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包括外部監査の結果報告書 

 

第 1 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項及び相模原市外部監査契約に基づく監査に関する条例第

2条に基づく包括外部監査 

 

2. 選定した特定の事件（テーマ）  

相模原市の外郭団体に係る財務に関する事務の執行及び当該団体の出納その他の事務

の執行について 

 

3. 監査対象期間  

原則として平成28年度（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）の執行分

必要に応じて平成27年度以前及び平成29年度の執行分を含む。 

 

4. 特定の事件を選定した理由  

相模原市の「外郭団体」は、市からの出資のほか補助金、委託料等の取引関係がある。

市では、平成 16年度以降、「外郭団体」の経営状況を分析、評価する外郭団体経営検討シ

ステムを導入し、団体の事業成果や経営の健全性、効率性を定期的に把握・評価を行って

いる。平成 23 年 10 月には「相模原市外郭団体に係る改革プラン」（以下「改革プラン」

という。）を策定し、以後改革プランの計画終了年度である平成 31 年度までに取り組む

項目を定め、団体の自立化などを推進している。 

一方で、平成 28 年度の包括外部監査において、「補助金に係る財務に関する事務の執

行について」をテーマに監査を実施したが、「外郭団体」の自立化等が十分と思えないも

のもあり、また、「外郭団体」に対する一部の補助金については、「外郭団体」の財務に関

する事務の執行と併せて検討する方が有意義と考えて監査対象から除外したものもある。 

第三者的な視点で市と「外郭団体」の関係を洗い直し、改革プランの進捗状況の検証を
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行うことは意義あることと思われる。 

なお、過去の包括外部監査において監査対象となった団体については、監査手続等の重

複は避けてその後の措置状況について検証を行うこととする。 

 

5. 監査の方法  

（1） 監査の要点 

① 財務に関する事務の執行の適正性 

② 事務事業の合規性、各法令への準拠性、会計処理の適正性 

③ 資産等の管理の適正性 

④ 市からの補助金及び委託料等の適正性 

⑤ 指定管理者制度導入施設モニタリングの状況 

⑥ 市（所管課）としての指導状況 

⑦  改革プランの進捗状況 

⑧ 過去の包括外部監査の指摘事項に対する措置状況 

 

（2） 主な監査手続 

① 外郭団体の活動と市の施策の整合性について質問等により確認した。 

② 外郭団体における不正等の防止について質問し、内部管理体制や関連する諸規程

等について検討を行った。 

③ 外郭団体における金銭等の管理の状況について質問を行うとともに関係帳簿等を

査閲した。 

④ 外郭団体における固定資産の管理の状況について質問を行うとともに関係帳簿等

を査閲した。 

⑤ 市からの補助金及び委託料等の適正性について質問及び関連文書の査閲を行うと

ともに、関連する法令、指針等への準拠性を確かめた。 

⑥ 指定管理者制度導入施設モニタリング結果を聴取し、関連する文書の査閲等によ

り管理状況を確かめた。 
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⑦ 改革プラン進捗管理シートにより所管課の指導状況等を確認した。 

⑧ 改革プランにおいて指摘等された事項に対する対応状況について、質問し、関連文

書等の査閲を行い改革の進捗状況の妥当性を確かめた。 

⑨ 過年度における包括外部監査の被監査団体について、過去の包括外部監査の指摘

事項に対する措置状況を質問し関連書類を査閲した。 

 

（3） 監査対象 

相模原市の外郭団体（14団体）のうち公益財団法人相模原市健康福祉財団（監査委員

監査の対象）及び橋本駅北口第一再開発ビル株式会社（（相模原市外部監査契約に基づ

く監査に関する条例の）監査対象外）を除く12団体 

 

6. 外部監査の実施期間 

平成29年６月１日から平成30年１月26日まで 

 

7. 補助者  

資  格 氏  名 資  格 氏  名 

公認会計士 小竹  誠 公認会計士 櫻山 加奈子 

〃  市川   正 〃 鈴木 智子 

〃 齋藤  積 〃 渡邉 浩志 

 

8. 利害関係  

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の規定により記載す

べき利害関係はない。 

 

（注）報告書中の数値は、端数処理等の関係で総額と内訳の合計が一致していない場合があ

る。  
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第 ２ 外部監査の結果と意見 

＜はじめに＞ 

（１）外郭団体について 

 ① 外郭団体の定義 

さがみはら都市経営指針実行計画では、外郭団体は、「市の組織の外に在りながら、市

から出資・補助金を受けるなどして市の補完的な業務を行う団体のこと。本市では、本市

の出資率（資本金、基本金その他これらに準ずるものに対する市の出資、出捐の割合）が

４分の１以上の法人及び本市が継続的に人的又は財政的支援を行っている法人」と定義

されている。 

②  外郭団体に関する改革の経緯 

「相模原市外郭団体に係る改革プラン」（以下「改革プラン」という。）によると、「市

では、平成14年度に外郭団体の主体性や自立性に配慮しつつ、市が統一的な視点から各団

体を適切に指導・支援するために、「公益法人等に対する指導、支援に関する基本指針」

を策定し、平成16年度から外郭団体の経営改善を促進するため、公益的法人等経営評価シ

ステムを導入し、「相模原市公益的法人等経営評価委員会」を設置し、団体の経営評価を

行ってきたところである。 

また、国においても、外郭団体の在り方についての検討が進められ、平成20年６月の外

郭団体の存廃を含めた抜本的改革について集中的かつ積極的に取り組むように地方公共

団体に求める通知（「第三セクター等の改革について」平成20年６月30日付け総財公第112

号総務省自治財政局長通知）、公益法人制度改革関連三法（※）、地方公共団体の財政の

健全化に関する法律（平成19年法律第94号）等により、地方公共団体に対して適切な対応

を求めている状況にある。」と説明している。 

※（改革プランより引用）公益法人制度改革関連三法とは、「一般社団法人及び一般財

団法人に関する法律」（平成18年法律第48号）、「公益社団法人及び公益財団法人の認定

等に関する法律」（平成18年法律第49号）、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整

備等に関する法律」（平成18年法律第50号）をいう。 
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 ③  改革プラン 

改革プランは、相模原市外郭団体経営検討委員会が平成22年３月にまとめた「相模原市

における公益的法人等のあり方について（提言）」を受け、平成23年10月に外郭団体の抜

本的改革の方向性を明らかにするために、市が策定したものである。 

改革プランの趣旨は、「これまでの外郭団体を取り巻く、経過、背景及び社会経済情勢

を踏まえるとともに外郭団体検討委員会からの提言を真摯に受け止め、本市における外

郭団体の抜本的改革の方向性について明らかにするものである。」とされている。 

改革プランでは、各団体の経営状況等について評価基準を設けて検証を行っているが、

このうち、『事業の必要性が低下しているもの又は著しい減少が見込まれるもの』、『小

規模で経営基盤がぜい弱なもの』、『類似の機能を持つ外郭団体と統合することにより、

経営安定性の向上、事業の発展性が期待できるもの』あるいは『（損失補償を行っていな

い第三セクター等で、）経常収支が赤字のもの。地方公共団体から補助金等の財政援助を

受けている場合は、当該財政援助の額を控除の上、判断すること。』に該当すると判断さ

れた法人が複数ある。 

平成23年度から平成25年度までの３年間を重点取組期間として、特に「外郭団体の統廃

合」、「派遣職員の引揚げ」、「委託事業の見直し」、「再委託事業の見直し」、「補助

金の見直し」、「公益認定取得」に関する項目について重点的に取り組むこととされた。

（このうち「派遣職員の引揚げ」、「公益認定取得」は実施済みとなっている。） 

各外郭団体は、毎年度「外郭団体の経営評価に係る基本調書」（以下「基本調書」とい

う。）を作成し、「外郭団体改革プラン進捗管理シート」（以下「進捗管理シート」とい

う。）により、改革プランで改善を求められている項目別に計画と実績の対比を行い、自

己分析したうえでそれに対する所管課意見を記載し公表することになっている。 

なお、市では、平成22年３月に「新・相模原市総合計画」（以下「新総計」という。）

が策定されている。この総合計画は、基本構想、基本計画及び実施計画から構成されてい

るが、基本構想に定める３つの基本方針（【1】協働によるまちづくり 【2】市民の満足

度を高めるための行政評価と財政基盤の強化 【3】大都市にふさわしいまちづくり ）

を受け、「さがみはら都市経営指針」及び「実行計画」が策定され、行政改革を強く推し



6 
 

進めるとともに、新総計に位置付けられた施策等を円滑に進めるため、全庁を挙げて取り

組み、新総計を着実に推進するための下支えをすることとされている。 

④ 公益法人制度改革 

「公益法人制度改革の対象となる法人（特例民法法人）は、平成25年11月30日までに公

益社団・財団法人又は一般社団・財団法人に移行の手続（認定又は許可）をしなければ、

自動的に解散となる。公益法人制度改革関連三法は、民法で定められた公益法人制度を抜

本的に見直したものであり、「民間による非営利の活動を活発にし、民による公益を増進

する」ことを目的としている。」（「改革プラン」より引用） 

内閣府の公益認定等委員会の資料によると、公益法人制度改革の目的は、「民間非営利

部門の活動の健全な発展を促進し民による公益の増進に寄与するとともに、主務官庁の

裁量権に基づく許可の不明瞭性等の従来の公益法人制度の問題点を解決すること。」とさ

れている。また、新制度における法人の内部統治（ガバナンス）については、「新制度に

おいては、最低限必要な各種機関の設置を含むガバナンスに関する様々な事項が法律で

定められており、法人の従来の運営方法を見直していく必要があります。」とされている。 

公益法人制度改革の成果として、寄附の税制優遇の対象となる「特定公益増進法人」や

寄附金収入が増えていることが挙げられている。内閣府の資料によると、１法人当たりの

寄附金収入は、平成20年度の新制度移行時に比べ、平成24年度実績で2.4倍（１法人約

3,900万円）となっている。 

 

（２）相模原市の外郭団体（平成28年度） 

団 体 名 補助金 出資 備考 

公益財団法人相模原市まち・みどり公社 あり あり  

社会福祉法人相模原市社会福祉協議会 あり なし  

相模原市土地開発公社 あり あり  

公益社団法人相模原市シルバー人材センター あり なし  

公益財団法人相模原市民文化財団 あり あり  
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団 体 名 補助金 出資 備考 

公益財団法人相模原市体育協会 あり あり  

公益財団法人相模原市勤労者福祉サービスセンター あり あり  

公益財団法人相模原市産業振興財団 あり あり  

社会福祉法人相模原市社会福祉事業団 あり あり  

公益社団法人相模原市防災協会 あり なし  

株式会社さがみはら産業創造センター なし あり  

一般社団法人相模原市観光協会 あり なし  

公益財団法人相模原市健康福祉財団 あり あり 監査対象外 

橋本駅北口第一再開発ビル株式会社 なし なし 監査対象外 

（注）１．「補助金」とは、市が財政的援助を与えているもので、「出資」とは市が出資し

ているもの 

２．検討対象から除外した外郭団体 

相模原市の外郭団体（14団体）のうち公益財団法人相模原市健康福祉財団（監査

委員監査の対象）及び橋本駅北口第一再開発ビル株式会社（（相模原市外部監査契

約に基づく監査に関する条例の）監査対象外）を除外した。 

＜報告書の記載について＞ 

報告書中の結果と意見の区分については以下のとおりである。 

区  分 根 拠 等 判 断 基 準 

結 果 監査の結果 

（地方自治法第252条の37第

５項） 

合規性に関することで、違法（法令、条

例、規則等に違反）または不当（違法で

はないが実質的に妥当性を欠くこと） 

意 見 監査の結果に添えて提出する

意見 

（地方自治法第252条の38第

２項） 

違法または不当なもの以外で、有効性、

経済性、効率性の観点から、包括外部

監査人が記載することが有用と判断し

たもの 
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Ⅰ．公益財団法人相模原市まち・みどり公社（所管課：総務法制課） 

１．公益財団法人相模原市まち・みどり公社（以下「まち・みどり公社」という。）の概要 

（１）設立の目的等 

① 設立年月日 昭和37年６月14日（平成26年４月１日に公益財団法人相模原市都市

整備公社と公益財団法人相模原市みどりの協会が合併） 

② 設立の目的 誰もが安全で安心して心豊かに暮らせるまちづくりを推進するため、

都市環境の形成に必要な都市施設やみどりに関する事業等を行い、もって地域社会の

健全な発展と市民の福祉の向上に寄与することを目的とする。 

（２）まち・みどり公社の事業内容 

① 都市施設その他の都市環境の形成に必要な施設の整備に関する事業 

② 都市施設その他の都市環境の形成に必要な用地の整備に関する事業 

③ 都市機能の維持及び増進に関する事業 

④ 豊かな市民生活の形成及び地域の振興に関する事業 

⑤ みどり豊かなまちづくりの推進に関する事業 

⑥ その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

（３）財務のハイライト情報等（「基本調書」より抜粋） 

（金額単位：千円） 

項   目 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

基本財産運用益 2,036 2,035 2,035 

特定資産運用益 22,107 19,836 19,953 

事業収益 1,009,531 885,109 561,165 

受託事業収益 1,845,118 1,629,152 1,578,566 

（うち市からの受託） 1,843,292 1,627,328 1,576,974 

受取補助金等 76,897 77,001 80,220 

（うち市からの補助金） 76,897 77,001 80,220 

受取寄附金等 19 0 0 

その他収益 25,786 64,755 4,505 

経常収益計 2,981,495 2,677,888 2,246,443 

事業費 2,586,038 2,322,088 2,142,162 
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項   目 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

（うち公益事業） 2,045,479 1,988,221 1,790,948 

（うち収益事業） 540,559 333,867 351,214 

管理費 79,822 118,123 63,510 

（うち人件費） 58,719 94,957 41,508 

経常費用計 2,665,860 2,440,211 2,205,671 

当期経常増減額 315,635 237,677 40,772 

当期経常外増減額 △127 34 △5,020,642 

法人税等 15,199 16,346 13,571 

当期一般正味財産増減額 300,309 221,365 △4,993,440 

２．個別論点 

（１）土地・建物の取得等について 

（概要） 

まち・みどり公社は、市の依頼（平成14年12月２日付覚書及び平成15年９月１日付覚

書）に基づき「公共施設床」（（「シティ・プラザはしもと（橋本駅北口地区市街地開発事業：

平成12年度）」（以下「シティ・プラザはしもと」という。）及び「杜のホールはしもと（橋

本駅北口C地区市街地再開発事業：平成13年度）」）（以下「杜のホールはしもと」という。））

を取得した。 

まち・みどり公社が「シティ・プラザはしもと」及び「杜のホールはしもと」を取得した

際の財源は借入金である。まち・みどり公社は、「シティ・プラザはしもと」及び「杜のホ

ールはしもと」を市に賃貸することで市から賃貸料を受け取り、これを財源として借入金の

返済を行っている。このため、まち・みどり公社と市との間の賃貸料は借入金の返済額等（元

本返済額及び利息相当額等）を基準に決定している。「シティ・プラザはしもと」及び「杜

のホールはしもと」は、まち・みどり公社の借入金の返済が完了した後の平成 28 年度に、

覚書に基づきまち・みどり公社から市に寄附されている。 

市は、契約に先立ちまち・みどり公社の借入金返済後に「シティ・プラザはしもと」及び

「杜のホールはしもと」を市が無償譲渡を受ける旨を議会において説明している。また、ま

ち・みどり公社は、公共施設床の取得時に、借入金完済後に両施設を市に寄附する内容の覚
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書を市と締結することを理事会で決議している。 

なお、まち・みどり公社は寄附を行う直前の理事会において、覚書に基づき公共施設床を

市へ寄附する旨の報告を行っている。 

 図：「公共施設床」の取得に関する取引図 

 

（問題点） 

平成14年度の包括外部監査における財団法人相模原市都市整備公社（現「まち・みどり

公社」）に対する監査結果において、「公共施設であるシティ・プラザはしもと及び杜のホー

ルはしもとは、本来市が保有すべきであり、公社が保有する理由は市の財政的問題と考えら

れる。早期に保有すべき主体、施設の移管方法及び売却金額を明確にし、市が買取るべきで

ある。」との指摘があった。これに対して、「公共施設であるシティ・プラザはしもと及び杜

のホールはしもとは、指摘のとおり本来市で所有すべきものであったが、再開発事業と一体

となった事業推進の中で、短期間で市が取得することは財政上厳しく、都市整備公社が施設

を取得し、市と賃貸借する手法としたものである。」との措置が平成 15 年 11 月 21 日にさ

れており、結果として現在の手法が継続された経緯がある。 

「シティ・プラザはしもと」及び「杜のホールはしもと」の賃貸料は、まち・みどり公社

が地権者として毎年度必要な経費である共用管理費、修繕積立金のほか、借入金の返済資金

を合算したものを市の予算の範囲内で決定している。 

まち・みどり公社の借入は、入札によっており、金利は市が起債した場合と同等の低い

水準となっているとのことである。また、固定資産税、不動産取得税は減免されている。

しかしながら、登記費用（登録免許税）は減免されておらず、また、市がまち・みどり公

社に支払う賃借料は消費税等を含めた金額となっているため、市が「公共施設床」を直接

取得した場合よりも「公共施設床」の取得に関する経費（登録免許税等及び賃貸料に係る

市 まち・みどり
公社 金融機関

賃料（15年間）

「公共施設床」の
賃貸（15年間） 借入

返済（15年間）
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消費税等）約５億円が余計にかかっていることとなり、経済的負担が大きくなった。一方

で、公社が取得時に生じた消費税等の還付（約２億１千８百万円）を受け負担は軽くなっている。 

 公社への依頼の際に市の負担増について十分な検討が行われたか疑問である。 

（団体の見解） 

相模原市に求めた賃貸料については、相模原市との協定、関係税法に則り、その額を定め

ております。登録免許税については、本件は、非課税登記等に該当しないことから適切に処

理しております。 

（所管課の見解） 

まち・みどり公社が「公共施設床」を取得した理由は、市の財政負担の平準化を図り早期

に公共施設を整備すること、土地の所有形態が民間との共有となる中での「公共床」の取得

であり将来の改修等の際に臨機な対応を図る必要があること、市と連携して各種事業を行

ってきた実績があることなどを考慮し、「公共床」をまち・みどり公社が一旦取得し、最終

的に市が取得することとしたものである。 

（結論：意見） 

「シティ・プラザはしもと」及び「杜のホールはしもと」を市が直接取得した場合に比べ

て、まち・みどり公社が取得し、市に寄附した場合の方が登録免許税及び賃借料に係る消費

税等で約５億円だけ経済的な負担が過大となった。 

所管課の見解にある「市の財政負担の平準化」については、地方債を財源にすれば、償還

期間の間で歳出が平準化されることになる。 

まち・みどり公社は、改革プランにおいて、自立化に向けた取組が進められている団体と

されている。しかしながら、市から毎年度管理費補助金を受けている上にこのような市から

の依頼により土地・建物を取得することは、自立化を妨げることになる。 

一連の取引において余分に生じる登録免許税等や消費税等で約５億円の負担が生じた。

一方で、まち・みどり公社は、資産取得時に生じた消費税等の還付（218百万円）を受けて

おり、市と協議の上借入金の返済に充当された。まち・みどり公社への依頼の際に、市の負
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担増について十分な検討が行われたか疑問である。今後は、税金等もコストに含めてスキームを

検討する必要がある。 

なお、消費税の観点からは、関係者間の合意が前提であるが、借入金完済前に他の方法に

よることを検討してもよかったのではないかと思われる。 

（２）職業能力開発総合大学校跡地の取得について 

（概要） 

まち・みどり公社は、平成28年度に市からの依頼に基づき職業能力開発総合大学校旧相

模原校跡地周辺道路整備事業に係る用地を取得した。これは、市が実施する道路整備に係る

代替地等を市の依頼に基づき、まち・みどり公社が取得するものである。 

市は、相模原市土地開発公社（以下「土地開発公社」という。）を解散する方向性を示し

ているが、これは、土地開発公社が公共事業用地の先行取得を柔軟に行うことで、各種事業

の推進に役立ってきた経過があるが、近年の地価動向に伴い、用地を先行取得するメリット

が低下しているためである。市は、公共用地の取得に当たっては、土地開発公社に代わって、

公共用地先行取得事業特別会計（以下「用地特会」という。）を通じて取得することとして

いるが、まち・みどり公社に土地の取得を依頼している。 

職業能力開発総合大学校旧相模原校跡地周辺道路整備事業に係る用地取得等に関する協

定書（平成28年２月18日） 

～略～ 

（事業内容） 

第２条 公社は、市が行う本事業において必要となる道路の代替地等として、独立行政法

人高齢・障害・求職者雇用支援機構（以下「機構」という。）が所有する職業大跡地の一

部（以下「道路代替地等」という。）を取得するものとする。 

 この場合において、市は、機構との一切の交渉業務及び道路代替地等の分筆を行うもの

とし、公社は、道路代替地等を取得するための契約の締結、契約に基づく金銭の支払い、

所有権移転登記その他これらに付随する業務を行うものとする。 

～略～ 

（損失補償） 

第３条 市は、公社が道路代替地等及び関係所有地の取得並びに除却及び整地その他付

随する業務において、必要とする資金の金融機関からの借入れ及び当該借入れに係る利
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子（遅延利子を含む。）の全額について、公社が借入契約する金融機関に対し損失補償を

