されており，本来，施設内の備品実査を適切に行う

必要がある。 

（現在高調査） 

第 181 条 部長等は，毎年度末，所管備品及び重要物品の現在高を調査し，備品現在

高表（第 41号様式）により５月 15日までに会計管理者に報告しなければならない。 

２ 前項の場合において，部長等は，調査を行なう職員のほかに立会人を指名して，調

査に立ち会わせなければならない。 

ウ 意見[58] 

 上記のとおり，地方自治法改正前の管理委託の時期から，長い年月が経過しており，市所

有の備品と指定管理者所有の備品の配置が混在している状況である。指定管理者と市の担当

者とで備品実査を行い，市か指定管理者かどちらの備品か点検し，備品台帳の登録状況，備
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品シールの添付状況等の全体的な点検を行われたい。 

 

１６ 八尾市立しおんじやま古墳学習館 

（１）基本データ 

ア 施設の概要等 

施設名 八尾市立しおんじやま古墳学習館 

所在地 八尾市大竹五丁目 143番地の２ 

所管課 教育委員会 教育総務部 文化財課 

条例・規則 
八尾市立しおんじやま古墳学習館条例 

八尾市立しおんじやま古墳学習館条例施行規則 

計画・指針・要綱 
八尾市教育振興計画 

八尾市第２次生涯学習・スポーツ振興計画 

設置目的 

（条例による） 

心合寺山古墳に関する資料の展示と普及啓発を通じて郷土の歴史と文化を広め，市

民の文化の向上に資するとともに山ろくの史跡や緑に触れ合う場の拠点施設とし

て設置する。 

竣工 平成 16年２月竣工 

開設年月日 平成 17年４月開設 

敷地面積（所有） 1,398.48㎡（八尾市所有及び一部近畿財務局所有） 

建物構造（所有） 地上１階（鉄筋コンクリート造） 

延床面積 360.92㎡ 

主な施設 エントランスホール・展示室・事務室等 

建設費 1.4億円 

運営形態の推移 

（降順）（公募／

非公募） 

現在：指定管理者による管理 

①公募：平成 30 年４月～令和５年３月（５年間）（指定管理者：特定非営利活動

法人歴史体験サポートセンター楽古） 

②公募：平成 25年４月～平成 30年３月（５年間）（指定管理者：特定非営利活動

法人歴史体験サポートセンター楽古） 

③公募：平成 20年４月～平成 25年３月（５年間）（指定管理者：特定非営利活動

法人歴史体験サポートセンター楽古） 

④公募：平成 17年４月～平成 20年３月（３年間）（指定管理者：特定非営利活動

法人歴史体験サポートセンター楽古） 

備考：公募の応募者数は，①は１団体，②は２団体，③は３団体，④は７団体であ

る。 
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建物の長寿命化

の為の長期保全

計画の策定状況 

令和２年度中に全施設（一部を除く）を対象として，建物長寿命化等に関する計画

を策定予定 

目標設定 
目標設定：年間来館者数。ただし新型コロナウィルス感染拡大防止等，施設の責任

によらない休館期間による来館者数減あり。 

利用者アンケー

ト・要望調査 
利用者アンケートを秋季～年末にかけて実施。 

料金体系 利用料金制を採用している（平成 17年４月から） ※観覧料，駐車料金 

施設の特徴 野外展示施設である心合寺山古墳のガイダンス施設 

イ 過去５年間の利用状況 
 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

利用者数 17,375 17,690 17,361 18,050 15,662 

開館日数 290 289 288 292 270 

１日平均 59.9  61.2  60.3  61.8  58.0  

ウ 過去５年間の収支等 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

収入（歳入） 14,983,844 14,943,033 15,098,376 15,508,252 16,252,206 

  
指定管理料 

（協定） 
14,405,079 14,491,479 14,575,816 14,526,000 14,747,700 

  精算金 2,924 4,572 3,450 307,800 852,230 

  利用料金収入 538,048 342,350 519,110 554,140 640,560 

  
指定管理者負担

分 
37,793 104,632 0 120,312 11,716 

支出（歳出） 14,983,844 14,943,033 15,098,376 15,508,252 16,252,206 

  人件費 7,943,274 7,793,770 7,796,100 8,125,270 7,843,030 

  施設管理費 3,396,957 3,485,432 3,689,730 3,680,721 4,568,172 

  古墳管理経費 2,533,699 2,556,940 2,494,148 2,553,502 2,501,175 

  その他，税金 1,109,914 1,106,891 1,118,398 1,148,759 1,339,829 

エ モニタリングの実施状況とその結果 

  平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

(1)利用者の平等利用の確保・サービ

スの向上 

 Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ 

(2)公の施設の効用発揮  Ａ Ａ Ｓ Ｓ 
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(3)適切な維持管理及び管理経費の

縮減 

 Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ 

(4)団体の人員，試算その他の経営規

模及び能力 

 Ａ Ａ Ａ Ａ 

(5)その他施設の性質または目的に

応じた基準 

 Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ 

総合評価 Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ 

オ 現金取扱い 

現金取扱い 有 

現金取扱い内容

と取扱高 

観覧料収受 月間 45,000円程度 

利用者の実費負担 月額 125,000円程度 

（２）指定管理者が独自に作成した「キャラクター」の取扱い 

ア 発見事項 

 指定管理者である法人は，様々な古墳や博物館の魅力を発信するために，平成24年に「ハ

ニワこうてい」というキャラクターを誕生させ，それに基づいた広報活動を幅広く展開して

いる。このキャラクターは，過去には，全国的なイベントの「ゆるキャラⓇグランプリ」に

参加したり，また，テレビ出演を行ったりしたこともあるとのことであり，民間ならではの

行動力で，キャラクターを積極的に生かしており，八尾市に「しおんじやま古墳学習館」と

いう施設が存在することへのアピールにも繋げているようである（全国的に見ても，公の施

設において，市が直営で運営する場合であっても，指定管理者が運営する場合であっても，

施設の「キャラクター」を創作している例は数多く見受けられるが，そうした類例と比較し

ても，大きな発信力を持っているものと思われた）。これにつき，八尾市としては，施設の

キャラクターを別に作成しており，「ハニワこうてい」は指定管理者が自己の費用とアイデ

ィアで作り出したキャラクターであり，そのキャラクターの活動の一環として，施設の管理

運営に使用しているものであるため，全ての権利は指定管理者側に帰属すると考えてきたと

のことであり，両者間には協定その他の取り決めは存在しない。 

イ 考え方 

 本件では，上記のとおり，キャラクターについては，協定その他の取り決めは存在しない。

指定管理者が施設のキャラクターを作成する場合は，指定管理者は指定期間を終了すると交
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代することがありうるものであり，予め，権利関係を明確化しておくことが望ましい。 

ウ 意見[59] 

 一般論として，公共施設のキャラクターの場合には，主に以下の事項について，双方の協

議により，当初から合意しておくことが望ましい。その場合，市としては，下記のような案

を示すことが妥当である。指定管理者がオリジナルキャラクターを作成した場合，市と指定

管理者の間でどのように権利義務関係の調整をしておくかは全体的に整理されておくべき

課題でもあり，この１施設に留まらない課題として取り組まれることを期待する。 

・ 指定管理者が，当該キャラクターを利用することができるのは施設の

管理運営業務に関連する目的にとどまるものであって，それ以外の目的

では利用しないこと 

・ 当該キャラクターを利用したグッズ等の商品等の販売は，指定管理者

が，自主事業として行う各種業務の範囲にとどまるものとすること（管

理運営業務を超えて，無関係な場面でキャラクターを使用しないこと） 

・ 当該キャラクターが，各種メディアに出演する場合にあっても，市の

施策の基本的方針と一致したものとすること 

・ 指定管理者が指定管理期間を終了した場合は，利用を停止すること 

・ 別の指定管理者が，当該施設の管理運営を担うこととなった場合に

は，キャラクターの引継ぎの可否について，三者が協議を行うこと 

 なお，「しおんじやま古墳学習館」における「ハニワこうてい」の場合，既に生まれてか

ら８年以上の年月が経過しており，これまでの経緯も考慮した形で，両者間の協議になるこ

とから，一定の制約があることはやむを得ないと思われる。 

 

１７ 八尾市立くらし学習館 

（１）基本データ 

ア 施設の概要等 

施設名 八尾市立くらし学習館 

所在地 八尾市本町三丁目 10番 10号 

所管課 教育委員会 教育総務部 生涯学習スポーツ課 
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条例・規則 
八尾市立くらし学習館条例 

八尾市立くらし学習館条例施行規則 

計画・指針・要綱 八尾市第２次生涯学習・スポーツ振興計画 

設置目的 

（条例による） 

市民の生涯学習を推進するとともに，環境教育，消費者教育，防犯・防災教育，食

育その他の社会の要請の強い公共の課題に対し，市民が主体的に学び，その成果を

市民参画と協働のまちづくりに活かすことができる社会教育施設とする。 

竣工 平成 17年３月竣工 

開設年月日 平成 17年４月１日開設 

敷地面積（所有） 545.85㎡（八尾市所有） 

建物構造（所有） 地上２階（鉄骨造） 

延床面積 350.05㎡ 

主な施設 学習室（47.42㎡），会議室（87.08㎡） 

建設費 90,600,300円 

運営形態の推移 

（降順） 

（公募／非公募） 

①非公募：平成 29 年４月～令和３年３月（５年間）（指定管理者：特定非営利活

動法人関西消費者連合会・八尾市女性団体連合会） 

②公募：平成 24年４月～平成 29年３月（５年間）（指定管理者：特定非営利活動

法人関西消費者連合会・八尾市女性団体連合会） 

③公募：平成 21年４月～平成 24年３月（３年間）（指定管理者：特定非営利活動

法人関西消費者連合会・八尾市女性団体連合会） 

備考：公募の応募者数は，②から③までいずれも１団体である。 

建物の長寿命化

の為の長期保全

計画の策定状況  

令和２年度中に全施設（一部を除く）を対象として，建物長寿命化等に関する計画

を策定予定 

目標設定 － 

利用者アンケー

ト・要望調査 
下半期に実施。 

料金体系 利用料金制 採用していない 

施設の特徴 

市民の生涯学習を推進するとともに，消費問題や環境問題をはじめとする社会的要

請の高い諸課題に対して，市民が主体的に学び，その成果を社会へ還元できるよう，

各種講座や啓発事業を行っている。 

イ 過去５年間の利用状況 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

利用者数 12,560 12,346 12,381 11,652 11,210 

ウ 過去５年間の収支等 
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 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

収入（歳入） 11,492,073 11,371,470 14,251,209 13,730,179 13,832,812 

  
指定管理

料（協定） 
11,361,600 11,361,600 14,222,000 13,718,000 13,805,370 

  精算金 0  0  0  0  0  

  
利用者負

担分 
5,000 4,400 4,400 4,500 4,000 

  
指定管理

者負担分 
125,473 5,470 24,809 7,679 23,442 

支出（歳出） 11,492,073 11,371,470 14,251,209 13,730,179 13,832,812 

  人件費 5,072,612 4,440,000 4,680,000 4,680,000 4,680,000 

  
維持管理

経費 
1,625,710 1,416,431 1,807,915 1,824,007 1,968,489 

  事業費 3,984,659 4,692,781 6,914,317 6,511,770 6,437,288 

  事務費 809,092 822,258 848,977 714,402 747,035 

エ モニタリングの実施状況とその結果 
 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

(1)利用者の平等利用の確保・サー

ビスの向上 

 Ａ Ａ Ｓ Ａ 

(2)公の施設の効用発揮  Ａ Ａ Ａ Ｓ 

(3)適切な維持管理及び管理経費の

縮減 

 Ａ Ａ Ａ Ａ 

(4)団体の人員，試算その他の経営

規模及び能力 

 Ａ Ａ Ａ Ａ 

(5)その他施設の性質または目的に

応じた基準 

 Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ 

総合評価 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

オ 現金取扱い 

現金取扱い 有 

現金取扱い内容

と取扱高 

講師謝礼や消耗品の購入等。 

約 55,000円/日 

（２）目的外使用許可と減免について（事務所） 

ア 発見事項 

 くらし学習館については，当該施設の一部を，指定管理事業者本体の事務所として貸与し
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（目的外使用許可を与えている），使用料は「その他財産管理者が特に必要と認める」（八

尾市公有財産および物品条例第６条２項２号）として免除されている。この点について，目

的外使用許可および使用料免除の申請・承認手続は，毎年行われており，そのこと自体には

問題がなかった。他方で，使用料の免除につき，「特に必要と認める」理由として，八尾市

がどのような事情を考慮したかは，起案決裁文書上明らかではなかった。 

イ 考え方 

 施設の一部を指定管理事業者等の本体の事務所として貸与すること自体は，一定程度行わ

れていることであるが，その使用料の免除は，他事業者との公平の観点から，慎重な検討が

行われるべきである（実際，指定管理者が自主事業を行う場合にも，それに用いる場所やス

ペースについて使用料を発生させているケースもあるようであり，そのこととの均衡を考え

ても，慎重さが求められる。）。 

ウ 意見[60] 

 上記の観点から，少なくとも，起案決裁文書において，「その他財産管理者が特に必要と

認める」（八尾市公有財産および物品条例第６条２項２号）に該当する，必要性を基礎づけ

る事由を具体的に明らかにし，決裁手続の過程において，その当否が検討・確認されるよう

にし，その実効性を確保すべきである。 

（３）管理運営報告書における修繕・改修状況の記載漏れ 

ア 発見事項 

 基本協定書では，指定管理者は毎月，管理運営報告書を提出しなければならないとされて

いる（基本協定書第32条１項）。この管理運営報告書の内容として「毎月の利用者数及び修

繕・改修の実施状況等」を記載しなければならないとされているが，実際に提出されている

監査対象年度の管理運営報告書を確認したところ，毎月の利用者数などの記載については基

本協定書通りに記載されていたが，上記記載の「修繕・改修の実施状況」については，実際

に修繕・改修が行われていた月の報告書を確認しても，特段の記載がなかった。 

イ 考え方 

 施設・備品の修繕・改修については，基本協定書上「あらかじめ甲等の承認」が必要とさ

れており（基本協定書第28条２項），現在の実務でも，事前の承認については別途行われて

いた。その意味では，管理運営報告書に記載が無くとも，当該施設の修繕・改修について八
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尾市に対する一切の連絡や報告が無いというものではない。他方，前掲の通り基本協定書上

は，事前の承認手続（基本協定書第28条２項）と併せて，修繕・改修の「実施状況」の報告

が求められている（同第32条）。予め承認されたとおりの工事が行われないことや，事前に

承認した内容と実際に行われた工事の内容が異なる結果になることもあることから，事前の

承認とは別に，「実施状況」の報告がなされなければならない。 

ウ 結果[10] 

