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2 9 静 監 第 1 3 0 2 号 

平成 30年１月 16日 

 

 静 岡 市 長  田 辺 信 宏 様 

 静岡市議会議長  井 上 恒 彌 様 

静岡市監査委員 村 松   眞 

同    杉 原 賢 一 

同    亀 澤 敏 之 

同    中 山 道 晴 

 

 

財政援助団体等監査の結果について（報告） 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 199条第７項の規定による監査を静岡市監査基準

（平成 29年静岡市監査委員告示第１号）に準拠して実施したので、その結果を同条第９項の

規定により次のとおり報告します。 

 

記 

 

第１ 監査の種類及び対象 

 １ 財政援助団体監査 

 （１）興津川保全市民会議交付金 

   ア 所管部局  環境局環境創造課 

   イ 団体    興津川保全市民会議 

 （２）海の日イベント（第 20回ビーチフェスタ inかんばら）補助金 

   ア 所管部局  建設局土木部河川課 

   イ 団体    第 20回ビーチフェスタ inかんばら実行委員会 

２ 出資団体監査 

 （１）株式会社駿府楽市 

 所管部局  経済局商工部産業振興課 

 （２）社会福祉法人静岡市しみず社会福祉事業団 

 所管部局  保健福祉長寿局健康福祉部障害者福祉課 

３ 指定管理者監査 

   生涯学習センター 

（１）所管部局  市民局生涯学習推進課 

（２）指定管理者 静岡市文化振興財団共同事業体 
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第２ 監査方法 

監査対象団体に係る出納その他の事務について、抽出による関係書類の調査などを行

った。また、出資団体監査及び指定管理者監査においては、所管部局及び団体等の職員

からの監査委員による説明聴取を行った。 

さらに、指定管理者監査については、対象施設（11施設）のうち葵生涯学習センター

及び北部生涯学習センター美和分館への現地調査を併せて行った。 

 

第３ 監査範囲 

  平成 28年度における出納その他の事務の執行 

 

第４ 監査期間 

平成 29年８月 18日から平成 30年１月９日まで 

 

第５ 監査結果 

   監査した結果、指定管理者監査において指摘事項が見受けられたので、適切な措置を

講じられたい。 

   なお、各監査の主な着眼点、監査の結果、意見及び監査対象の概要については後述す

る。 

 

 

 

 

 

用語説明 

１ 指摘事項 

法令、条例、規則等に違反している事項又は経済性、効率性若しくは有効性の観点 

から改善を要する事項など、特に指摘すべき事項として、地方自治法の規定に基づき 

監査結果報告書に記載し、公表するもの 

２ 指導事項 

上記「指摘事項」以外で、軽微な誤りと認められる事項 
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財政援助団体監査 

 

１ 監査の対象 

（１）興津川保全市民会議交付金 

  ア 所管部局  環境局環境創造課 

  イ 団体    興津川保全市民会議 

（２）海の日イベント（第 20回ビーチフェスタ inかんばら）補助金 

  ア 所管部局  建設局土木部河川課 

  イ 団体    第 20回ビーチフェスタ inかんばら実行委員会 

 

２ 監査の主な着眼点 

（１）所管部局関係 

 ア 補助金等の交付目的及び対象事業の内容は明確か。補助金等の額の算定、交付方

法、時期、手続等は適正か。 

イ 補助金等の効果及び条件の履行の確認は、実績報告書等によりなされているか。

補助金等の交付目的や効果等から判断して、統合、廃止等見直しをする必要のある

ものはないか。 

ウ 財政援助団体への指導監督は適切に行われているか。 

（２）団体関係 

ア 事業は、計画及び交付条件等に従って実施され、十分効果があげられているか。

また、補助金等が補助等対象事業以外に流用されていないか。 

イ 補助金等に係る収支の会計経理は適正か。 

 

３ 監査の結果 

監査した結果、指摘事項はなかった。また、１件の指導事項について別途指導した。所

管部局においては、適切な措置を講じられたい。 

 