行うものとする。 

～以下、略～ 

（問題点） 

公共用地の先行取得に当たっては、土地開発公社がその役割を担っていた。しかしなが

ら、地価の下落傾向が続く中で、公共用地先行取得の経済的有効性が薄れてきたことや、

厳しい財政状況のもと、市による買戻しが予定どおり進まず、長期保有土地の増大や借入

金利負担が増加するなど、土地開発公社は全国の土地開発公社と同様の課題を抱えるよう

になった。このような状況のもと、改革プランにおいて、市土地開発公社は「団体の在り

方について検討を進める団体」と位置付けがなされ、用地先行取得の手法として、新たに

用地特会を設置した上で、事業計画に基づき、原則、市が直接、公共用地先行取得等事業

債などにより用地を取得する手法を取ることとなった経緯がある。 

「職業能力開発総合大学校旧相模原校跡地周辺道路整備事業に係る用地取得等に関する

協定書」によると、公社が取得した土地は、市の道路用地となるほか道路整備用地に土地を

所有する地権者への代替地として売却することとなっている。市に売却する用地は公共用

地に該当し、市は、公共用地の取得のための特別会計を設けることにしたにも関わらず、ま

ち・みどり公社に土地の取得を依頼することは、特別会計設置の趣旨にもとることになる。

また、登記費用等も余計に負担することになる。 

（団体の見解） 

平成 26 年 12 月１日付けで、相模原市から事業の協力依頼があり、市と事業関係の協議

を経て、平成27年11月24日付け理事会において、当該事業への協力について承認を得て、

平成28年２月18日付けで相模原市との事業協定を締結したものです。 

（所管課の見解） 

当該事業では、県立相原高校の移転先地での開校に合わせて市道相原76号等を供用開始

する必要があることから、市は平成28年度中に職業大跡地内の道路用地を取得することが

必須であった。また、機構による売却準備（分筆登記、不動産鑑定評価等）に要する時間に
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鑑み、取得予定者である４者（神奈川県、神奈川県厚生農業協同組合連合会、まち・みどり

公社、市）は平成27年度中に土地利用方針を決定する必要があった。 

一方で、公社取得（予定）地内に道路を整備することも想定はされていたが、地権者交渉

の途中段階であり、補償の対象とする者、「対償地」の面積や位置等が確定できなかったた

め、区画割や道路が必要かどうか不透明であったことから、“地権者への対償地”として一

筆で取得した後、必要に応じて、道路の位置や面積等が決定した段階で、道路用地として市

へ売却することとしたものである。 

（結論：意見） 

「（１）土地・建物の取得等について」に記載したのと同様に、市が用地等を直接取得す

るよりもまち・みどり公社が一旦取得する方が登記費用等のコストが高くなり、結果として

市の負担が大きくなる。また、土地開発公社の廃止の方向性や用地特会の設置の趣旨に鑑み、

土地の先行取得に当たっては、用地特会を通じて取得すべきである。 

また、用地特会の公表する情報に対して、まち・みどり公社が開示する事業報告書や財務諸表

等の情報では、市民に開示される情報も十分ではないと思われるので、必要な情報の開示が必要

と思われる。 

（３）市からの受託事業（随意契約）の再委託について 

（概要） 

平成28年度において、まち・みどり公社が市から受託している業務のうち、随意契約に

より受託している業務の契約名、契約金額は次のとおりである。 

契  約  名 契約金額 

相模大野駅前ほか監視巡回清掃等業務委託 102,805,200円 

相模原駅前ほか監視巡回清掃等業務委託 68,719,320円 

橋本駅前ほか監視巡回清掃等業務委託 45,539,280円 

相模大野駅西側地区東西自由通路監視巡回清掃等業務委託  24,422,040円 

駅自由通路等維持管理業務委託 16,830,720円 

指定喫煙場所清掃業務委託 5,077,080円 

キャンプ淵野辺留保地管理業務委託  4,713,120円 



15 
 

また、上記のうち、金額の大きい２件の随意契約について、相手方を選定した理由は次の

とおりである。 

契約名 契約の相手方を選定した理由 

相模大野駅前ほか監視巡

回清掃等業務委託 

緑区、中央区、南区における、駅周辺施設の安全や、美観の保

持を継続して行うためには、現状では、市関係機関の総合的な

管理・調整を行うことができる公益財団法人相模原市まち・み

どり公社しかないためである。 

相模原駅前ほか監視巡回

清掃等業務委託 

 

中央区、南区、緑区における、駅周辺施設の安全や、美観の

保持を継続して行うためには、現状では、市関係機関の総合

的な管理・調整を行うことができる公益財団法人相模原市ま

ち・みどり公社しかないためである。 

上記２件の契約は、まち・みどり公社から他の事業者へ再委託されており、市からまち・

みどり公社への委託内容とまち・みどり公社から他の事業者への委託の内容を比較すると

次のとおりである。なお、同様の委託内容と思われるものに下線を引いている。 

業務名 市から公社への委託 公社からの再委託 

相模大野駅前ほか監視

巡回清掃等業務委託 

〇相模大野駅前ほか清掃等業

務 

・相模大野駅前清掃等業務 

・市道横断橋清掃業務 

・小田急相模原駅前清掃業務 

・小田急相模原駅南口駅前広

場滝施設管理等業務 

・古淵歩道橋昇降施設清掃業

務 

〇相模大野駅前ほか清掃等業

務 

・相模大野駅前清掃業務 

・市道横断橋清掃業務 

・小田急相模原駅前清掃業務 

・小田急相模原駅南口駅前広

場滝施設管理業務 

・古淵歩道橋昇降施設清掃業

務 

〇相模大野駅ほか昇降施設巡

回監視等業務 

・映像監視業務 

・施設常駐巡回業務 

・昇降施設異常時等緊急対応

業務 

・エスカレーター始動停止業

務 

・照明設備点検業務 

〇相模大野駅ほか昇降施設巡

回監視等業務 

・映像監視業務 

・（サンデッキ相模大野及び

県道町田厚木線横断デッ

キ）施設常駐巡回業務、昇

降施設異常時等緊急対応業

務及びエスカレーター始動

停止業務 
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業務名 市から公社への委託 公社からの再委託 

・（上記以外）昇降施設異常停

止等緊急対応業務、照明設

備点検業務及びエスカレー

ター始動停止業務 

〇相模大野駅前ほかエレベー

ター等保守点検業務 

・相模大野駅前エレベーター

等保守点検業務 

・県道町田厚木線横断デッキ

エスカレーター保守点検業

務 

・小田急相模原駅北口エレベ

ーター等保守点検業務 

・古淵歩道橋エレベーター保

守点検業務 

・昇降施設修繕業務 

〇相模大野駅前ほかエレベー

ター等保守点検業務 

・相模大野駅前エレベーター

等保守点検業務 

・県道町田厚木線横断デッキ

エスカレーター保守点検業

務 

・小田急相模原駅北口エレベ

ーター等保守点検業務 

・古淵歩道橋エレベーター保

守点検業務 

・昇降施設修繕業務 

相模原駅前ほか監視巡

回清掃等業務委託 

〇相模原駅前ほか清掃等業務 

・相模原駅前清掃業務 

・相模原駅南口散水装置保守

点検業務 

・矢部駅南北自由通路清掃業

務 

・矢部駅地下通路清掃業務 

・淵野辺跨線橋清掃業務 

・淵野辺駅北口ペデストリア

ンデッキ清掃業務 

・橋本小山ふれあい立体清掃

業務 

・淵野辺駅北口散水装置保守

点検業務 

・南橋本駅東西自由通路清掃

業務 

・上溝駅前広場及び歩道橋清

掃業務 

〇相模原駅前ほか清掃等業務 

・相模原駅前清掃業務 

・相模原駅南口散水装置保守

点検業務 

・矢部駅南北自由通路及び地

下通路清掃業務 

 

・淵野辺跨線橋清掃業務 

・淵野辺駅北口ペデストリア

ンデッキ清掃業務 

・橋本小山ふれあい立体清掃

業務 

・淵野辺駅北口散水装置保守

点検業務 

・南橋本駅東西自由通路清掃

業務 

・上溝駅前広場及び歩道橋清

掃業務 

〇相模原駅前ほか昇降施設巡 〇相模原駅前ほか昇降施設巡
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業務名 市から公社への委託 公社からの再委託 

回監視等業務 

・映像監視業務 

・施設常駐巡回業務 

・昇降施設異常停止等緊急対

応業務 

・エスカレーター始動、停止

業務 

・照明設備点検業務 

回監視等業務 

・映像監視業務 

・施設常駐巡回業務、昇降施

設異常停止等緊急対応業

務、エスカレーター始動・

停止業務、照明設備点検業

務 

〇相模原駅前ほかエレベータ

ー等保守点検業務 

・相模原駅前エレベーター等

保守点検業務 

・矢部駅南北自由通路エレベ

ーター等保守点検業務 

・矢部駅地下通路監視装置保

守点検業務 

・淵野辺跨線橋エレベーター

保守点検業務 

・淵野辺駅北口エレベーター

等保守点検業務 

・橋本小山ふれあい立体エレ

ベーター保守点検業務 

・南橋本駅東西自由通路エレ

ベーター等保守点検業務 

・上溝駅前歩道橋エレベータ

ー保守点検業務 

・南昇降施設管理センター設

備保守点検業務 

・昇降施設修繕業務 

〇相模原駅前ほかエレベータ

ー等保守点検業務 

・相模原駅前エレベーター等

保守点検業務 

・矢部駅南北自由通路エレベ

ーター等保守点検業務 

・矢部駅地下通路監視装置保

守点検業務 

・淵野辺跨線橋エレベーター

保守点検業務 

・淵野辺駅北口エレベーター

等保守点検業務 

・橋本小山ふれあい立体エレ

ベーター保守点検業務 

・南橋本駅東西自由通路エレ

ベーター等保守点検業務 

・上溝駅前歩道橋エレベータ

ー保守点検業務 

・南昇降施設管理センター設

備保守点検業務 

・昇降施設修繕業務 

 なお、上記２件以外の契約においても、まち・みどり公社から他の事業者への再委託の内

容は、同様の委託内容と思われるものが多数存在する。 
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（問題点） 

市からまち・みどり公社に委託している業務の随意契約の理由として、「まち・みどり公

社以外に任せられる者がいない」等の理由により随意契約となっているものがあるが、他に

任せられる者がいないにも関わらず、まち・みどり公社は市からの随意契約で受託した多く

の業務で再委託を実施している。 

（団体の見解） 

市との契約に基づき、第三者委託については適切に処理されているものと承知しており

ます。公社は、相模原市から「橋本駅前ほか監視巡回清掃等業務委託」「相模原駅前ほか監

視巡回清掃等業務委託」「相模大野駅前ほか監視巡回清掃等業務委託」「駅自由通路等維持管

理業務委託」「相模大野駅西側地区東西自由通路監視巡回清掃等業務委託」「指定喫煙場所清

掃業務委託」を受託し、その仕様に定める業務のうち、類似する業務を統合することで、業

務の効率化、契約額の抑制に努め、業務品質の標準化を図りました。 

また、キャンプ淵野辺留保地管理業務委託について、管理経費の多くは樹木剪定や除草業

務の委託経費に費やされていますが、公社は、隣接する淵野辺公園の指定管理者であり、日

常的な管理状況、淵野辺公園内で開催される各種事業の実態を常に把握でき、留保地の安定

的な管理、効果的な活用がされております。 

（所管課の見解） 

 相模大野駅前ほか監視巡回清掃等業務委託、相模原駅前ほか監視巡回清掃等業務委託、橋

本駅前ほか監視巡回清掃等業務委託、相模大野駅西側地区東西自由通路監視巡回清掃等業

務委託、駅自由通路等維持管理業務委託、指定喫煙場所清掃業務委託については、業種別に

契約を細分化できるものは競争性を持たせた上で、平成29年度から直接発注に切り替えて

いる。 

 キャンプ淵野辺留保地については、整備着手までの期間、地域住民等の利用に供し、国有

地の有効活用を図るため、国から管理を委託されたものである。そのため、当該地の管理業

務委託については、利用者の利便性向上や緊急時の迅速な対応等が必要であることから、隣
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接する淵野辺公園の指定管理者と随意契約を締結しているものである。 

（結論：意見） 

改革プラン第５章取組方針２指導の視点（３）市から外郭団体に委託する事業の見直し

イにおいて、「市から外郭団体への委託事業について、特に再委託率が高い業務及び人件

費率の高い業務については、市は再委託業者への業務の直接発注に努める。」とあること

から、市は、まち・みどり公社への随意契約による委託を見直して、まち・みどり公社以

外の事業者へ直接委託することを検討する必要がある。なお、平成29年度においては、

「キャンプ淵野辺留保地管理業務委託」を除いて直接発注へ見直された。 

（４）進捗管理シートにおける評価について 

（概要） 

平成 28 年度の進捗管理シート＜３組織、人員体制の効率化＞の平成 27 年度の計画、実

績、分析の欄において、効果についての記載があるが、効率化に関する記載がない。 

計画 合併後における新体制の組織見直し・検証を行う。また、引き続き職

員評価制度の運用効果を検証・改善し、効果的な運用を図る。 

実績 合併後の組織について、経営計画及び実施計画に基づく評価・検証を

行い、地域振興係について、新たに創設する事業企画係に移管するな

ど、平成28年度に向けた事務局組織の再編に取り組んだ。また、職員

評価制度の運用効果の検証を行った。 

分析 次年度に向けた事務局組織を再編することで、地域連携・地域振興に

関わる事業を推進する体制づくりができた。また、次年度においても

職員評価制度の運用効果を検証・改善し、効果的な運用を図る。 

所管課意見 合併後の組織体制について、検証、再編が図られ、評価できる。 

今後は、再編後の体制の実績、効果等の把握、検証を図るよう促す。 

（出典：平成28年度の進捗管理シートから平成27年度分を抜粋） 

（問題点） 

組織、人員体制の効率化に関する分析が十分ではなく、平成 27 年度から平成 28 年度に

おける管理費の減少を除いて、管理費及び管理費補助金が削減されていない。 
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（単位：千円） 

項  目 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

管理費 79,822 118,123 63,510 

管理費補助金 20,432 20,536 24,432 

（団体の見解） 

管理費については、合併前と合併後の比較においても減少していますが、管理費補助金に

ついては、補助対象経費となる人件費相当分の増額により、経年比較においては減少してい

ない状況です。それ以外の法人の管理運営に要する経費については、効率的な予算執行のも

と、削減に努めているところです。 

（所管課の見解） 

 団体の自立化に向け、段階的に補助金を削減していくこととする。  

（結論：意見） 

 組織、人員体制の効率化に関する分析を十分に行い、管理費及び管理費補助金の削減に努

め、団体の自立化を計画的に推進すべきである。 
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Ⅱ．社会福祉法人相模原市社会福祉協議会（所管課：地域福祉課） 

１．社会福祉法人相模原市社会福祉協議会（以下「市社協」という。）の概要 

（１）設立の目的等 

① 設立年月日 昭和43年12月23日 

② 設立根拠  社会福祉法第109条 

③ 設立の目的 相模原市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の

健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを

目的とする。 

（２）市社協の事業内容 

 ① 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

 ② 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

 ③ 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 

 ④ ①から③のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業 

 ⑤ 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡 

 ⑥ 共同募金事業への協力 

 ⑦ ボランティア活動の振興を目的とする事業の企画及び実施 

 ⑧ 日常生活自立支援事業 

 ⑨ 成年後見事業 

 ⑩ 高齢者家事援助事業 

 ⑪ ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業 

 ⑫ 福祉車両等運行事業 

 ⑬ 保健と福祉のライブラリーの運営 

 ⑭ ファミリーサポートセンター事業 

 ⑮ 認定生活困窮者就労訓練事業 

 ⑯ 高齢者生活支援体制整備事業 

 ⑰ その他この法人の目的達成のため必要な事業 
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（３）財務のハイライト情報等（「決算書」より抜粋）   

          （単位：千円） 

項   目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

会費収入 42,993 42,002   

会費収益   38,317 37,057 

寄附金収入 8,392 7,484   

寄附金収益   8,734 32,257 

経常経費補助金収入 492,715 493,283   

経常経費補助金収益   524,853 525,740 

（うち市補助金） 492,123 492,541 498,026 497,694 

（うち共同募金配分金収益）   26,678 27,947 

共同募金配分金収入 26,361 25,166   

受託金収入 347,508 361,802   

受託金収益   378,868 427,034 

（うち市から受託） 336,307 350,405 367,412 416,106 

事業収入 139,927 130,724   

事業収益   120,756 117,446 

その他収入等 3,786 6,534   

その他収益   4,414 4,786 

事業活動収入計 1,061,682 1,066,995   

サービス活動収益計   1,075,942 1,144,320 

人件費支出 566,558 593,166   

人件費   602,145 687,801 

事務費支出及び事業費支出 425,249 430,360   

事務費及び事業費   412,188 405,454 

助成金支出 49,721 49,457   

助成金費用   54,527 56,607 

その他支出等 20,896 11,210   

その他費用等   8,068 51,415 

事業活動支出計 1,062,424 1,084,193   

サービス活動費用計   1,076,928 1,201,277 

事業活動収支差額 △742 △17,198   

サービス活動増減差額   △986 △56,957 

経常収支差額 14,843 △945   



23 
 

項   目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

経常増減差額   16,718 △39,193 

当期活動収支差額 15,561 △913   

税引前当期活動増減差額   17,528 △13,939 

法人税、住民税及び事業税 - - 2,539 5,233 

当期利益 15,561 △913   

当期活動増減差額   14,989 △19,172 

（注）平成27年度から（新）社会福祉法人会計基準を適用している。平成26年度以前は、

旧会計基準の「事業活動収支計算書」から集計した数値である。平成 27年度以降は、

新会計基準に基づく「事業活動計算書」の数値を用いている。 

２．個別論点 

（１）「事業別収支計算書」について 

（概要） 

事業活動明細書（事業活動計算書の内訳書）上、16 項目の市からの補助金を収益に計上

しており、同様に14項目の市からの受託金収益を計上している（金額については、上記１．

（３）「財務のハイライト情報等」を参照）。補助金を交付または受託契約を締結している市

の担当課の数は多数になる。補助金または受託業務に対する実績報告の一部としての収支

報告書と市社協の財務諸表等が整合していることを確認する作業を行った。具体的には市

社協が利用している、市販の社会福祉協議会会計用のパッケージソフトから出力される「事

業別収支計算書」を閲覧し、必要に応じて市への報告書等と照合した。その結果、集計の正

確性や整合性は確認できたが、当該「事業別収支計算書」は必ずしも使い勝手の良い資料と

は言えない側面もあると考えられる。 

公表されている「資金収支明細書」及び「事業活動明細書」は、社会福祉法人会計基準及

び市社協の経理規程に基づき、以下の様に分類されている。 

事業区分 拠点区分 サービス区分 プロジェクトの数 

社会福祉事業 地域福祉拠点 

法人運営事業 19 

地域福祉推進事業  32 

あんしんセンター事業   3 
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事業区分 拠点区分 サービス区分 プロジェクトの数 

在宅福祉推進事業  11 

公益事業 公益事業拠点 
住民参加推進事業   4 

市民福祉会館運営事業   1 

収益事業 収益事業拠点 飲料水等販売事業   2 

計    72 

上記の表の右端の列である「プロジェクトの数」とは、市社協が分類している会計単位

の数である。市からの補助金や受託事業の実績を報告する際に、収入及び支出を科目別に

集計するための単位として利用されている。補助金別の収支決算書等は、これを基に作成

されている。 

（問題点及び結論：意見） 

補助金の対象事業や、受託事業の数に比べて、プロジェクトの数が多すぎるものと考えら

れる。例えば、１つの受託事業に対して複数の拠点等が対応する場合など、細分化が必要な

場合はあるが、中には計上金額が僅少なものや、科目数が数行のプロジェクト（会計単位）

も散見される。 

適宜集約するか、階層化するなどして、使い勝手の良いシステムとして利用すべきである。 

（団体の見解） 

業務内容の変更等に対応し、プロジェクト数の集約や細分化を適宜行ってまいります。 

（２）会計上の表示に関する事項について 

（問題点及び結論：結果） 

① 資金収支明細書と事業活動明細書（地域福祉拠点区分）の科目不整合 

                             （単位：円） 

明細書 社会福祉事業の市補助金収益の科目名 計上金額 

資金収支 地域福祉推進補助金収入 674,587 

事業活動 企画広報事業補助金収益 674,587 

科目名は、「補助金」の前は同一名称になるはずである。 

補助事業実績調書を参照すると、資金収支明細書の名称が適切だと判断される。 
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（単位：円） 

明細書 社会福祉事業の市受託金収益の科目名 計上金額 

資金収支 地区住民相談支援活動推進事業受託金収入 18,702,780 

事業活動 地域福祉支援体制推進事業受託金収益 18,702,780 

科目名は、「事業受託金」の前は同一名称になるはずである。 

業務委託契約書を参照すると、事業活動明細書の名称が適切だと判断される。 

② 業務未収入金と業務未払金の過大計上 

当該科目は、事業活動から生じた外部に対する金銭債権や金銭債務を計上するための

ものである。残高明細を閲覧したところ、内部取引（例、社福事業・公益事業間の繰入金）

が消去されないで、上記の科目の残高に含まれていた。 

市社協の説明によれば、相殺消去すべき金額は、32,753 千円である。 

③ 未払法人税等及び未払消費税等の区分掲記 

法人税、住民税及び事業税は、従来は現金主義によっており、納付時に費用計上してい

たが、平成28年度より発生主義に変更した。発生主義への変更により、当期の事業活動

計算書には、２年分の費用が計上されている。 

平成 28 年度の確定納付額は平成 29 年５月に納付されるため、貸借対照表上に未払額

が計上されることになるが、現状では業務未払金に含まれている。本来は下記の科目に振

替えるべきである。また、未払消費税等も業務未払金に含まれている。 

                 （単位：千円） 

振替先の科目名 振替えるべき金額 備   考 

未払法人税等 2,799  

未払消費税等 2,634  

 

④ ワンイヤー・ルール（１年基準）の不徹底 

貸借対照表上、貸付金はすべて「長期貸付金」に含められて固定資産に計上されている。

貸付金残高は内容により、以下の３種類に区分されるが、その中には１年以内に回収予定

の部分もあるため、当該金額は流動資産に区分計上すべきである。 
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                            （単位：千円） 