 管理運営報告書への修繕・改修の記載は，その「実施状況」という文言からすれば，事前

に申請があり承認を行った修繕・改修について，その「実施」された実績を記載させるもの

であると理解される。上記イのとおり，両者はそれぞれ独自の意義を有する規定であるから，

その実績記載がなされていない現状の実務は改められるべきである（管理運営報告書にも修

繕・改修の実施状況について報告を記載させるべきである。）。 

（４）講座材料費の取り扱い 

ア 発見事項 

 くらし学習館の収支報告書において「雑収入（講座材料費等）」として，4,000円が指定管

理料外の収入として計上されていた。この「講座材料費」の内容について八尾市に確認を行

ったところ，「講座に用いる材料費について，受講者から講師が直接収受すべきもの」とい

うことであった。 

イ 考え方 

 ①上記の説明のように「講師が直接収受すべき」ものであれば，本来は指定管理者の収入

として計上されるべきものではない。また，②仮に講師が直接収受すべきものではなく，実

費名目で指定管理者が利用者から収入として収受するものであれば，その場合には，基本協

定書上「あらかじめ丙（注：八尾市）の承認を得て定める」（基本協定書第12条）ものとな

っており，この手続がなされていないこととなる。 

ウ 結果[11] 

 前項に述べた通り，想定される事実経過が①の場合でも②の場合でも，その取扱いには不

整合が認められるところである。八尾市においては，同講座材料費の内訳を精査し，その考

え方を整理した上で，収支報告の記載や手続について指定管理者への指導を行うべきである。 

（５）事業報告書における防火・防災訓練の実施の記載の不存在 
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ア 発見事項 

 基本協定書では，緊急事態が発生した場合に備えて，訓練を実施することとされている（基

本協定書第25条２項）。この点，現在の運用では，指定管理者は，毎年，防火・防災訓練を

行っており，新規の従事者についても緊急事態に備えた訓練が受けられるようになっている，

とのことである。訓練の実施については，指定管理者から提出される毎年の事業報告書で報

告を受けているとのことであった。確かに平成29年度の事業報告書を確認してみると，防火・

防災訓練を実施した旨の記載が存在した。他方で，監査対象年度の事業報告書では，その旨

の直接の記載が認められなかった。 

イ 考え方 

 市は，指定管理者が防火・防災訓練を行っているかの確認を事業報告書の記載によって行

う形になるため，その実施の内容や日時を，毎年の報告書に適切に記載させるべきである。 

ウ 意見[61] 

 今後，八尾市は，毎年実施されているという防犯・防災訓練の記録について，事業報告書

に記載が漏れていないかどうか，受領の機会に確認を行うべきである。 

 

１８ 安中新田会所跡旧植田家住宅 

（１）基本データ 

ア 施設の概要等 

施設名 安中新田会所跡旧植田家住宅 

所在地 八尾市植松町一丁目１番 25号 

所管課 教育委員会 教育総務部 文化財課 

条例・規則 
安中新田会所跡旧植田家住宅条例 

安中新田会所跡旧植田家住宅条例施行規則 

計画・指針・要綱 
八尾市教育振興計画 

八尾市第２次生涯学習・スポーツ振興計画 

設置目的 

（条例による） 

旧大和川の付替えによる安中新田と係わりの深い八尾市指定有形文化財である旧

植田家住宅（旧会所継承建物）の活用とこれに関連する資料の展示を通じて郷土の

歴史と文化の普及啓発に努め，もって市民文化の向上に資する。 

竣工 平成 17年４月移譲（寄付） 

開設年月日 平成 21年４月開設 
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敷地面積（所有） 1,492.82㎡（八尾市所有） 

建物構造（所有） 
住宅：地上２階（木造） その他：地上１階（木造） 

展示棟：地上１階（鉄筋コンクリート造） 

延床面積 計 597.10㎡ 

主な施設 住宅・土蔵・展示棟・事務所 

建設費 3.2億円（移譲時評価額），2.6億円（移譲時整備費用） 

運営形態の推移 

（降順） 

（公募／非公募） 

①公募：平成 29 年４月～令和４年３月（５年間）（指定管理者：特定非営利活動

法人ＨＩＣＡＬＩ） 

②公募：平成 24年４月～平成 29年３月（５年間）（指定管理者：特定非営利活動

法人ＨＩＣＡＬＩ)  

③公募：平成 21年４月～平成 24年３月（３年間）（指定管理者：特定非営利活動

法人ＨＩＣＡＬＩ） 

備考：公募の応募者数は，①②③いずれも２団体である。 

建物の長寿命化

の為の長期保全

計画の策定状況  

令和２年度中に全施設（一部を除く）を対象として，建物長寿命化等に関する計画

を策定予定 

目標設定 
目標設定：年間来館者数。ただし新型コロナウィルス感染拡大防止等，施設の責任

によらない休館期間による来館者数減あり。 

利用者アンケー

ト・要望調査 
利用者アンケートを秋季～年末にかけて実施。 

料金体系 利用料金制を採用している（平成 21年 4月から） ※観覧料，講座室使用料 

施設の特徴 古民家（会所建築物）の見学だけではなく，展示や講演会，体験学習等を行う。 

【安中新田会所跡旧植田家住宅の外観】 
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イ 過去５年間の利用状況 
 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

利用者数 8,865 8,315 9,105 9,295 7,764 

開館日数 289 287 291 292 269 

１日平均 30.7 29.0 31.3 31.8 28.9 

ウ 過去５年間の収支等 
 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

収入（歳入） 19,672,388  19,740,017  17,486,292  18,016,810  17,974,080  

  指定管理料（協定） 19,169,031  19,342,911  16,434,312  16,614,300  17,571,660  

  精算金 0  0 618,680 972,000 －420  

  利用料金収入 497,100  388,400  433,300  430,510  402,840  

  消費税改正に伴う差額 6,257  8,706  0  0 0 

 指定管理者負担分 0 2,894 0 0 0 

支出（歳出） 19,569,031 19,742,911 17,473,440 18,003,188 17,972,280 

  人件費 12,077,000 11,981,758 10,214,680 10,508,894 10,803,353 

  事業費 1,481,536 1,511,855 1,401,884 1,217,550 1,708,226 

  維持管理費 4,560,938 4,786,861 4,593,436 4,993,444 3,973,421 

  その他公租公課など 1,449,557 1,462,437 1,263,440 1,283,300 1,487,280 

エ モニタリングの実施状況とその結果 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

(1)利用者の平等利用の確

保・サービスの向上 
 Ａ Ｓ Ｓ Ｓ 

(2)公の施設の効用発揮  Ａ Ｓ Ｓ Ａ 

(3)適切な維持管理及び管

理経費の縮減 
 Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ 

(4)団体の人員，試算その他

の経営規模及び能力 
 Ａ Ｓ Ａ Ａ 

(5)その他施設の性質また

は目的に応じた基準 
 Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ 

総合評価 Ａ Ａ Ｓ Ｓ Ｓ 

オ 現金取扱い 

現金取扱い 有 

現金取扱い内容

と取扱高 

観覧料収受 月間 28,000円程度 

利用者の実費負担 月額 5,500円程度 
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（２）指定管理者が定める管理運営規約の定め（目的を限定した利用） 

ア 発見事項 

 旧植田家住宅では，安中新田会所跡旧植田家住宅条例により，「土蔵２」の講座室の使用

の要件につき，以下のとおり，定められている（同条例第７条第１項）。 

（施設の使用） 

第７条 指定管理者は，文化活動のため使用する場合において，別表第２に掲げる

旧植田家住宅の施設の使用を許可することができる。 

２ 前項の許可を受けようとする者は，使用料を前納しなければならない。 

 つまり，「土蔵２」の講座室は，条例上は「文化活動のため」使用する場合に許可がなさ

れる（つまり，「文化活動」という目的があれば使用許可を行うことが可能，「文化活動」

以外の目的であれば使用許可を行うことは不可能，と解釈される。）。また，以下の場合に

は許可を受けることができないとされている。 

（入館の制限等） 

第８条 指定管理者は，旧植田家住宅に入館する者（以下「入館者」という。）が次

の各号のいずれかに該当するときは，入館を禁止し，又は退館を命ずるものとす

る。 

 (1) 旧植田家住宅の建物若しくは設備（以下「建物等」という。）又は旧植田家

住宅に関連する展示物等（以下「展示物等」という。）を損傷するおそれがあると

認められるとき。 

 (2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。 

 (3) 営利を目的として入館すると認められるとき。 

 (4) その他管理上支障があると認めるとき。 

２ 指定管理者は，前条第１項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに

該当するときは，同項の許可をしないものとする。 

 (1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）

第２条第２号に規定する暴力団の利益になるとき。 

 (2) 前項各号に定める事由が発生したとき。 

 他方で，指定管理者は，平成21年当時，市と協議の上，下記のとおりの「利用規約」を定

め，指定管理者は，これを自らが開設したホームページにも掲載している。この利用規約の

前半部分は，講座室の利用可能条件を列挙している。 

  【利用規約の前半部分】 

●講座室の利用可能条件（「文化活動」の例） 
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 (1) 地域のコミュニティづくりに資するとき 

 (2) 文化振興に資するとき。 

 (3) その他公益性の認められるもの 

※施設利用（団体見学，その他利用等）時の控室としても使用できます。 

イ 考え方 

 「公の施設」の許可・不許可の基準（市民から見て，その施設を利用できるか否かの要件）

は，まずは条例で定められることになる。指定管理者は，許可・不許可の判断に関する部分

について，条例に基づいた運用が求められる（条例が，市長・教育委員会の定める規則に委

任する場合は，その範囲で規則が効力を持ち，また，条例の枠内で市長が審査基準等を定め

ることもある）。 

ウ 意見[62] 

 利用規約の上記(1)(2)(3)の部分は，条例と利用規約との関係性が明示されておらず，条例

とは別のルールが定められているかのような，誤解を生みかねない。条例では「文化活動」

という目的があれば，公益性があるか否かにかかわらず，つまり私的な団体であっても利用

が認められるはずであり，利用規約の「公益性の認められるもの」という抽象的な要件がど

ういう意味を持つのか不明である。この利用規約が，条例上の要件（「文化活動のため使用

する場合」という限定）を緩和した（広げた）ものでも，狭めたものでもないのであれば，

「この講座室は，八尾市旧植田家住宅条例により『文化活動のため』使用する場合に利用す

ることができるとされています」といった旨を端的に明記し，その上で，許可が可能な具体

的な利用の例を，よりわかりやすく例示する方法が望ましいのではないかと思われる。 

（３）指定管理者が定める管理運営規約（営利目的の利用） 

ア 発見事項 

 また，旧植田家住宅の場合，条例上，「営利を目的として」いる者には，入館を認めない

し，施設の使用（いわゆる「貸館」）も認めない規定となっている（条例第８条第１項第３

号，同条第２項第２号）。つまり，条例上，営利を目的として，講座室の貸し出しを受ける

ことは全くできない。他方で，利用規約では，当該条例の定めとリンクしていない形で「営

利又は商業を目的とした行事を行うとき」であっても「地域の活性化・文化の向上に繋がる

ような事業」は行うことが可能であるとされていた。 

  【利用規約（後半部分）】 
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※次に該当する場合は，使用をお断りすることがあります。 

 (1)旧植田家住宅の建物，設備，展示物等を損傷するおそれがあると認められると

き。 

 (2)営利又は商業を目的とした行事を行うとき（地域の活性化・文化の向上に繋が

るような事業は除く） 

 (3)政治・宗教活動を目的とする行事を行うとき。 

 (4)楽器や音響機器等を使用する行事を行うとき。 

 (5)飲食や火気を使用する行事を行うとき。 

 (6)指定管理者の指定した期日までに使用料を支払わなかったとき。 

 (7)その他，指定管理者が使用許可を認めないとき。 

イ 考え方 

 上記同様，本来，指定管理者は，許可・不許可の判断に関する部分については，条例に基

づいた運用が求められる。 

ウ 意見[63] 

 指定管理者が定める利用規約のうち，上記(2)の部分は，条例の定めを超えて，独自のルー

ルを定めていると読めなくもない。ただし，所管課及び指定管理者によれば，そのようなこ

とを意図した規約ではないとのことであった。 

 そうすると，条例と利用規約の関係の整理が必要となる。施設の効果的な利用の促進とい

う観点から言えば，条例上の「文化活動」に該当する行事であって，それが「地域の活性化・

文化の向上に繋がる事業」のような場合，ある程度の参加費を徴収していたとしても，条例

との抵触もない（有料のイベントの全てを排除する必要はない）と考えられる。その点も含

め，施設の有効な活用及び市民から見た時のルールの明確化の観点から，条例の範囲内で，

一読してわかりやすい利用規約の整備（条例の関係との整理）を行うべきである。 

 

１９ 八尾市立南木の本防災体育館 

（１）基本データ 

ア 施設の概要等 

施設名 八尾市立南木の本防災体育館 

所在地 八尾市南木の本三丁目１番地の９ 

所管課 教育委員会 教育総務部 生涯学習スポーツ課 

条例・規則 八尾市立南木の本防災体育館条例 
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八尾市立南木の本防災体育館条例施行規則 

計画・指針・要綱 八尾市第２次生涯学習・スポーツ振興計画 

設置目的 

（条例による） 
市民のスポーツ推進等を図り，もって市民の健康の増進に寄与 

竣工 平成 24年６月 

開設年月日 平成 24年 11月 

敷地面積（所有） 2,400.01㎡ 

建物構造（所有） 地上３階（鉄筋コンクリート造） 

延床面積 2,994.86㎡ 

主な施設 体育館，武道場，調理室，コミュニティースペース等 

建設費 約３億円 

運営形態の推移 

（降順） 

（公募／非公募） 

①公募：平成 31 年４月～令和６年３月（５年間）（指定管理者：八尾体育振興会

グループ） 

②公募：平成 27年４月～平成 31年３月（４年間）（指定管理者：八尾体育振興会

グループ） 

③公募：平成 24年 11月～平成 27年３月（２年５か月間）（指定管理者：八尾体

育振興会グループ） 

備考：なお，①から③の指定管理者は企業共同体である。その構成団体は，公益財

団法人八尾体育振興会，（株）オーエンスである。 

公募の応募者数は，①②はいずれも１団体で，③は７団体である。 

建物の長寿命化

の為の長期保全

計画の策定状況  

令和２年度中に全施設（一部を除く）を対象として，建物長寿命化等に関する計画

を策定予定 

目標設定の有無 － 

利用者アンケー

ト・要望調査 
有 年１回 

料金体系 利用料金制を採用している（平成 24年 11月より） 

施設の特徴 

府立八尾南高校跡地を活用し，整備を行った施設である。平常時には，多目的に利

用できるスポーツ施設として，災害時には，一時避難地及び指定避難所として活用

することを目的としている。 

イ 過去５年間の利用状況 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

利用人数 49,133 50,596 52,153 53,315 52,276 

ウ 過去５年間の収支等 
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  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

