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財政援助団体等監査結果に対する措置等について

平成2 7年6月3 0日付監発第1 5号により通知がありました財政援助団体等監肇結

果に基づき､下記のとおり講じた措置車について､地方自治法(昭和2 2年法律第6 7号)

第1 9 9条第1 2項の規定により通知します｡

記

(一般社団法人酒田観光物産協会)
I

(指摘事項)

酒田観光物産協会負担金の受入れについて(酒田観光物産協会)

平成2 6年度の酒田観光物産協会(以下､ ｢協会｣という｡)負担金は､人件費､管理費

及び事業費として総額4 8, 0 5 4千円が支出されている｡この内事業費については3 2,

3 82千円とな-っているが､内容は､日和山桜まつり､酒田まつり､甚句流し､酒田花火

ショー､酒田湊膳及び酒田雛街道の6事業の負担金とされているものである｡

ところで､ 6事業の内酒田湊膳を除く5事業については実行委員会が設けられ､監事も

置かれているが､実行委員会として決算をまとめることはなく､会計監査も行われていな

い｡ 5事業の決算は､事務局である協会が自らの事業としてまとめているものの､協会の

事業計画によれば､ 5事業については実行委員会の主催事業として位置づけられている｡

このように､ 5事業については実行委員会の主催事業として監事が置かれているにもか

かわらず､会計上は協会事業とされているなど､事業費負担金の受入れについて問題と言

わざるをえない｡協会と実行委員会の役割分担を明確にし､事業ごとの収支を明らかにす

る必要がある｡

I措置内容[酒田観光物産協会から聴き取りのうえ作成】

5事業予算については､観光物産協会収支予算の中から支出することかち､実行委員会

はあくまで事業活動を円滑に実施するためと各関係団体から協力をいただくための委員会



である｡よって､ 5事業の計画や収支予算を作成するのは協会であり､その決算について

は､各事業とも協賛金の額が毎年事業終了後に確定し､事業費に不足が生じた場合は観光

物産協会からの負担金で調整していることから､平成2 8年度より随時各実行委員会の規

約を改正し､決算の時期を年度末とする｡

会計監査についても規約を改正し､ 5事業の監事は酒田観光物産協会の監事とし､会計

監査の時期は年度末とする｡

また5事業の会計については､これまでも事業ごとに通帳や出納簿を作成のうえ､毎月

の会計事務所巡回監査や協会の監査を受検し､事業ごとの収支決算書を作成している｡

(酒田まちづくり開発株式会社)

(指摘事項)

(1)条例･協定について(酒田まちづくり開発株式会社)

ア　松山スキー場を使用する場合は､酒田市体育施設設置管理条例第1 2条の規定に

より使用許可申請が必要であるが､一部の利用団体についてこの手続きを省略し､

利用料金の減免申請のみ行っているものがあった｡

イ　松山スキー場整備作業及び人工スキー場運転監視業務について､指定管理者以外

のものが実施していた｡眺海の森観光施設等の管理に関する包括協定(以下｢包括

協定｣という｡)第1 5条で管理業務を他に再委託する場合は､あらかじめ市長の書

面による承諾を得ることで可能としているが､承諾を受けていなかった｡

電措置内容

(1)条例･協定について

ア　使用許可申請を省略することの無いよう､指導を行った｡

イ　平成27年6月5日付けで再委託に関する書類を受理し､ 7月8日に承認した｡

(2)事業報告書の作成及び提出について(酒田まちづくり開発株式会社)

ア　各施設の設置管理条例第8条及び包括協定第1 1条の規定により､指定管理者は

事業年度終了後3 0日以内に管理業務に係る事業報告書を市に提出することになっ

ているが､監査した全施設とも期限までに提出されていなかった0

イ　指定管理者が行う業務として各施設の設置管理条例第4条及び包括協定第2条に

示されているが､それらのうち､例えば設備の保守点検状況などの施設及び附属設備

の維持及び修繕に関する業務について監査した全施設とも事業報告書に記載されて

いなかった.