４ 意見 

  海の日イベント（第 20回ビーチフェスタ inかんばら）補助金 

【補助金交付目的の明確化について】 

本件補助対象事業は、旧蒲原町において平成８年に始まり、平成 18 年の静岡市と

の合併後は、海岸保全と環境保護の普及・啓発を図ることを目的に実行委員会が行う

事業に対する補助金として、現在まで継続されてきたものである。 

このような経緯をもつ本件補助金であるが、特段の理由がないにもかかわらず支出

の拠り所となる交付要綱が制定されていないばかりか、支出のための事業決裁にも補 

助の目的が明確に記載されていなかった。 
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本件補助金がこれまで一定の成果を上げ、旧蒲原町における一大イベントとして地

域に定着してきている実情に鑑みて、今後さらに継続・発展を望むのであれば、本件

補助金の支出の拠り所となる交付要綱の必要性を認識し、本件補助対象事業の目的を

再確認して、その将来について実行委員会と十分協議した上であるべき形について検

討する必要があると考える。 
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５ 監査した補助金等の概要 

 

興津川保全市民会議交付金 

財

政

援

助

団

体 

名称 興津川保全市民会議 

事務局所在地 静岡市葵区追手町５番１号 

設立年月日 平成６年８月１日 

収支の状況 

収 入 2,339,557円 

支 出 2,135,036円 

収支差引額   204,521円 

交

付

金

の

概

要 

交付事業の目的 

興津川の良好な水質及び適正な流量並びに興津川流域の優れ

た自然景観を保全するため、興津川流域において環境保全活

動を行っている興津川保全市民会費の活動を支援すること。 

交付金額 1,577,000円 

交付対象となっ

た事業 

興津川保全市民会議が実施する興津川保全に関する事業及び

会運営に関する経費 

指摘事項件数 ０件 

指導事項件数 １件 

  ※収支の状況及び交付金額は、平成 28年度実績を示す。 
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海の日イベント（第 20回ビーチフェスタ inかんばら）補助金 

財

政

援

助

団

体 

名称 第 20回ビーチフェスタ inかんばら実行委員会 

事務局所在地 静岡市清水区蒲原 10番地の８ 

設立年月日 平成 18年７月１日 

収支の状況 

収 入 1,864,178円 

支 出 1,628,948円 

収支差引額   235,230円 

補

助

金

の

概

要 

補助事業の目的 海岸保全と環境保護の普及・啓発を図ること。 

補助金額 600,000円 

補助対象となっ

た事業 第 20回ビーチフェスタ inかんばら 

指摘事項件数 ０件 

指導事項件数 ０件 

※収支の状況及び補助金額は、平成 28年度実績を示す。 
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出資団体監査 

 

１ 監査の対象 

（１）株式会社駿府楽市 

 所管部局  経済局商工部産業振興課 

（２）社会福祉法人静岡市しみず社会福祉事業団 

 所管部局  保健福祉長寿局健康福祉部障害者福祉課 

 

２ 監査の主な着眼点 

（１）所管部局関係 

 ア 出資団体の経営成績及び財政状態を十分把握し、適切な指導監督を行っているか。 

イ 株式又は出資による権利は財産台帳に登録され、決算書類に適正に表示されてい 

るか。 

ウ 出資者としての権利行使は適切に行われているか。 

（２）出資団体関係 

  ア 出納関係帳票等の整備、記帳は適正になされているか。また、領収書等の証拠書 

類の整備、保存は適切か。 

  イ 決算諸表等は法令等に準拠して作成されているか。 

  ウ 現金や預金通帳、銀行印の管理体制は適切か。 

  エ 団体の内部統制体制は適切に整備され、運用されているか。 

 

３ 監査の結果 

監査した結果、指摘事項等はなかった。 

 

４ 意見 

（１）株式会社駿府楽市 

  【（株）駿府楽市の将来像について】 

ア 駅・駿府楽市について 

（株）駿府楽市が運営するＪＲ静岡駅にある駿府楽市（以下「駅楽市」という。）は、 

市が管理運営を委託している「静岡市特産品展示コーナー」と土産物等を販売する店 

舗とが一体となった施設であるが、設立当時とは駅楽市を取り巻く状況は大きく変化 

している。食品等の土産物の多くは駅入口に近接する店舗に客を奪われて売上は減少 

傾向にあり、駅の奥に立地する駅楽市への誘客増は困難な状況にある。さらに、オー 

プンから 25年が経過した施設の老朽化が著しく、駅楽市の店舗部分と市の展示場部分 

とを同時に改修する計画が持ち上がっている。しかし、このような課題を抱えながら 

も、駅楽市が今後目指す姿はどのようなものなのかの所管課と（株）駿府楽市双方か 
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らの具体的な説明はなく、このままでは、明確かつ広範なコンセプトがない状態のま 