収入（歳入） 39,066,450 38,925,150 35,911,890 36,583,492 36,764,440 

  
指 定 管 理 料

（協定） 
32,114,000 31,592,000 28,143,810 27,386,050 28,705,500 

  精算金 0  0  0  192,672 0  

  利用料金収入 6,952,450 7,333,150 7,768,080 9,004,770 8,058,940 

支出（歳出） 37,286,934 37,141,110 35,877,485 33,758,186 32,965,530 

  人件費 18,977,163 19,179,047 17,977,490 15,549,093 16,483,028 

  役務費 617,740 625,550 601,304 584,548 408,815 

  賃借料 64,127 0 0 0 0 

  委託費 1,428,084 1,544,616 1,450,332 1,869,588 1,360,914 

  維持経費 13,675,848 13,535,805 13,185,727 12,990,740 12,544,405 

  修繕費 872,376 602,376 1,146,528 1,282,932 412,360 

  租税公課 1,651,596 1,653,716 1,516,104 1,481,285 1,756,008 

収支差額 1,779,516 1,784,040 34,405 2,825,306 3,798,910 

エ モニタリングの実施状況とその結果 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

(1)利用者の平等利用の確

保・サービスの向上 
 Ａ Ａ Ａ Ａ 

(2)公の施設の効用発揮  Ａ Ａ Ａ Ａ 

(3)適切な維持管理及び管

理経費の縮減 
 Ａ Ａ Ａ Ａ 

(4)団体の人員，試算その

他の経営規模及び能力 
 Ａ Ａ Ａ Ａ 

(5)その他施設の性質また

は目的に応じた基準 
 Ａ Ａ Ａ Ａ 

総合評価 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

オ 現金取扱い 

現金取扱い 有 

現金取扱い内容

と取扱高 

内容：施設使用料，個人使用料，駐車料金，自主事業，物販 

取扱高：1日につき約 48,000円（口座引き落とし分含む） 

  （特になし）  
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２０ 八尾市立南木の本防災公園 

（１）基本データ 

ア 施設の概要等 

施設名 八尾市立南木の本防災公園 

所在地 八尾市南木の本三丁目１番地の１ 

所管課 都市整備部 みどり課 

条例・規則 
八尾市立南木の本防災公園条例 

八尾市立南木の本防災公園条例施行規則 

計画・指針・要綱 － 

設置目的 

（条例による） 

本市の防災力の向上を図るとともに，市民の憩いの場の提供と健康の増進に資する

こと 

竣工 平成 24年 10月竣工 

開設年月日 平成 24年４月 1日一部開設 平成 24年 11月１日全部開設 

敷地面積（所有） 17,840.45㎡（八尾市所有） 

建物構造（所有） － 

延床面積 － 

主な施設 運動広場，屋根付き広場，自由広場 

建設費 19億円（用地購入費含む） 

運営形態の推移 

（降順） 

（公募／非公募） 

【八尾市立南木の本防災体育館の記載参照】 

建物の長寿命化

の為の長期保全

計画の策定状況  

－ 

目標設定 － 

利用者アンケー

ト・要望調査 
有 年１回 

料金体系 利用料金制を採用している（平成 24年 11月より） 

施設の特徴 
かまどベンチやマンホールトイレを備え，災害時には，一時避難地及び避難所とし

て活用するとともに，平常時においては，多目的なスポーツなどが利用できる施設。 
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イ 過去５年間の利用状況 

【過去５年間の運動広場の利用者数】 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

利用コマ数 861 813 793 836 828 

キャパシティ 1,509 1,509 1,509 1,509 1,513 

利用率 57.1 53.9 52.6 55.4 54.7 

【過去５年間の屋根付き広場の利用者数】 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

利用コマ数 659 687 731 691 603 

キャパシティ 1,509 1,509 1,509 1,509 1,513 

利用率 43.7 45.5 48.5 45.8 39.9 

ウ 過去５年間の収支等 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

収入（歳入） 28,459,360 28,429,960 32,401,630 32,641,170 32,398,840 

  
指定管理

料（協定） 
21,385,960 21,097,960 24,557,540 24,305,000 24,447,500 

  精算金 0 0 0 43,740 0 

  
利用料金

収入 
7,073,400 7,332,000 7,844,090 8,292,430 7,951,340 

支出（歳出） 28,064,769 26,913,638 30,564,684 29,321,074 27,752,023 

  人件費 15,035,680 15,480,345 17,539,823 15,156,639 14,036,881 

  役務費 504,921 341,931 313,679 347,964 176,475 

  委託費 2,180,304 1,861,704 1,718,604 2,574,504 1,866,808 

  維持経費 8,299,696 7,639,115 9,039,707 9,265,473 9,511,970 

  修繕費 756,000 207,624 473,472 529,740 677,640 

  租税公課 1,288,168 1,382,919 1,479,399 1,446,754 1,482,249 

収支差額 394,591 1,516,322 1,836,946 3,320,096 4,646,817 

エ モニタリングの実施状況とその結果 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

(1)利用者の平等利用の確

保・サービスの向上 
 Ａ Ａ Ａ Ａ 

(2)公の施設の効用発揮  Ａ Ａ Ａ Ａ 
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(3)適切な維持管理及び管

理経費の縮減 
 Ａ Ａ Ａ Ａ 

(4)団体の人員，試算その

他の経営規模及び能力 
 Ａ Ａ Ａ Ａ 

(5)その他施設の性質また

は目的に応じた基準 
 Ａ Ａ Ａ Ａ 

総合評価 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

オ 現金取扱い 

現金取扱い 有 

現金取扱い内容

と取扱高 

内容：施設使用料，個人使用料，駐車料金，自主事業，物販 

取扱高：1日につき約 48,000円（口座引き落とし分含む） 

  （特になし） 

 

２１ 八尾市立リサイクルセンター学習プラザ 

（１）基本データ 

ア 施設の概要等 

施設名 八尾市立リサイクルセンター学習プラザ 

所在地 八尾市曙町二丁目 11番地 

所管課 経済環境部 環境施設課 

条例・規則 
八尾市立リサイクルセンター学習プラザ条例 

八尾市立リサイクルセンター学習プラザ条例施行規則 

計画・指針・要綱 

八尾市立リサイクルセンター学習プラザ「運営委員会」設置要綱 

八尾市立リサイクルセンター学習プラザ危機管理規程（付属資料有） 

八尾市立リサイクルセンター学習プラザめぐる事業計画（令和２年度） 

設置目的 

（条例による） 

廃棄物の発生抑制，再使用及び再生利用を図り，循環型社会の形成その他環境学習

の推進等に資するため，これらに対する市民等の関心と理解を深め，その自主的な

活動が促進されることを目的とする。 

竣工 平成 21年３月竣工 

開設年月日 平成 21年５月１日開設 

敷地面積（所有） 7,676㎡（工場棟・計量棟含む。）（八尾市所有） 

建物構造（所有） ３階（鉄筋コンクリート造） 

延床面積 1,615㎡ 
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主な施設 
展示・図書・パソコンコーナー，工房，見学コース，環境シアター，研修室，会議

室 

建設費 3,054,310,000円（リサイクルセンター全体） 

運営形態の推移 

（降順） 

（公募／非公募） 

①公募：平成 28 年４月～令和３年３月（５年間）（指定管理者：特定非営利活動

法人グラウンドワーク八尾） 

②公募：平成 25年４月～平成 28年３月（３年間）（指定管理者：特定非営利活動

法人グラウンドワーク八尾） 

備考：公募の応募者数は，①②はいずれも３団体である。 

建物の長寿命化

の為の長期保全

計画の策定状況  

令和２年度中に全施設（一部を除く）を対象として，建物長寿命化等に関する計画

を策定予定 

目標設定 － 

利用者アンケー

ト・要望調査 
有 11月～12月 

料金体系 
利用料金制を採用している（平成 21 年５月より）（環境シアター・研修室・会議

室のみ） 

施設の特徴 
環境学習などをテーマとした講座や廃棄物等のリサイクルの体験学習ができ，また

市民活動や研修にも利用施設である。 

イ 過去５年間の利用状況 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

利用者数 14,258 15,881 16,507 19,290 20,433 

ウ 過去５年間の収支等 
 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

収入（歳入） 19,634,761 20,525,555 21,036,875 21,091,996 21,071,269 

  
指定管理

料（協定） 
19,813,000 20,600,000 20,904,150 20,908,300 21,110,300 

  
利用料金

収入 
21,500 ４,500 4,780 26,800 29,235 

  材料費 226,865 140,990 167,250 158,900 211,900 

  その他 40,820 33,055 41 28 34 

  
指定管理

料（精算） 
-467,424 -252,990 -44,314 -2,032 -280,200 

支出（歳出） 20,047,524 20,443,388 20,997,932 21,480,326 20,980,955 

  人件費 12,839,891 12,395,555 12,960,498 13,117,370 13,091,607 
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  報償費 1,116,000 1,114,000 973,000 1,325,000 1,160,594 

  需用費 530,276 888,188 1,091,661 1,204,870 1,546,477 

  役務費 355,614 359,768 362,180 326,118 315,420 

  委託料 1,480,027 1,484,280 1,258,230 1,112,140 820,560 

  
使用料及

び賃借料 
2,593,715 2,941,475 3,165,251 3,238,691 2,686,779 

  
備品購入

費 
38,324 209,030 107,352 56,076 93,335 

  

負担金，補

助及び交

付金 

14,000 10,175 1,500 23,700 0 

  公課費 1,079,677 1,040,917 1,078,260 1,076,361 1,266,183 

エ モニタリングの実施状況とその結果 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

(1)利用者の平等利用の確

保・サービスの向上 
 Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ 

(2)公の施設の効用発揮  Ａ Ａ Ｓ Ａ 

(3)適切な維持管理及び管

理経費の縮減 
 Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ 

(4)団体の人員，試算その

他の経営規模及び能力 
 Ｓ Ｓ Ａ Ｓ 

(5)その他施設の性質また

は目的に応じた基準 
 Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ 

総合評価 Ａ Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ 

オ 現金取扱い 

現金取扱い 有 

現金取扱い内容

と取扱高 

・利用料金収受 月間 2,000円程度 

・利用者の実費負担（材料費）を現金で徴収 月額 15,000円程度 

・小口現金 月間 100,000円程度 

 

（２）個人情報保護に関する研修の実施と誓約書の取得 

ア 発見事項 

 リサイクルセンター学習プラザの基本協定書では，第49条で個人情報の保護の規定が存在
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し，同条を受けた基本協定書特記事項第14条は，「乙（注：指定管理者）は，本業務に従事

しようとする者…に事前に個人情報の保護のために必要な研修を実施し，個人情報の保護に

関する関係法令（八尾市個人情報保護条例及び同条例の規定に基づく規則を含む。…）を遵

守する旨の誓約書を従事者に提出させなければならない」と定めている。 

 これに対し，現在の実務運用として指定管理者は，同センターの業務に従事する者に対し，

その雇用契約を締結する際，雇用通知書の一部に服務規律を遵守する旨の誓約欄を用意し，

そこに署名を行わせている，とのことであった。 

 他方で，当該雇用通知書の現物を確認してみると，誓約欄の服務規律の中に個人情報に関

する項目は存在するものの「職務上知り得た秘密を漏らさない」「みだりに文書を持ち出し

たり，他人にコピーを与えたりしてはならない」との記載に留まっており，前述の基本協定

書上の誓約書の要件は充足されていなかった。また，個人情報保護に関する研修が実施され

たか否かも，事業報告書等の記載から確認することができなかった。 

イ 考え方 

 市が保有する個人情報の保護と同様に，公の施設を管理する指定管理者においても，その

保有する個人情報の保護は重要であり，同様にその漏洩や濫用を防止する措置が図られなけ

ればならない。八尾市個人情報保護条例でも，指定管理者は「個人情報の適正な管理のため

に必要な措置を講ずる責務を有する」（八尾市個人情報保護条例第34条の２）と定められて

いる。 

 したがって，指定管理者は，施設の管理運営業務を通じて取得した個人情報について，そ

の取扱いに十分に留意するとともに，個人情報の「管理の基準」を定めてその運用・管理の

方法を明確にする必要がある。また，市としても，個人情報保護条例で個人情報の保護に関

して必要とされている事項を，指定管理者との間で締結する協定に盛り込み，その遵守を求

める等，指定管理業務に関する個人情報保護についての必要な措置を地方自治体・指定管理

者相互で講ずべきものである。 

 また，指定管理者の選定の際にも，地方自治体は，指定管理者の情報管理体制のチェック

を行うこと等により，個人情報が適切に保護されるよう配慮する必要がある。その際には，

「地方公共団体における個人情報保護対策について」（平成15年６月16日付け総行情第91号
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総務省政策統括官通知）の内容を十分に踏まえて対応すべきである（「地方自治法の一部を

改正する法律の公布について」平成15年７月17日付け総行行第87号総務省自治行政局長通

知・第２の３）。 

 個人情報の適切な管理は，個人情報の漏洩事件が頻発する中で，企業の社会的責任（ＣＳ

Ｒ）に対する関心の高まりとともに，公の施設の管理を預かる指定管理者の適格性としても

重要な要件であるといえる（地域協働型マネジメント研究会編著「指定管理者制度ハンドブ

ック」23ページ）。したがって，指定管理者に参入しようとする民間事業者によって，個人

情報保護に関する対応が確実に行われることは，指定管理業務の遂行およびその監督という

意味でも重要である。 

 現在の運用である，雇用通知書（雇用契約書）と共にセットで誓約書の取付を行うという

実務自体は，誓約書の取付漏れを防止する意味では良い運用であるとは思われる。しかし，

基本協定書における個人情報保護の誓約書の取付の趣旨は，個人情報保護に関する「研修」

の実施を前提として，研修を受けた従業者に誓約書を提出させることにより，その研修の実

施の担保と個人情報保護に関する意識の啓発を図るものと考えられ，また，前記のような基

本協定書特記事項第14条の文言に照らしても，現在の指定管理者における誓約欄の署名の取

付だけでは不十分と考えられる。 

ウ 意見[64] 

 今後は，雇用通知書の交付の際に，併せて個人情報の保護に関する研修を実際に実施する

ようにして，またそれを前提として，現在の内容に加えて「個人情報の保護に関する研修を

受けた」旨，「八尾市個人情報保護条例等の関係法令を遵守する」旨を追記した内容の誓約

書（あるいは誓約欄の署名）を取り付けるよう，指定管理者に対して指導を行うべきである。 

（３）修繕に関する手続 

ア 発見事項 

 リサイクルセンター学習プラザの基本協定書では，第24条２項および第25条５項において，

それぞれ「乙（注：指定管理者）は，施設，設備，外構等を維持補修するときは，あらかじ

め甲（注：八尾市）の承認を得るものとする」「前項の修繕（注：備品の修繕）は，前条第

２項の規定に準じ行うものとする」と定められており，施設についても備品についても，そ
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の修繕を行う前に八尾市の承諾を得ることが求められている。この点，修繕が発生した際，