1措置内容

( 2)事業報告書の作成及び提出について

ア　監査を受けて､ 6月中にミーティングを持ち､提出時期について∴3 0日以内の

提出に努めるよう指導を行った｡

イ　運営状況について､管理業務の実施状況が分かるような､シートなどをまとめる



よう､指導を行った｡

一ヽ

(3)利頗料金制の手続きについて(酒田まちづくり開発株式会社)

ア　眺海の森さんさんの入浴料について､平成2 6年度から消費増税に伴い大人3 6

0円､子供1 6 0円で値上げ承認を受けながら､監査時点において値上げ前の料金

を徴収していた｡

イ　眺海の森さんさんの会議室等使用料について､大広間(北側) 3, 240円で承

認を受けながら､実際の徴収額は3, 200円であった｡

り　眺海の森さんさんの宿泊使用料について､各種プラン料金の宿泊使用料部分の承

認手続きが行われていなかった｡

可措置内容

(3)利用料金制の手続きについて

ア　使用料にかかる条例改正および使用料の承認申請(H26. 4)を行い､大人350円を

360円､子供150円を160円に変更したにもかかわらず､平成27年6月時点でなお､

350円､ 150円の使用料を徴していたことから､使用料の承認申請について､ H26.4

にさかのぼり､大人350円　子供150円に差し替えて再度提出するよう指導を行っ

た｡

イ　会議室等の使用については､承認額が3240円のところ､指定管理者H Pでは3, 200

円での貸し出しを謳われていたoホームページの修正を指導した｡

り　宿泊プラン時の料金設定額につLIて､ H26･4にさかのぼり使用料の承認申請を行

うよう指導した｡

(4)出納､記録について(酒田まちづくり開発株式会社)

管理に係る経費の処理について､松山スキー場と天体観測館で､本来平成2 5年度

分に計上すべき未払い経費を､平成2 6年度分の経費として会計処理した事例が複数

見受けられた｡期間損益計算の原則を逸脱しており､指定管理施設の収支決算が適正

であるとは言い難い｡指定管理料にも影響を及ぼすので､正しく期間損益計算を行う

こと｡

『措置内容

適切な指導及び助言を行っていく｡

( 5)施設の1維持修繕等について(教育委員会社会教育課)

天体観測館の修繕費について､年度協定では1件あたり1 0万円未満の修繕は､市

の承認を受けて指定管理者が行うこととしているが､ 1 0万円未満の修繕費を社会教

育課が支払いしている事例が1件あった｡協定の内容を十分に把握し､協定内容に沿

った予算執行をされたい｡

¶措置内容



協定を遵守し､予算執行にあたる｡

. ヽ

( 6)指定管理施設の管理運営等について(市民部文化スポーツ振興課､商工観光部観光

振興課､教育委員会社会教育課)

(1) ～ (4)に記載したとおり､条例等に則り､施設の管理運営､各種の報告等

がされていない｡施設及び指定管理者の状況を十分に把握し､適切な指導､助言を行

うこと｡

卑措置内容

酒田まちづくり開発株式会社に対しては､適切な指導及び助言を行っていく｡

なお､酒田まちづくり開発株式会社は､平成2 8年度以降の指定管理団体とならない

ため､新たな指定管理団体に対しては､募集時の現地説明に加え､ヒアリングも実施し､

仕様書に基づき､条例及び法令の順守､並びに､経費等の適正な処理を行うよう依頼し

た｡

(ひらた悠々の杜株式会社)

(指摘事項)

(1 )条例･協定について(ひらた悠々の杜株式会社)

悠々の杜活性化施設を使用する場合は､酒田市悠々の杜活性化施設設置管理条例第

1 3条の規定により-使用許可申請が必要であるが､この手続きを経ないままに使用さ

せていた｡

{措置内容

7月､ 8月に体制を整え､ 9月1日から申請書を記入している｡

( 2)事業報告書の作成及び提出について(ひらた悠々の杜株式会社)

ア　各施設の設置管理条例第8条及び各施設の包括協定第1 0条の規定により､指定

管理者は事業年度終了後3 0日以内に管理業務に係る事業報告書を市に提出するこ

とになっているが､監査した全施設とも期限までに提出されていなかった｡

『措置内容

指定管理者の定期総会の時期が5月であるため､指定管理者からの事業報告の時期が

遅れていた実態があったが､今後は総会の承認前の決算等で提出いただくよう指導した｡

イ　指定管理者が行う業務として各施設の設置管理条例第4条及び各施設の包括協定

第2条に示されているが､それらのうち､例えば設備の保守点検状況などの施設及び

附属設備の維持及び修繕に関する業務について監査した全施設とも事業報告書に記

載されていなかった｡

J措置内容

事業報告書に記載するよう指導した｡



ウ　事業報告書では､管理に係る経費の収支決算の提出を求めているが､施設毎の収

入は把握しているものの､支出については法人全体を一括して経理しているため､

施設毎の収支状況が明確にされていない｡監査した全施設とも経費の収支決算とし

ては法人全体の収支報告書を提出し､施設別の収支決算は提出されていなかった｡

施設毎の収支状況を明確にするためにも､施設別口座により資金を管理する必要が

ある｡

覇措置内容

区分経理を実施するよう指導した｡

(3)利用料金の承認手続きについて(ひらた悠々の杜株式会社)