種    類 期末残高 １年以内の回収予定額 

生活資金一時貸付 13,812 0 

要援護世帯生活資金貸付 1,405 1,405 

社会福祉事業振興資金貸付 735,137 61,234 

計 750,354 62,639 

「生活資金一時貸付」（残高件数は、247 件）は、長期と短期が混在していると考え

られるため、簡便的に全額を長期貸付金として扱う。 

「要援護世帯生活資金貸付」（残高件数は、16件）は、短期的なつなぎ融資の性格で

あるため、全額を短期貸付金として扱う。 

「社会福祉事業振興資金貸付」（残高件数は、15件）は、社会福祉施設の建設資金の

貸付であるが、返済予定表に基づき、1年内返済予定額を集計できる。 

⑤ 拠点区分別、事業区分別の計上の必要性 

「社会福祉法人会計基準」は資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表について拠

点区分別、事業区分別に作成することを求めており、「退職給付費用」については事業活

動計算書の勘定科目として定められている。しかし、現状、市社協では退職給付費用を各

拠点区分、事業区分（上記（１）を参照）に配分しておらず、社会福祉事業区分の費用と

して一括計上している。具体的には、適切な金額を公益事業区分へ配賦することが必要で

ある。また、貸借対照表への退職給付引当金の計上も社会福祉事業区分に一括計上されて

いるが、各拠点区分、事業区分に配分して計上すべきである。 

⑥ 不十分な財務諸表注記 

１）法人で採用する退職給付制度 

支給基準（内部規程）に基づいて支給する旨は記載されているが、制度の説明として

は不十分である。引当金明細書及び積立金・積立資金明細書とも整合していない。 

具体的には、以下のように、外部の拠出金制度を利用している旨の記載が必要である。 

・公益社団法人 神奈川県福利協会 

・独立行政法人 勤労者退職金共済機構 

前者は、引当金の明細書及び積立金・積立資金明細書にも記載されており、内部で引
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当てた金額と、この拠出累計額との合計額が、貸借対照表の退職給付引当金残高に一致

している。また、当該拠出累計額は、貸借対照表の資産の部の「退職給付引当資産」の

一部を構成している（残りは、預金と有価証券）。 

後者は、合併により引き継いだ制度であり、数名のみが利用している。掛金は「雑費」

勘定で費用計上しているが、厳密には、「退職給付費用」勘定を使用すべきである。 

２）満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

当該明細表には、時価及び評価損益の記載がない（前年度は記載あり）。重要な情報

であるため、開示すべきである。なお、保管先の証券会社からの報告書を閲覧したとこ

ろ、帳簿価額より時価の方が低い銘柄はなかった。 

⑦ 開示が不十分な明細書 

補助金事業等収益明細書には市からの補助金が「○月分」とか「第○期分」という具合

に交付のタイミングごとに分割して記載されている。各補助金の年間合計額は、事業活動

明細書上で科目別に区分計上されており、改めて明細書上で交付時期ごとに記載する必

要性は認められない。逆に期末近くの返還（精算）額については、複数の補助金を合算し

て記載しているため、明細書上では、補助金の種類別の年間合計額を算出できず、事業活

動明細書との照合ができない状態にある。 

一方、規定で要求されていない科目の明細であっても、読者の理解に資するものならば、

積極的に開示すべきである（例えば、上記④の社会福祉事業振興資金の相手先別貸付残

高）。 

（団体の見解） 

① 新会計システムへの移行に当たり、科目名を計上する際に差異が生じたものです。今

後、整合を図ることとします。 

② 平成29年度決算においては、全ての計算書類において内部取引消去に関しての記載

漏れがないよう確認します。 
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③ 平成29年度決算において、未払法人税等及び未払消費税等として計上します。 

④ 平成29年度決算において、要援護者世帯生活資金貸付及び社会福祉事業振興資金貸

付については、流動資産に計上します。 

⑤ 本会経理規程は、社会福祉協議会モデル経理規程（社会福祉法人全国社会福祉協議会 

平成24年9月7日改定）に基づき整備を行っています。 

同モデル経理規程の注記において、『拠点区分について、「事業所又は事務所を単位に

拠点区分」とせず、「事業運営の実態に照らし、一体的に運営されている事業を集約し、

それぞれ設定する」と記載するにとどめ、事業の性格、事業の予算規模、職員配置の状

況を踏まえ、拠点区分については各社協が判断することができる表現とした。』とされ

ています。 

本会では、公益事業区分における常勤職員１名に係る退職給付費用については、事業

の予算規模、職員配置の状況から社会福祉事業区分に一括計上しています。 

⑥ 公益社団法人神奈川県福利協会の退職金に係る費用等との区分を明確にするために、

独立行政法人勤労者退職金共済機構の掛金については雑費として計上していますが、

今後は、独立行政法人勤労者退職金共済機構についても退職給付費用として計上する

ことについて検討します。 

平成29年度決算においては、満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び

評価損益（一覧表）に「時価」を記載します。 

⑦ 平成29年度決算においては、補助金事業等収益明細書に補助金ごとの期末精算返還

額を記載します。 

（３）その他の開示項目（事業報告書） 

（問題点及び結論：意見） 

① 社会福祉事業振興資金の貸付残高の相手先別明細 

社会福祉事業振興資金（上記（２）④を参照）の貸付残高の相手先別明細が平成28年

度から開示されなくなった。 
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金額的に重要であり、最終的な返済期限は平成43年と、長期的な資産でもある。新規

貸付はないため、回収のみであるが、開示することが望ましい。事業報告書では記載しな

くとも、上記（２）⑦に記載したように、相手先別明細を決算書に記載するという代替案

もある。 

② 生活資金一時貸付事業の「運用状況」（増減表）の記載ミス 

前期の増減表の期末残高が、翌期の期首残高に一致しないため質問したところ、数年に

わたり金額が間違っていたことが判明した。なお、同貸付事業は市から補助金を交付され

ている。 

                          （単位：千円） 

時  点 期末残高 翌期の期首残高 あるべき残高 

平成26年３月末 704 1,962 13,994 

平成27年３月末 2,706 3,795 14,738 

平成28年３月末 4,338 3,619 15,280 

平成29年３月末 2,150 未作成 ※1 13,812  

※1 上記（２）④を参照 

差異の原因は、一部の貸付金のみを集計したためとのことである。 

（団体の見解） 

① 平成29年度事業報告においては、相手先別明細を記載します。 

② 訂正した事業報告書をホームページ上に再掲出します。 

（４）補助金の会計処理について 

（概要） 

「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」は、平成28年度から開始された制度で

あり、国と市から補助金が交付されている。実務的には平成29年１月から実施されたため、

貸付の実績はなかったが、事業活動計算書上では、2,450千円の市補助金収益が計上されて

いる。 

上記の貸付金に関しては、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課から、事務連絡として「新
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たな貸付制度の会計処理に関する基本的な考え方について」（平成29年５月29日）が公表

されており、これに従うことが必要である。ただし、公表日が遅かったためもあり、原則は

平成28年度決算より採用すべきであるが、翌年度からの採用も容認されている。 

新しい会計処理の概要は以下のとおりである。 

国や市から補助金を交付された際は、特別収益区分で「貸付事業補助金収益」を計上する

一方、資本の部に「国庫補助金等特別積立金」を同額積み立てる。 

この相手勘定は、特別費用区分の「国庫補助金等特別積立金積立額」である。従って、利

益と費用が同額計上されるため、利益には影響を与えない。 

貸付を実行した時は、貸借対照表の資産の部に貸付金を計上するが、現預金と貸付金とい

う資産間の振替処理のため、損益には関係しない。 

返済免除の要件を満たした場合は、貸付金を減額し、同額をサービス活動費用区分で「償

還免除額」として費用計上するが、同額の「国庫補助金等特別積立金」を取崩し、「国庫補

助金等特別積立金取崩額」を計上するため、ここでも費用と収益とが同額となり、利益には

影響を与えない。関連する諸費用が発生した場合も「国庫補助金等特別積立金」を取崩し、

当該費用を相殺することになる。 

以上により、補助金が交付され、貸付を行い、免除する間（数年を要するが）、利益は発

生しない仕組みとなっている。 

 

（問題点及び結論：結果） 

平成28年度において、当該事業の貸付の実績はなかったが、事業活動計算書上では、2,450

千円の市補助金収益が計上されている。 

市社協の平成28年度決算においても、新しい会計処理の趣旨を踏まえることにより、ま

たは、会計実務で一般的に適用される保守主義の原則に従い、利益が先行して計上されるよ

うな会計処理は慎むべきであったと考えられる。 

具体的には、交付された補助金の全額を前受金に計上しておき、免除が決定した事業年度

に収益（補助金の受取り）と費用（免除損）を同額計上する方法が適当だったと考えられる

（業務に関連する事務費相当額 48千円は、収益計上が可能である）。 
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実際に、平成28年度末においても、国等からの補助金の交付が先行したため、33,610千

円が前受金に計上されている。貸付実績がないのに、貸付予定額で収益を計上する方法は、

適切とは言えないと判断される。 

（団体の見解） 

平成29年度決算においては、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡「新たな貸付

制度の会計処理に関する基本的な考え方について」（平成29年５月29日）を踏まえ、これ

に従って会計処理を行います。 

（５）資産の管理業務について 

（問題点及び結論：結果） 

① 有価証券の格付け情報の入手 

「あじさい基金資金運用規程」第９条では、金融商品（具体的には有価証券）の格付け

情報を入手・検討することが要求されているが、質問の結果少なくとも最近は格付け情報

を入手していないことが判明した。 

市社協の説明によれば、当該情報は有価証券の保管先（購入先でもある）証券会社から

入手可能とのことである。 

なお、同規定は、上記以外の基金の運用にも適用されるとのことである。 

② 貸付先の財務資料の入手及び閲覧 

上記（２）④の「社会福祉事業振興資金貸付」は多額かつ長期にわたる。貸付先である

社会福祉法人の財務状況は団体により格差があるため、定期的に決算書を入手し、財務内

容を検討すべきだと考えられるが、現状では、その様な手続きは実施されていない。 

（団体の見解） 

① 今後は、経理規程第47条に基づき、毎会計年度９月末日及び３月末日に実施する有

価証券の時価と帳簿価額の比較表を作成する際に、証券会社から格付け情報を入手し

会長に報告します。 
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② 社会福祉法人は、社会福祉法に基づき、現況報告書、収支計算書、貸借対照表につい

て、インターネットでの公表が義務付けられていますので、その公開された資料を確認

します。 

（６）地区社会福祉協議会から市社協に提出される収支決算書について 

（概要） 

地区社会福祉協議会（以下「地区社協」という。）は、相模原市内の22の小圏域（地区）

を単位に諸団体の協議体として組織されている。 

平成28年度において、市社協より各地区社協へ補助金が交付されており、以下の３つに

分類される。 

                              （単位：千円） 

名  称 対象の地区社協 交付額 主な財源 

育成費補助金 全地区 21,185 募金・賛助会費  

福祉コミュニティ形成事業補助金 全地区 7,006 市の補助金  

地域助け合いシステム事業補助金 4地区 374 募金・賛助会費  

（問題点） 

① 補助金に対する「収支決算書」と総会用の「収支報告書」の不一致 

市社協は補助金の実績報告として「収支決算書」を入手している。また、地区社協は総

会用の資料として「収支報告書」（※）も作成しているが、基本的には両者の記載内容は

同一である。市社協の職員である「地域福祉推進員」が地区社協に常駐しており、上記の

収支決算書等の作成を支援している。なお、同職員の人件費の一部には、市の補助金が使

用されている。 

※ 名称は地区により異なるが、総会用のものは、上記の名称で統一した。 

「収支決算書」と「収支報告書」とを比較したところ、主たる（最も多額な）補助金で

ある「育成費補助金」に関して、支出の部の合計額が不一致であることが判明した。                     
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 （単位：千円） 

地区名 総会用の方が大（小） 原因となる科目と内訳金額 

A (10) ボランティア育成費 

B 110 ふれあいサロン  90 

ふくしまつり    20 

C (470) 予備費 

市社協の説明によると、総会用の収支報告書の翌期繰越額と現金残高とを、上記の地域

福祉推進員が照合しているとのことであり、総会用の収支報告書の方が正確だと判断さ

れる。 

② 複数の補助金の関係の扱い方が不統一 

上記の（概要）に記載したとおり、３種類の補助金があるが、主たる補助金である、「育

成費補助金」の中で、他の補助金をどう扱うかが統一されておらず、地区によっては、判

読が困難なところがある。 

最も理解し易いのは、補助金ごとに作成する方法である。次にわかり易いのは（前者と

似た方法ではあるが）、収入及び支出の部で同額を計上する方法である。この場合、収入・

支出ともに、１行で済ませることが多いが、より詳細な方法としては、精算前の当初交付

額を用いる場合と、精算後の実績額を使用する方法とがある。前者については、下記③の

ような、不十分な開示が生じるケースもある。 

逆にわかりづらい例は、収入と支出の金額が不一致の場合である。特に支出項目が複数

行になる場合、読者にとっては、補助金の種類ごとの分類作業が必要になるため負担も大

きくなる。さらに積立金等との間で繰入れや繰出しがあると、複雑な動きになり、作成者

や担当者以外には理解不能ではないかと考えられる地区もあった。 

③ 使途の全容が不明な収支決算書 

ある地区の「育成費補助金」の収支決算書の収入の部には、「福祉コミュニティ形成事

業補助金」が200千円計上されており、これは補助金額と一致している。 

一方、支出の部には、「福祉コミュニティ形成事業」304千円と（１行）で支出が計上さ

れている。差額は、自己財源と判断された。そこで「福祉コミュニティ形成事業補助金」
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の収支決算書を閲覧したところ、収入・支出ともに、200千円で作成されていた。支出の

部は４項目に細分化されているが、自己財源に相当する金額の使途は不明である。他の地

区の場合、自己財源を含んだ収支決算書を作成しており、この地区も本来はそうすべきで

あった。 

④ 「予備費」欄の記載方法 

予算の欄に「予備費」の科目があり、金額が記載されている地区が多い。予算欄の扱い

には問題ないが、実績欄に金額が記載されており、かつ（摘要欄等に）説明がないケース

は読者を不安にさせる。 

予備費から、何にいくら使用したかの記録を残したいのであれば、注記等をすれば良い

のであり、上記①の「地区C」のように、実績欄に金額（予算額と同額）を残したために、

支出額が同額だけ多額になってしまった例もあった。 

⑤ 翌期繰越額の未記載 

総会用の「資金収支計算書」や、市社協に提出する「福祉コミュニティ形成事業補助金」

及び「地域助け合いシステム事業補助金」の収支決算書には、翌期繰越額の記載があるが、

「育成費補助金」の収支決算書に関しては、ほとんどの地区において記載がない。翌期繰

越額を照合するだけで、上記①の金額の不一致は発見できたはずである。 

（結論：意見） 

市社協の説明によれば、地区ごとに作成方法の独自性が残っているとのことである。地区

の担当者（地域福祉推進員）以外にも、市社協の管理者を始め、他の第三者等も閲覧するこ

とを前提として様式を統一すべきである。 

（団体の見解） 

情報提供に当たっては、今後、22 地区社会福祉協議会と様式等について協議してまいり

ます。 
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Ⅲ．相模原市土地開発公社（所管課：土地利用調整課） 

１．相模原市土地開発公社の概要 

（１）設立の目的等 

① 設立年月日 昭和49年４月１日 

② 設立根拠 公有地の拡大の推進に関する法律第10条 

③ 設立の目的 「公有地の拡大の推進に関する法律」（昭和 47 年法律第 66 号）（以下

「公拡法」という。）に基づき、市の公共用地の取得、処分等を行うことにより、地域

の秩序ある整備と市民福祉の増進に寄与することを目的とする。 

（２）事業内容 

① 公拡法第４条第１項又は第５条第１項に規定する土地、道路・公園等の用に供する土

地等の取得、造成、管理、処分業務及び当該業務に附帯する業務 

② 住宅用地の造成事業並びに地域開発のためにする内陸工業用地及び流通業務団地の

造成事業並びに当該業務に附帯する業務 

③ 土地の造成又は造成事業の実施と併せて整備されるべき公共施設又は公用施設の整

備で地方公共団体の委託に基づくもの及び当該業務に附帯する業務 

④ 国・地方公共団体等の公共的団体の委託に基づく、土地の取得のあっせん、調査、測

量等の業務 

（なお、土地開発公社は①の事業のみ実施している。そのうち、「取得」は平成25年度以

降実施しておらず、「造成」は実施していない。よって現在は、「管理、処分及び当該業務

に附帯する業務」のみを実施している。） 

 

（３）財務のハイライト情報等（「基本調書」より抜粋） 

（単位：千円） 

科  目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

公有地取得事業収益 4,529,207 1,288,849 1,589,251 1,505,769 1,507,412 

附帯等事業収益 13,227 9,854 8,781 8,315 5,151 

補助金等収益 20,973 0 0 142,778 0 

事業収益合計 4,563,408 1,298,704 1,598,032 1,656,863 1,512,564 
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科  目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

公有地取得事業原価 4,543,973 1,444,650 1,587,527 1,646,773 1,505,276 

事業原価合計 4,543,973 1,444,650 1,587,527 1,646,773 1,505,276 

事業総利益 19,434 △145,946 10,505 10,090 7,287 

販売費及び一般管理費 2,724 2,568 2,669 1,435 2,755 

事業外収益 467 343 248 217 210 

当期純利益 17,177 △148,171 8,084 8,872 4,742 

（単位：千円） 

科  目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

未収金 4,526,165 1,144,313 1,589,251 1,570,668 1,507,412 

公有用地 12,226,216 11,051,283 9,484,104 8,070,947 6,575,378 

代替地 1,002,820 800,606 801,624 583,411 584,702 

流動資産合計 18,642,115 13,620,337 12,143,080 10,505,657 8,951,467 

工具器具備品 1,079 1,079 1,079 1,079 1,079 

減価償却累計額 △976 △992 △1,003 △1,013 △1,022 

有形固定資産合計 102 86 75 66 56 

無形固定資産合計 0 0 889 684 478 

投資有価証券 10,016 10,016 10,016 10,016 10,016 

固定資産合計 10,118 10,102 10,981 10,766 10,551 

資産合計 18,652,233 13,630,440 12,154,061 10,516,423 8,962,019 

短期借入金 914,693 12,974,897 11,859,767 10,218,176 8,661,377 

その他 520,185 384,749 15,416 10,497 8,149 

流動負債合計 1,434,879 13,359,647 11,875,184 10,228,673 8,669,527 

長期借入金 16,838,389 0 0 0 0 

固定負債合計 16,838,389 0 0 0 0 

負債合計 18,273,269 13,359,647 11,875,184 10,228,673 8,669,527 

基本財産 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

資本金合計 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

前期繰越準備金 391,787 408,964 260,793 268,877 277,749 

当期純損失 0 △148,171 0 0 0 

当期純利益 17,177 0 8,084 8,872 4,742 

準備金合計 408,964 260,793 268,877 277,749 282,492 

資本合計 418,964 270,793 278,877 287,749 292,492 

負債資本合計 18,692,233 13,630,440 12,154,061 10,516,423 8,962,019 
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（４）土地開発公社における用地取得の仕組み（土地開発公社作成資料より） 

① 概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、土地開発公社は平成25年度以降新たな用地取得は行っていない。 

公有用地とは公有地先行取得事業により土地開発公社が所有権を取得した土地であり、

道路・公園等といった公共の用に供する土地をいい、代替地とは公有地先行取得事業により

取得される土地の所有者に対して、その土地に代わる土地として譲渡されるために土地開

発公社が取得した土地をいう。 

② 一般的な公有用地取得の手順説明 

（ア）公拡法第17条第１項第１号イに規定される先買いによる取得手順（公有用地、代

替地） 

１）のように、市が土地所有者から、当該土地を有償譲渡しようとする場合の届出（公

拡法第４条）若しくは、当該土地の買い取りを希望する申出（公拡法第５条）を受けた後、

２）から５）の手順で土地を取得する。 

（イ）土地収用法（昭和26年法律第219号）第76条第1項に基づく残地取得手順（代

替地） 

公共用地の取得に伴い生じた残地について、１）のように、市が土地所有者から残地

取得依頼を受け、２）から４）までの手順で土地を取得する。 

土地所有者 

市 

土地開発公社

１）公拡法に基づく届出・申出／

市長に対して残地取得依頼 

４）公有用地・代替

地取得完了報告書 ２）取得依頼 

３）契約書締結 

５）土地売買契約書締結（買戻し

（公有用地の場合）） 
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残地は原則として買い取り対象外だが、残地を従来利用していた目的に供することが

著しく困難な場合、所有者は収用を請求できる。 

（ウ）公拡法第17条第１項第１号ロに規定される先買いによる取得手順（公有用地） 

公共施設等の用に供する土地について、②のように市からの取得依頼を受け、３）から

５）の手順で土地を取得する。 

（５）補助金等市の財政的援助の状況 

① 財政援助の状況推移（「基本調書」より） 

（単位：千円） 

項  目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

市短期借入金 728,000 802,457 802,457 731,236 588,457 

市長期借入金 1,167,457 0 0 0 0 

債務保証残高 15,857,625 12,172,440 11,057,310 9,486,940 8,072,920 

補 助 金 20,973 0 0 142,778 0 

（注） 

・市借入金は無利息、金融機関からの借入金に対して市が債務保証を行っている。 

・相模原市土地開発公社補助金は、代替地を民間へ売却した際の処分額と帳簿価額との差額

（売却差損）の補填に充てるものであり、全て補正予算での対応となる。 

・平成26年度及び平成28年度は外部売却がなかったため補助金はゼロ、また、平成25年

度は外部売却があり、売却差損が157,326千円あるが、土地開発公社の繰越利益で充当した

ため市へ補助金の要求は行わず、補助金はゼロである。 

・その他の財政援助として、法人市民税減免、事務室の無償貸付けがある。 

② 最近における土地開発公社の代替地一般処分一覧及び補助金額等（土地開発公社作

成資料を基に作表）  

                            （単位：千円） 

年度 用 地 名 帳簿価額 処分金額 処分損 補助金決算額 

平成24

年度 

平成17年度長竹用地 44,989 24,015 20,973 20,973 

計 44,989 24,015 20,973 20,973 

平成25

年度 

昭和63年度東淵野辺3丁目用地 203,526 46,200 157,326 0 

計 203,526 46,200 157,326 0 
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年度 用 地 名 帳簿価額 処分金額 処分損 補助金決算額 