少なくとも見積書や請求書の送付などは受けているものであるが，必ずしも事前に指定管理

者から申請を受けて，市が書類に残る形で「承認」を行ったという記録が明確に残るという

形の運用がなされていない。 

イ 考え方 

 現在の運用に関して，特に工事の見積書が送付されているものについては，修繕工事の実

施前に連絡を受けて口頭等でやり取りを行っていることも想定し得るものではある。しかし，

その余の工事については，外形上は，基本協定書が想定している運用と整合していると明確

には認められないものである。 

ウ 意見[65] 

 この点，他の施設の基本協定書でも，上記と同様の規定が設けられているところであるが，

他の施設では例えば，予め担当課の承認を行う為の欄を設けた申請書の定型書式を用意して

おき，申請，承認，及び記録の保存を効率よく行えるように運用している例も多かった。事

後はこれらの運用も参考にしつつ，基本協定書の規定の通り，修繕の事前申請とその承認の

手続，およびその記録化を徹底すべきである。 

（４）業務用冷凍空調機器の点検の履行確認について 

ア 発見事項 

 リサイクルセンター学習プラザの仕様書では，「業務用冷凍空調機器の簡易点検」（仕様

書４頁）が，指定管理業務の具体的な内容の一つとして定められている。しかし，指定管理

者の事業報告書や第三者委託の業務委託契約書を確認したところ，前記の業務の記載が見当

たらなかった。この業務について，その内容や存否について八尾市に確認したところ，同業

務について，現在は，指定管理者が目視により点検が行われているが，他方，それらが四半

期に一度施行されているか否かは必ずしも完全に確認出来ておらず，また報告書やチェック

シートの確認なども行っていないとのことであった。 

イ 考え方 

 業務用冷凍空調機器の簡易点検は，フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法

律（いわゆる「改正フロン法」）により，四半期に１回以上の実施が必要とされている。ま

た，指定管理者選定時の仕様書は，条例，規則，基本協定書と併せて，指定管理業務の範囲
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を定めてこれを具体化する効力を有するものである。指定管理者が，ここに定められた業務

を的確に遂行しているかは，市においても確認するべきものである。 

ウ 意見[66] 

 八尾市は，仕様書に定められた業務用冷凍空調機器の簡易点検業務について，指定管理者

に対し，報告書やチェックシートの提出を求め，あるいは月次・年次報告書へ記載すること

を求める等して，その四半期に１回以上の実施を確認すべきである。 

 

２２ 八尾市まちなみセンター 

（１）基本データ 

ア 施設の概要等 

施設名 八尾市まちなみセンター 

所在地 八尾市久宝寺三丁目３番 20号 

所管課 都市整備部 都市政策課 

条例・規則 八尾市まちなみセンター条例 

八尾市まちなみセンター条例施行規則 

計画・指針・要綱 － 

設置目的 

（条例による） 

久宝寺寺内町における歴史的遺産の継承及び八尾市のまちづくりについての地域

活動の拠点 

竣工 平成 12年３月竣工 

開設年月日 平成 12年５月 27日開設 

敷地面積（所有） 803.06㎡（八尾市所有） 

建物構造（所有） 地上２階（鉄骨造，鉄筋コンクリート造） 

延床面積 438.76㎡（１階 395.43㎡，２階 43.33㎡） 

主な施設 北棟（事務室，情報・展示コーナー，研修室） 中棟（倉庫，機械室） 南棟（洋

室，和室） 

建設費 216,048,000円 

運営形態の推移 

（降順） 

（公募/非公募） 

 

①非公募：平成 29年４月 ～令和４年３月（５年間）（指定管理者：特定非営利活

動法人寺内町久宝寺） 

②公募：平成 26年４月～平成 29年３月（３年間）（指定管理者：特定非営利活動

法人寺内町久宝寺） 

備考：②の公募の応募者数は，１団体である。 

建物の長寿命化 令和２年度中に全施設（一部を除く）を対象として，建物長寿命化等に関する計画
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の為の長期保全

計画の策定状況  

を策定予定 

目標設定 － 

利用者アンケー

ト・要望調査 

有 10月～11月頃 

料金体系 貸室（研修室，会議室（洋室・和室））について利用料金制を採用している（開設

当初より） 

施設の特徴 古くから残る久宝寺寺内町の歴史遺産の継承及びまちづくりの拠点として，地域

住民により組織されたＮＰＯ法人が指定管理者として管理運営を担っている。 

イ 過去５年間の利用状況 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

利用者数 13,206人 12,812人 13,321人 12,818人 13,543人 

ウ 過去５年間の収支等 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

収入（歳入） 15,106,131 15,184,941 13,934,773 13,748,952 14,946,471 

  指定管理料（協定） 13,207,000 13,405,000 12,732,431 12,867,114 12,843,947 

  精算金 0 359,527 0 0 990,000 

  利用料金収入 562,100 553,950 572,840 706,145 819,693 

  その他収入 132,895 95,134 130,515 137,037 292,815 

  預金利息 408 26 14 12 16 

  繰越金 1,203,728 263,304 307,163 0 0 

  指定管理者負担分 0 0 191,810 38,644 0 

支出（歳出） 15,106,131 15,184,941 13,934,773 13,748,952 14,946,471 

  人件費 7,870,124 8,276,978 8,414,393 8,983,696 8,753,081 

  維持管理経費 4,869,697 5,184,782 3,950,508 3,513,120 4,121,271 

  事業費 2,097,236 1,402,813 596,272 642,686 539,589 

  その他 5,770 13,205 973,600 609,450 775,401 

  繰越金  263,304 307,163 0 0 757,129 

収支差額 0 0 0 0 0 

エ モニタリングの実施状況とその結果 
 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

(1)利用者の平等利用の確

保・サービスの向上 

 Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ 
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(2)公の施設の効用発揮  Ａ Ａ Ａ Ａ 

(3)適切な維持管理及び管

理経費の縮減 

 Ａ Ａ Ａ Ａ 

(4)団体の人員，試算その

他の経営規模及び能力 

 Ａ Ａ Ａ Ａ 

(5)その他施設の性質また

は目的に応じた基準 

 Ａ Ａ Ａ Ａ 

総合評価 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

オ 現金取り扱い 

現金取扱い 有 

現金取扱い内容と取扱高 利用料金収受 月間６～７万円程度 

（２）備品台帳への登載漏れ 

ア 発見事項 

 市の所有にかかる指定管理業務に供する備品は，備品台帳として調製し，指定管理者に無

償貸与されている。しかし，まちなみセンターの施設に現に存在し，指定管理業務の用に供

されていた備品であるにもかかわらず，市の備品台帳に「ＡＶ機器一式」が登載されていな

かった。令和元年度に指定管理者がワイヤレスマイク（ＡＶ機器一式の一部）を修繕したが，

もともと備品台帳のどこにも登載されていなかったことから，ワイヤレスマイクは，市の備

品台帳にも，指定管理者の備品台帳にも登載されていない状態となっていた。 

イ 考え方 

 指定管理業務の用に供する備品は，漏れなく備品台帳に登載されなければ，管理すべき物

品につき市と指定管理者との間で共通認識を持つ事が困難となり，管理責任の所在も曖昧と

なりかねない。 

ウ 結果[12] 

 指定管理業務の用に供する備品は，的確に備品台帳に登載されるべきである。 

（３）基本協定書と仕様書との内容の齟齬について 

ア 発見事項 

 基本協定書では，指定管理業務終了後の備品等の所有権の帰属について，次のとおり規定

されている（第53条）。 

乙（監査人注：指定管理者）は，指定期間が満了したとき又は指定管理者の指定を取消
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されたときの備品等の扱いについては，次のとおりとする。 

(1）本業務の用に供するため，甲から無償で貸与された備品等については，乙は，甲

の指定する期日までに甲に対して引き渡さなければならない。 

(2）乙の負担により購入し，乙の所有に属する備品等については，原則として乙が

自己の責任と費用で撤去・撤収するものとする。ただし，甲と乙の協議において

両者が合意した場合，乙は甲又は甲が指定するものに対して引継ぐことができる

ものとする。 

 他方，指定管理者選定時の仕様書においては，指定管理期間中に指定管理者が購入した物

品の取扱いについて，次の通りとされていた。 

備品等の管理 （中略） 

③ 指定管理者が指定管理期間中に指定管理料により購入した物品は，本市に帰属する

ものとする。また，指定管理者の修繕により結果として資産を取得することになる場

合についても同様とする。 

 このとおり，指定管理者が購入した備品等を市に帰属させる明確な根拠となる規定はない

（市と指定管理者が合意した場合に初めて市に帰属させることができる）基本協定書の記載

と，指定管理料により購入した物品は市に帰属すると規定する仕様書の記載との間に齟齬が

ある。また，基本協定書では，仕様書と基本協定書の記載に齟齬がある場合，基本協定書の

記載が優先するとの定めとなっている（第10条）。 

イ 考え方 

 仕様書の記載内容と，基本協定書の内容に齟齬があり，かつ，基本協定書の記載が優先す

るとの定めとなっていることからすれば，市と指定管理者との間の契約上，仕様書において

実現しようとした内容が，合意事項に含まれないと解される余地がある。 

ウ 意見[67] 

 基本協定書締結にあたり，基本協定書と仕様書との内容に齟齬が生じないよう，また，基

本協定書における規定内容が，意図した内容となっているか十分に確認した上で，基本協定

書を締結すべきである。また，基本協定書において，実質的に市が費用負担して取得した物

品について，的確に市に所有権が移転させられるよう明確な定めをなすべきである（なお，

第４・５（共通事項）参照）。 

（４）修繕費の精算について 

ア 発見事項 
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 毎年度精算することとされている修繕費の支出実績について，平成29年度，30年度の実績

報告では１円の齟齬もなく，予算（精算基準金額）と一致する金額として報告されている。

令和元年度は，指定管理者が火災報知機を99万円で修理し，基本協定書第14条に基づく精算

として，市から指定管理料を追加支払いしているが，この火災報知器の修繕に要した99万円

を除けば，同様に1円の齟齬もなく予算と支出実績が一致する金額となっている。 

 その理由として，実際に要した金額は若干超過していたが，うち予算分（予算超過分は指

定管理者が負担した）のみが報告され，精算が回避されているためであった。 

イ 考え方 

 予算（精算基準金額）超過部分を指定管理者が負担していることから市に損害は生じてい

ないが，精算するとされている以上，正確な実績に基づき精算を行うべきである。さもなく

ば，指定管理者との間でのなれ合い等の問題が生じかねない。 

ウ 意見[68] 

 精算すべきとされている費目について，毎年度の精算は正確にされるべきである（なお，精算

対象となる「修繕費」に該当するための基準を明確に定めるべきことについては，第４・５（共

通事項）参照）。 

（５）消費税増税に伴う利用料金の市長承認手続について 

ア 発見事項 

 条例において，指定管理者が収受することができる利用料金については，条例別表に定め

る範囲内で，指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるとされている（第８条１項）。

条例の別表では税別金額（本体部分）の金額が定められ，別表の「備考」欄には，この額に

消費税等を「加算して得た額（その額に10円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切

り捨てる。）」という表記がされている。 

 令和元年10月１日の消費税率の引き上げ（８％→10％）に伴い，利用者が支払う利用料金

（税込み）は増額となっている。この利用料金の変更の際，市側（施設所管課担当者）と指

定管理者は事実上の協議を行ったものの，市長の承認という決裁手続は行われていなかった。 

イ 考え方 

 消費税率の引き上げに伴う利用料金変更は，条例別表で定められた本体部分金額を前提に，

消費税率の引き上げによる増税部分を利用料金に反映させる（10円未満を切り捨て）という
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設定の仕方をしており，「条例で定められた範囲内の利用料金」というルールを逸脱してい

るものではない。 

 もっとも，利用料金の設定に，予め市長の承認を得るという手続きが要求されているのは，

条例に定められた上限額を逸脱していないことや合理性を欠く金額設定となっていないか

などの確認のためという趣旨と解される。上記の立法趣旨に照らせば，消費税率の引き上げ

に伴う利用料金の変動についても，市長の承認手続きが必要と解すべきである。また，所管

課との事実上の協議は行われているが，公の施設の利用料金の設定に対する市長の承認とい

う重要な事務について，意思決定プロセスを明確にし，事後的に検証できるようにするため

に，決裁手続きが必要であり，事実上の協議では不足というべきである。 

ウ 意見[69] 

 消費税率の引き上げに伴い，施設利用者が支払う税込みの利用料金額を変動させた以上，

条例上必要な「市長の承認」の手続きを明確な形でなすべきであった。今後，消費税率引き

上げによる場合も含め，利用料金の変更をなす場合，予め市長の承認手続きを経るよう徹底

すべきである。 

（６）施設の設置目的の明確化とこれに即した指標の設定について 

ア 発見事項 

 まちなみセンターの設置目的は，①久宝寺寺内町における歴史的遺産の継承，及び②八尾

市のまちづくりについての地域活動の拠点とされている（条例第１条）。 

 まちなみセンターにおいては，成果を図る指標となる数値目標などは設定されていない。

また，指定管理業務のモニタリングの過程で，施設利用者アンケートが行われているが，質

問内容は，会議室等の地域活動の拠点に供することを目的とする公の施設と同じような，施

設管理の適否を測定するような項目にとどまっている。 

イ 考え方 

 久宝寺地域には，地域活動の拠点として，「久宝寺コミュニティセンター」（八尾市北久

宝寺二丁目１番１号）が存在し，上記②の設置目的は，コミュニティセンターと重複する。

したがって，まちなみセンター独自の設置目的（存在意義）は，上記①の点が重視されるべ

きと考えられる。指定管理業務の達成度を測定し，住民へわかりやすく説明するためには，
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施設の設置目的に即した的確な指標を設定することが，重要である。 

 なお，条例・規則上，物販，飲食販売が許容されないという理解があったため，施設での

物販，飲食販売の自主事業については抑制していたようであるが，八尾市まちなみセンター

条例施行規則第８条の２では，「入館者」に対し，販売（２号），所定の場所以外での飲食

（４号），飲酒（７号）を禁止しているが，指定管理者が，物販や飲食販売を行うことを禁

じているとは読み取れない。むしろ，上記①の目的を実現する観点から，物販・飲食販売な

どが，地域外からの来場者にとって利便性を高めるのであれば，検討に値する取り組みであ

る（但し，例えば飲食業を営む場合には飲食店の営業許可など，許認可等には的確に対応す

る必要がある）。 

ウ 意見[70] 