までの改修計画や売上増加対策となってしまうおそれがある。駅楽市の存在意義が地 

場産業の振興にあるとするならば、駅に存在し続ける必要性も含めて検証すべき時期 

に来ているものと考えられる。 

 

イ 駿府匠宿について 

    （株）駿府楽市が指定管理者として運営する駿府匠宿については、平成 27年度以降 

   の展示施設の無料化や平成 28年度の駐車場料金の値下げなどの努力は認められるも 

   のの、近年目標入場者数 27万人を達成できない状況が続いている。このような状況の 

中、平成 29年３月に策定された「アセットマネジメントアクションプラン」では中規 

模改修による長寿命化を図ることとされ、別棟の体験工房を移動させて他の体験施設

と集約させる構想が示されているが、抜本的な対策とはいい難い。 

駿府匠宿の条例上の設置目的は、「市民が工芸に親しみ、歴史に触れることにより、 

地場産業及び地域の歴史への理解を深めるとともに、地域経済の活性化を図るため」 

とされているが、駿府匠宿は東海道二峠六宿のうちの、丸子宿及び宇津ノ谷峠が近接 

する歴史資源豊かな地域にあり、観光交流や地域のまちおこしといった視点からもそ 

の存在意義を見出すことができる位置にある。したがって、既存の条例の目的をさら 

に深化・発展させるためにも、地域のまちおこし運動との積極的な連携や道の駅化の 

アイディアなど、幅広い発想の下に今後の展開を検討する必要があるものと考える。 

 

ウ （株）駿府楽市の将来像について 

（株）駿府楽市については、これまで述べたように、駅楽市、駿府匠宿ともに施設 

   の老朽化に伴う改修の必要性や利用者減少対策などが課題となっており、また株式会 

   社としての財務体質が脆弱で、このままでは将来経営上厳しい局面に至ることも予想 

   される状況にある。このような中、平成 26年３月の市行財政改革推進審議会の答申書 

   では、外郭団体として株式会社形態についての再検討を促す意見が述べられているが、 

所管課と（株）駿府楽市の両者の間でこの点についての検討もなされないまま双方と 

もに所与の状況を前提とした認識しか示さず、具体的な将来像を描いてゆこうとする 

姿勢も見られなかった。 

所管課は、最大の出資者としてこのことについての主導的な役割を果たし、他の株 

   主とともに（株）駿府楽市の将来像を確立してゆく責任があると考える。 

今後、所管課は「静岡市外郭団体の活用及び連携に係る指針」に基づき、平成 30 

年３月までに外郭団体に係る個別の指針を策定するとのことであるが、これらの諸課 

題について、（株）駿府楽市がこれまで担ってきた役割や使命を検証し、設立当初と比 

べて大きく変化している現状を踏まえて、明確な将来像を確立した上で当該指針を策 

定することを期待するものである。 
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（２）社会福祉法人静岡市しみず社会福祉事業団 