平成27

年度 

昭和63年度双葉2丁目用地 112,564 43,400 69,164 69,164 

平成12年度内出境松用地 81,806 26,900 54,906 54,906 

平成17年度根小屋用地 26,287 7,580 18,707 18,707 

計 220,658 77,880 142,778 142,778 

（６）これまでの改革の経緯 

① 「土地開発公社の経営の健全化に関する計画書（以下「健全化計画」という。）」（平

成18年３月策定） 

経営健全化の期間は平成18年度から平成22年度までの５か年。 

平成16年の総務事務次官通知「土地開発公社経営健全化対策」を踏まえ、土地開発

公社保有地について市の総合計画や主要事業計画と連携した中で本計画を策定し、代

替地の処分に対し補助金を交付するなど、土地開発公社の抜本的な経営改善に取り組

む。 

経営健全化のための具体的措置のひとつとして、代替地を新規に取得する場合は、そ

の処分目的、処分先が明確なものに限る。代替地の処分として平成22年度末までに計

画的に処分を進める。 

② 「相模原市外郭団体に係る改革プラン」（平成23年10月策定） 

取組期間は、平成23年度から平成31年度までの9年間であり、このうち平成23年

度から平成25年度までの３年間を重点取組期間とする。 

団体の将来の在り方について平成25年度までに方針を決定する。見直しの方向性と

して、長期保有土地については、処分することが困難となった経緯を明らかにするとと

もに、現在保有している必要性等を十分考慮し、処分計画を明らかにしたうえで、積極

的な処分を図ることが適当である。 

③ 「相模原市土地開発公社経営計画」（平成23年12月策定）（以下「経営計画」とい

う。） 

改革プランにおいて、経営計画の策定や団体の在り方についての方針を決定するよ

う定められた。土地開発公社の新たな目標を定め、本経営計画期間中、さらに資産の圧

縮を図るなど経営改善を引き続き推進するとともに、今後の団体の在り方について、事

業用地先行取得の手法、市と土地開発公社の役割分担、存続・解散の方針決定後の土地

開発公社の経営や各種事業への影響等を検証した上で、最終的な方針決定に向けた検

討を進めていくものとする。 

市と土地開発公社による検討組織を設置し、存続、解散など将来の在り方について検

討を進め、平成25年度までに方針を決定する。 
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目標達成に向けた取組み（平成23 年度～25 年度）として、公共用地の取得は、「用

地特別会計」を設置し、公共用地先行取得等事業債の活用により、市が直接行う手法に

移行、保有土地の計画的な買戻し、民間売却等の推進、金利の圧縮、土地開発公社の在

り方の検討を挙げている。 

④ 「相模原市土地開発公社の今後の在り方について」（平成24年11月策定） 

改革プランにおいて示された、土地開発公社の今後の在り方について方向性を決定

したもの。 

土地開発公社は将来の解散を目指し、平成25年度以降新たな用地先行取得を行わず、

保有土地の解消を図っていくこととする。なお、今後の社会経済情勢の変化等を踏ま

え、５年後の平成29年度までに土地開発公社保有土地の解消状況について検証を行う

ことが定められた。 

今後の市の対応として、新たな用地取得方法の創設、土地開発公社保有土地の買戻

し、土地開発公社への支援継続。 

保有土地の解消に向けた土地開発公社の数値目標 

（単位：億円）   

項  目 平成28年度 平成31年度 平成34年度 

年度末の帳簿価額 70 30 0 

    
 

⑤「さがみはら都市経営指針実行計画」（平成25年６月策定） 

本実行計画は「さがみはら都市経営指針」の取組の方向性を具体化するもの。平成28

年度末までに土地開発公社保有土地の帳簿価額を70億円とする。（平成28年度末帳簿

価額実績は71億円であった。） 

⑥ 「第2次さがみはら都市経営指針実行計画」（平成29年２月策定） 

平成25年度に策定した「さがみはら都市経営指針実行計画」（取組期間：平成25年

度から平成28年度まで）に引き続くもの。 

土地開発公社は、将来の解散を目指して、同公社が保有する土地の計画的な買戻しを

推進していく必要がある。 

 

２．平成13年度の包括外部監査の指摘事項と措置状況の概要 

（土地利用調整課作成資料をもとに作表） 

監査の結果（指摘事項） 改善状況等 

１．長期保有土地  
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監査の結果（指摘事項） 改善状況等 

５年以上及び 10 年以上の長期保有土地

は、借入金の利息が累積するため、分割し

て処分するなど早期処分することが望まし

い。 

・平成25年度以降、新たな用地取得は行わ

ず、さがみはら都市経営指針実行計画の達

成目標に沿って確実に保有土地の縮減を進

めている。 

・平成28年度末保有土地簿価 71億、平成

31年度末保有土地簿価目標30億 

２．先買い制度 

先買い制度による土地は、民間売却が法

律的に制約されるため、事業用地は早期事

業化、早期買取り、代替地は事業用地化又

は民間売却を検討する必要がある。 

 

・磯部勝坂を除きすべて処分済み（市の買

戻し、又は市事業代替地として、或いは公

募・入札により一般処分済み。）。 

３．「代替地」等 

代替地及び広域行政道路は、帳簿価格と

時価との差が30億円あり、今後、帳簿価格

で買取る事業用地への転換も考慮する必要

がある。 

  

・大島上台、磯部勝坂を除き全て処分済み

（市の買戻し、又は市事業代替地として、

或いは公募・入札により一般処分済み。）。 

・大島上台、磯部勝坂用地については、売却

処分に向けて検討を行っている。 

・なお、報告書公表後の平成17年度に旧相

模湖町土地開発公社が取得した代替地があ

り、合併に伴い相模原市土地開発公社が取

得した用地がある。 

４．供用済み土地及び保有土地の賃貸 

供用済み土地が84億円あり、できる限り

早期に解消すべきである。 

 

・全て買戻し済み。 

 

５．利用目的不明確 

用途不明確な土地があり、これを保有す

ることは、当然土地開発公社の長期保有の

原因となる。当該用地の事業化又は民間売

却の可能性を検討することが必要である。 

 

・全て買戻し又は一般処分済み。 

６．保有目的変更 

保有目的を変更した土地があるが、目的

を変更したものの未だ、「仮称」「暫定」など

目的が明確でない土地に関しては、早期に

事業目的を明確化し、早期事業化、早期買

取りを実行すべきである。 

 

・７箇所は変更済み。 

・青葉小学校区（仮称）小型こどもセンター

用地については、市が平成24年度に定めた

「相模原市土地開発公社の今後の在り方」

を基に、平成 25年度から 10 年以内を目途
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監査の結果（指摘事項） 改善状況等 

に買戻す予定。 

７．建物除却 

土地開発公社において先行取得した土地

に建物が除去されずに存在している土地

は、「公拡法」に対し、違法性を払拭すべき

である。事業用地として早期事業化及び早

期買取りが望まれる。 

  

・市で買戻しの上、処分済み。 

８．支払利息 

３億円以下の借入に競争入札をしない基

準や、相模原市農業協同組合からの借り入

れが市中金融機関より高利率であることに

関し、見直す必要がある。 

 

・平成20年４月に、借入基準の見直しを行

い、原則金利照会による入札方式とした。 

９．借入再設定 

「公拡法」上、想定されていない借入金

の再設定の割合が年度を追うごとに増えて

おり、用地取得/売却に基づいた借入が実施

されていない。 

 

・平成25年度以降、新たな用地取得は行わ

ないため、以降の借入金は全て再設定とな

る。 

１０．債務保証と債務負担行為 

「借入再設定」分を明示し、さらに事業

計画とは別に、債務保証額（金利負担増加

による増加）の議決を得る必要があると考

えられる。 

 

・市予算書には債務負担行為の事項、期間、

限度額を記載している。また、予算主要施

策説明書には、事業項目ごとの設定額を明

示している。 

 

監査の結果（主な監査の意見） 改善状況等 

１．経営健全化対策 

平成 14 年度からの現在の経営健全化対

策に代わる新たな対策を策定し、その計画

と実績を情報公開し、地方自治行政に対し

て一層の説明義務を果たすべきである。 

 

・平成18年３月に、新たな経営健全化計画

を策定し、平成22年度末に健全化目標を達

成した。 

２．人件費負担 

市の土地政策と土地開発公社の利害は相

反することもある。有効な土地管理政策と

土地開発公社の独立性の観点のどちらを重

視し、現在全額市が負担している人件費を

 

・公益法人等への公務員派遣制度等の運用

について（平成12年自治省通知）により、

市の業務との兼業の場合には、派遣法の対

象外となるため、従来通り市が給与を支給
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監査の結果（主な監査の意見） 改善状況等 

どちらが負担すべきか再考する余地があ

る。 

する。 

３．資金の管理 

市と土地開発公社が一体となって公社の

建て直しを進めるのであるなら、大きな金

額の入金出金が伴う資金の管理を土地開発

公社で行うよりも市の会計課で行われる方

が管理の実効性が図られる。 

  

・市の会計（単式簿記）と、土地開発公社の

会計（複式簿記）が異なることや、市と土地

開発公社の財務会計システムが異なるた

め、資金管理の実効性が図られるものでは

ない。 

４．土地開発公社の今後の展開 

・債務負担行為は、総額承認ではなく、物件

毎・借入再設定毎に議会で議決するなど、

議会が検証できるシステムの構築。 

・経営状況説明書に保有土地の金額、面積

及び現在の利用状況の開示 

・代替地の取得年度の開示 

・供用済み土地の早期買取り、用途不明土

地の事業目的の早期明確化 

・時価処分される土地の時価情報の開示 

 

・予算主要施策説明書に、事業項目毎の設

定額を明示し、附属明細書の公有用地明細

表に暫定利用・再設定の表示を加えた。 

・附属明細書に代替地の取得年度を全て明

示した。 

 

・供用済み土地は市の買戻しにより全て解

消した。 

・時価で処分が決定した代替地は、処分価

格を事業報告書に記載している。 

３．個別論点 

（１）土地開発公社に対する補助金について 

（概要） 

公拡法に基づき、都市計画区域内で一定規模以上の土地等を所有する者が、市による買取

りを希望するときは、市長に対してその旨を申し出ることができる。地方公共団体等（市、

土地開発公社）は事業または事業に係る代替地として取得することができる。 

土地開発公社に対する補助金として、相模原市土地開発公社補助金がある。これは土地開

発公社が所有する代替地で市が不要と判断したものにつき処分差損が生じた場合、市が土

地開発公社に対し、処分差損額に見合う補助金を交付するものである。 

これにより、処分差損額と同額の補助金が交付されるため、土地開発公社には損失が顕在
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化しない。ただし、平成25年度は売却差損が157,326千円あるが、土地開発公社の繰越利

益（＝剰余金）を取崩して充当しており、市からの補助金はなかった。 

平成 24 年度から平成 28 年度までの５年間における相模原市土地開発公社補助金及び土

地開発公社剰余金取崩しの合計は、321,078千円（注）となっており、市及び土地開発公社

の財産が代替地処分に伴い減少した。なお、平成29年度（外部監査人調査時点）において、

代替地処分益が3,525千円生じている。 

（注）「１.土地開発公社の概要（５）補助金等市の財政的援助の状況 ②最近における土

地開発公社の代替地一般処分一覧及び補助金額等」の表の各項目は千円未満を切捨てて

表記している。各年度の処分損の合計は、補助金決算額の合計と平成25年度の処分損の

合計額に一致するが、当該表の数値を合計すると321,077千円となる。一方、上記文中の

金額321,078千円は、該当金額を円単位で合計した後、千円単位（表記単位未満切捨）で

記載しているため、端数処理の関係で１千円の差が生じている。 

平成28年度包括外部監査において入手した資料によると、市は、当該補助金の目的とし

て、①市の依頼により取得した公社保有代替地の縮減を推進し、土地開発公社が保有する土

地の市による買戻し額を抑制するため、②土地開発公社の単年度の債務超過額を防ぎ、低金

利での資金調達を可能にすることで事業用地の市による買戻し額を抑制するため、の２つ

を挙げている。また、補助金の事業成果としては、①土地開発公社保有土地が縮減したこと

で市による買戻し額が抑制できた、②土地開発公社が金融機関から低金利で資金調達を行

えたことにより事業用地の市による買戻し額が抑制できた、の２点を挙げている。 

（問題点） 

土地開発公社が、土地を譲渡する地権者の要望に合った代替地を保有していれば、代替地

は目的通り処分されるため長期保有とはならない。代替地を一般処分せざるを得なかった

こと、それにより損失が生じたことが明らかになっていないことが問題である。 

本補助金は不要代替地の一般処分の際に生じた損失を補填するものであり、事業化のた

めに使用されたものではないため、市にとっては公益性があるとはいっても市民から見れ
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ば公益性があるとはいえない。また、市による買戻し額が抑制されることを補助金の成果と

しているが、そもそも市が不要と判断した土地を一般処分したことによる処分差損の補填

であり、買戻し額の抑制が補助金の成果とは言い難い面がある。 

（団体の見解） 

補助金の性質は公社の損失に対する補填でございますが、市が不要と判断した代替地に

つきましても、平成24年度に市が策定いたしました「相模原市土地開発公社の今後の在り

方について」に基づき、平成 25 年度から 10 年以内を目途に市が簿価で買戻すこととして

おりますことから、公社が処分を行わない場合には、簿価で市が買戻しを行い、その後市が

処分を行うこととなります。 

このため、公社による処分が行われたことで、簿価による買戻しが不要となり、将来の市

の買戻し額が抑制されたものでございます。 

また、土地開発公社が未利用土地の処分を行い、周辺環境と調和した土地利用が図られる

ことは、地域の実情に応じた都市の健全な発展と秩序ある整備に資することにつながるこ

とからも公益性が高いと考えております。 

（所管課の見解） 

補助金の性質は公社の損失に対する補填でございますが、市が不要と判断した代替地に

つきましても、平成24年度に市が策定いたしました「相模原市土地開発公社の今後の在り

方について」に基づき、平成 25 年度から 10 年以内を目途に市が簿価で買戻すこととして

おりますことから、公社が処分を行わない場合には、簿価で市が買戻しを行い、その後市が

処分を行うこととなります。 

このため、公社による処分が行われたことで、簿価による買戻しが不要となり、将来の市

の買戻し額が抑制されたものでございます。 

また、土地開発公社が未利用土地の処分を行い、周辺環境と調和した土地利用が図られる

ことは、地域の実情に応じた都市の健全な発展と秩序ある整備に資することにつながるこ

とからも公益性が高いと考えております。 
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（結論：意見） 

本補助金は、市が不要と判断した代替地を一般処分した際に生じた差損を補填している

にすぎない。市による買戻し額の抑制は、市が代替地を不要と判断したことによるものであ

る。ただし、補助金補填の結果、土地開発公社の財務状況が担保され、結果として、金融機

関から低金利で資金調達が可能となり、支払利息の土地原価への算入額が抑制される面は

否めない。 

平成27年度補助事業実績調書一覧では、補助金の内容が「代替地の民間処分に伴う帳簿

価額との差損額である」ことは記載されているが、改革プランにある「長期保有土地につい

ては、処分することが困難となった経緯を明らかにする」ことが必要であり、代替地の取得

から一般処分に至る経緯を明らかにして、その仕組みに問題がなかったかを検証すること

が望ましい。 

（２）代替地取得・処分手続きについて 

（概要） 

土地開発公社は市の依頼により公共用地を取得するが、地権者が土地を譲渡する際、代わ

りの土地を要求する場合がある。従って基本的に等価交換であり、地権者が望む土地になる。

地権者の要望を聞いてから代わりの土地を取得すると事業完了が遅延するため、要望に応

えられると思われる土地の買い取り申し出があった場合には、先行して代替地として取得

することになる。 

代替地の選定は、各事業を所管する課が担当している。 

また、代替地に市街化調整区域内のものがあるが、係る区域内の土地取得については、上

記理由に加え、公共事業用地の収用に伴う移転であれば、調整区域内でも住居等の建築が可

能であること、比較的安価でありその経済的優位性が高いこと等が代替地を取得した一因

ではないかというのが市からの説明である。 

土地取得までの地権者との交渉は各事業を所管する課が行うが、契約時に土地開発公社

が関与し、契約の当事者となる。 

取得後の管理は、事業用地については各事業を所管する課が管理を行うが、代替地につい



47 
 

ては土地開発公社が管理を行う。 

なお、事業用地の処分は市が行うが、代替地の処分は市が不要と判断したものについて土

地開発公社が外部売却を検討することになる。 

代替地のうち最近年度で売却処分に至った経緯等は次のとおりである。 

（土地利用調整課作成資料を基に作表） 

案件名 取得年度 処分年度 取得の経緯並びに処分までの経緯と時間を

要した理由 

長竹用地 平成17年度 平成24年度 平成元年度に津久井町開発公社が津久井町

産業（企業）誘致事業（金原）代替用地と

して取得し、平成17年度相模原市と津久

井町の合併により代替地として取得したも

の。 

健全化計画において平成23年度以降に民

間へ処分を行うと位置づけされた用地。 

平成24年度に市から金原準工西側産業用

地として売却するよう依頼があり、進出を

予定している事業者に一般処分。 

東淵野辺3丁目

用地 

昭和63年度 

 

平成25年度 公拡法の買取申出があった土地について、

道路用地の代替地（特定の路線用ではな

い）として取得したもの。 

健全化計画において平成20年度に民間へ

処分を行うと位置づけされた用地。 

道路の接道条件や上下水道の敷設について

の検討に時間を要した。 

平成23年３月に公募、平成24年度までに

取得希望者の随時受付を行ったが応募な

し。 

平成25年度処分対象に法人を加え、一般

処分を行った。 

双葉2丁目用地 昭和63年度 平成27年度 公拡法の買取申出があった土地について、

道路用地の代替地（特定の路線用ではな

い）として取得したもの。 

健全化計画において平成21年度に民間へ

処分を行うと位置づけされた用地。 
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案件名 取得年度 処分年度 取得の経緯並びに処分までの経緯と時間を

要した理由 

平成21年度２月の公募、平成23年度まで

の随時受付、平成26年度の公募、随時受

付、平成27年度の公募は応募なし。 

平成27年度、処分対象に法人を加え、一

般処分を行った。 

内出境松用地 平成12年度 平成27年度 道路用地の代替地（特定の路線用ではな

い）として取得したもの。 

健全化計画において、平成19年度に民間

へ処分を行うと位置づけされた用地。 

平成20年度２月の公募、平成23年度まで

の随時受付、平成26年度の公募、随時受

付、平成27年度の公募は応募なし。 

平成27年、処分対象に法人を加え、一般

処分を行った。 

根小屋用地 平成17年度 平成27年度 昭和60年度から平成元年度にかけて津久

井町産業（企業）誘致事業（金原）用地と

して津久井町開発公社が取得し、平成17

年度相模原市と津久井町が合併したことに

より代替地として取得したもの。 

健全化計画において平成23年度以降に民

間へ処分を行うと位置づけされ、市からは

金原準工企業誘致用地として保有するよう

要望があった用地。 

平成27年度に当該地の隣接地に進出する

企業から取得要望があり一般処分を行っ

た。 

鵜野森鹿島森用

地 

昭和57年度 平成29年度 昭和57年７月、都計道町田南大野線の代

替地として買取り申出により取得した。 

健全化計画において平成20年度に民間へ

処分を行うと位置づけされた用地。 

土地の形状から一般処分は困難（傾斜あ

り、接道難の広い土地、造成に費用が掛か

る）とされ、事業用地（公園）への転換を

検討したが頓挫。 
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案件名 取得年度 処分年度 取得の経緯並びに処分までの経緯と時間を

要した理由 

平成27年度から処分対象に法人を加え宅

地として処分する方針に改め、平成29年

度に一般処分を行った。 

いずれの案件も平成17年度の健全化計画策定までは本来の目的である代替地としての処

分を検討していたとのことである。 

現在保有中の代替地は３件あり、それぞれ次のとおりである。 

① 磯部勝坂用地 

取得年度 面積（㎡） 平成28年度末金額（円） 

昭和62年度 1,650 146,992,500 

（ⅰ）取得経緯及び取得目的 

昭和62年12月、地権者からの買取り申出（用途の指定はない）により市が公園用地

の代替地として必要であると判断し、市からの依頼により取得。事業予定地内に市街化

調整区域内の土地があるため、同規模であっても土地単価が折り合う代替地を確保す

る必要があったことも取得理由の一つであると考えられるというのが市の説明である。 

（ⅱ）処分がなされない、遅れている理由、処分予定の目途 

市街化調整区域内、公拡法第５条（申出制度）取得用地であるため制限が多く売却が

難しい用地である。 

健全化計画において平成 22 年度に民間処分又は市の買戻しを行うとされてきたが、

経営計画においては平成25年度までの処分計画に位置づけされなかった用地。平成27

年度から、社会福祉施設、医療施設又は学校施設等としての売却処分を検討中であり、

現在、売却に向け境界確定等を実施している。 

② 大島上台用地 

取得年度 面積（㎡） 平成28年度末金額（円） 

平成４年度 770.01 126,352,462 
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（ⅰ）取得経緯及び取得目的 