 施設の主たる位置づけであるとともに，指定管理業務の主たる目的が，施設の管理運営に

とどまらず，久宝寺寺内町における歴史的遺産の承継・発信にあることを改めて明確化する

とともに，そのような設置目的に即した成果を的確に測定し得る指標を設定し，継続的な業

務の改善を目指すべきである。 

 

２３ 八尾市立龍華図書館 

（１）基本データ 

ア 施設の概要等 

施設名 八尾市立龍華図書館 

所在地 八尾市南太子堂二丁目１番 45号 

所管課 教育委員会 教育総務部 八尾図書館 

条例・規則 
八尾市図書館条例 

八尾市図書館条例施行規則 

計画・指針・要綱 八尾市第２次図書館サービス計画 

設置目的 

（条例による） 
市民の読書及び図書館資料に対する要求にこたえるために設置 

竣工 平成 27年５月竣工 

開設年月日 平成 27年８月２日開設 

敷地面積（所有） 3,002.31㎡（八尾市所有） 
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建物構造（所有） 地上３階（鉄筋コンクリート造） 

延床面積 
延床面積 3,472.29㎡ 

図書館部分の延床面積 1,381．67㎡（１階：1,014.89㎡，２階：366.78㎡） 

主な施設 図書館部分以外は，龍華コミュニティセンター，市役所龍華出張所 

建設費 1,454,884,510円 

運営形態の推移 

（降順） 

（公募／非公募） 

①公募：平成 30 年４月～令和５年３月（５年間）（指定管理者：株式会社図書館

流通センター） 

②公募：平成 27年８月～平成 30年３月（２年８か月間）（指定管理者：株式会社

図書館流通センター） 

備考：公募の応募者数は，①は１団体，②は２団体である。 

建物の長寿命化

の為の長期保全

計画の策定状況  

令和２年度中に全施設（一部を除く）を対象として，建物長寿命化等に関する計画

を策定予定 

目標設定 八尾市第２次図書館サービス計画に基づく図書館サービスの充実 

利用者アンケー

ト・要望調査 
有・時期は 12月。 

料金体系 無料 

施設の特徴 
この施設は，龍華コミュニティセンター・龍華図書館・市役所龍華出張所の複合施

設であり，施設全体の管理は，市役所龍華出張所が行っている。 

イ 過去５年間の利用状況 
 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

開館日数 194 295 293 293 272 

  貸出点数 323,366 469,027 447,289 437,512 396,036 

1日当たり 1,666 1,589 1,526 1,493 1,456 

  貸出人数 102,197 149,062 141,752 136,752 122,943 

1日当たり 526 505 483 466 451 

ウ 過去５年間の収支等 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

収入（歳入） 53,806,996 81,449,765 81,247,605 81,239,590 82,107,452 

  

  

  

  

指定管理料（協

定） 

55,723,000 82,771,000 82,771,000 81,535,680 82,290,640 

精算金 -1,938,754 -1,346,585 -1,536,585 -314,180 -194,978 

利用料金収入 0 0 0 0 0 
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イベント材料

費等 

17,500 21,600 10,400 15,000 9,000 

読書通帳売上

（委託業務収入） 

5,250 3,750 2,790 3,090 2,790 

支出（歳出） 52,702,001 81,385,873 81,149,276 81,238,280 82,106,055 

  

  

人件費 44,215,415 68,641,099 69,034,225 68,851,592 68,466,189 

物件費 8,486,586 12,744,774 12,115,051 12,386,688 13,639,816 

エ モニタリングの実施状況とその結果 
 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

(1)利用者の平等利用の確

保・サービスの向上 

 Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ 

(2)公の施設の効用発揮  Ａ Ｂ Ｂ Ｂ 

(3)適切な維持管理及び管

理経費の縮減 

 Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ 

(4)団体の人員，試算その

他の経営規模及び能力 

 Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ 

(5)その他施設の性質また

は目的に応じた基準 

 Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ 

総合評価 Ａ Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ 

オ 現金取り扱い 

現金取扱い 有 

現金取扱い内容

と取扱高 

読書通帳の代金を現金で徴収 月額 2,300円程度 

（２）不適切な提案書の記載について 

ア 発見事項 

 平成29年度に，平成30年４月からの５年間の期間についての指定管理者の選定手続きがな

された。その際，現指定管理者は「自主事業」として，カップ式自動販売機によるコーヒー

販売を提案し，提案書では「コーヒーを飲みながら読書を楽しんでいただくことができる空

間を目指して，龍華図書館開館当初よりカップ式コーヒーの自動販売機を設置し，多くの利

用者の方にご利用いただきました。今後も継続して販売いたします。なお，この自動販売機

の利益相当額の図書を，弊社から八尾市立図書館に寄贈しています。」との記載がある。ま

た，「平成28年度自動販売機利益相当額からの図書の寄贈」「児童書113冊129,389円相当」
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（15ページ）との記載は，太字で強調されている。 

 その後の，指定管理者からの図書の寄贈実績は，以下のとおりである。 

平成28年度 寄贈あり 児童書113冊 

平成29年度 寄贈あり 児童書38冊 一般参考図書４冊 

平成30年度 寄贈なし 

令和元年度 寄贈なし 

 この点，平成30年度以降，図書の寄贈がなくなった経緯としては，平成30年度に，指定管

理者から，これまでの市への図書の寄贈は任意の取り組みとして行ってきたものであって，

提案書の記載は寄贈を約束する趣旨ではなく，寄贈はやめたいとの申し出があり，市（教育

委員会）において，これを受け入れたためとのことである。 

イ 考え方 

 提案書の記載内容は，指定管理者と市との間の合意内容となるが（基本協定書第９条）。

上記の図書の寄贈に関する提案書の記載は，過去の指定管理期間における，任意の寄贈実績

を説明したに過ぎないと解することもでき，平成30年度の指定管理期間における，明確な法

的拘束力ある寄贈合意とまで認定することは困難とも思われる。そのため，平成30年度以降

に図書の寄贈がされていないことをもって，これが，指定管理者による協定違反（債務不履

行）とまで断ずることは難しいと思われる。 

 もっとも，提案書に「この自動販売機の利益相当額の図書を，弊社から八尾市立図書館に

寄贈しています。」と記載する目的は，市にとって利益となる提案内容であり，したがって

自社の提案内容が優れているとアピールする目的で記載されたもの，という以外の理解はあ

り得ず，そのような観点からは，上記記載は，指定管理者として指定された場合には，平成

30年度以降の指定期間においても，これまでと同様に自動販売機の利益相当額の図書を寄贈

するという趣旨の提案とも読み取れる。 

 このように，趣旨が不明確な記載を含む（寄贈を約束する趣旨とも読める一方，明確な寄

贈約束とも読み取りにくい）提案書を提出し，自社の評価が有利になるようアピールしつつ，

指定管理者として指定された場合に，寄贈は約束していないとして図書の寄贈をしない対応

は，指定管理者による提案内容への違背（債務不履行）と断ずることまではできないとして
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も，客観的に見て問題意識を持たざるを得ない。 

ウ 意見[71] 

 指定管理者の候補者選定の過程で提出される提案書において，趣旨が不明確な記載を許容

すべきではない。殊に，１期前に指定管理者であった実績のある事業者からの提案書におい

て，取り扱いを変更する予定である過去の実績を記載することは，提案内容の評価を誤らせ

ることにつながるため，許容すべきではない。今後，指定管理者の選定手続きにおいては，

応募者に対し，提案書は内容が一義的に読み取れる記載とするよう求めるとともに，意味内

容が不明確な記載については指定管理者との質疑を通じてその趣旨を明確にさせるよう努

めるべきである。 

（３）八尾市立図書館全体への今後の指定管理者制度の導入について 

ア 前提事実 

 現在，八尾市立図書館（八尾図書館，山本図書館，志紀図書館，龍華図書館）は，龍華図

書館のみ指定管理者制度を導入し，その他の３館は市の直営により運営されている。これに

つき，平成27年度の包括外部監査において，当時の監査人は「市直営施設においては，指定

管理者のノウハウを研究し，よりよい取組みは吸収していくとともに，現在の龍華図書館の

運営状況や利用者の評価を踏まえて検証した上で，効果が高いとなれば，他の３図書館にお

いても，指定管理者による運営について引き続いて検討されたい」とした。 

 その後，庁内の行財政改革の取り組みとして計画に計上されることとなり，令和元年11月

策定の「新やお改革プラン実行計画」では「山本・志紀図書館」について「龍華図書館にお

ける指定管理者による管理運営状況や導入により見込まれる効果について検証し，効果が見

込まれる場合に指定管理者制度の導入を行う。」とされ，以下のような計画が立てられてい

る。 

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

検討 検討 方針決定 方針に基づき

実施 

 

 このように令和元年度から令和２年度は「検討」の時期にあることを踏まえ，以下では，

残る直営２館への指定管理者制度を導入することの効果等について，現状分析を踏まえた意
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見を述べる。 

イ 考え方 

（ア）「基本指針」の判断枠組み 

 八尾市の策定した「公の施設の指定管理者制度に関する基本指針」によれば，公の施設の

管理に関する指定管理者制度の導入移行については，次のような判断フローによるものとさ

れている（基本指針第２・２）。 

 現在検討されている直営２館（山本図書館，志紀図書館）について指定管理者制度を導入

すべきか否かは，このフローに即して判断されると考えられるが，以下では，主として，「①

民間のノウハウが活用でき，コスト削減効果が見込まれるもの」か，という観点から検討を

加える。 

（次ページへ） 
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（イ）民間のノウハウの活用及びコスト削減効果 

①民間のノウハウ活用 

 現指定管理者は，市が直営で運営する図書館（以下「直営館」という。）では提供できな

かった自主事業（独自のホームページ，電子図書館，デジタルアーカイブなど）が提供され，

また，開館時間が延長されるなどしており，このような点において，指定管理者制度導入に

よりサービス水準が向上していると認められる。また，図書館業務は，専門人材である司書が
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その運営の中核を担うが，そのような専門人材の確保・育成は，八尾市単体で行うよりも，八尾

市外も含め全国規模で事業展開をする民間企業の方が有利といえる。このような観点から，指定

管理者制度の導入による民間のノウハウ活用というメリットは認められる。 

②コスト比較 

 まず，直営館と指定管理者による運営館のコスト分析を通じ，指定管理者による運営によ

るコスト面での優位性の有無について，検討を試みた。八尾市図書館条例によると，市立図書

館は市民の読書及び図書館資料に対する要求にこたえることを設置目的（第１条）としており，

広く市民に利用してもらうことが目的とされている。そのため，実際にその図書館が広く利用さ

れているかどうかを測定するためには，来館者数，一人当たり滞在時間，貸出人数，貸出点数な

どを効果指標とすることが考えられる。この点，現時点において前２つの数値は集計されていな

いため，貸出点数，貸出人数で比較を行った。 

 市立図書館４館のうち，龍華図書館のみ指定管理者制度が導入されている。このうち，八

尾図書館を除外し，３館について比較した（監査対象年度の令和元年時点において，八尾図

書館は八尾市における中央図書館としての機能を有し指定管理制度の導入は検討されてい

ないため）。 

 貸出点数，貸出人数はいずれも多い順に，１山本図書館，２龍華図書館，３志紀図書館と

なり，費用は，１山本図書館，２志紀図書館，３龍華図書館の順に大きい。費用対効果を見

るため，令和元年度の事業費を用い，単位当たりコストを比較すると以下のとおりとなった。 
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(単位：千円，冊，円/冊，人，円/人) 

館名 人件費 

（※） 

管理経

費等 

総費用 貸出 

点数 

人件費

/貸出

点数 

総費用

/貸出

点数 

貸出 

人数 

人件費

/貸出

人数 

総費用 

/貸出

人数 

山本 93,499 13,906 107,406 443,434 211 242 157,473 594 682 

志紀 88,463 15,190 103,654 315,756 280 328 97,056 911 1,068 

龍華 68,466 92,071 92,071 396,036 173 232 122,943 557 749 

※龍華図書館は指定管理による運営のため，人件費は管理経費等に含まれる。 

（出典：人件費，管理経費等は所管課提供資料より，その他は『令和元年度図書館事業の報

告について』より） 

 

 この分析結果を効率的な順に並び替えると，下記のとおりである。貸出人数や総費用から

見ると，龍華図書館の費用対効果が最も優位であり，直営の山本図書館もほぼ同様である。

これに対し，志紀図書館の費用対効果が相対的に劣後している。 

（単位：円/冊，円/人） 

人件費/貸出点数 総費用/貸出点数 人件費/貸出人数 総費用/貸出人数 

龍華 173 龍華 232 龍華 557 山本 682 

山本 211 山本 242 山本 594 龍華 749 

志紀 280 志紀 328 志紀 911 志紀 1,068 

③考察 

 以上のデータ分析によれば，龍華図書館が最も効率的であるという結果とはなっているが，

直営館である山本図書館と大きな差はない。龍華図書館は，建設直後であり，維持管理コス

トが相対的に低くなっていることも勘案すれば，直営館と比較して指定管理による運営館が

コスト面で有意に優れているというほどの結果ではない。なお，志紀図書館のコスト効率が低

いという結果は，施設の老朽化が進んでおり修繕などの費用が他館より多額に必要となっている

こと，立地要因により，従前の利用者が新たに開設された龍華図書館に流れ，利用者が減少して

いることが要因となっていると考えられる。 

（ウ）指定管理者制度による運営の収支構造 

① 龍華図書館の収支構造の分析 

指定管理方式での運営がなされている龍華図書館についての収支構造を分析すると，支出に占め
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る人件費割合が高く，その次に公租公課の割合が多くなっている。 

【龍華図書館の収支決算報告書による主な支出項目（令和元年度）】 

支出項目 金額（円） 総支出額に対する割合（％） 

人件費 68,466,189 83.4 

公租公課 8,013,875 9.8 

電気料金 1,838,026 2.2 

その他 3,787,915 4.6 

総支出額 82,106,005 100.0 

また，指定管理者からの報告によれば，公租公課の内訳は次のとおりである。 

項目 金額（円） 計上内容及び計上基準 

消費税及び地方消費税 6,227,194 龍華図書館の収支決算額の各々の項目

に係る消費税額より算出 

事業税 725,985 大阪府に納めている額を府内事業所の

人数基準で分割 地方法人特別税 242,706 

都道府県民税 146,790 

市町村民税 671,200 八尾市への納付額を全額計上。均等割

410千円，法人税割 261千円 

合計額 8,013,875  

② 考察 

 指定管理業務の収支のうち，主な収入項目である指定管理料が，消費税及び地方消費税の

課税科目，主な支出項目である人件費（支出全体の83.4％）と公租公課（同9.8％）が非課税

科目のため，消費税等の納付額が多くなっている。 

 言い換えれば，市が指定管理者に支払う指定管理料には，消費税及び地方消費税が課税さ

れ，これを加算した金額を支払うこととなるが，指定管理者は受け取った消費税額の多くの

部分を，そのまま納税している状況となっている。もし，市が直営で施設を運営し，指定管

理者と同等のコストにより施設運営ができたと仮定すると，負担するべき消費税額は，電気

料金（1,838千円）とその他（3,787千円）の合計5,625千円に係る消費税（率9%43）506千円の

みとなる。直営ではなく指定管理で運営していることで，計算上5,720千円の支出を追加負担

していることになる。 

                                                
43 令和元年 10月に消費税が８%→10%となっており，簡便にするため，令和元年度の税率は平均的に 9%

として計算している。 
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 また，事業税以下の項目は，実際に龍華図書館の運営で支出した額ではなく，指定管理者