  【（社）静岡市しみず社会福祉事業団の将来像について】 

   社会福祉法人静岡市しみず社会福祉事業団（以下「事業団」という。）が市から指定管 

理及び委託により運営管理する施設については、施設の老朽化や利用者からの要望への 

対応など様々な課題に対して、財源の問題を理由として所管課と事業団の間で修繕計画 

などの具体的な協議が進捗していない状況であった。一方、これらの施設の今後のあり 

方については、アセットマネジメント（公共建築物施設群別マネジメント方針）におい 

て「継続・民営化」の方向性が示される中、所管課としては民営化を指向しないとのこ 

とであったもののそれ以上の説明はなく、平成 26年３月に市行財政改革推進審議会の答 

申書で示された「公設民営であるという役割の明確化」や「期待される事業展開」など 

の意見を踏まえた検討も行われている様子はなかった。 

所管課は、市が出資者として事業団の将来像を主導的に考えてゆくべき立場であるこ 

とを踏まえて、外郭団体として事業団に期待する役割や今後の経営のあり方などを明確 

に説明し、施設の老朽化対策などの諸課題に対して事業団とともに向き合う姿勢が求め 

られる。 

   このような状況において、市は「静岡市外郭団体の活用及び連携に係る指針」に基づ 

き平成 30年３月までに各外郭団体ごとに活用・連携に係る市の考えを整理した上で個別 

の指針を策定し、各外郭団体はこれを前提とした経営計画を立てることとされている。 

 所管課は、今後の指針策定に当たっては、前述の諸課題を踏まえた上で、事業団の将 

来像、市が期待する役割、今後の経営のあり方などを両者で真摯に議論を重ね、事業団 

の理解の下「真のパートナーシップ」が確立され、本市の障害者福祉の充実に結び付く 

ものとなるよう期待するものである。 
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５ 監査した団体の概要 

 

株式会社駿府楽市 

設立年月日 平成３年５月 24日 

所在地 静岡市葵区黒金町 47番地 

設立目的 地場産業界の振興及び発展に寄与すること｡ 

資本金 50,000,000円（うち静岡市の出資金 25,500,000円） 

組織 
代表取締役社長１人、代表取締役専務１人、取締役５人、監査役１人、

従業員 58人 

事業   

（定款に記載

された事業） 

１ 地場産業における関係情報の収集処理並びに販売に関する業務 

２ 地域産業に関する企画、立案及び販売の斡旋に関する業務 

３ 地場産品の販路拡大と需要開拓及び伝統産業の保存育成に関する 

業務 

４ 繊維製品、陶器、履物等の伝統工芸品並びに民芸品の紹介及び展示 

販売に関する業務 

５ 和洋小物類の紹介及び展示販売に関する業務 

６ 農林水産物並びにその加工食品の紹介及び展示販売に関する業務 

７ 菓子類の紹介及び展示販売に関する業務 

８ 地酒並びにワインの紹介及び展示販売に関する業務 

９ 日用雑貨品、玩具、娯楽用品の販売に関する業務 

10 飲食店の経営に関する業務 

11 観光情報サービスに関する業務 

12 公共施設等の管理運営に関する受託業務 

13 前各号に掲げる物品の配送、搬送に関する業務 

14 前各号に付帯する一切の業務 

経営成績・ 

財政状態 
貸借対照表、損益計算書は、別表１～２のとおり 

指摘事項件数 ０件 

指導事項件数 ０件 
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【別表１】貸借対照表                          （単位：円） 

科目 28年度 27年度 増減 

流動資産 

固定資産 

130,908,693 

3,086,631 

114,985,372 

2,940,010 

15,923,321 

146,621 

資産の部合計 133,995,324 117,925,382 16,069,942 

流動負債 

固定負債 

58,308,142 

17,514,743 

48,240,752 

15,214,743 

10,067,390 

2,300,000 

負債合計 75,822,885 63,455,495 12,367,390 

資本金 

利益剰余金 

50,000,000 

8,172,439 

50,000,000 

4,469,887 

0 

3,702,552 

純資産の部合計 58,172,439 54,469,887 3,702,552 

負債及び純資産の部合計 133,995,324 117,925,382 16,069,942 

   

 【別表２】損益計算書                         （単位：円） 

科目 28年度 27年度 増減 

売上高 

売上原価 

427,881,952 

276,311,299 

421,142,141 

292,984,714 

6,739,811 

△16,673,415 

売上利益 

受託事業収入 

雑収入 

151,570,653 

206,559,632 

1,747,674 

128,157,427 

237,505,735 

2,644,887 

23,413,226 

△30,946,103 

△897,213 

売上総利益 359,877,959 368,308,049 △8,430,090 

販売費及び一般管理費 353,923,418 363,133,238 △9,209,820 

営業利益 5,954,541 5,174,811 779,730 

営業外収益 2,055,825 2,146,332 △90,507 

営業外費用 2,119,814 2,068,391 51,423 

経常利益 

税引前当期利益 

5,890,552 

5,890,552 

5,252,752 

5,252,752 

637,800 

637,800 

法人税、住民税及び事業税 2,188,000 1,140,900 1,047,100 

当期純利益 3,702,552 4,111,852 △409,300 

※ 各表中において、減数又は負数は、｢△」で表示した。 
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社会福祉法人静岡市しみず社会福祉事業団 