悠々の杜直売施設の利用料金については､酒田市農産物直売･食材供給施設設置管

理条例第1 7条の規定によりあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定めなければ

ならないが､この手続きを経ないまま利用料金を徴収していた｡

屯措置内容

9月8日付けで利用料の承認申請をいただき､同日付で承認した｡

( 4)指定管理施設の管理運営等について(農林水産部農政課､商工観光部観光振興課)

(1) ～t(3)に記載したとおり､条例等に則り､施設の管理運営､各種の報告等が

されていない｡施設及び指定管理者の状況を十分に把握し､適切な指導､助言を行うこ

と｡

中措置内容

指定管理者とも協議しながら条例等に沿った管理体制になるように今後も協議､指導

を継続する｡

5　意見

( 1 )酒田観光物産協会負担金の算定について(商工観光部観光振興課)

協会は､市の負担金を充当した6事業以外にもいくつかの事業を運営しており､中に

市の公の施設である酒田市観光物産館(以下､ ｢観光物産館｣という｡)の管理運営も含

まれている｡観光物産館は､協会が指定管理者として管理しているものであるが､管理

に関する包括協定によれば､運営収支で利益が生じた場合は､利益の7 0%以上を協会

等の観光振興団体に繰入または寄付すべきこととされている｡

しかしながら収支が区分経理されていないため､どの程度利益配分されているのか確

認できない状態にある｡現状でも観光物産館の利益は､協会の他事業に充当されている

と思われるが､市の協会に対する負担金算定にあたっては､観光物産館の利益配分額も

考慮する必要がある｡

■措置内容【酒田観光物産協会から聴き取りのうえ作成】



酒田観光物産協会は平成2 4年度より一般社団法人となったが､一般社団法人法に

おいては仮に負債が発生した場合は理事が債務を負うことになり､より安定した経営
. ヽ

が求めらるようになった｡
一般社団法人化により､その事業が｢公益事業(会費や酒田市からの負担金などで

実施する観光振興のための事業)｣と｢収益事業(観光物産館における物販事業)｣に

区分されるようになったが､ ｢運営収支利益からの繰入｣については､収益事業から公

益事業に一定以上の資金を繰り入れた場合は課税対象となるため､利益の有効活用や

組織の経営安定といった面から行っていない｡ (平成2 2年度に包括協定を締結した際

には想定できなかった｡)

しかし観光物産協会では､観光物産館の設置目的である｢産業振興及び観光振興｣

に向けて､平成2 6年度は｢レジスター4台の更新｣ ｢免税カウンターの整備｣ ｢フリ

ーW i - F i設備の導入｣といった､観光客の利便性を向上させるための整備に利益

を充当している｡

こうしたことから､観光物産館の運営による利益の観光振興への活用については､

平成2 7年度に新たな指定管理の協定を締結する際に､実情に沿った形で協定書の内

容を変更している｡

【平成27年度　協定書(仕様書)】

第2　指定管理者が行う業務の基準

(3)運営の基本方針

④　観光物産館の運営により利益が生じた場合には､その一部を以下の事業のため

に活用すること｡

ア　観光に関するおもてなしの心及び意識の普及向上

イ　観光資源及び郷土文化の紹介と案内

り　観光誘客のための広報宣伝及びイベント開催

工　観光物産品の振興

オ　観光事業団体との連絡提携による広域観光事業の推進

力　その他､酒田市における観光及び物産事業の振興のために必要な事業

【平成22年度　協定書(仕様書)】

3　指定管理者が行う業務の基準

指定管理者が行う管理運営業務の基準は､次のとおりとする｡

( 1 )酒田市観光物産館の運営の基本方針

酒田市観光物産館(以下｢観光物産館｣という｡)は､本市の産業振興及び観

光振興に寄与するため､特産品及び歴史文化資料の展示､その他飲食物等を販

売することを目的として設置された公の施設である｡

③　観光物産館運営収支で､収入が支出を上回り利益が生じた場合は､その利益の



一部(7 0%以上)を､翌年度に社団法人酒田観光物産協会等本市の観光振興

団体に支出(繰入または寄付(観光物産館1号館-の繰入含む))すること｡
亡J

( 2)酒田観光物産協会のホームページ運営について(商工観光部観光振興課､一般社団

法人酒田観光物産協会)