が法人として納税している額を，対象施設の人数割で計算上負担させているものである。か

かる租税は，市が直営で運営する場合負担を要しないものである。このとおり，公租公課の

8,000千円のうちほとんどは，仮に直営で事業運営を行った場合はかからない費用である。 

 以上のとおり，市立図書館の運営においては，指定管理者制度を導入することにより，民

間のノウハウが活用できるというメリットが認められる。他方，指定管理者制度を導入した

場合，支出に占める人件費割合の高い図書館運営においては，消費税の負担によりどうして

もコストアップとなり，また，民間法人の利益や租税負担も指定管理料の中に織り込まれる

こととなり，コスト面では不利に働く点も含まれる。 

 また，これとは別の視点として，施設運営を一度全面的に指定管理者に委託するようにな

れば，市に直営での運営ノウハウが失われることは避けがたい。この場合，指定管理者によ

る管理・運営が長く続いた場合，指定管理者による運営内容の妥当性を検証する能力が低下

し，長期的には，コストアップやサービス水準の低下にもつながりかねない恐れがある。 

ウ 意見[72] 

 直営による運営，指定管理者による運営それぞれに，メリットとデメリットがあることが

わかった。これらをふまえ，市立図書館４館（八尾図書館，山本図書館，志紀図書館，龍華

図書館）について，直営館と指定管理者運営館とを併存させ，双方でサービスを競い合う，

いわばハイブリッド型での運営を検討するのがよいと考える。なお，図書館業務は，館ごと

の運営の独立性が高いため，館ごとに異なる主体が運営したとしても支障は低いと思われる

（なお，大阪府立図書館においては，中央図書館と中之島図書館は，別々の指定管理者で運

営されている）。 

 

２４ 八尾市営住宅（西郡，安中，萱振，大正）等 

（１）基本データ 

ア 施設の概要等 

施設名 八尾市営住宅（西郡，安中，萱振，大正）等 

所在地 八尾市緑ヶ丘一丁目１１７番地の８ほか 

所管課 建築部 住宅管理課 
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条例・規則 
八尾市営住宅条例 

八尾市営住宅条例施行規則 

計画・指針・要綱 
八尾市住宅マスタープラン 

八尾市営住宅機能更新事業計画（八尾市営住宅長寿命化計画） 

設置目的 

（法律による） 

公営住宅 … 公営住宅法第１条「健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備

し，これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し，又は転貸す

ることにより，国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与する」 

改良住宅 … 住宅地区改良法第１条「不良住宅が密集する地区の改良事業に関し，

（中略），当該地区の環境の整備改善を図り，健康で文化的な生活を営むに足り

る住宅の集団的建設を促進し，もつて公共の福祉に寄与する」 

竣工 
現在管理している（入居者のいる）住棟は昭和 39年以降に建設，管理開始 

開設年月日 

敷地面積（所有） 
公営住宅 7.25ha 

改良住宅 9.53ha  ※ともに平成 30年３月末現在 

建物構造（所有） 地上４階中層耐火構造（鉄筋コンクリート造）ほか 

延床面積 
公営住宅 62,065㎡ 

改良住宅 75,259㎡  ※ともに平成 30年３月末現在 

主な施設 住宅 

建設費 
12,910,788千円 

※平成 31年 3月末現在の建物台帳に記載の建物価格 

運営形態の推移 

（降順） 

（公募／非公募） 

①公募：令和２年４月～令和７年３月（５年間）（指定管理者：株式会社東急コミ

ュニティー） 

②公募：平成 29 年４月～令和２年３月（３年間）（指定管理者：株式会社東急コ

ミュニティー） 

備考：公募の応募者数は，①は１団体，②は２団体である。 

建物の長寿命化

の為の長期保全

計画の策定状況  

八尾市営住宅機能更新事業計画（八尾市営住宅長寿命化計画） 

目標設定 有（家賃収納率等，指定管理者の事業計画書に示されている。） 

利用者アンケー

ト・要望調査 
有（11～12月） 

料金体系 利用料金制は採用していない。 

施設の特徴 住宅セーフティネットとしての機能を有する。 
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イ 過去５年間の利用状況 
 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

入居者数 1,561 1,527 1,507 1,479 1,446 

管理戸数 1,891 1,890 1,890 1,870 1,870 

入居率 82.55% 80.79% 79.74% 79.09% 77.33% 

ウ 市営住宅管理戸数一覧（令和２年３月末現在） 
 

管理戸数 入居 空家 （一般） （政策） 

改良住宅合計 1,020 725 295 180 115 

公営住宅合計 850 721 129 49 80 

総計 1,870 1,446 424 229 195 

 

【市営住宅管理戸数一覧（西郡住宅）】 

西郡住宅 耐震 

性能 

建設 

年度 

竣工 

年度 

管理 

戸数 

間取 戸数 空家 

戸数 

除

却 

政策 

空家 

建替 

対象 

入居 

戸数 

１号館 － － 用途廃止(H24.10.31)    済      

２号館 － － 用途廃止(H24.10.31)    済      

３号館 － － 用途廃止(H24.10.31)    済      

４号館 － － 用途廃止(H24.10.31)           

５号館 － － 用途廃止(H24.10.31)           

６号館 改 Ｂ S39 S39 36  3K 12  12    ○ ○ 0  

2K 24  23    ○ ○ 1  

７号館 － － 用途廃止(H26.12.17)        

８号館 － － 用途廃止(H26.12.17)        

９号館 改 Ａ S41 S41 35  3DK 5  0        5 

2DK 30  2        28 

10 号館 公 Ａ S41 S41 30  1LDK 10  0        10 

2DK 20  3        17 

11 号館 公 Ａ S42 S42 15  2DK 10  0        10 

4DK 5  0        5 

12 号館 改 Ｂ S42 S43 30  3K 30  29    ○   1  

13 号館 － － 用途廃止(H30.12.14)        

14 号館 公 Ｂ S42 S43 40  3K 40  27    ○ ○ 13  

15 号館 公 Ｂ S42 S43 40  3K 40  27    ○ ○ 13  
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16 号館 公 Ｂ S43 S43 50  3K 50  26    ○ ○ 24  

17 号館 改 Ｂ S43 S45 20  3K 20  12    ○ ○ 8  

18 号館 改 Ｂ S45 S45 30  3K 30  15    ○ ○ 15  

19 号館 公 Ｂ S44 S45 30  3K 30  4        26  

20 号館 公 Ｂ S44 S45 30  3K 30  6        24  

21 号館 公 Ｂ S45 S46 20  3K 20  2        18  

22 号館 公 Ｂ S45 S46 20  3K 20  1        19  

23 号館 公 Ｂ S46 S47 20  3K 20  2        18  

24 号館 改 Ａ S45 S46 40  3K 34  8        26  

2K 6  2        4  

25 号館 改 Ａ S45 S46 40  3K 30  5        25  

2K 10  3        7  

26 号館 改 Ａ S46 S47 40  3K 37  9        28  

2K 3  1        2  

27 号館 改 Ａ S46 S47 40  3K 37  7        30  

2K 3  0        3  

28 号館 公 Ｂ S46 S47 20  3K 20  2        18  

29 号館 公 Ａ S47 S48 40  3DK 40  1        39  

30 号館 公 Ａ S48 S49 20  3DK 20  0        20  

31 号館 公 Ａ S49 S50 32  3DK 32  4        28  

32 号館 改 Ｂ S49 S50 32  3DK 32  4        28  

33 号館 改 Ａ S50 S51 192  3DK 192  29        163 

34 号館 改 Ｂ S54 S54 24  3DK 24  3        21  

35 号館 改 Ｂ S55 S55 24  3DK 24  5        19  

36 号館 改 Ａ S58 S59 24  3DK 24  3        21  

37 号館 改 Ａ S58 S59 16  3DK 16  3        13  

38 号館 改 Ａ S60 S61 24  3DK 24  2        22  

39 号館 改 Ａ S62 S62 24  3DK 24  5        19  

40 号館 改 Ａ S63 S63 16  3DK 16  1        15  

41 号館 改 Ａ H02 H03 16  3DK 16  2        14  

42 号館 改 Ａ H04 H05 16  3DK 16  1        15  

43 号館 改 Ａ H24 H24 80  2DK 39  6        33 

3DK 32  1        31 
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4DK 7  0        7 

2LDK

（車） 

2  1        1 店 

舗 

店舗付１ 改 Ｂ S41 S41 8  3K 店 4  4    ○ ○ 0  6 

2K 店 4  4    ○ ○ 0  

店舗付２ － － 用途廃止(H28.2.18)         

店舗付３ 改 Ｃ S45 S47 16  3K 店 16  16    ○ ○ 0  8 

店舗付４ 改 Ａ S45 S46 6  3K 店 6  2        4  6 

店舗付５ 改 Ａ S47 S48 5  3K 店 5  1        4  5 

店舗付６ 改 Ｂ S52 S52 6  3K 店 6  1        5  6 

店舗付７ 改 Ａ S55 S56 5  3K 店 5  5        0  5 

店舗付８ 改 Ａ S56 S56 2  3K 店 2  0        2  4 

店舗付９ 改 Ａ S59 S60 4  3K 店 4  1        3  6 

改良合計  改良 29 棟 851      228        623  

公営合計  公営 14 棟 407      105        302  

合計 43 棟 1,258    1,258  333        925 46 

 

【市営住宅管理戸数一覧（安中住宅）】 

安中住宅 耐震 

性能 

建設 

年度 

竣工 

年度 

管理 

戸数 

間取 戸数 空家 

戸数 

除

却 

政策 

空家 

建替 

対象 

入居 

戸数 

１号館 公 Ｂ S41 S41 40  2LDK 40  7        33 

２号館 公 Ｂ S42 S43 40  2LDK 40  2        38 

３号館 － － 用途廃止(H22.5.6)    済     

 

４号館 － － 用途廃止(H19.6.29)    済    

５号館 － － 用途廃止(H19.6.29)    済      

６号館 － － 用途廃止(H19.6.29)    済      

７号館 改 Ａ S45 S45 30  2DK 30  10        20 

８号館 改 Ｂ S45 S45 30  2DK 30  12        18 

9 号館 改 Ａ S45 S45 30  2DK 30  8        22 

10 号館 公 Ａ S46 S47 30  3DK 30  0        30 

11 号館 公 Ａ S46 S47 30  3DK 30  3        27 

12 号館 改 Ｂ S46 S48 20  3DK 12  7        5 

1K 8  8        0 
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13 号館 改 Ａ S46 S48 16  3DK 16  7        9 

14 号館 改 Ａ S53 S53 24  3DK 24  10        14 

15 号館 改 Ａ S59 S59 16  3DK 

(車 2) 

16  4        12 

16 号館 公 Ａ H20 H21 80  2DK 38  0        38 

2LDK

(車) 

2  0        2 

3DK 33  0        33 店 

舗 4DK 7  0        7 

店舗付Ａ 改 Ｂ S54 S54 3  3K 店 3  1        2 3 

改良合計 改良 8 棟 169    169  67        102  

公営合計 公営 5 棟 220    220  12        208  

合計   13棟 389    389  79        310  

※5,6号館は建替事業により除却済み。3,4号館は用途廃止，平成 26年度除却済み。 

※12号館は１階のみ浴室無。 

 

【市営住宅管理戸数一覧（萱振住宅）】 

 

萱振住宅 耐震 

性能 

建設 

年度 

竣工 

年度 

管理 

戸数 

間取 戸数 空家 

戸数 

除

却 

政策 

空家 

建替 

対象 

入居 

戸数 

１号館 公 Ａ S61 S62 12  3DK 12  0        12 

２号館 公 Ａ S61 S62 16  3DK 16  1        15 

３号館 公 Ａ S62 S63 18  3DK 18  1        17 

４号館 公 Ａ S62 S63 24  3DK 24  1        23 

５号館 公 Ａ H01 H02 18  3DK 18  2        16 

６号館 公 Ａ H01 H02 12  3DK 12  0        12 

合計 100      5        95 

 

大正住宅  耐震 

性能 

建設 

年度 

竣工 

年度 

管理 

戸数 

間取 戸数 空家 

戸数 

除

却 

政策 

空家 

建替 

対象 

入居 

戸数 

高層Ⅰ期 公 Ａ H18 H19 97  2DK 

(車 2） 

25  2        23 

2LDK 28  1      

 

27 
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3DK 37  3      

 

34 

4DK 7  0        7 

高層Ⅱ期 公 Ａ H20 H21 26  2DK 

(車) 

2  0        2 

2LDK 12  1      

 

11 

3DK 12  0        12 

合計 123      7        116 

（以上出典：八尾市提供資料を一部修正） 

 

エ 過去３年間の収支等 

  平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

収入（歳入） 214,547,567 220,047,884 215,757,566 

 

 

指定管理料（協定） 214,547,567 220,047,884 215,757,566 

精算金 0 0 0 

支出（歳出） 214,328,468 219,863,266 215,737,794 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

人件費 26,002,801 25,423,489 26,047,548 

消耗品費 259,200 149,366 354,380 

印刷製本費 1,024,348 1,103,515 1,107,290 

光熱水費 28,668,549 29,831,509 29,571,956 

委託料 73,736,216 72,334,280 73,392,330 

使用料・賃借料 2,059,344 1,935,933 2,058,201 

一般・緊急修繕費 24,840,000 31,542,480 25,070,000 

空家修繕費 46,116,000 46,116,000 46,543,000 

備品購入費 388,800 193,484 255,868 

保険料 0 0 0 

本社等バックアップ経費 8,424,908 8,424,908 8,502,915 

一般管理費 2,808,302 2,808,302 2,834,306 

オ モニタリングの実施状況とその結果 

  平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

(1)利用者の平等利用の確

保・サービスの向上 
Ｂ Ｂ Ｂ 

(2)公の施設の効用発揮 Ａ Ａ Ａ 

(3)適切な維持管理及び管

理経費の縮減 
Ｓ Ｓ Ｓ 
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(4)団体の人員，試算その