設立年月日 昭和 57年４月１日 

所在地 静岡市清水区駒越西二丁目 10番 10号 

設立目的 

多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供される

よう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身

ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を

地域社会において営むことができるよう支援すること。 

基本財産 3,000,000円（全額静岡市からの出資金） 

組織 
理事長１人、常務理事１人、理事４人、評議員 13人、監事２人、 

職員 68人 

事業（定款に

記載された事

業） 

１ 障害福祉サービス事業の経営 

２ 身体障害者福祉センターの経営 

３ 特定相談支援事業の経営 

４ 障害児相談支援事業の経営 

経営成績・財

政状態 

貸借対照表、事業活動収支計算書、資金収支計算書は、別表１～３のとお

り 

指摘事項件数 ０件 

指導事項件数 ０件 
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【別表１】貸借対照表                         （単位：円） 

科目 28年度 27年度 増減 

流動資産 

固定資産 

235,581,438 

145,666,901 

218,929,967 

137,048,833 

16,651,471 

8,618,068 

資産合計 381,248,339 355,978,800 25,269,539 

流動負債 

固定負債 

26,399,650 

54,244,447 

26,808,056 

55,591,012 

△408,406 

△1,346,565 

負債合計 80,644,097 82,399,068 △1,754,971 

基本金 

国庫補助金等特別積立金 

その他の積立金 

次期繰越活動収支差額 

3,000,000 

150,064 

125,634,874 

171,819,304 

3,000,000 

85,428 

117,134,874 

153,359,430 

0 

64,636 

8,500,000 

18,459,874 

純資産合計 300,604,242 273,579,732 27,024,510 

負債及び純資産合計 381,248,339 355,978,800 25,269,539 

 

【別表２】事業活動収支計算書                     （単位：円） 

科目 28年度 27年度 増減 

サービス活動増減の部 収益 

サービス活動増減の部 費用 

413,834,489 

392,409,180 

402,031,028 

404,853,628 

11,803,461 

△12,444,448 

サービス活動増減差額 21,425,309 △2,822,600 24,247,909 

サービス活動外増減の部 収益 

サービス活動外増減の部 費用 

2,684,404 

43,200 

2,623,653 

33,824 

60,751 

9,376 

サービス活動外増減差額 2,641,204 2,589,829 51,375 

特別増減の部 収益 

特別増減の部 費用 

3,017,565 

124,204 

2,439,210 

69,563 

578,355 

54,641 

特別増減差額 2,893,361 2,369,647 523,714 

当期活動増減差額 26,959,874 2,136,876 24,822,998 

繰越活動増減差額の部 

前期繰越活動増減差額 

当期末繰越活動増減差額 

基本金取崩額 

その他の積立金取崩額 

その他の積立金積立額 

 

153,359,430 

180,319,304 

0 

0 

8,500,000 

 

149,998,852 

152,135,728 

0 

6,223,702 

5,000,000 

 

3,360,578 

28,183,576 

0 

△6,223,702 

3,500,000 

次期繰越活動増減差額 171,819,304 153,359,430 18,459,874 
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【別表３】資金収支計算書                         （単位：円） 

科目 28年度予算額 28年度決算額 差額 

事業活動による収支 収入 

事業活動による収支 支出 

416,215,000 

392,333,000 

416,518,893 

390,069,328 

303,893 

2,263,672 

事業活動資金収支差額 23,882,000 26,449,565 2,567,565 

施設整備等による収支 収入 

施設整備等による収支 支出 

- 

1,270,000 

124,200 

1,267,380 

124,200 

2,620 

施設整備等資金収支差額 △1,270,000 △1,143,180 126,820 

その他の活動による収支 収入 

その他の活動による収支 支出 

- 

9,002,000 

- 

8,996,800 

- 

5,200 

その他の活動資金収支差額 △9,002,000 △8,996,800 5,200 

予備費支出 - - - 

当期資金収支差額合計 13,610,000 16,309,585 2,699,585 

前期末支払資金残高 212,338,000 212,341,269 3,269 

当期末支払資金残高 225,948,000 228,650,854 2,702,854 

※ 各表中の符号の用法等は、次のとおりである。 

１ 該当数値がないものは、｢－」で表示した。 

２ 減数又は負数は、｢△」で表示した。 
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指定管理者監査 