協会のホームページ(以下｢HP｣という｡)運営には､酒田市から協会負担分の2分

の1が市の負担金として支出されており､平成2 6年度は6 5 0千円となっている｡

協会のHPは､平成2 6年度からそれまでの独自制作のHPに変えて全面リニューア

ルを行い､内容が一新されているo　しかしながら､ HPの情事酎ま庄内観光コンベンショ

ン協会のHPから酒田市を含んだ情報を再度掲載したものが大部分を占めており､酒田

にしかない魅力発信よりも庄内の中の酒田を伝える内容が主になっている｡

具体的に見ると､観光客が関心を示すモデルコースでは､監査時点のランキング1 0

位までに広域的なコースが五つ紹介されているが､この中に登場する全施設3 6か所中､

酒田市の施設は1 1か所3 0%を占めるに過ぎない｡また､アクセスも酒田､鶴岡-の

経路を示しており､ガイド付きタクシー､観光ガイドの案内なども庄内2市3町を取り

上げている｡

庄内管内で酒田市以外の観光協会HPが全て独自に制作されていることを考えると､

庄内全体の観光情報を発信する庄内観光コンベンション協会のH Pと重複する協会のH

pが､酒田独自の観光案内を十分に情報発信できているのか疑問なしとしない｡

庄内全体の観光客入込み数に占める酒田市の割合は､年々減少しているが､ HPの全

面リニューアルによって酒田観光の魅力を従来以上に伝えることに成功しているのか､

適切な手法で検証する必要があるものと思われる｡

可措置内容【酒田観光物産協会から聴き取りのうえ作成】

監査時の指摘を受け､ ｢酒田さんぽ(酒田観光物産協会)｣ ｢やまがたへの旅(山形県観

光物産協会)｣ ｢やまがた庄内観光サイト(庄内観光コンベンション協会)｣という連動す

るサイト間の設定を変更し､より酒田市の施設が出るようにしている0

酒田市の観光誘客についての考え方は､庄内観光コンベンション協会､きらきら羽越

観光圏(村上市～にかほ市)など､広域観光圏という､面や線における周遊の中で｢酒

田｣というポイントにも立ち寄っていただき､その際の滞在時間をできるだけ長くして

いこうというものセある｡

こうした考えのもと､ホームページ｢酒田さんぽ｣についても間口を広げるべく､総

アクセス数が4. 6倍という｢やまがたへの旅｣､同程度のアクセス数である｢やまがた

庄内観光サイト｣連動させている｡

他の優位性としては､ ｢酒田さんぽ｣で更新したイベント情報などが､翌日には｢やま

がたへの旅｣や｢やまがた庄内観光サイト｣に反映されるといった､効率性や統一性も

あげられる｡

三つのサイトを連動させる目的は､全国的な酒田の知名度を考えた場合に､まず山形､



庄内のサイトから誘導することであり､ログ解析からもその効果が見てとれる｡

( 3 )ひらた悠々の杜株式会社の経営管理体制の強化について(商工観光部観光振興課､

農林水産部農政課､ひらた悠々の杜株式会社)

ひらた悠々の杜株式会社は､悠々の杜温泉施設の管理運営を行うために設立されたが､

近年､利用者数の減少による業績の低迷が続いており､平成2 6年度決算における累積

赤字は2 2, 8 7 0千円となるなど､このままでは数年で債務超過に陥るおそれが大き

いと思われる｡

このため､経営改善は急務となっているが､平成2 6年4月から入浴料金の値上げを

市に承認申請しながら取下げを行い､今年度は6月から値上げ実施をホームページに告

知したにもかかわらず､直前に断念し､値上げ告知も撤回せざるをえない事態となった｡

また､日々の売上げ管理も経営役員の関与が弱く､経理担当職員に任せきりになってい

るなど､経理処理としても改善すべき点が見受けられる｡

市としても2分の1を超える出資を行っており､地域振興に果たす役割も大きいこと

から､経営役員の現場関与､経理等の事務処理体制を見直し､業績改善につながる経営

管理体制の強化を図られたい｡

7I措置内容

経営改善については､平成2 7年8月より大人の入浴料金を400円から45 0円に

値上げを実施し､平日の閑散とした時間帯である午後2時3 0分から午後5時までの問､

入浴と食事がセットになったお得なチケットの販売を行い､経営改善に努めている｡

経営役員の現場関与や経理等の事務処理体制の見直しについても､組織の強化､管理

の強化について指導していく｡