他の経営規模及び能力 
Ｓ Ｓ Ｓ 

(5)その他施設の性質ま

たは目的に応じた基準 
Ｓ Ｓ Ｓ 

総合評価 Ａ Ａ Ａ 

カ 現金管理 

現金取扱いの有無 有 

現金取扱い内容と取扱高 指定管理者窓口での収納 月 30万円程度 

（家賃，各種証明手数料等） 

 

（２）指定管理者の創意工夫の余地をより広く認める仕様の設定について 

ア 発見事項 

 市営住宅指定管理業務の仕様書において，指定管理者に対し，駐車場の管理業務を自治会

等に委託することを義務付ける内容となっている。指定管理者が自治会等に委託するにあた

っての駐車場１区画（空き区画も含めて）あたりの単価は，直営時と同額となっている。駐

車場管理業務を自治会等に委託することは，市の直営時代に確立した市営住宅管理の手法で

あるが，指定管理者制度の導入後も，これまでの運用を指定管理者に踏襲させ，駐車場管理

を自治会等に委託することを指定管理者に義務付けているものである。 

イ 考え方 

 住宅や駐車場の管理の方法は基本的には指定管理者の裁量にゆだねるべき部分である。管

理の方法に対する過度の介入は，指定管理者がより効率的な管理方法のノウハウを有してい

る場合にその活用の余地を封ずることとなってしまいかねない（指定管理者の裁量に委ねず

に特定の手法を義務付けるのは，何らかの政策目的があって，特定の方法を義務付ける必要

があるような事情が必要である。）。 

 この点，所管課の説明では，自治会等への委託により地域住民同士の相互監視機能が期待

できるという説明であったが，その説明はあくまでも管理業務の手法として効率的と考えて

いるというにとどまり，仕様として義務付けるべき政策目的があるとは認められない。よっ

て，駐車場の管理業務を自治会等に委託することを義務付けるとの仕様は，指定管理者の管理手

法に対する過度の制約になっていると考えられる。 
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 なお，指定管理者募集時に，駐車場管理は，従前，自治会等へ委託していたという情報を

提供し，指定管理者の判断として，これを踏襲する方が効率的に管理業務を運営できるとい

うのであれば，従前のやり方を踏襲させるということはありうることである。 

ウ 意見[73] 

 指定管理者の創意工夫に委ねるべき部分について，市が過度に介入すべきではなく，指定

管理業務の仕様を定めるにあたっては，指定管理者の創意工夫の余地を過度に制限している

部分がないかという観点から，改めて仕様内容を精査すべきである。その際，駐車場管理を

自治会等に委託することを義務付ける点については，見直す方向で検討すべきである。 

（３）稟議手続きなく市長名での文書を発行していたこと 

ア 発見事項 

 指定管理者からの第三者委託について，事前の市長の承認をなす際に，稟議・決裁手続き

を経ずに，市長印の押印された「再委託承諾書」を発行していた。 

イ 考え方 

 所管課では，指定管理者から事前の市長の承諾を求められた際，提案書に記載されている

内容であることから改めての稟議・決裁手続きは不要であると判断したとのことであるが，

市長名で外部への意思表示の文書を発するのに，稟議・決裁手続きを経ていないことは，事

務処理のあり方として極めて不適切である。 

ウ 結果[13] 

 第三者委託に対する市長名での承諾書を発する際には，適切な稟議・決裁手続きを経るべ

きである（なお，第三者委託に対する承認に関しては，第４・３（共通事項）参照）。 

（４）基本協定書からの責任分担表の添付漏れ 

ア 発見事項 

 基本協定書においては，市と指定管理者とのリスク分担について，「別表１ 責任分担表」

を引用する方法で特定している（第27条）。にもかかわらず，市と指定管理者との間で調印

された基本協定書には添付されるべき「別表１ 責任分担表」が欠落していた。 

イ 考え方 

 基本協定書の条項が「別表１ 責任分担表」を引用する方法で責任分担の合意内容を特定

している以上，これが欠落していると合意内容が不明確となってしまう。特に，本基本協定
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書に添付されるべき責任分担表は，平成28年に行われた指定管理者選定手続の際に提示され

たものから，一部訂正されているので，問題となる。 

ウ 結果[14] 

 契約事務の際には，契約条項で引用されている，別紙，別表などの編綴漏れがないよう，

的確に事務処理をすべきである。 

 

（５）「一般・緊急修繕」の工事実績の検証の不十分さ等 

ア 発見事項 

（ア）協定書及び仕様書上の位置づけ 

 市営住宅の修繕につき「八尾市営住宅等管理業務仕様書」では，次の３区分を設けており，

市と指定管理者の分担関係を定めている。指定管理者は「一般・緊急修繕」と「空家修繕」

を担当し，市は「計画修繕」を行うことになる。なお，施設等の修繕に関するルールにつき，

基本協定書には特記された部分はないものの，年次協定書には「乙（指定管理者）は，施設

等の修繕にあたっては，公平性・透明性を確保するとともに，適切かつ効率的な執行を図ら

なければならない。」と特記されている（「平成 31年度八尾市営住宅等指定管理協定書」第５

条第３項）。 

 

(修繕の種別) (担当) (精算の有無) 

一般・緊急修繕 指定管理者 事後に精算を行わない。 

空家修繕 指定管理者 事後に精算を行う。 

計画修繕 市（大規模修繕に該当する工事，及び八尾市営住宅機能更新

事業計画（長寿命化計画）に定める長寿命化型改善など） 

 「一般・緊急修繕」とは，「市営住宅等の施設の不具合に関し，市や入居者等からの連絡や

通報に応じ，実用上支障のない状態に性能や機能の回復を図るとともに，事故等を未然に防

ぐ安全確保等のために実施する工事をいう。」とされている（八尾市営住宅等管理業務仕様

書）。後記の空家修繕費と異なり，一般・緊急修繕費は，精算の対象とはなっていない。 

（イ）過去３年の予算額及び実績額 

 「一般・緊急修繕」の過去３年の予算額及び実績額をみると，平成 29 年度は 2,484 万円
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（税抜 2,300万円）の予算に対し同額の実績額となり，平成 30年度は 2,484万円（税抜 2,300

万円）の予算に対し実績額は 3,154万 2,480円となり，令和元年度は 2,507万円（税抜 2,300

万円）の予算に対し同額の実績額となっている。平成 30年度を除くと，予算額と実績額が一

致している。平成 30年度は，台風 21号（平成 30年９月４日）に関する対応があったため，

当初予算より修繕予算が増額となったとのことである。 

（ウ）市と指定管理者との協議・報告等の状況 

 仕様書によれば，「一般・緊急修繕」については，下記の方法によって検査確認することと

なっている。 

○ 市は，指定管理者からの提出を受ける毎月の「修繕工事実施状況報告書」でもって検

査確認する。 

○ 管理期間終了後（引用者注：指定期間の終了後を意味する。），「工事管理台帳」を受領

する。 

 

八尾市営住宅等管理業務仕様書６（２） 

イ 一般・緊急修繕 

 指定管理者は以下の一般・緊急修繕に関する業務を行うものとする。（略） 

（ア）負担区分審査 

 （略） 

（イ）施工等 

 指定管理者は，自らあるいは業者委託を行いながら復旧作業を完了すること。 

（ウ）修繕工事実施状況報告書及び工事管理台帳の作成 

 指定管理者は，工事の完了後，検査及び確認を行うとともに，修繕工事に

係る業務の遂行状況について修繕工事実施状況報告書を作成し，これを毎月

提出することにより市の確認及び検査を受けるものとする。また，指定管理

者は，管理期間終了後，工事管理台帳を作成し，市に提出するものとする。 

 

【発見事項１】 

 監査人が八尾市に確認したところ，上記仕様書６（２）イ(ウ)に「修繕工事実施状況報告

書」とあるのは，文書のタイトルは異なるが，『修繕月次報告』を指すとのことであった。そこ

で八尾市から，指定管理者から市への正規の報告書であって，これをもって市が「検査確認」
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する書類と位置づけられている『修繕月次報告』の提出を受け確認したが，その書式は，①「（修

繕の）完了月日」，②「地域」，③「号館」，④「号室」，⑤「内容」及び⑥「金額」等を各工事

あたり１行程度で報告するにとどまる程度のものであり，実際にも，『修繕月次報告』において

報告されていたのは，そうした内容に限られていた。そのため，指定管理者が行った修繕工事

について，市が検査を行うにはあまりに情報が不足した書類となっている。 

また，八尾市によれば，『修繕月次報告』による報告に疑義が生じた際には定例会議の場や口

頭による確認は行っており，詳細な資料の提示を求めることもあるとのことである。しかしな

がら，協議経過等が記録として残されていない。 

更に，本監査報告書のとりまとめ時期（令和２年 12月末頃）の時点において，１期目の指定

期間の終了（令和元年度）後に作成されるべき「工事管理台帳」が作成されていなかった。 

他方，監査人において，これらのうち特に金額の大きいものについて数件，内容について質

問を行ったところ，下記のような，工事内容の検証，把握が不十分であると思料される事案が

検出された。 

 

【発見事項２】 

完了月日 地域 内容 

2020/3/31 西郡 

水道メーター取替工事 2020/3/31 萱振 

2020/3/31 萱振 

検出事項     

私設水道メーターの一斉取替工事を 12 月に行ったとのことであるが，「完了月日」

には３月と記載されている。水道メーターは法定の交換期限により取替が行われるた

め，交換日は正確に報告されなければならない。 

また，住宅ごとの１戸当たりの水道メーター取替工事の金額の隔たりについて，市が

報告を受けた『修繕月次報告』上では６倍以上もあったが，市からは何ら質問は行われ

ていない。市の説明によると，３か所総額でみると，適正な価格となるとのことであっ

たが，水道メーターは各戸に同様のものを設置すると考えると，当該隔たりは書面上不

自然であり，その合理性について確認するべきものと考えられる。 

完了月日が異なって報告されている理由，金額の差の内容・理由について，市は確認

を行っていない。 
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【発見事項３】 

完了月日 内容 

2020/3/31 ＬＥＤ電灯交換工事 

検出事項    

電球交換としては金額が多額であるため着目したところ，電球切れの箇所にとどま

らず，棟全体をＬＥＤ電灯に交換していた。ＬＥＤ電灯は一旦取り付けると 10年は取

替不要とされているため，当該住宅の使用計画とも整合させて意思決定すべき事柄で

ある。八尾市によれば，交換工事の必要性・時期について，市が意思決定を行っている

との説明であるが，協議経過等の記録は確認できなかった。 

 

【発見事項４】 

完了月日 地域 内容 

2020/3/31 西郡 木材・カラーコーン購入 

検出事項    

期末日の工事材料購入であるところ，購入の必要性があったのか不明である。さら

に，修繕月次報告には納品書，検収書などの添付がなく，少なくとも書類上は，実在性

を確認することができなかった。 

八尾市は，特に年度末の物品購入については，その必要性の有無などを含め，不自然

な購入等がされていないかに留意すべきである。少なくとも，納品書，検収書などが添

付されているか否かを確認のうえ，添付されていない場合は，納品の実態を確認するべ

く必要な書類を揃えるように指導するべきである。 

（購入物品：カラーコーン 100個，ベニヤ板 500枚，赤松２種 計 24枚） 

 

イ 考え方 

地方自治法は，地方公共団体の指定管理者に対するチェック体制として，次のような規定

を置いている。 

① 指定管理者は，毎年度終了後，事業報告書を作成し提出すること（地方自治法第 244条

の２第７項）。 

② 地方公共団体の長又は委員会は，指定管理者に対して，管理の業務又は経理の状況に関

し報告を求め，実地について調査し，又は必要な指示をすることができること（地方自

治法第 244条の２第 10項）。 
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③ 監査委員又は外部監査人が，指定管理者が行う公の施設の管理の業務に係る出納関連の

事務について監査を行うことができ，その結果については公表することとされているこ

と（地方自治法第 199条７項，第 252条の 37第４項，第 252条の 42第１項）。（成田頼

明監修「指定管理者制度のすべて（改訂版）」129ページ）。 

 これらの規定は，民間事業者等が指定管理者となったとしても，地方公共団体による一定

のコントロールの下，当該公の施設の適正な管理を確保する必要があることから置かれたも

のであると解される（成田頼明監修「指定管理者制度のすべて（改訂版）」91 ページ参照）。 

 

ウ 意見[74]（工事管理台帳の点について結果[15]） 

 上記イのとおり，民間事業者等が指定管理者となったとしても，地方公共団体による一定

のコントロールの下，当該公の施設の適正な管理を確保する必要がある。 

 しかるに，上記発見事項のとおり，修繕工事の完了後に，市の確認・検査を受けるために

提出する報告書（八尾市の説明によれば『修繕月次報告書』）の記載内容は，余りにも簡略で

あり，八尾市が監督権を適切に行使するために必要な情報が盛り込まれていない。 

 また，上記検出事例のうち，水道メーターの単価の格差については，『修繕月次報告』か

らも不自然さを感じるべき事柄であるが，報告内容に不自然な点があっても，市は確認や指

導を十分に行っていない（少なくとも，市がこのような状況について確認を行ったり，適切

性を確保しようとした形跡が確認できない。）。 

 全ての工事に詳細な報告を求める必要はないが，金額的・質的重要性を考慮し，より詳細

な報告を求める必要がある。また，定例会議の際などにおいて協議した事項は，記録として

保管しておく必要がある。 

 今後も，指定管理による市営住宅の管理を続ける限り，今後の指定管理料の積算根拠とな

る実績数値としては，指定管理者から報告された数値しか存在しないこととなるが，妥当性

が確認されていない実績数値であれば，今後要する費用の正確な見積もりが出来なくなり，

ひいては合理的な指定管理料の積算が不能となる。市の入手している資料は，指定管理者管

理の観点からみれば，情報が不足しており，市として，工事内容やその金額，妥当性等につ

いて確認していたとは言い難い。 
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 上記イの「考え方」に記した趣旨を鑑みると，市は，指定管理者制度を導入したことをも