 

１ 監査の対象 

（１）施設の名称 生涯学習センター11館 

（２）所 管 部 局 市民局生涯学習推進課 

（３）指定管理者 静岡市文化振興財団共同事業体 

 

２ 監査の主な着眼点 

（１）所管部局関係 

  ア 指定管理者の指定は、適正・公正に行われているか。 

  イ 指定管理者に対し適時かつ適切に当該業務又は経理の状況に関し報告を求め、調査

し、又は指示を行っているか。 

（２）指定管理者関係 

  ア 施設は関係法令の定めるところにより適切に管理されているか。 

  イ 協定等に基づく義務の履行は適切に行われているか。 

  ウ 公の施設の管理に係る収支会計経理は適正になされているか。また、領収書等の証

拠書類の整備、保存は適切か。 

 

３ 監査の結果 

監査した結果、次の２件の指摘事項について是正・改善を求めた。所管部局においては

適切な措置を講じられたい。 

 【指摘事項】 
（１）年度評価について 

平成 28年度には８件の事務事故（車検切れ車両の使用、マスターキー及び機械警備用

カードキーの紛失など）が発生したが、指定管理者制度の手引には、事故が発生した場

合は必ず年度評価シートにおいて改善を指示すべきと定められているにもかかわらず、

所管課が作成したシートには事故について一切の記載がなく、所管課は事故についての

評価を怠っていた。 

各年度の評価結果は、指定管理期間終了後の総合評価に反映されるため、業務の履行

状況を正しく評価するためには、施設管理に関わる事故について漏れなく年度評価シー

トに記載されていることが重要であるから、所管課は事故についての評価を遺漏なく実

施すべきである。 

 

（２）財務諸表の提出について 

指定管理者制度の手引では、指定管理者の財務諸表を年度報告に添付することされて

いるが、指定管理者業務仕様書にはその旨が記載されていなかったため、事業報告（年
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度報告）の際に財務諸表が提出されず、指定管理者の財務状況について評価されていな

かった。 

当該事業については、公募による指定管理者の選定を行っていることから、事業を安

定的・持続的に実施可能であるかどうかを判断するためには指定管理者の経営状況を把

握することが重要であるため、年度報告において確実に財務諸表の提出を求めて年度評

価を行うべきである。 

 