平成４年10月、市道嶽之内当麻線の代替地として取得。事業予定地内に市街化調整

区域内の土地があるため、同規模であっても土地単価が折り合う代替地を確保する必

要があったことも取得理由の一つであると考えられるというのが市の説明である。 

（ⅱ）処分がなされない、遅れている理由、処分予定の目途 

市街化調整区域内用地であるため、制限が多く売却が難しい用地である。 

健全化計画においては平成22年度に民間処分又は市の買戻しを行うとされてきたが、

経営計画においては平成 25 年度までの処分計画に位置づけされなかった用地である。 

現在、売却に向け境界確定等を実施している。 

③ 与瀬本町用地 

取得年度 面積（㎡） 平成28年度末金額（円） 

平成17年度 1,100.30 162,132,411 

（ⅰ）取得経緯及び取得目的 

平成５年度に公共事業用地取得事業用地として取得（特定の事業用ではない）し、平

成18年３月、相模原市と相模湖町の合併により相模湖町土地開発公社より代替地とし

て取得。 

（ⅱ）処分がなされない、遅れている理由、処分予定の目途 

健全化計画において平成23年度以降に民間へ処分を行うと位置づけされた用地であ

る。経営計画において、平成25年度に処分を計画していた用地。 

平成25年度の処分に向けて手続きを進めたが、隣接市道に係るセットバック部分の

寄附手続きや境界確定に時間を要した。平成29年度内に売却までの手続きが整う予定

である。 

平成23年10月の改革プランの検討委員会提言の内容で、「見直しの方向性等」の１つに、

「長期保有土地については、処分することが困難となった経緯を明らかにするとともに、現

在保有している必要性等を十分考慮し、処分計画を明らかにしたうえで、積極的な処分を図
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ることが適当である。」とある。 

これを踏まえて、平成23年12月に策定した「経営計画」において、市の総合計画や、各

種事業計画の優先順位等を勘案した保有土地の処分計画を掲げている。平成24年度に策定

した「土地開発公社の今後の在り方」に基づき、市の都市経営指針実行計画に土地開発公社

保有土地の縮減目標について掲げ、積極的な保有土地の処分に努めている。 

（問題点） 

代替地取得に際し、土地開発公社は契約面以外での関与はなく、実質的な土地取得に至る

業務を担っている訳ではない。 

長期にわたり利活用がされていない代替地は、事業を所管する課及び庁内各課へ利活用

の有無の照会を行い、どの部署からも利活用の希望がない代替地は、市（土地利用調整課）

が不要代替地と判断して一般処分の対象となる。代替地の選定が適切であれば、比較的短期

で等価交換の対象となり、長期保有とはなりにくいはずである。事業用地として転換するこ

ともできず、土地を譲渡する地権者の要望に沿わない代替地は長期保有となってしまい、一

般処分するしかなくなる。 

一般処分の結果、損失が生じた場合には市が土地開発公社に対して補助金を交付して損

失の補填を行っているので単なる損失の穴埋めともいえる。代替地の選定、取得交渉は各事

業を所管する課が行うが、代替地が当初の目的通りに使われなかったという点でみれば、事

業の失敗とみることもできる。 

代替地を保有している土地開発公社が処分を担当する。代替地の選定、取得交渉、並びに

利活用は各事業を所管する課が担当し、不要代替地としての判断は市土地利用調整課が担

当となる。各部署と土地開発公社との間で責任の所在が不明確になりやすい恐れがある。 

用地取得から10年以上経過しており、当時の書類は既に保管期限を過ぎているため廃棄

されており、用地取得の詳細な経緯は必ずしも明らかではないが、利用に制限がかかるため

代替地として利用される見込みが低い市街化調整区域内の用地は長期保有になりやすいと

いえる。 

また、改革プランの検討委員会の提言において、処分することが困難となった経緯を明ら
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かにする旨の記載があるが、保有土地の処分計画や縮減目標について言及しているものの、

経緯については明確になっていない。 

（団体の見解） 

市との責任の所在が不明確になりやすいとのご指摘につきまして、土地開発公社は、特段

の理由がない限り、市からの依頼に基づき意思決定を行っており、代替地につきましては、

取得時の契約、取得後の管理及び不要代替地の処分を担当しております。これらの事務手続

きにつきましては、公社の責任において実施しておりますが、その他用地の選定等につきま

しては、市の責任において実施されております。 

（所管課の見解） 

代替地の取得当時におきましては、地価が上昇していたという時代背景等から、予め事業

に見合う代替地を確保しておくことが事業の円滑な実施に有効な手段となっておりました。 

取得した代替地の一部につきまして、実際に代替地として活用がされなかった用地があ

るものの、他の多くの代替地につきまして、当初の取得目的である事業の代替地としての活

用が図られてきたことから、本来の趣旨に沿った一定の役割を果たしてきたものと考えて

おります。 

市との責任の所在が不明確になりやすいとのご指摘につきまして、土地開発公社は、特段

の理由がない限り、市からの依頼に基づき意思決定を行っており、代替地につきましては、

取得時の契約、取得後の管理及び不要代替地の処分を担当しております。これらの事務手続

きにつきましては、公社の責任において実施されておりますが、その他用地の選定等につき

ましては市の責任において実施しております。 

また、長期保有土地を処分することが困難となった主な経緯といたしましては、取得時か

らの社会情勢の変化等による、財政状況の悪化や市の総合計画及び各種事業計画における

優先順位の変化が挙げられまして、当該経緯につきましては、「相模原市土地開発公社経営

計画」における処分計画に反映させたものでございます。 

 



53 
 

（結論：意見） 

公拡法により、地権者から土地の買取りの申し出があった場合、各事業を所管する課が代

替地として選定する。しかし、各事業所管課は、代替地を実際に保有していないので責任を

問われることがなく、不要と判断して早期に処分するタイミングが遅れることとなり、一般

処分をせざるを得ない代替地を抱え込んだ原因が究明されないままになってしまった。結

果として土地開発公社が代替地を長期保有することになる。 

土地取得の選定、交渉、取得に至る一連の行為を土地開発公社が行わなかった結果、土地

開発公社は代替地処分損を補填してもらうことで問題が解決されてしまったと言える。損

失の穴埋めである補助金は、地価の変動等社会情勢の変化があったためであるが、それより

も過去における代替地の取得が適切であったか再確認する必要がある。再発防止の観点か

ら代替地を一般処分せざるを得なかった原因を明確にする必要がある。 

代替地選定は各事業を所管する課ごとに行っているが、例えば、土地利用調整課が一括し

て選定、交渉、取得等一元的に行う方が効率的であると考える。 

平成25年度以降、土地開発公社に代わり、市が用地特会を通して用地の取得を行ってい

る。市の説明によると、地価が下げ止まっている現状では特別会計を用いて代替地の先行取

得を行うメリットが少なく、事業用地提供者、代替地提供者及び市の三者契約により、代替

地提供者が代替地を事業用地提供者に譲渡し、事業用地提供者が事業用地を市に譲渡し、市

が特別会計から代替地提供者に代替地代金の支払いを行う方式を用いるとのことである。

この方法によると、代替地提供者に対し税の優遇措置があり、譲渡所得金額から最高1,500

万円（事業用地価格が上限）までの特別控除の適用がある。当該スキームで進めると、今後

は市が代替地を所有する可能性は低くなるとのことである。 

（３）計画の進捗状況の管理について 

（概要） 

道路及び公園の事業用地決定については、整備の必要性等の整理や、ルート（位置）等の

検討を行い、都市計画マスタープラン等の必要な計画への位置付けを行った後、都市計画決

定が必要な場合は、位置や幅員等の必要な事項について都市計画審議会の審議を経て都市
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計画決定を行う。代替地の取得については、各事業課が、事業を進めるに当たり、必要に応

じ、適していると判断した用地について土地開発公社に取得を依頼したものである。 

進捗状況については随時所管課が進行管理を行っており、上位計画への位置付けがある

場合には各計画の進行管理の中で進捗状況に対するチェックを行っている。 

都市計画事業は事業化までに一般的に長期間かかることから、都市計画道路については

平成24年度に策定した都市計画道路見直しの方針に基づき、見直しを実施している。都市

計画公園については平成26年度に神奈川県が策定した「都市計画公園・緑地見直しのガイ

ドライン」に基づき、現在見直し方針の策定について検討中とのことである。 

（問題点） 

所管課が事業の進捗状況の管理を行っているが、都市計画決定から事業化までに時間が

かかっている。その間、金融機関への支払利息が土地の原価に算入されるため、買戻しを行

う市の負担が重くなる。事業化までに時間を要するものについては、上位計画の見直しの中

で、各事業の見直しの検討が行われているが、上位計画の見直しの有無に関わらず進捗状況

の芳しくない事業について事業そのものの継続・廃止といった検討が行われているとは言

い難いと思われる。 

（団体の見解） 

公社としての見解はございません。 

（所管課の見解） 

進捗が遅れている事業につきましても、本市の良好な都市環境等を形成するため、都市計

画決定や個別計画に位置付けられた事業であり、計画当初からの社会情勢の変化等を踏ま

え、今後必要な見直しが行われていくものと考えております。 

（結論：意見） 

都市計画事業は実現までに長期間を要するため、各所管課が上位計画を含む関連する各

種計画との位置づけを踏まえて進捗状況をチェックしているとのことであるが、地権者交



55 
 

渉から都市計画事業の実現に至るまでの期間が長期になることから、計画策定時には想定

できなかった事項や外部環境の変化等が生じることがある。計画策定時点で事業完了目標

年度はあるが、適宜、事業それ自体の進捗度合を見て、事業計画に比べて進捗度合が遅れて

いる場合には、事業の目標年度と進捗状況並びに遅延している理由を開示することが望ま

しい。その上で、事業そのものを存続させるか、中断若しくは廃止する等、上位計画に関わ

らず対応等を検討する必要があると思われる。 

（４）計画の見直しについて 

（概要） 

市が取り組んできた土地開発公社に対する改革の経緯を見ると、平成24年度の改革プラ

ン及び土地開発公社経営計画において、平成25年度までに方針を決定するとあり、平成24

年 11 月に公社の今後の在り方として、平成 25年度以降新規取得を抑制し、保有土地の解

消を図り、10年以内を目途に国庫補助金等を活用した買戻しを行い、平成34年度には保有

土地をゼロとする方針を掲げている。 

都市計画事業は計画区域内の地権者の合意、地域住民の合意を得て事業化を進めるため、

一般的に時間を要する。都市計画が決定されるまでにおいても、素案の作成、説明会の開催、

素案の縦覧、公聴会の開催を経て原案を策定し、県知事との協議、都市計画審議会の開催等

を行った後、都市計画が決定されるため、関係機関が多く関わり都市計画が決定されるまで

長期化することになる。 

このように計画の決定までは勿論のこと、事業化に至るまで長期間となることから、その

間に環境の変化、財政状況の変化等、計画策定時には顕在化されていなかった要因が顕在化

し計画の見直し等を検討する必要が生じることもあり得る。 

事業のうち、長期にわたり事業が進捗しない理由として以下の事業を挙げる。 

（土地利用調整課作成資料） 

取得年度 資産区分 事業実施状況等 進捗遅延理由 

平成７年

度 

相模原麻溝公

園（その他

隣接地が最終処分場として

活用されているため、事業

公園計画地の大半が一般廃棄物最終処

分場として長期利用されており、公園
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取得年度 資産区分 事業実施状況等 進捗遅延理由 

平成20

年度 

平成24

年度 

分）用地 化の目途が立たないが暫定

利用について検討を行い、

買戻しを行っていく。 

事業計画はその跡地利用となるため事

業化には至っていない。 

最終処分場から外れた公社保有地や既

取得用地の存在する樹林地については

暫定利用を検討し、事業化せずに買戻

しを進めている。 

平成９～

10年度 

平成13

年度 

平成17

年度 

準用河川鳩川

用地 

平成９年度の一部、10年

度、17年度取得分につい

ては事業化に合わせ平成

34年度に買戻し予定。 

平成９年度の一部、13年

度取得分については事業化

が平成40年度以降の予

定。 

河川用地は改修工事がスムーズに行え

るよう取得できる場所から先行取得を

している。 

改修工事は下流から順に国庫補助金等

を充当し行っているがその確保が難し

く当初より事業が遅れている。 

公社用地の買戻しについても国庫補助

金の充当を見込んでおり、事業化が進

まないことから買戻しができずに現在

に至っている。 

今後は公社の解散時期に合わせ平成

34年度までに買戻しを行う予定であ

る。 

平成13

年度 

青葉小学校区

（仮称）小型

こどもセンタ

ー用地（平成

10年度青葉小

学校区こども

センター用

地） 

平成10年度に代替地から

青葉小学校区こどもセンタ

ー用地に用途変更。 

平成13年度に上記から青

葉小学校区（仮称）小型こ

どもセンター用地に名称変

更。 

さがみはら児童厚生施設計

画に小学校区毎に児童館機

能のある施設の整備が位置

付けられているため、事業

の廃止は困難だが整備時期

は未定。 

近隣に既に並木こどもセンター、光が

丘児童館、青葉児童館があり、整備の

優先順位が低く、平成28年度策定の

相模原市公共施設マネジメント推進プ

ランにより単独施設での建設が困難と

なっているため、また、市の厳しい財

政事情により買戻しの見込みが立たな

いため。 

平成13

年度 

道保川公園用

地 

樹木の保全の観点から事業

区域の変更は考えていな

い。 

風致公園としての機能を早期に確保す

るため市道を挟んだ北側の大規模敷地

区域の整備を優先し、実施してきたこ
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取得年度 資産区分 事業実施状況等 進捗遅延理由 

公園予定地内民有地の地権

者との調整及び国庫補助金

の活用要件の調整を要する

ため着手が困難な状況。 

とにより、公社保有地の存在する南側

区域の事業計画の遅れとなっている。 

南側区域の一部については、駐車場の

施設として供用開始している。 

平成4～

10年度 

平成20

年度 

（都）相模台

双葉線用地 

一部用地の取得が地権者交

渉により困難な状況から事

業効果が得られる道路整備

の着手が困難な状況。 

新道路整備計画において整

備を要する箇所に指定され

ており事業計画の廃止は難

しい。 

現在は早期における事業化

の予定がないため計画的に

買戻しを行う。 

平成20年度まで用地取得が難航して

いる地権者との交渉を行うものの協力

を得られない。 

平成22年度、前新道路整備計画（H22

年版）に位置づけがなくなり、事業の

進捗が停滞。 

（問題点） 

計画決定までに関係機関が多く関与し、当該計画の必要性について検討していることか

ら、一旦決定された計画を見直すことは当初の必要性を否定することにもなりかねないこ

とから抵抗感があるものと考えられる。 

相模原麻溝公園（その他分）は、隣接地に最終処分場があることは既知であり、公園とし

て跡地利用するため事業化の目途が立たないのであれば、そもそも計画されたことに疑問

がある。前提条件に問題があることから、計画の見直しがなされて然るべきである。 

準用河川鳩川用地については、下流から順に国庫補助金等を充当し工事を行っていると

のことであるが、事業化予定より20年～30年以前に用地を取得する必要があったのかどう

か、国庫補助金の充当を見込んでいる市の財政が厳しい状況下であれば別の検討がなされ

ても良かったのではないかと思われる。 

青葉小学校区（仮称）小型こどもセンター用地（平成10年度青葉小学校区こどもセンタ

ー用地）については、近隣に類似施設があること、市の計画では単独施設の建設は困難であ

ることなどを勘案し、整備時期は未定とされているものと思われるが、仮にそうであるなら
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ば、計画そのものの見直しが行われるべきである。 

道保川公園用地は市道の北側の大規模敷地部分を優先したことにより、公社保有土地が

ある南側の進捗が遅れる結果となることに加えて、地権者との調整や財源確保に時間を要

しているが、南側の一部については供用開始している。全体から見てある程度の部分が事業

化されているので、公園としてある程度の機能・効能があり、全体を整備する優先度が相対

的に低くなっているとみることができるので、計画の見直しを検討すべきである。 

相模台双葉線用地は、平成22年策定の前新道路整備計画において優先整備箇所に位置づ

けされず、地権者の同意も得られないことから用地交渉が停滞している。また、政令市移行

により国県道の整備等が市に移管され、圏央道開通に合わせたインターチェンジへのアク

セス道路の整備が不可避となるなど、市の道路整備計画に大幅な変更が生じている。国の財

政も厳しく用地取得の財源確保も困難であるため、計画を大幅に見直す必要がある。 

（団体の見解） 

公社としての見解はございません。 

（所管課の見解） 

相模原麻溝公園用地の公社保有地は早期買戻しに努めており、既取得用地を含めた既存

樹林として残る区域について、暫定利用を順次図り公園として機能できるよう取組んでま

いります。 

また、最終処分場区域については、既存樹林区域を今後も活かし存続させていくためにも、

公園として一体的利用を図ることが望ましいと考えており、跡地利用としての公園という

位置付けは重要であることから引き続き公園整備について努めてまいります。（公園課） 

準用河川鳩川用地につきましては、河川改修工事は、河川の性質上、下流から順に行う必

要があることや、鳩川においては、過去に水害実績があること等から、取得できる場所から

先行取得をすることで、改修工事を停滞させない必要があったものと考えております。（河

川課） 

青葉小学校区（仮称）小型こどもセンター用地（平成10年度青葉小学校区こどもセンタ
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ー用地）につきましては、｢さがみはら児童厚生施設計画｣の計画期間は平成31年度末まで

のため、次期計画を策定する際に見直しを検討してまいります。（こども・若者支援課） 

道保川公園用地の市道南側につきましては、一部を駐車場として暫定利用を行っている

ことから、整備優先度は低いもののこうした暫定利用形態を他の取得部分にも拡大し、公園

として機能させていくことが既存樹林の保全のためにも重要と考えており、今後も買戻し

を進めてまいります。（公園課） 

相模台双葉線用地につきましては、今後、暫定的な整備手法の検討や次回の新道路整備計

画改定時に整備の必要性について整理を行うなど、事業計画の見直しを行ってまいります。

（道路整備課） 

（結論：意見） 

都市計画事業等が完了するまでには相当長期間要する。計画策定時点では計画の完了時

点（事業化）を具体化するには困難な面がある。また、計画策定段階では想定できなかった

状況が将来発生することも考えられる。 

さらに、未整備の箇所を暫定利用している場合は、ある程度の機能や効能が満たされてい

るのであれば、事業化されていない箇所については計画・事業の見直し検討がなされても良

いと思われる。 

したがって、計画策定において目標とする機能・効能を定め、目標との比較を毎年行い、

それを踏まえて計画の改訂（見直し）を行う方が望ましい。 

（５）市及び土地開発公社の用地取得 

（概要） 

土地開発公社が所有する公有用地は事業化されることが前提で順次市が買戻しを行うも

のであり、代替地は公有用地として転換できず、代替地としての需要がなければ、一般処分

を行うものとされている。「相模原市土地開発公社の今後の在り方について」（平成24年11

月）において、平成25年度以降先行取得は行わず、平成34年度までに土地開発公社保有土

地はゼロとする計画となっている。一方で、新たな土地取得方法の創設として、用地特会を
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設置することとしており、実際に用地取得を行っている。 

（問題点） 

平成25年度までは土地開発公社が事業用地を先行取得してきたが、それ以降、市の用地

特会により事業用地を取得することとなった。 

当該特別会計の歳入は公共用地売払収入、一般会計繰入金、市債及び繰越金であるが、歳

入の相当部分は、公共用地先行取得等事業債（市債）である。土地開発公社が事業用地を取

得する際、金融機関や市からの借入金で賄われており、外部資金を利用して先行取得する構

図は従来と変わらない。用地の選定、交渉は各事業を所管する課が行い、平成25年度以降、

土地の取得は市が契約当事者となる。 

用地取得にあたり、土地開発公社が介在しないだけで特段の変更はないことから、土地開

発公社が用地を先行取得していた当時と同じく、保有期間の長期化となるリスクは解消さ

れていない。 

（団体の見解） 

公社としての見解はございません。 

（所管課の見解） 

用地特会における、個別の事業用地の内訳につきましては、毎年の決算主要施策成果説明

書におきまして、各年度に取得いたしました用地の事業名、面積、支出額を掲載しておりま

す。 

また、用地特会による土地の取得につきましては、土地開発公社による取得と異なり、財

源となる公共用地先行取得事業債の対象が、10 年以内に事業化される土地に限定されてい

ることから、長期保有土地を生じさせにくい制度となっております。 

（結論：意見） 

市が土地開発公社による事業用地の先行取得を止めた理由の１つに、土地価格の上昇に

対応して先行取得するメリットが薄れたことが挙げられる。所管課の見解のとおり、特別会
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計による事業用地の先行取得は、一定年数内に事業化が見込まれるものに限るものとする

制度は理解できるが、事業化される10年以内の目標年度の設定は必要である。また、事業

の進捗状況の開示や、進捗状況に遅れが生じた場合の理由の開示も必要である。 

長期保有となっている用地の原因分析を行い、その上で一定年数内に事業化が見込まれ

るか否かといった事業化の進捗管理がより一層適切に行われる必要があり、進捗状況によ

っては事業そのものの継続・廃止の検討が行われる仕組みが望まれる。 

土地開発公社は、今後解散する方向であるが、行政目的のための土地取得がなくなるわけ

ではない。例えば、土地利用調整課で土地取得に係る一連の作業を一元的に行うことも考え

られる。 

道路整備や公園整備を行う事業を所管する課（事業課）が土地取得の実務を担い、土地開

発公社が契約当事者となる手法が適切であったかについても検討する必要がある。 
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Ⅳ．公益社団法人相模原市シルバー人材センター（所管課：地域包括ケア推進課） 