って，指定管理料の上限のみを関知していればよいというわけではない。もちろん，市が指

定管理者に指定管理料として支払った後，その用途について全く関知しないでよい，という

ことでもない。 

 本来，八尾市が適切な監督権を行使するためには，工事の緊急性や規模にもよるが，現在

の『修繕月次報告』の記載内容を，適切なものに改訂することを検討すべきである。また，

調査時点（令和２年度）において，指定期間終了（令和元年度）後に作成されるべき「工事

管理台帳」が作成されていなかった点についても，今後はこのような対応がなされないよう

留意されるべきである。 

 あわせて，指定管理者のノウハウによって管理業務が行われるべきではあるが，工事内容

等に疑義が生じた場合は，市はその理由を調査し，適正な経費であるとの確認をするととも

に，修繕工事費用が指定管理者の負担ではなく，市の負担であることからも，指定管理料の

縮減のために指定管理者に対し改善を求めるべきである。 

（６）「空家修繕」の工事実績の検証の不十分さ等 

ア 発見事項 

（ア）協定書及び仕様書上の位置づけ 

 「空家修繕」とは，「空家となった市営住宅のうち，募集対象住宅とするものについて，そ

の性能，機能を実用上支障のない状態に回復させるための工事をいう。また，必要に応じて

修繕計画に基づく工事も併せて実施するものとする。」とされている（同仕様書）。また，「空

家修繕」については，仕様書上，「修繕内容については，別途市と協議する」とされており，

空家修繕は，市との協議を経て，実施することを前提に，精算を行うものとされている。各

年度の年次協定書では「ただし，指定管理料のうち，空家修繕費（略）については，その実

績に基づいて精算を行う。」（同協定書第４条第３項）とされている。 

（イ）過去３年の予算額及び実績額 

 「空家修繕」の過去３年の予算額及び実績額をみると，平成 29 年度は 4,611 万 6,000 円

（税抜 4,270万円）の予算に対し同額の実績額となり，平成 30年度も 4,611万 6,000円（税

抜 4,270 万円）の予算に対し同額の実績額となり，令和元年度は 4,654 万 3,000 円（税抜
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4,270 万円）の予算に対し同額の実績額となっている。つまり，指定管理者制度導入以後，

１期目の３年間は，予算額と実績額の完全な一致が続き，精算が行われた年度はない。 

（ウ）市と指定管理者との協議・報告等の状況 

 仕様書６（２）ウ（イ）のとおり「修繕内容」については「市と協議する」とされている。

また，仕様書６（２）ウ（ウ）のとおり「一般・緊急修繕」と同じく，指定管理者は，修繕

工事実施状況報告書及び工事管理台帳を作成し，市に提出する義務がある。 

八尾市営住宅等管理業務仕様書６（２） 

ウ 空家修繕 

指定管理者は，以下の空家修繕に関する業務を行うものとする。 

（ア）空家現状確認 

指定管理者は，入居者から返還届（鍵返還）の提出があれば，対象となる空

家の現状を確認するものとする。 

（イ）設計，施工等 

指定管理者は，現状の確認の後，募集計画に従って空家修繕工事を施工する

ものとし，完了後，施工内容及び実績について市に報告するものとする。修

繕内容については，別途市と協議する。 

（ウ）修繕工事実施状況報告書及び工事管理台帳の作成，提出 

イ（ウ）に同じ 

 監査人が八尾市に確認したところ，上記仕様書６（２）ウ(ウ)に「修繕工事実施状況報

告書」とあるのは，文書のタイトルは異なるが，『修繕月次報告』を指すとのことであった。

毎月『改修月次報告』の提出を受け検査を行っているが，『改修月次報告』の報告内容は「一

般・緊急修繕」と同じ１行の報告（記載項目：完了月日，地域，号館，号室，内容，区分（空

家改修か住替え改修かの別），金額）となっている。また，管理期間終了後に作成される工事

管理台帳については，提出されていない。さらに，令和元年度に実施された工事のうち数件

について，監査人において，工事内容について質問したところ，以下の様な検出事項があっ

た。 

 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

＜空家改修＞ 

 工事件数 24件 19件 22件 
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 合計金額 33,047,826円 32,389,708円 40,240,647円 

 1件当り工事単価 1,376,993円/件 1,704,721円/件 1,829,120円/件 

＜住替え改修＞ 

 工事件数 ８件 ２件 ４件 

 合計金額 13,068,174円 5,586,187円 2,259,620円 

 1件当り工事単価 1,633,522円/件 2,793,094円/件 564,905円/件 

＜その他＞ 

 合計金額 ― 8,140,105円 4,042,733円 

＜総合計金額＞ 46,116,000円 46,116,000円 46,543,000円 

 「空家修繕改修報告表（年次）」では「空家改修」と「住替え改修」に分けて報告されてお

り，３か年分を整理すると上記のとおりとなる。「空家改修」が募集に伴うもの，「住替え改

修」が既存入居者の住替えに伴うもの，という区別になるが，改修方針（内容）に特段の違

いはないとのことである。改修内容は，基本的に問題部分の性能や機能を支障のない状態に

まで回復する水準を目指して実施し，性能・機能をグレードアップするような工事は実施し

ていないが，既存の不具合，劣化度などにより費用面で違いが生じるとのことである。 

（エ）指定管理者制度導入以前の１戸当たりの修繕費 

 過去３か年の「空家改修」と「住替え改修」になされた実績額の合計（上記網掛け部分）

を工事件数の合計で除すると，１戸（35.24～70.70㎡）当たりの修繕費が平均160万円となる。

他方で，初めて指定管理者制度を市営住宅に導入する当時（平成28年），指定管理者の募集

に際して，応募者からの「空家改修工事の1件当たりの費用，修繕範囲，修繕仕様，工事期間

を教えて下さい。」との質問に対し，八尾市は「空家改修工事は120万から150万，工事期間

は１～２ヶ月，（略）」と回答している。そうすると，単純比較すると，指定管理者募集時

の質問に対する市の回答額より，指定管理者による改修工事の実績額は高くなっている。 

 この点，市の説明によると，回答した金額は，直営時に実際に業者発注した金額であり，

職員の人件費や，設計費用・契約手続きに係る費用については，上乗せされていないが，指

定管理者は人件費や手続き費用を抑えつつも民間企業としてこれを経費に含まざるをえな

い中で修繕業務を行っていることもあるので，回答額と実績値との単純比較はできないとい

うことである。しかしながら，機能復旧のための修繕工事費用が，１戸（35.24～70.70㎡）
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当たり平均160万円となることについては，高額に過ぎるのではないかとの疑念を抱かざる

をえない。 

 改修内容は，個別の部屋の使用等の状況により，小規模改修で済むものもあれば，大規模

改修が必要となるケースもあるとは思われるが，「性能・機能をグレードアップするような工

事は実施していない」とのことである。 

指定管理者に対して包括委託しているとはいえ，精算対象となる空家修繕費は，市の歳出

額に直結し，金額的にも少額とはいえないことから，八尾市は，指定管理者の工事内容・金

額等の確認をより厳密に行う必要があると思料する。しかるに指定管理者から市に提出され

る月次報告書は一般修繕と同程度の簡易な内容に過ぎない。 

これ以外に，市は，指定管理者との協議において工事内容については確認しているとのこ

とであったが，市によると，現在，指定管理者との協議等の実施状況は以下のとおりである。 

・仕様書上，上記のとおり「修繕内容については市と協議する」ことになっており，直営

時代の空家改修図面などの情報共有をしているが，市と指定管理者間の協議に関する具

体的な記録は残されておらず，どのような点を協議して決定したのかは不明であると言

わざるをえない。 

・「空家修繕」を行う際，金額的に高額となる修繕（劣化による下地を伴う内装の全面やり

替え，風呂の設置，台所設備入替等）が行われるときには，その内容についても，市と

協議しているとのことだが，市と指定管理者間の協議に関する具体的な記録は残されて

いない。 

・ただし，市は，指定管理者との定例会議において，都度，検証を行い，また，契約最終

年度である平成 31（令和元）年度には，年間５件程度，工事後に，現場において施工状

況の確認を行ったとのことである。 

イ 考え方 

 「空家修繕」は，「一般・緊急修繕」と異なり，精算対象である。どのような方法で，どの

程度のコストをかけて，各住宅の各部屋の修繕を進めるかについては，市が的確に把握し，

当該修繕費を執行するのは指定管理者であるとしても，市が関与して，効果的・効率的な方

法になるようにチェックすることは重要である。 
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 市としては，指定管理者が行う空家修繕工事の内容を正確に把握することが求められる。 

ウ 意見[75] 

 市では，指定管理者が行った工事の現況については抽出して現地確認を行っているが，工

事内容の実際と書類上の工事明細，金額を照らし合わせておらず，１件平均160万円にも上る

修繕工事の金額の適切性について，検証できていないと言わざるを得ない。後日書類を見て

も，内容を検証できないような資料しかなく，検証不能な状況になっていることについても

指導を行っていない。指定管理者の工事内容のチェックの必要性については，工事費が高額

に上ること，精算対象であるだけに，「一般・緊急修繕」以上に重要である。 

 八尾市においては，市営住宅の各部屋につき，どのような方法で，どの程度のコストをか

けて，各住宅の各部屋の修繕を進めるかについて，的確に把握するとともに，指定管理者か

ら第三者への工事の発注業務がより効果的・効率的になされるようチェックをされたい。 

また，その際の発注方法につき，一定の競争性を確保する仕組みを取り入れることも，指

定管理者と協議をし，検討されたい。なお，競争性の導入(相見積もり等の方法の採用)を，

当該指定期間の途中に求めることは，指定期間中の条件の変更になることから，上記が困難

である場合，次期の公募にあたっての「仕様書」の策定に向けて，検討を開始されるべきで

ある。 

（７）住み替え誘導の一層の促進について 

ア 発見事項 

（ア）市営住宅機能更新計画 

 八尾市では「八尾市営住宅機能更新事業計画（八尾市営住宅長寿命化計画）」44において，

老朽化が著しい等により建替が必要と判断した住棟について，グループ化したうえで集約建

替候補に位置付け，その建替候補となる住棟の立替を実現するために，現居住者について，

他の住居への住み替え誘導等を行うこととしている。 

   (集約建替候補) 

    市営西郡住宅 

                                                
44 平成 22年度から平成 32年度（当時）の 11年間を計画期間として策定された計画で，その後，平成

27年度に見直しがなされた。 
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     第１グループ：６・12・店舗付１・店舗付３号館 

     第２グループ：14～18号館 

（イ）住み替え誘導の取り組み状況 

 このような住み替えを実現するため，八尾市では，これまで，対象住戸の居住者との話し

合いを行ってきたが，入居者の高齢による身体的負担や，住替え後の家賃上昇による経済的

負担を理由に，住替えを希望しない入居者がいるため，必ずしも，計画どおりに進んでいな

い。上記（１）ウのとおり，集約建替の候補となっている住棟の中には，まだなお少数の入

居者の退去が実現しないため用途廃止に至っていない住棟も存在する。任意の話し合いによ

る住み替えの誘導以外に，八尾市営住宅条例に基づく立ち退き請求（同条例第41条第１項第

６号）も可能であるが，市としては，粘り強く話し合いを行っているとのことである。 

イ 考え方 

 集約建替が実現した場合には，老朽化した住棟の維持コストの軽減，住棟の集約化による

管理コストの低減効果は大きく，市営住宅の管理コスト低減への貢献度は大きい。このこと

からすれば，住み替え誘導は積極的に促進される必要がある。 

 なお，最高裁昭和62年2月13日判決（判時1238号76ページ）では，「公営住宅法（略）三章

の二45の諸規定は，公営住宅の建設の促進及び居住環境の整備を目的とする公営住宅建替事

業（以下「事業」という。）について，事業主体が一定の要件及び手続のもとに画一的かつ

迅速に事業を施行しうるようにするとともに，入居者に対して仮住居の提供，新たに建設さ

れる公営住宅への入居の保障及び移転料の支払い等の措置を講ずべきものとしているので

あるから，事業の施行に伴い事業主体の長が同法二三条の六46に基づいて当該公営住宅の入

居者に対し明渡請求をするためには，右の要件及び手続を充足するほかに，借家法一条の二

47所定の要件48を具備することを要しないものと解するのが相当である」とされる。 

ウ 意見[76] 

 住み替え誘導は，市営住宅の管理コスト削減への貢献度が高いことから，時期を区切って

                                                
45 現４章 
46 現 38条 
47 現借地借家法 28条 
48 明渡を求める「正当の事由」 
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進め，それでもなお，住み替えが実現しない場合，法的手続きも視野に入れた対応も検討す

べきである。 

（８）指定管理者応募者への情報提供のあり方 

ア 発見事項 

 八尾市営住宅においては，平成29年度より指定管理者制度を導入するにあたり，その前年

である平成28年度に，平成29年度から平成31年度（令和元年度）までの３年間の指定管理者

となる事業者を公募により選定した。この公募に，５者が事前の説明会に参加し，３者から

事前質問が寄せられ，２者の応募があり，選定委員会における評価により，現指定管理者が

選定されている。 

 この手続の過程で，事業者からの質問を受け付け，これに対する応答をホームページで公

表するという手続が経られている。事業者からの質問は，必要な事業内容を明確化し，要す

る事業費の見込みを算出するために必要であるとしてなされているものが多く見られるが，

たとえば次のような点において，市からは十分な回答がなされていない。 

 指定管理者が「一般・緊急修繕」，「空家修繕」を行うこととされている点に関し，募集

要項において仕様等は示されているが，それでもなお，仕様を更に特定するための質問がな

されているが，この点に対して実質的に回答をしていない（質問番号46）。また，市直営時

代の実績額に関する質問が複数なされているが，これに対しても，実質的な答えとなってい

ない（質問番号17，28，34，48，49，72，77，94。なお，このうち，17と72の回答とは整合

していないと思われる。）。また，募集要項において，指定管理者に対して保険への加入を

要求している点に関し，市が付保を求める保険金額が質問されているのに，回答していない

（質問番号77）。 

イ 考え方 

 応募者から寄せられる質問は，応募者が，実際に指定管理者として管理業務を担うことと

なった場合の収支を，正確に見積もるために必要としてなされているもので，市は，応募者

への情報提供として，それに応じる必要がある。市から的確な回答が得られなかったため，

応募者にとって管理業務に要する費用を正確に見積もることが困難になっていた可能性が

ある。このような状況では，多くの応募者を得て競争性を十分に確保することができなかっ



 

 

 

 

- 236 - 

た可能性もある。 

 市営住宅の管理業務は，膨大な事務量が含まれる業務であることから，仕様書も膨大な分

量となる。そのため，応募者からは，その仕様を正確に把握し見込まれる費用を正確に見積

もるため，質問数も多く提出されることとなる。市から十分な回答ができなかった原因には，

数多くの質問に対する回答の準備のために必要な時間が確保できかったことが一因とも考

えられる。 

ウ 意見[77] 

 応募者が，自らが指定管理者となった場合の収入・支出を正確にシミュレートし，採算性

や専門的な従業員の確保の可能性を検討できるよう，また，複数の応募者間の競争が十分に

働くよう，指定管理者の公募手続きの際には，応募者に必要十分な情報を提供すべきである。

その際，市の直営で管理していた時期や従前の指定管理者が行っている管理運営状況につき，

事業者のノウハウにわたらない限度において積極的に情報提供することや，選定手続きにお

いて経る質疑の手続きには，十分な時間を確保し的確に回答すべきである。 

以上 