４ 意見 

【所管課と指定管理者の連携強化について】 

   生涯学習センターは、第２次生涯学習推進大綱で目指す「学びのサイクル」を実現す

るための基盤づくりの拠点として位置付けられ、３次総重点プロジェクトの中の「共生

都市」の推進の一環として重要な位置を占めている。したがって、生涯学習センターの

運営に当たっては、「公の施設の管理運営」の側面からだけではなく、このような市政運

営上の重要な役割を担う責任があることを前提として、所管課と指定管理者の間の認識

共有を深めてゆく必要がある。 

しかしながら実際には、生涯学習センターの運営について次のような課題が見られた。 

   ① 利用者数減少と収益の悪化について 

    生涯学習センターの運営においては、各センター間を横断するようなプロジェクト

や大学との連携など新規層への訴求を図る試みが行われるなど、指定管理者の努力が

見られる点も多々あるものの、利用者数の減少傾向や利用状況の低迷状態に歯止めが

かけられていない上、平成 28年度の収支状況は 1,500万円以上の赤字となっている。 

    利用者数については、平成 34年度には生涯学習センター全体の年間利用者数を 146

万人とする中長期の目標設定は行われているものの、年度ごと・施設ごとの具体的な

目標は設定されていなかった。中長期的な目標を達成するためには個別のＰＤＣＡサ

イクルの仕組みを整備し、年度ごと・施設ごとの目標を達成する必要がある。 

    収支の悪化の点について所管課は、協定書の取決め内容と指定管理者が公益財団法

人であり、当該財団全体の経営が黒字であるという点を理由にこれを問題視しない姿

勢であった。しかし、生涯学習センターを安定的かつ継続的に運営していくためには

指定管理業務の収支が赤字であることは正常な状態ではなく、指定管理者が収支改善

に向けた取組を行うことはもちろんではあるが、所管課も当事者意識を持って、指定

管理者とともにその原因の解明や改善点などについて検討すべきである。 

② 女性学級について 

    生涯学習センターにおける女性学級は、教育委員会の補助執行事務である社会教育

事業として長年にわたって地道に実施され続けてきており、今日的課題となっている

「女性活躍推進事業」が注目される以前からその礎となるべき厚みのある事業が展開

されている。それにもかかわらず、所管課及び指定管理者の双方にはそのような認識
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が乏しく、女性学級と女性活躍推進事業を連携させようとする姿勢は見られなかった。 

    この点については、指定管理者には社会教育事業としてのこれまでの実績を踏まえ

つつ今日的な課題である「女性活躍の推進」に資する企画運営を望むとともに、所管

課には、この事業が全庁挙げての市の課題の一翼を担っているものであるとの認識の

下に生涯学習施策の推進に邁進されることを望むものである。 
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５ 監査した施設の概要 

 

施

設

の

概

要 

所在地 

葵生涯学習センター   静岡市葵区東草深町３番 18号 

西部生涯学習センター  静岡市葵区田町三丁目 46番地の５ 

東部生涯学習センター  静岡市葵区千代田七丁目８番 15号 

北部生涯学習センター  静岡市葵区昭府二丁目 14番１号 

藁科生涯学習センター  静岡市葵区羽鳥本町５番９号 

西奈生涯学習センター  静岡市葵区瀬名二丁目 32番 43号 

南部生涯学習センター  静岡市駿河区南八幡町 25番 21号 

長田生涯学習センター  静岡市駿河区寺田 131番地の１ 

大里生涯学習センター  静岡市駿河区中野新田 57番地の５ 

駿河生涯学習センター  静岡市駿河区小鹿二丁目 25番 45号 

北部生涯学習センター美和分館  静岡市葵区安倍口団地５番 1号 

設置時期 
昭和 31年 10月１日（葵生涯学習センター）から 

平成 21年９月５日（北部生涯学習センター美和分館）まで 

設置目的 

市民の自発的な学習活動を支援することにより、学習活動を通じて地

域の交流及び連携を図り、もって市民主体のまちづくりを推進するこ

と。 

従事員数 

文化振興財団職員のうち生涯学習センター関係職員数 119人 

 うち正規職員 36人、嘱託 22人、臨時２人、パート 59人 

ＮＴＴファシリティーズ東海支店社員数 295人 

 うち社員 199人、契約社員 53人、スキルドパートナー43人  

主な施設 ホール、集会室、和室、調理実習室、展示コーナー、会議室、事務室 

団

体

の

概

要 

名称 静岡市文化振興財団共同事業体 

所在地 静岡市葵区御幸町４番地の１ 

設立年月日 平成 25年 11月１日 

設立目的 

公益財団法人静岡市文化振興財団及び株式会社ＮＴＴファシリティ

ーズ東海支店は、静岡市生涯学習センター11館、静岡市南部勤労者福

祉センター、静岡市小鹿老人福祉センターの指定管理公募にあたりグ

ループを結成し、申請関係書類の作成、提出を行い、指定管理者とし

て施設管理運営業務を共同連帯して履行すること。 
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指

定

管

理

の

状

況 

選定方法 公募 

指定期間 平成 26年４月１日から平成 31年３月 31日まで 

指定管理料 411,794,000円（利用料金制は採用していない。） 

主な管理業

務内容 

１ 生涯学習に関する講座等の実施業務 

２ 社会教育に関する講座等の実施業務 

３ 生涯学習センターの利用に関する業務 

４ 施設、設備の維持管理業務 

５ 防火管理業務 

６ 大規模災害発生時の災害対応業務 

収支の状況 

収 入 額 429,226,190円 

支 出 額 444,708,482円 

収支差引額 △15,482,292円 

指摘事項件数 ２件 

指導事項件数 ０件 

※指定管理料及び収支の状況は、平成 28年度実績を示す。 

 