１．公益社団法人相模原市シルバー人材センター（以下「人材センター」という。）の概要 

（１）設立の目的等 

① 設立年月日 昭和63年４月１日（平成24年４月１日に公益社団法人に移行） 

② 設立の目的 健康で働く意欲を持つ定年退職者等の高年齢者の希望に応じた臨時的

かつ短期的な就業又はその他軽易な業務に係る就業機会を確保し、及びこれらの者に

対して組織的に提供すること等により、高年齢者の生きがいの充実、福祉の増進並びに

社会参加の推進を図り、もって高齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりに寄

与することを目的とする。 

（２）人材センターの事業内容 

 ① 臨時的かつ短期的な就業（雇用によるものを除く。）又はその他の軽易な業務に係る

就業（雇用によるものを除く。）を希望する高年齢者のために、これらの就業を確保

し、及び組織的に提供する 

 ② 臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業（雇用によ

るものに限る。）を希望する高年齢者のために、職業紹介事業又は一般労働者派遣事

業を行う 

 ③ 高年齢者に対し、就業等に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行う 

 ④ 高年齢者のための臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業等を

通じて、高年齢者のいきがいの充実、福祉の増進及び社会参加の推進を図るために必

要な事業を行う 

 ⑤ 前4号に掲げるもののほか、高年齢者の多様な就業機会の確保及び地域社会、企業等

における高年齢者の能力の活用を図るために必要な事業を行う 

 ⑥ その他の目的を達成するために必要な事業を行う 
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（３）財務のハイライト情報等（「財務諸表等」より抜粋）    

     （単位：千円） 

項  目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

受託事業収益 1,162,268 1,175,286 1,157,148 1,204,234 

（うち受取配分金等） ※ 1,076,544 1,088,563 1,071,472 1,084,839 

（うち受取事務費）※ 75,096 75,835 74,774 86,067 

受取補助金等 104,656 96,775 101,087 93,933 

（うち市の補助金） 87,256 79,015 80,407 73,857 

受取会費 5,802 5,559 5,385 5,282 

その他収益 82 183 61 12 

経常収益計 1,272,808 1,277,803 1,263,681 1,303,461 

事業費 1,231,430 1,230,687 1,221,386 1,265,989 

（うち人件費） 89,666 79,004 86,654 94,385 

管理費等 39,185 45,917 46,723 34,822 

（うち人件費） 31,878 37,534 38,391 26,615 

経常費用計 1,270,615 1,276,604 1,268,109 1,300,811 

当期経常増減額 2,193 1,199 △4,428 2,650 

経常外収益 - - - - 

経常外費用 12 - - - 

当期一般正味財産増減 2,181 1,199 △4,428 2,650 

（注）※収益の計上金額から見ると、主たる事業は、上記（２）①となる。契約から得られ

る収益額は、受取配分金等（「受取配分金」及び「受取材料費等」）と「受取事務費」

の小科目に区分計上される。「受取配分金」は同額が就業した会員に配分される。「受

取材料費等」は実費である。この２科目は収益と同額の費用（「事業費」に含まれる）

が計上されるため、人材センターの利益に直接貢献するのは、「受取事務費」となる。

「受取事務費」は「受取配分金」及び「受取材料費等」の合計額に一定率を乗じたも

のである。従来は７％であったが、平成28年度より８％に変更された。 

２．個別論点 

（１）外部監査制度の導入・設置等の有無について 

（概要） 

平成28年度の「基本調書」の「団体経営に対するチェック機能」の「外部監査制度」欄

には、平成21年度から当該制度を導入している旨の記載がある。 
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外部監査制度とは一般的には、「一般に公正妥当と認められた監査の基準」に準拠して、

「独立の第三者」である公認会計士又は監査法人（５名以上の公認会計士により設立された

法人）による会計監査とされている。 

導入の経緯及び概要は以下のとおりである。まず、公益法人改革以前に「公益法人の指導

監督体制の充実等について」（平成13年２月９日 公益法人等の指導監督等に関する関係閣

僚会議幹事会申合せ）において、一定規模以上の法人について任意での監査の導入が要請さ

れていた。その後、公益法人改革により、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」

（平成18年６月２日 法律第48号） において、会計監査人の規定が置かれた。ここで、会

計監査人は公認会計士法に基づいた監査を行い、省令に定められた事項を監査報告書に記

載しなければならないこと（以下「法定監査」という。）が要求されている。会計監査人に

よる監査は、大規模法人及び、定款に会計監査人の設置を規定した法人に対して実施される

が、それ以外にも、任意の契約により、法定監査に準じた監査（以下「任意監査」という。）

を受けることは可能である。この場合の任意監査とは、法定監査と同様の水準が求められて

いると解されている。 

公益法人の人材センターの定時総会議案書には、監事が発行した監査報告書の次に、「財

務諸表等が公益法人会計の基準に準拠して作成」されている旨の報告書（題名はない）が記

載されており、これが上記の「基本調書」の外部監査制度を指すものと考えられる。なお、

当該報告書は、人材センターのホームページには掲載されていない。 

（問題点） 

本市の人材センターは、法人の規模から、法定監査の対象外となっている。上記の通りに、

任意監査を受けてその結果を公表することは可能であるが、しかし以下の点から、現状では

会計監査を受けているとは言い難い状況である。 

１）上記報告書の発行者は税理士法人（の社員税理士）であり、会計監査人の資格はない。 

２）上記税理士法人は月次及び年度の決算の指導を行っており、業務委託書に基づいて報

酬を受取っている。自身が作成に関与した財務諸表等に監査意見を表明することは、自

己監査となり一般的には認められない。 
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また、監査と指導（コンサルティング）業務を、同時に提供することは、独立性の観

点からも不適切である 

３）上記の報告書には、通常の監査報告書に記載されるべき、下記の記載内容がない。 

・ 財務諸表等に対する作成者の責任 

・ 監査人の責任 

・ 監査手続の概要 

・ 監査人と監査対象者（人材センター）との利害関係 

会計監査に関する知識がない利用者が読むと、適切な会計監査を受けているような誤解

を招く危険がある。定時総会議案書は会員（平成 28 年度末では、3,400 人強）に配布され

ている。また、上記基本調書は市民に公開されているため、市民にも誤解を与えている危険

が大きい。 

総会の議案書に上記のような報告書は添付されるべきではない。また基本調書の記載内

容は誤りであると言わざるを得ない。 

（団体の見解） 

議案書に添付した会計確認に関する資料につきましては、当該会計事務所に外部監査を

委託しているものではなく、また、外部監査制度における任意監査の前提で作成されたもの

ではありません。あくまで「公益認定法に準拠した財務諸表が作成されている」ことを確認

した趣旨で作成されたものです。 

しかしながら、外部監査を受けているような誤解を与える可能性があるとのご指摘です

ので、次年度以降の総会議案書には掲載しないことといたします。 

（所管課の見解） 

基本調書の「外部監査制度」の有無につきましては、人材センターで実施されてきた税理

士による会計確認も「外部監査制度」に含まれるものと誤って認識しておりました。会計監

査に当たらないとのご指摘ですので、基本調書を訂正し、差し替えいたします。 
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（結論：結果） 

財務諸表の作成責任は、理事長にある。公益法人会計基準に準拠した財務諸表であること

を確認したとのことであるが、後述（２）の通り、会計処理を誤っているものがある。業務

委託先の文書により、理事長の責任が軽減されるものではない。 

議案書に添付しないだけではなく、報告書の作成を依頼する必要性は乏しい。 

（２）会計処理について 

（問題点及び結論：結果） 

①  特定資産（定期預金）と未払金の過大計上 

平成28年度末の預金の残高証明を財務諸表等（財産目録等）と照合した結果、貸借対

照表上の計上額の方が多額であった。原因は、決算作業後に確定した要積立額につき、年

度末において、対応する定期預金が既に存在したかの様に会計処理したためである。 

結果として資産と負債（「未払金」勘定）が同額で過大計上されている。 

                            （単位：円） 

特定資産の名称 過大な金額 算定の根拠 

南事務所会議室増設準備積立金 2,650,294 公益目的事業会計の当期経常増減額 ※ 

減価償却引当資産 927,752 建物の減価償却費 

（注）※ 上記１．（３）の表の末尾にある「当期一般正味財産増減」に対応する。 

減価償却費は予め算定することは可能だが、当期経常増減額は決算作業が終了しない

と金額は判明しない。 

実際に定期預金口座に上記金額が振り込まれたのは、平成29年５月１日である。３月

末には、上記金額を上回る普通預金残高が存在するため、決算段階では（過渡的な措置と

して）、普通預金を特定資産に振替えるべきである。 

② 費用（委託費）と収益（受取事務費等）が二重計上 

指定管理業務（相模湖ふれあいパーク）の委託費の内、施設維持管理等（約４百万円強）

を会員に委託しているが、この部分につき、受取事務費・受取配分金（以上、収益）と支

払配分金（費用）を追加計上している。 

外部からの収益はあくまで指定管理業務に係る受託事業収益のみである。受取事務費
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分だけ委託費が安く済んでいるため、まずこの両科目を相殺する。さらに、受取配分金及

び受取材料費等は、同額で費用に計上されている、「支払配分金」及び「支払材料費等」

と相殺する必要がある。 

③ 消費税を現金主義で会計処理 

消費税は税込処理されており、事業活動計算書上は「租税公課」勘定に含まれているが、

他の費用のように発生主義は採用されておらず、納付した際に（現金主義で）費用計上さ

れている。 

（単位：千円） 

納付の種類 納付時期 納付額 

平成27年度分の確定納付額 平成28年 ５月 1,138 

平成28年度分の中間納付額 平成28年11月 1,178 

平成28年度分の確定納付額 平成29年 ５月 1,328 

正味財産増減計算書上は、平成28年度中に納付した金額（上表の上２行の合計額 2,316

千円）が費用計上されているが、公益法人会計基準は発生主義を採用しており、収益費用

を発生主義で処理する以上、当然に消費税も発生主義で処理することになる。（貸借対照

表上は「未払消費税等」勘定に1,328千円が計上されることになる。） 

④ 貸借対照表と貸借対照表内訳表の間で科目残高が不整合 

                      （単位：円） 

科目名 貸借対照表 貸借対照表内訳表 備  考 

退職給付引当金 44,443,163 13,335,840  

リース債務 13,335,840 44,443,163  

固定負債合計 57,779,003 57,779,003  

「貸借対照表内訳表」は貸借対照表を「公益目的事業会計」及び「法人会計」の２つの

会計単位に分割したものであり、両「会計」単位の合計は、貸借対照表の計上額に一致す

べきものである。前年度の金額から判断すると、貸借対照表の方が正しいと判断される。 
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（団体の見解） 

①につきましては、公益認定法による収支相償を満たすためには、決算において、剰

余金(当期一般正味財産増減額のﾌﾟﾗｽ分)を特定資産に積まなければなりませんが、剰余

金は決算作業が終わらないと確定しないため、特定資産は決算末日においては、依然と

して普通預金の中に存在したままとなっています。 

特定資産は内部規程により「他の資金と明確に区分して管理する」とされており、既

に存在する特定資産は定期預金として管理している関係で、決算時に、定期預金振替予

定という意味合いで未払い計上していた次第です。 

今後の決算時に、定期預金に振替えるまでは、その資金を明確に普通預金として管理

させていただき、財務諸表等を作成させていただきます。 

②につきましては、ご指摘のとおり二重計上されていることから、解消するために、

シルバー人材センターから会員個人に委託する形式に変更させていただきます。 

③につきましては、監事監査、理事会、定時総会の日程の関係で、「未払消費税」を計

上する時間・人的余裕が取れない状況です。 

今後については、定時総会の期日変更等、理事会で協議し、年度ごとに「未払消費税」

を計上する体制づくりを考えてまいります。 

④につきましては、ご指摘のとおり「貸借対照表」が正しく、内訳作成時に「退職給付

引当金」と「リース債務」の転記ミスでありました。公表している資料につきましては、

直ちに訂正いたします。 

（３）財務諸表等の公開について 

（問題点及び結論：意見） 

以下の財務諸表等は、総会議案書には添付されているが、人材センターのホームページで

は、公開されていない。利用者に資するために公開されるべきである。 

・ 貸借対照表内訳表 

・ 正味財産増減計算書内訳表 

・ 財務諸表に対する注記 
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・ 附属明細書 

・ 財産目録 

（団体の見解） 

ご指摘の財務諸表につきましては、ご指摘をいただいた即日に公開いたしました。 

（４）有形固定資産の管理について 

（問題点及び結論：意見） 

人材センターの説明によれば、現物と固定資産台帳との照合を定期的に実施していると

のことであるが、照合の記録は保存していないようである。 

建物や什器備品の内、主なもの（空調機等）は、紛失等の危険は低いが、リース資産（パ

ソコンやプリンター）は同一の製品を多数保有していることもあり、これらを中心に現物照

合や設置場所等の記録を残しておくべきである。 

（団体の見解） 

固定資産台帳と現物照合は定期的に実施しておりますが、照合の際の記録は残しており

ませんでしたので、ご指摘のとおり、今後は設置場所も含め記録してまいります。 
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Ⅴ．公益財団法人相模原市民文化財団（所管課：文化振興課） 

１．公益財団法人相模原市民文化財団（以下「市民文化財団」という。）の概要 

（１）設立の目的等 

① 設立年月日 平成元年４月28日（平成23年４月１日に公益財団法人に移行） 

② 設立の目的 文化を身近に感じることのできる環境づくりを進めることにより、潤

いに満ちた市民生活の創造と豊かで彩りのある地域社会の形成に寄与すること。 

（２）市民文化財団の事業内容 

① 市民の生活文化及び芸術文化の振興に関する事業 

② 文化情報の収集及び提供に関する事業 

③ 文化の振興に係る調査及び研究に関する事業 

④ 文化施設等の管理運営事業 

⑤ その他公益目的を達成するために必要な事業 

（３）財務のハイライト情報等（「基本調書」より抜粋） 

（単位：千円） 

項   目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

基本財産運用益 1,583 1,583 1,583 1,583 

特定資産運用益 1,380 912 327 336 

事業収益 288,135 286,383 302,931 280,269 

受託事業収益 470,627 425,790 428,231 427,159 

（うち市からの受託） 471,547 426,270 428,711 427,639 

受取補助金等 90,422 81,492 106,440 105,685 

（うち市からの補助金） 88,022 79,492 101,050 104,782 

受取負担金等 20,713 22,438 19,489 17,358 

受取寄附金等 300 1,100 1,219 1,300 

その他収益 1,400 1,340 1,219 1,158 

経常収益計 874,560 821,038 861,439 834,848 

事業費 886,327 841,281 858,442 825,735 

（うち公益事業） 688,525 657,367 676,362 650,716 

（うち収益事業） 197,802 183,915 182,080 184,440 
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項   目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

管理費 8,369 10,596 9,954 7,247 

（うち人件費） 1,419 2,357 2,645 2,631 

経常費用計 894,696 851,877 868,396 832,982 

当期経常増減額 △20,136 △30,839 △6,957 1,866 

（注）収益及び費用の内訳については、内部取引消去は行っていない。 

２．個別論点 

（１）自己収入について 

（概要） 

市民文化財団が作成した過去５年間の自己収入の推移は、次のとおりである。なお、ここ

では自己収入を市以外からの助成金収入と協賛金収入の合計額としている。 

過去5年間の自己収入の推移 

 （単位：千円） 

項  目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

助成金収入 900 2,400 2,000 5,390 903 

協賛金収入 2,400 300 1,100 1,219 1,300 

合計 3,300 2,700 3,100 6,609 2,203 

また、相模原市の近隣の自治体の文化財団における自己収入は次のとおりである。なお、

下表では、市民文化財団を「相模原市」とし、近隣の自治体の文化財団として、公益財団法

人横浜市芸術文化振興財団（以下「横浜市」とする。）及び公益財団法人川崎市文化財団（以

下「川崎市」とする。）と比較している。 

近隣の自治体における文化財団の自己収入の推移 

 （単位：千円） 

項  目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

相模原市 3,300 2,700 3,100 6,609 2,203 

横浜市 65,647 76,643 80,155 96,506 111,399 

川崎市 17,535 18,555 18,595 16,322 17,810 

※助成金と協賛金の合計金額を計上、千円未満を四捨五入 
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相模原市と近隣の自治体の文化財団の自己収入の経常収益に占める割合は次のとおりで

ある。 

自己収入が経常収益に占める割合 

項  目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

相模原市 0.35％ 0.31％ 0.38％ 0.77％ 0.26％ 

横浜市 1.55％ 1.79％ 2.03％ 2.53％ 2.97％ 

川崎市 1.15％ 0.90％ 0.92％ 0.82％ 0.91％ 

（問題点） 

 事業規模の差はあるが、市民文化財団は、近隣の自治体の文化財団と比較して自己収入が

少ない状態である。なお、横浜市及び川崎市との比較では、助成金及び協賛金の合計金額を

用いて比較を行ったが、両団体ではさらに寄附金や友の会収入といった自己収入もあり、こ

れらを加算した金額と市民文化財団の自己収入を比較すると、さらにその差が広がること

となる。 

 自己収入の金額が少ない場合、市からの補助金に頼る財政運営となり、所管課が自立化の

目途としている管理費補助金の削減も困難なものとなる。 

寄附金と友の会収入を考慮した金額 

 （単位：千円） 

項  目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

相模原市 3,300 2,700 3,100 6,609 2,203 

横浜市 75,916 88,367 90,894 107,749 125,541 

川崎市 29,201 68,375 33,337 30,653 32,713 

（団体の見解） 

文化事業の助成金は、自主制作公演等の個別事業に対する赤字補てん的な性質のもので

あり、また、申請しても毎年必ず獲得できるものではない。当財団としては、できる限り積

極的に助成金に応募する努力は必要と考えているものの、横浜市及び川崎市のように大き

な財源を持っていないため、自主制作公演等を幅広く実施することは困難な状況にある。助
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成金という収入を得ても、収益はマイナスとなるため、助成金収入が多いことが管理費補助

金削減に関して直接的なメリットにはならないことをご理解いただきたい。 

協賛金については、これまでも、相模原市内の企業に依頼をしているが、横浜市や川崎市

のような大手事務所、地場産業等からの大きな協賛金をいただく状況には至っていない。し

かしながら今後も企業に対しては、文化事業へのご理解をお願いし、協賛金の働きかけは継

続していく。 

友の会は、会費収入ではなく、魅力あるサービスによる来場者の増加を目的に設置するも

のである。当財団では、チケットのインターネット購入者を「チケットムーヴ.net会員」

として組織化している。登録無料のため会費収入はないが、リピーター増加を目的として随

時公演情報の配信等を行っている。横浜市、川崎市では、クラシック専用ホールである特性

を活かしたサービス（特典）が行われているが、当財団の運営施設は多目的なホールであり、

ニーズも多様化しているため、会費に見合うサービスを提供することは難しい。また、友の

会の運営には、職員の人件費及び事務経費が生じるため、設置検討にあたっては、他団体の

先行事例を充分に調査することや、費用対効果の見極めが必要と考えている。 

見返りのない寄附金については、文化を醸成していこうという社会全体の機運がないと

獲得は困難であると認識している。寄附金をもって自己収入の大幅な増加とすることは難

しいが、ホームページ上で情報を発信するなどの取組みは検討したい。 

法人運営に係る会計口（管理費補助金財源）と文化事業に係る会計口は、それぞれ独立し

ている。助成金、協賛金及び寄附金は、基本的には文化事業に対するものであり、法人運営

にその収入を使うことはできない。そのため、いずれの収入が増加した場合でも、管理費補

助金の削減には直接つながらない。 

（所管課の見解） 

助成金や協賛金収入については、事業規模や各文化財団が所在する自治体の地域性によ

り違いがあるものと考えている。また、友の会については、横浜市や川崎市においては年会

費等をお支払いただき、チケット購入の際に割引等を受けられるシステムとなっており、こ

うした場合、友の会収入以上に事業収益が減少してしまうことも想定される。なお、市民文
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化財団においては、チケットの先行予約や情報配信を行う「チケットムーヴ．ｎｅｔ」（年

会費等無料、割引なし、会員数約7,000人）を運営しており、事業収入の確保に努めている。 

現状では、相模原市民文化財団が活用できる助成金制度や手法により財源の確保に努め

ているものと認識しており、引き続き、こうした収入の確保や新たな財源の確保に努めてい

ただきたいと考えている。 

（結論：意見） 

 助成金には管理費相当額（事業管理費）を含む場合があり、協賛金及び寄附金はあらか

じめ管理費に充当する割合を定めて募集するか、使途の特定があれば管理費に充当するこ

とは可能である。公益法人制度改革により1法人当たりの寄附金収入も増加している実態

がある。また、収益事業等からの利益は50％は公益目的事業財産に組み入れる必要がある

が、残余の使い道は法人の任意となっている。 

平成28年度の進捗管理シート＜1自主的、効率的な財政運営＞における団体分析欄には

「杜のホールにおいて、全国4つの公共施設と連携して実施した事業について、助成金を

獲得することができた。」とあり、所管課意見欄には「自主財源確保のための努力により

大幅な増収となっており、自立した団体経営に向けた取組が行われている。」と記載され

ている。確かに平成28年度における評価の対象となった平成27年度の助成金は5,390千円

と他の年度に比較して助成金の金額が大きくなっている（平成25年度：2,700千円、平成

26年度：3,100千円）。しかしながら、平成28年度の助成金は903千円と減少しており、ま

た、自己収入の確保が不十分であり、自立したというには収入が大幅に不足していると考

えられる。 

寄附金、助成金、協賛金等の自己収入の確保が望まれる。 

（２）資産等の帰属について 

（概要） 

市では、相模原市文化会館、杜のホールはしもと、相模原市民会館、相模原南市民ホー

ル、城山文化ホール及び小田急相模原駅文化交流プラザの６つの文化施設を設置し、市民
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の文化活動や発表の場、芸術文化の鑑賞機会の場を提供しながら、さがみはら文化振興プ

ラン等に基づく多彩な市民文化の振興に努めている。 

 平成25年度以前は、上記６つの文化施設を一体として指定管理者を募集していたが、平

成26年度～平成30年度の指定管理期間における指定管理者の募集に当たって、上記６つの

文化施設を３つのグループに分けることとなった。なお、グループ分けは（ア）相模原市

文化会館、相模原南市民ホール、小田急相模原駅文化交流プラザ、（イ）相模原市民会

館、（ウ）杜のホールはしもと、城山文化ホールとなっている。 

市民文化財団は、平成25年度以前は、上記６つの施設の指定管理者であったが、平成26

年度～平成30年度の指定管理期間においては、引き続き上記（ア）、（ウ）のグループの施

設の指定管理者となったものの、（イ）のグループは市民文化財団以外の事業者が指定管

理者となっている。 

市の文化施設では市民文化財団が構築した共通の予約システムを使用している。平成26

年度～平成30年度の指定管理期間において、市民文化財団が指定管理者とならなかった相

模原市民会館から予約システムを引揚げたところ、指定管理者募集要項にシステムに関す

る記載がなく、新規事業者は従来の予約システムをそのまま利用できるものと認識してい

たため、別の予約システムを用意していなかった。平成28年５月25日に開催された市民文

化財団の平成28年度第２回理事会議事録において、理事会の出席者から指定管理者の変更

に伴い、予約システムの取扱いが整理されていなかった点が指摘されている。 

（問題点） 

平成26年度からの指定管理者の選考に関する募集要項には、予約システムに関する記載

がなかったことから、相模原市民会館の指定管理者が市民文化財団以外の事業者になった

ことで、予約システムに関する取扱いで誤解が生じてしまった。市から市民文化財団への補

助金については、必要な全体事業費から自主財源を差し引いて補助額を算定しているため、

補助金充当事業が明確となっておらず、市民文化財団が資産を取得した場合、その財源が自

主財源なのか、補助金なのか判然としていない。このため、予約システムの帰属について、

自主財源で構築したとする市民文化財団と、補助金により構築したとする市の間で見解の
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相違が発生したものであり、市民文化財団における予約システム以外の資産も含め、その帰

属が整理できていないものと思われる。 

（団体の見解） 

本件については、次期指定管理者公募に向けての重要な検討事項であることを認識して

おり、当財団としても、予約システムは、公募側（相模原市）で用意すべきとの意見を所管

課に申し入れている。 

また、チケットムーヴや情報紙Moveにおいても同様の問題が生じることに加え、財源の

問題もあるため、予約システム同様、所管課に申し入れている。 

（所管課の見解） 

 指定管理者募集の際の課題等については、現在、整理・検討を進めており、次期指定管理

者募集の際に反映していきたいと考えている。財団の資産等について、指定管理者制度を導

入する以前から財団が文化会館等の管理を行っていた経過などもあることから、今後、財団

と協議し整理する。 

（結論：意見） 

 チケットムーヴや情報誌Moveについても、市民文化財団以外が指定管理者となった場合

に同じ論点（市民文化財団が経費等を負担しているにも関わらず、他の指定管理者が便益を

享受するなど）が生じる可能性がある。 

市民文化財団の資産の取得にあたっては、その財源を明確にし、適切に管理する必要があ

る。なお、予約システムについては、市が保有するという考え方のほか、提案や構築を含め

て応募者に提案させるという考え方もある。予約システム等が参入障壁やコストアップ要

因とならないように配慮し、公正な競争が行えるように整理することが必要である。 

（３）自己財源の形成について 

（概要） 

平成28年度の市民文化財団の正味財産増減計算書内訳表によると、法人会計の当期経常
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増減額及び当期一般正味財産増減額が約 2 百万円弱の黒字となっている。一方で市民文化

財団は、管理費補助金 74,325,000 円のうち、9,056,456 円を法人会計に充当している。ま

た、平成26年度及び平成27年度においても、管理費補助金を法人会計に充当しており、法

人会計の当期一般正味財産増減額は黒字となっている。 

公益目的事業会計は収支相償となり、収益事業等会計は公益目的事業への所定の繰り入

れを行った後の余剰は自己財源となるが、法人会計における余剰については定めがない。 

市民文化財団の法人会計の平成26年度～平成28年度の正味財産増減計算書一部抜粋 

（単位：円） 

科  目 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

基本財産運用益等 2,024,300 1,660,866 2,034,044 

受取管理費市補助金 11,135,977 9,895,762 9,056,456 

経常収益計 13,160,277 11,556,628 11,090,500 

管理費 11,567,099 9,953,353 9,366,092 

経常費用計 11,567,099 9,953,353 9,366,092 

当期経常増減額 1,593,178 1,603,275 1,724,408 

当期一般正味財産増減額 1,474,002 1,603,275 1,724,408 

市民文化財団の自己収入については、市以外からの収入がほとんどなく補助金や委託料

が実費精算される場合は余剰を生じることなく、自己財源は形成されない。 

一方で、市民文化財団の運営努力に報いるために、委託料は経費削減などの一定の成果を

上げたものは、市民文化財団の利益とすることも考えられ、財団の自主性や自立化を促すた

めには有用と考えられる。この場合には、自己財源が形成され、市民文化財団の経営判断に

よりシステム開発などに財源を利用できるようになる。事業運営が適切でなくいわゆる赤

字を生じた場合には、市から補助金等で補てんされることはない。（２）に記載したとおり、

相模原市民会館の指定管理者が交代した際に予約システムで誤解が生じた。これは、指定管

理者の募集要項に予約システムについて明記されていなかったことが要因と考えられる。

問題の根底には、市民文化財団が自己財源で開発した予約システムを自分のものと考えて

いたのに対して、市側は市の補助金や委託料を原資として開発したものであり、市民がその

まま利用できて当然と考えていたのではないかと推察される。 
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（問題点） 

市民文化財団において利益を生じた場合に、実費精算を行い補助金等の返還を求めるの

か、自主性や自立性を重視して財団の利益とするのか、事業ごとに検討するのかなど明確に

する必要がある。 

（団体の見解） 

ご指摘のとおり、管理費補助金を主な財源とする会計口では、補助金精算が伴うため、利

益は生じない。また、事業費補助金を充当し実施する財団本部事業についても、指定管理者

として実施する事業との棲み分けを行い、入場料収入のないアウトリーチ事業やワークシ

ョップ事業などの参加型事業を中心に実施しており、大きな利益が生じることはない。その

ため、当財団の経営上は、指定管理業務においてのみ自己財源の形成が可能となっている。 

公益法人は公益目的事業会計において収支相償としなければならないため、公益目的事

業がほとんどの業務である当財団が大きな自己財源を形成することは難しい。しかしなが

ら、正味財産増減計算書における当期一般正味財産増減額のマイナス（赤字）が続くことは、

法人運営の危機となるため、指定管理業務において効率的な運営を行なうことで、利益を出

す努力を行っている。予約システムについては、これまで指定管理者の公募において、受付

方法（台帳形式、システム使用等）に特段の定めがなく指定管理者に委ねられてきたため、

過去から積上げてきた自己財源を充当し、利便性を高めるシステムを独自に導入したもの

である。当財団の利益は、文化事業や市民サービス充実のための財源とすることで、市民へ

還元されている。 

（所管課の見解） 

 現在のところ、市民文化財団への管理費補助金は人件費（指定管理業務従事者分を除く）

及び運営費として精査した額を交付し、毎年度末に精算を行っている。 

 また、市民文化財団において指定管理事業等で生じた利益については、文化事業を充実さ

せるなどして市民へ還元しているものと認識している。 
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（結論：意見） 

収益事業等からの利益の 50％は公益目的事業財産に組み入れる必要があるが、残余の使

い道は法人の任意となっているため、収益事業を行い、利益を増加させることも考えられる。

また、市民文化財団の自立化を求めるには、補助金は中期的に削減する一方で、事業目標を

達成した場合には補助金の返還を求めないなどの運営の自由度を高める方策が考えられる。

例えば、国と国が出資する独立行政法人の関係のように、中期計画期間（５年程度）で補助

金にあたる運営費交付金を５％削減する目標を掲げる一方で、団体の自己努力により収入

を増やした場合や目標以上に経費削減を行った場合には、余剰（利益）の使途を団体の責任

のもとで任せるなどが考えられる。 

（４）経営計画の目標設定について 

（概要） 

平成28年度の進捗管理シートの＜９経営計画の進行管理＞において、中期計画の施設利

用率目標を達成しているかどうかの分析を行っているが、中期計画の施設利用率目標は、指

定管理者として達成すべき目標値となっている。 

（問題点） 

 計画では、「中期計画に基づいた年度の目標値を達成する。」とあるが、必要なのは施設利

用率ではなく、正味財産増減計算書ベースの損益計画と思われる。公益財団法人といえども

利益を確保する努力は必要で、利用率等を基礎数値として収益（施設利用料収入等）や費用

（事業費及び管理費等）の目標を定め、いかに効率よく運営していくかの目標が求められて

いる。結果として補助金の削減等につなげるべきであるが、収入増の目標値や管理費削減の

目標値が数値化されておらず、計数管理ができていないことが問題である。 

管理費補助金の推移 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 

70,992千円 71,500千円 74,325千円 
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（団体の見解） 

法人全体の利益として、施設利用料金収入は大きな割合を占めているが、利用形態等によ

り利用料金は変動するため、利用率の増加が利用料金収入の増加に直接つながるものでも

ない。例えば、市内学校より、有料興行団体への貸出の方が利用料金収入は増加となるが、

有料興行団体の優先は施行規則違反であり、そのような利用の促進は公益法人の使命を果

たしているといえない。 

目標値として掲げている利用率は、適切な施設運営を行うことを前提に、施設利用の促進

を目標に定めており、法人の増収（利用料金収入増）のみを目的として設定していない。 

また、指定管理者の会計区分は独立させることになっており、管理費の財源に充当できる

構造となっていないため、利用率及び利用料金収入の増加は、直接、管理費及び管理費補助

金と関連しない。 

補助金削減を第一に考えると、職員数の削減、事業規模の縮小が余儀なくされ、設立目的

を十分に果たすことができない恐れがある。管理費補助金については、財団を運営する上で

の必要経費であり、日々経費節減を意識して業務を遂行している。 

今後においては、公益法人としての適切な増収方法を検討し、引き続き効率的な運営を行

なうことで、利益確保に取り組みたい。 

（所管課の見解） 

市民文化財団における指定管理事業による受託事業収益は、全収益の概ね 50％に達して

おり、指定管理料のほか施設利用料収入を安定的に確保していくことが財団運営にとって

非常に重要と認識していることから現在の目標設定としている。同財団の収入や事業経費

はその年の施設利用料収入や事業内容により変動が大きいため目標値までは設定していな

いが、決算数値など様々な指標となる数値を総合的に活用しながら、引き続き経営の効率化

に向けた検討や取組を進めていきたいと考えている。 

（結論：意見） 

市民文化財団は、改革プランにおいて、引続き経営の効率化に取り組む団体となっている。
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経営計画において、経営の効率化が達成されるような目標を設定し、毎年度進捗状況を分析、

評価すべきである。 

（５）人件費の財源について 

（概要） 

平成28年度の進捗管理シートの＜３組織、人員体制の効率化＞において、有期雇用職員

の無期化に向けた取り組みを進めるとの記載があるが、市民文化財団では有期雇用職員の

無期化による長期的な人件費の財源は補助金及び指定管理業務による収入を考えている。 

また、市民文化財団の自立化を図る指標として、所管課では収入総額に占める管理費補

助金の割合を用いて自立化の進捗状況を測定している。 

（問題点） 

 市民文化財団は、改革プランにおいて、引続き経営の効率化に取り組む団体となっている。

市民文化財団の自立化を図る指標として、所管課では収入総額に占める管理費補助金の割

合で自立化の進捗状況を測定しているが、収入総額に占める管理費補助金の割合の目標値

が設定されておらず、管理費補助金の削減に向けた動機付けが不十分と考えられる。 

また、長期的な人件費の財源を補助金及び指定管理業務に頼っていることから、管理費補

助金に頼らざるを得ない状況となっており、有期雇用職員の無期化による今後の人件費と

その財源となる管理費補助金の増加により、自立化から遠ざかることが懸念される。 

（団体の見解） 

人件費において管理費補助金を財源とするのは、本部の職員分であり、指定管理業務を行

う施設職員の人件費は指定管理料が財源となっている。そのため、施設の職員が無期化にな

った場合でも、管理費補助金が増加されることにはならない。 

また、無期化制度が無かったとしても、必要数の有期雇用職員を雇用することになるため、

管理施設が同じであれば、総職員数はこれまでと変わりはない。よって、無期化による人件

費の財源と自立化は直接関係がないものであり、人件費の確保について言えば、無期雇用制

度に関係なく、検討しなければいけない問題であると考えている。 
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当財団は正規職員の人数が限られており、有期契約職員が果たす役目も大きいため、無期

化せずに5年ごとに職員が入れ替わるようなことでは、組織の安定化にはつながらない。無

期化制度を上手く活用し組織の安定化を図りたい。 

（所管課の見解） 

基本的には有期雇用職員の無期化については、「改正労働契約法」への対応として必要な

取り組みであると考えている。また、市民文化財団の中期計画においても「財政基盤の強化」

と「人材育成」が併記されており経営基盤を強化し、設立目的である「文化を身近に感じる

ことができる環境づくり」を効果的に進めていくためには、安定した経営を行い人材を活か

す組織を構築していくことが必要である。雇用の無期化により長期的な視点での人材育成

を行うことができ、労働者にとっては安定的かつ意欲的に働くことができるなど、財団運営

にとって大きなメリットがあるものと認識している。 

これにより人件費の増加が懸念されるが、同財団においては自主財源の確保や指定管理

業務の採算性を高めることに努めていただいた中で、補助金額の調整を図っていきたいと

考えている。 

（結論：意見） 

収入総額に占める管理費補助金の割合の具体的な目標値を設定することが必要である。

また、市民文化財団の職員の雇用責任は市が負っているわけではないため、有期雇用職員の

無期化による長期的な人件費の増加の財源をどうやって確保するのか、管理費補助金等の

市からの収入の増加に頼ることなく、市民文化財団の意思決定機関である理事会で審議す

ることが必要となる。 
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Ⅵ．公益財団法人相模原市体育協会（所管課：スポーツ課） 

1. 公益財団法人相模原市体育協会（以下「体育協会」という。）の概要 

（１）設立の目的等 

① 設立年月日 平成元年10月26日（平成24年４月１日に公益財団法人に移行） 

② 設立の目的 市民の体育・スポーツを振興し、もって市民の心身の健全な発達、明る

く豊かな市民生活の形成及び活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。 

 

（２）体育協会の事業内容 

 ① スポーツの普及啓発及び競技力の向上並びに健康・体力づくりの推進 

 ② スポーツ団体、選手及び指導者等の育成指導、支援、表彰 

 ③ スポーツを通じた交流の促進 

 ④ スポーツに関する情報の収集及び提供 

 ⑤ スポーツ活動の機会・場の提供 

 ⑥ その他、この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

（３）財務のハイライト情報等（「正味財産増減計算書」より抜粋） 
                     （単位：千円） 

科  目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

基本財産受取利息 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 

特定資産受取利息 841 1,378 771 795 765 

受取会費 477 428 501 492 538 

受取分担金 990 990 2,265 965 990 

事業収益 136,124 148,996 159,885 168,935 174,806 

受取補助金等 72,632 78,293 79,545 80,082 80,895 

受取寄附金 729     

雑収益 72 43 324 56 40 

経常収益計 213,033 231,296 244,459 252,493 259,202 

事業費 189,924 206,111 219,460 224,913 233,227 

 人件費 91,511 93,837 103,373 106,270 112,281 

 委託料 45,567 61,253 56,155 58,217 58,753 
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科  目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

 使用料賃借料 12,041 13,957 14,588 14,542 15,730 

 その他 40,805 37,064 45,344 45,884 46,463 

管理費 19,980 25,418 31,425 25,046 26,926 

 人件費 14,414 19,306 21,132 20,515 21,973 

 その他 5,566 6,112 10,293 4,531 4,953 

経常費用計 209,904 231,529 250,885 249,959 260,153 

調整前当期経常増減 3,129 △233 △6,426 2,534  △951 

２．個別論点 

（１）相互扶助事業に対する補助金交付について 

（概要） 

 スポーツの普及啓発事業、競技力の向上事業、健康体力づくり事業、スポーツ団体・選

手及び指導者の育成指導事業、表彰に関する事業、スポーツを通じた交流の促進に関する

事業、スポーツに関する情報の収集及び提供に関する事業など、相模原市民のスポーツ活

動の振興を目的とする体育協会が行う各種事業、管理運営費に対し、市は補助金を交付し

ている。 

 正味財産増減計算書内訳表で、相互扶助事業として加盟団体助成を行っていることがわ

かる。補助金が収支予算書、収支決算書のいずれにも相互扶助事業としての収益事業等会計

に計上されている。 

 

（問題点） 

改革プランの＜３ 関与の方針（１）財政的関与＞において、「市は、外郭団体の管理運

営費及び外郭団体が主体となって実施する事業について、その公益性から、団体の申請に基

づき必要に応じて補助金を交付してきたところである。補助金の交付に当たっては、今後も

引き続き「公益性」について厳格な審査を行い、収益事業に対する補助金は交付しないこと

とする。」としている。相互扶助事業は収益事業ではないが、本来、会員の相互扶助事業で

ある共益事業の事業費は、受取会費等、受益者負担で行うべきものであり、公益性という観
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点で問題である。 

 

（団体の見解） 

当協会の加盟団体は、相模原市内のスポーツ種目を代表する市単位の団体組織であり、市

民スポーツ活動の普及振興を目的としており、当然ながら、加盟団体への入会の機会は広く

一般に開かれております。その加盟団体が市民を対象として実施する事業等に助成するこ

とは、加盟団体を通じて不特定多数の者の利益の増進に寄与することとなり、まさに公益性

のある事業だと認識しております。その考え方に基づき、加盟団体助成事業を実施するにあ

たり補助金をいただいております。 

 

（所管課の見解） 

「加盟団体助成事業」の会計区分については「収益事業等会計」に区分されますが、当該

助成は、加盟団体が行う市民向けのスポーツ振興に寄与する事業に対し助成するものであ

り、極めて公益性が高いものです。協会が公益財団法人となる前から助成を続けており、こ

れまでも市のスポーツ振興に寄与してきました。したがって、今後も市として補助金の交付

対象としていくべきものと考えております。 

（結論：意見） 

 加盟団体助成事業は公益目的事業ではない。相互扶助事業の事業費は、受取会費等、受益

者負担でまかなうべきである。 

 しかし、市が「極めて公益性が高いもの」として補助金の交付対象とするのであれば、公

益認定を受けて公益目的事業とすることにより市の方針とも整合させることができる。 

 

（２）管理費補助金から事業費補助金への移行 

（概要） 

「補助金の見直し指針（平成23年11月30日策定）」によると、「３ 運営費に対する補

助金の見直し基準 （１）団体の自立性  補助金がないと運営できない団体については、
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補助目的・使途を明確化するとともに、運営費を除く事業費に対する補助へ移行する方向で

見直しを行う。」とある。 
                                                         (単位：千円) 
項  目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

事業費補助金 15,124 11,020 9,682 10,576 10,254 

構成比 20.9％ 15.1％ 13.1％ 14.1％ 13.2％ 

管理費補助金 57,246 61,823 64,362 64,559 67,217 

構成比 79.1％ 84.9％ 86.9％ 85.9％ 86.8％ 

補助金合計 72,370 72,843 74,044 75,135 77,471 

 

（問題点） 

ここ数年の補助金の推移を見ると事業費に対する補助に移行する方向になっていない。 

 

（団体の見解） 

当協会は公益法人として市民のスポーツ振興を図るため、誰もがスポーツに親しめるよ

う受益者負担金は極力低く設定しております。そのため、各事業での受益者負担金は当該事

業に充当し運営費まで充てられておらず、運営費を除く事業費に対する補助へ移行できて

いない状況となっております。 

 

（所管課の見解） 

管理費補助から事業費補助へ移行していくためには、財源の確保など課題がございます

が、例えば受益者負担金を増額した場合には、「広く市民スポーツの振興を図る」という立

場と逆行してしまい、協会の設立目的に反することも想定されます。 

また、管理費を削る場合には、人員確保が困難となる事も想定されるなど、改善策につい

ては、慎重に進めていく必要があると考えております。管理費補助の削減といった考えに留

まらず、団体の目的を促すため、新たな財源の確保に向け、所管課として支援していきます。 

 

（結論：意見） 

管理費補助金の削減目標を決めて段階的に削減し、事業費に対する補助へ移行する方向
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で見直すべきである。また、団体の自立を真剣に目指すのであれば市はただ補助金の削減と

いうだけでなく、いつまでにどのくらい削減するなどの目標を具体的に決めて、実行する必

要がある。 

 受益者負担の有無にかかわらず、「広く市民スポーツの振興を図る」という事業の充実を

図るためにも、補助金の内訳を事業費を重視した方向に変えるべきである。 

 

（３）市への財政的依存度の評価について 

（概要） 

 体育協会の平成28年度の経常収益は、市からの受託収入が32.7％、補助金29.9％、指定

管理料16.3％で、合計78.9％と市からの収入が約8割を占めている。過去数年間この割合

はほとんど変わっていない。 

市からの収入の経常収益に占める割合 
              （単位：千円） 

項  目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

市ｽﾎﾟｰﾂ受託 64,101 65,490 66,535 70,782 74,128 

ｽﾎﾟｰﾂ施設受託 248 148 39   

ねんりんﾋﾟｯｸ 5,057 8,559 6,290 8,348 9,555 

銀河連邦受託  635 751 807 1,022 

受託収益計 a 69,406 74,831 73,614 79,937 84,705 

割合 32.6％ 32.4％ 30.1％ 31.7％ 32.7％ 

指定管理料 b 36,855 36,961 41,934 44,402 42,307 

割合 17.3％ 16.0％ 17.2％ 17.6％ 16.3％ 

市補助金 c 72,370 72,843 74,044 75,135 77,471 

割合 34.0％ 31.5％ 30.3％ 29.8％ 29.9％ 

市からの収益 178,631 184,635 189,592 199,474 204,483 

  =a+b+c 83.9％ 79.8％ 77.6％ 79.0％ 78.9％ 

経常収益計 213,033 231,296 244,459 252,493 259,202 

 

（問題点） 

 毎期の事業報告書の中期経営計画で、基本目標を達成するための目標指標として市補助
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金依存度を 31％に下げるというのがあるが、市からの財政的自立化を目指す際には、補助

金の他に市からの業務受託収入や指定管理料なども含めて評価を行うべきである。 

 確かに市補助金依存度は下がっているが、それとは逆に市からの受託率は上がっており、

さらに市の財政負担の絶対額は増えている。 

  

（団体の見解） 

当協会の設立目的に合致した事業を市から受託することや指定管理業務を行うことは、

設立目的を達成する上で有効な手段であると考えております。また、受託料と指定管理料は

業務に対する対価であり、補助金とは性質が異なるものと理解しております。 

今後も相模原市が委託し、当協会の設立目的に合致する事業や指定管理業務については、

当協会が保有する経営資源を活用し、効果的・効率的なサービスの提供等に努め、可能な限

り受託してまいります。 

 

（所管課の見解） 

指定管理料については、指定管理者制度において民間事業者や特定非営利活動法人など

の団体を含め広く公募しており、指定管理者選考委員会による選考や市議会の議決を経て

選定された指定管理者に対し、管理運営の対価として支払うものであります。現在、市体育

協会と民間事業者三者の共同企業体が相模原麻溝公園競技場等の指定管理者に選定されて

おり、各者のノウハウを活かした管理運営に取り組んでいます。協会は、管理施設を活用し

たスポーツ教室などの事業展開を図り、自主財源の確保に努めているところです。 

業務委託については、「相模原市民選手権大会」など加盟団体との調整を要するものにつ

いて、その効率性などを鑑み協会に委託しております。また、協会は市のスポーツ振興を補

完する立場にある市内唯一の団体であることから、その趣旨に則した事業について業務委

託しているものであり、事業を委託することは、協会に対する財政的支援を目的としたもの

としては捉えておりません。 
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（結論：意見） 

市への財政的依存度を計る場合には、市補助金依存度のみで形式的に評価するのではな

く市からの受託収入などを含めたすべての収入で市の負担を実質的に評価すべきである。 

改革プランの「団体の今後の方向性」欄に記載の「法人運営に係る経費が市からの補助金

や委託料により賄われており」という状況は現在も変わっていない。 

 

（４）役員報酬の増加について 

（概要） 

平成28年度の理事会・評議員会の議事録をレビューしたところ、常勤役員の報酬月額が

平成28年度に５万円（前年比＋17％）、平成29年度に４万円（前年比＋11％）増加してい

た。 

 議事録には報酬増加の理由の記載がなかったことと、体育協会の収入はここ数年変化が

なく、市からの収入が約８割で自己収入が２割程度であることから体育協会に増加の理由

を尋ねたところ、「外郭団体では、団体雇用の職員等について、相模原市職員の給与等との

バランスに配慮してまいりました。常勤役員については団体の経営状況なども勘案し、可能

な範囲で対応を図ってきております。ご質問いただきました件につきましても、当協会の経

営状況や資金力も十分に勘案した中で、外郭団体間での整合性にも配慮しつつ改定を行っ

たものです。」との回答を得た。 

 

（問題点） 

 体育協会は、市からの出資があり、既に体育協会からは引揚げたが市からの職員派遣が過

去にあり市との結びつきは深い団体で、市の給与水準は参考になるものの、市から独立した

法人で業務内容や規模なども異なることから、相模原市職員給与とのバランスに配慮する

必要があるのか、さらに体育協会が厳しい財政状況であることからも他の外郭団体との整

合性は関係ないのではないかと考える。 

 また、基本調書等によると、常勤役員平均報酬年額が平成 27 年度から平成 29 年度へ約

３割増加しているが、ここ数年は業務内容に大きな変化もなく収益の伸びはそれほどでは
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ないことから業務内容に見合っているのか疑問である。 

 

（団体の見解） 

すでに回答させていただいたとおり、相模原市職員の給与等とのバランスに配慮し、常勤

役員については団体の経営状況なども勘案し、可能な範囲で対応を図っております。今後も

当協会の経営状況や資金力と併せ、業務内容や業務量を充分勘案した中で、外郭団体間での

整合性にも配慮していきたいと考えております。 

 

（所管課の見解） 

市体育協会については、広く市民に対するスポーツの振興を大きな目標として活動を展

開しております。 

 協会の活動理念に対し、市においても必要な支援を行っているところですが、支援に際し

ては協会の自主性、自立性を損なうことなく、更には協会の運営は自らが決定することを旨

とし、その点については必要な意見交換、協議を行っているところです。 

 役員報酬等につきましても、協会自らが経営状況や資金力を勘案した上で決定しており、

市としても協会の判断を尊重しているところです。 

 

（結論：意見） 

 役員報酬は業務内容に見合った水準にすべきである。 
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Ⅶ．公益財団法人相模原市勤労者福祉サービスセンター（所管課：雇用政策課） 

１．公益財団法人相模原市勤労者福祉サービスセンター（以下「勤労者福祉サービスセンタ

ー」という。）の概要 

（１）設立の目的等 

① 設立年月日 平成２年４月１日（平成24年４月１日に公益財団法人に移行） 

② 設立の目的 相模原市内の企業に勤務する勤労者と事業主及び相模原市内に居住し

市外の企業に勤務する勤労者等に対し、総合的な福祉事業を行うことにより、勤労者等

の福祉の向上を図り、もって産業の振興及び地域社会の活性化に寄与すること。 

 

（２）勤労者福祉サービスセンターの事業内容 

① 勤労者等の生活の安定に資する事業 

② 勤労者等の健康の維持増進に資する事業  

③ 勤労者等の自己啓発に資する事業  

④ 勤労者等の財産形成に資する事業 

⑤ 勤労者等の余暇活動に資する事業  

⑥ 勤労者等の生涯生活の安定に資する事業  

⑦ 勤労者等の活動を支援する施設に係る管理運営事業  

⑧ その他センターの目的を達成させるために必要な事業  

 

（３）財務のハイライト情報等（「基本調書」より抜粋） 

（単位：千円） 

項  目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

受取補助金等 38,464 36,740 39,664 40,744 

（うち市補助金） 38,464 36,740 39,664 40,744 

受託事業収益 62,171 34,285 34,334 32,116 

（うち市から受託） 62,000 34,171 34,172 32,116 

事業収益 179,564 180,800 186,386 190,495 

その他 3,159 3,239 4,927 2,185 

経常収益計 283,358 255,064 265,311 265,540 
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項  目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

事業費 272,661 243,482 248,531 251,260 

（うち公益事業） 218,398 195,671 197,299 198,710 

（うち収益事業） 54,263 47,811 51,231 52,550 

管理費 13,789 13,936 14,914 16,219 

（うち人件費） 11,789 10,657 11,089 12,065 

経常費用計 286,450 257,418 263,444 267,480 

当期経常増減額 △3,092 △2,354 1,867 △1,941 

２．個別論点 

（１）会費収入について 

（概要） 

勤労者福祉サービスセンターでは会員から会費を受け取っており、平成28年度の事業収

益に含まれる受取会費は87,417千円と、経常収益265,540千円の32.9％を占める重要な自

主財源となっている。 

一方、平成28年度において勤労者福祉サービスセンターには人件費を含む補助対象経費

57,041千円のうち、40,744千円が補助金として交付されており、団体の人件費（指定管理

事業を除く）41,847千円の財源とされている。 

① 勤労者福祉サービスセンターの財政状況 

平成 28 年度の進捗管理シートによると、平成 27 年度について、「自己資本比率は、

96.1％で高い水準であり、安定した財政状況である。」とされている。 

補助金の見直し指針においては、「団体の自立性について検証し、補助金がなくても運

営できる団体等に対する補助金は廃止の方向で見直しを行う。」とされている。 

② 会費の月額について 

勤労者福祉サービスセンターは、平成29年度第１回理事会において会費の改定を決定

し、平成 30 年から会費の月額を400円から 600 円とすることとした。会費については、

昭和61年に400円に改定して以来30年以上据え置かれてきた。「この間、国からの補助
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金廃止や諸物価の高騰、消費税の導入・増税などがあり、レジャー施設などの仕入れ価格

も大幅に上昇」したことにより、改定することを決定した。 

会費の値上げについては、これまで５年ごとの中期計画策定時に検討はされたものの、

結果的に30年以上値上げはされなかった。 

なお、全国のサービスセンターの会費の月額平均額は628円とのことであるが、勤労者

福祉サービスセンターの現行の会費400円は、全国の平均の３分の２以下となっている。 

③ 会員加入率について 

勤労者福祉サービスセンターの会員は、平成29年３月 31日現在、18,471人／１,583

事業所であった。一方、相模原市内の従業者数及び事業所数は 265,283 人／24,010 事業

所（平成28年版統計書より平成26年数値）で、割合は7.0％／6.6 ％であった。 

また、相模原市の人口720,986人（平成29年４月１日）に対する勤労者福祉サービス

センターの会員は、2.6％である。 

 

（問題点） 

経費水準は30年の間に上昇したが、会費はその間値上げされておらず、経費水準の上昇

を反映した水準になっていなかった。 

 

（団体の見解） 

平成28年度相模原市外郭団体の経営評価等に関する建議書において「会員増加、会費増

収が図られていることや、会費の値上げなど、自主財源の確保に向けた検討を積極的に進め

ている点について評価する。会費の値上げについては、会員への影響も大きいことから、会

員の意見等も踏まえながら、安定的な財源確保のためぜひ推進していただきたい。また、会

費改定の取組と併せて、70 歳以上の会員を対象とした特例会員制度の在り方についても検

討していただきたい。」と記載されており、いずれも平成29年度に検討し、平成30年度か

らの会費の値上げ、特例会員制度の廃止を決定しているところである。  
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（所管課の見解） 

安定的な法人運営に向けた取組が求められる中、勤労者福祉サービスセンターにおいて

は、累次の経営計画等に基づき、会員拡大を会費の見直しに優先して取り組んできたものと

承知しております。 

 

（結論：意見） 

改革プランでは、各団体に対する総論としての取組方針の中の「指導の視点」として、「制

度上認められる収益事業や寄附金の募集等を積極的に実施し、独自の財源の確保に努め、市

からの補助金や業務委託等に依存することのない安定的な法人運営に向けた財務体質の改

善を進める。」こととされており、また、平成28年度相模原市外郭団体の経営評価等に関す

る建議書によると、各団体に共通する評価・意見として、「自主的・効率的な財政運営」と

して、「団体は、公共性・公益性が高い事業を行っていたとしても、自らの責任で事業を実

施する法人であることから、市からの財政支援の前に経営の効率化、合理化の余地について

検討し、速やかに改善に取り組むことは必要なことである。」とされている。 

平成23年度の改革プランの策定からも５年が経過している。市からの補助金や業務委託

等に依存することのない安定的な法人運営に向け、適正な会費月額の設定を、適時に進める

べきであったと考えられる。 

所管課も、改革プランの方針に従った指導を行い、補助金交付に際して、経費水準の上昇

を反映した会費月額の設定を求め、併せて、補助金の見直し指針に従った補助金の見直しと

削減を検討するべきであったと考えられる。 

受取会費と受取補助金の推移（「正味財産増減計算書（内訳表）」より抜粋 

（単位：円） 

項    目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

(受取会費)     

公益目的事業 37,086,530 37,991,938 40,663,126 39,338,200 

収益事業等 44,386,234 43,917,548 44,651,738 44,583,000 

法人 2,528,436 3,445,314 1,018,736 3,496,000 

計 84,001,200 85,354,800 86,333,600 87,417,200 

(受取補助金等)     
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項    目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

公益目的事業 22,501,744 22,700,750 24,749,951 26,143,788 

収益事業等 4,643,203 3,150,519 3,845,937 3,636,919 

法人 11,319,153 10,888,390 11,068,112 10,963,293 

計 38,464,100 36,739,659 39,664,000 40,744,000 

なお、会費の改定は、平成30年度に予定されており、会費増収といっても市から補助金

も増加しており、平成 25 年度に対する平成 28 年度の増収額は、会費収入で約３百万円の

増収に対して受取補助金で約２百万円の増加となっている。 

（２）会費の改定について 

（概要） 

勤労者福祉サービスセンターは、平成29年度第１回理事会において、会費の改定を決定

し、平成30年度から会費の月額を400円から600円とすることとした。さらに、下記の新

サービスの導入を決定した。 

1 健康診断の助成の充実  

2 来院健診への助成  

3 福利厚生代行会社との連携  

4 共済給付金の追加及び変更  

5 インフルエンザ予防接種助成  

6 ストレスチェックの助成  

7 サン・エールさがみはら利用助成  

8 宿泊助成の助成額の拡大  

9 共通入浴券から施設ごと入浴券に変更  

10 会報発行回数の増加  

会費の改定及び新サービスの導入の結果、差引き4,672千円の損失が想定されている。詳

細は、以下のとおりである（会員数は18,800人を前提としている。）。 

（単位：千円） 

項     目  金    額  

会費収入の増加① 45,120 

（支出項目）  

定期健康診断 11,010 
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項     目  金    額  

健康診断助成 4,300 

民間福利厚生会社委託 11,208 

共済給付金（新設） 11,480 

インフルエンザ予防接種助成 4,700 

ストレスチェック助成 1,900 

サン・エールさがみはら利用助成 200 

宿泊助成 2,500 

入浴券 5,138 

会報発送回数増加 588 

民間福利厚生代行会社への委託により削減できる経費 △3,232 

費用の増加合計② 49,792 

 

差引き①−② △4,672 

なお、平成 29 年度の勤労者福祉サービスセンターの予算の概略は以下のとおりである。 

（単位：千円） 

項     目 金    額 

経常収益 273,873 

経常費用 300,659 

差引き（△は損失） △26,786 

 

（問題点） 

勤労者福祉サービスセンターは、平成29年度において、平成30年度から会費を改定し、

月額400円から600円とすることとしているが、一方で新サービスの導入も決定しており、

差引き4,672千円の損失が想定されている。「市からの財政支援の前に経営の効率化、合理

化の余地について検討し、速やかに改善に取り組むことは必要なことである。」との検討委

員会の方針と合致していない。 
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（団体の見解） 

平成28年度相模原市外郭団体の経営評価等に関する建議書において「会員増加、会費増

収が図られていることや、会費の値上げなど、自主財源の確保に向けた検討を積極的に進め

ている点について評価する。会費の値上げについては、会員への影響も大きいことから、会

員の意見等も踏まえながら、安定的な財源確保のためぜひ推進していただきたい。また、会

費改定の取組と併せて、70 歳以上の会員を対象とした特例会員制度の在り方についても検

討していただきたい。」と記載されているが、いずれも平成29年度に検討し、平成30年度

からの実施を決定しているところであり、経営検討委員会が示す、経営の効率化、合理化に

ついて検討し、改善に取り組んでいる。  

また、会費改定及び新サービスの導入に伴う損失の見通しについては、あくまでも新サー

ビス導入検討段階での試算であり、今後、決算の状況により精査していく考えである。 

 

（結論：意見） 

会費の改定を行う予定のため、平成30年度において収入は増加し、「自主財源を増加させ

る取組みを行った」という評価になるのであろうが、新サービス導入により赤字が拡大する

のであれば、「市からの補助金や業務委託等に依存することのない安定的な法人運営」とい

う目的は、達成されない。新サービスに関する詳細については検討が必要と考える。 

なお、会費の改定及び新サービスの導入に伴う損失見通しについては、勤労者福祉サービ

スセンターの理事会における会費改定に関する意思決定時に、理事会に提出されているも

のである。 

（３）経営計画について 

（概要） 

勤労者福祉サービスセンターの平成28年度の進捗管理シートの「１．自主的、効率的な

財政運営」には、平成27年度に「平成28年度からの経営計画を策定する」こととされてお

り、実績では、「平成32年度を目標年度とする5ヶ年の経営計画を策定し、事業の拡大・充

実、会員拡大、組織運営体制の充実、活動財源の確保等の目標を定めた。」ことが記されて
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いる。 

自己分析では、「団体の今後の方向性を定める計画を策定した」とされている。 

経営計画である「あじさいメイツ・プラン 2020」の内容を検討したところ、当該期間に

対応する収支計画は策定されていなかった。 

勤労者福祉サービスセンターが準拠すべき公益法人会計基準は、平成16年度に大幅な改

正が行われ、その後平成 20 年に現行の会計基準に改正されている。平成 16 年度の会計基

準改正の際には、公益法人においても一層効率的な事業運営が求められることになり、事業

の効率性に関する情報を充実させる必要が生じていることから改正が行われたことが述べ

られている。 

（問題点） 

勤労者福祉サービスセンターが作成している毎年度の収支予算書は、正味財産増減計算

書ベースの予算である。これを踏まえると、効率的な財政運営を行うために策定された経営

計画には、事業の効率性に関する情報である正味財産増減計算書ベースで策定された計画

が欠かせないが、これが策定されていない。一般的には、経営目標を定めこれを数値化した

ものを中期経営計画とし、単年度のものが収支予算書になると思われる。現状は、事業の拡

大・充実、会員拡大、活動財源の確保等の目標が数値的に裏付けられていない。 

 

（団体の見解） 

財団運営の指針としての中期経営計画である「あじさいメイツ・プラン 2020」の着実な

実現を図るため、数値目標を設定し、総合的な勤労者福祉の推進を図っているところであり、

中期収支計画については、今年度中に将来的な補助金や運営費の見通し、事業運営基金や共

済給付事業基金の在り方などを検討して策定する考えである。また、今後の中期経営計画の

策定にあたっては、収支計画の策定も併せて行う考えである。 

 

（結論：意見） 

中期経営計画の策定にあたっては、同期間に対応する正味財産増減計算書ベースの中期

収支計画の策定が不可欠である。次回中期経営計画の策定にあっては、正味財産増減計算書
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ベースの中期収支計画を併せて策定するべきである。 

 

（４）会員数の目標及び会費金額の決定について 

（概要） 

① 会員数の目標について 

勤労者福祉サービスセンターは、あじさいメイツ・プラン2020において、会員数の数

値目標を20,000人以上としている。 

20,000人以上の根拠は、勤労者福祉サービスセンターによると、「会員数の推移は平成

8年に最大20,209人になり、バブル崩壊後の平成17年に16,079人まで減少したが、平

成26年度には17,600人になり、平成27年度に17,963人、平成28年度18,471人とな

っている。全国中小企業勤労者福祉サービスセンター（以下「全福センター」という。）

が作成した手引きによれば、対象地域の勤労者数の 10％以上の加入により、事業のスケ

ールメリットの発揮と経営基盤の安定化が図れることとなっていることから、相模原市

に勤務する中小企業勤労者数は約211,000人（平成26年度経済センサス調査）であるが、

近年の会員数の推移などから20,000人以上とした。」とのことである。 

 

② 会費の改定及び新サービスの導入について 

勤労者福祉サービスセンターは、平成29年度第1回理事会において、会費の改定を決

定し、平成30年から会費の月額を400円から600円とすることとされた。なお、新サー

ビスの導入も併せて決定されている。 

600円という水準は、「充実させるサービス内容の検討や予測される経費の算出を行い、

また、全国のサービスセンターの平均会費額（628円）などを参考に会費月額を600円と

した。」とのことであった。 

 

（問題点） 

市からの財政支援の前に経営の効率化、合理化の余地について検討することとされてい

るにも関わらず、市からの補助金や業務委託等に依存することのない安定的な法人運営の
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達成を前提とした会員数の目標設定及び会費金額の決定が行われていない。 

 

（団体の見解） 

市からの補助金や業務委託等に依存することのない安定的な法人運営の達成を前提とし

た会員数の目標設定及び会費金額の決定が行われていないとの指摘には、提供するサービ

ス水準についての視点が欠落している。福祉サービス全般に言えることだが、福祉は充実す

ればするほど福祉の対象者（受益者）から歓迎されるが、市の財政状況との兼ね合いの中で

補助金等の支出額が決定されているものと考える。「勤労者福祉事業」は本来、市が実施す

べき行政施策である。この考えに立てば、人件費などの管理費のみならず、事業費に対して

も補助金を支出すべきであるが、市の予算全体の財源配分の中で補助金額が決定している

ものと理解している。 

当財団としては、会費収入、市補助金、独自収入などの限られた財源の範囲で安定した財

団経営とより良いサービスの提供に努めていかなければならないとの認識であり、会員数

の目標設定や会費金額については、こうした総合的な観点から決定していくべきものであ

ると考える。 

 

（結論：意見） 

会員数の目標については、実現可能性が重視され、かつ全福センターの一般論的な指標が

前提の目標設定となっており、市からの補助金なく自立した運営のできる水準の会員数が

何名であるのかという計算による収支見通しは計算されていない。 

また、会費の月額についても、「充実させるサービス内容の検討や予測される経費の算出

を行い、また、全国のサービスセンターの平均会費額（628円）などを参考に」決定されて

おり、市からの補助金や業務委託等に依存することのない、という前提は反映されずに会費

の決定が行われている。 

勤労者福祉サービスセンターは、「自己資本比率は96.1％」の「安定した財政状況」でも

あり、財政的に逼迫していない裕福な団体であるため、中期予算の策定もないまま会費の改

定等が行われているものと考えられる。 



101 
 

勤労者福祉サービスセンターの見解のとおり、提供するサービス水準の視点は重要であ

るが、加入率が 10％以下という限定された加入者のために、税金をいくら投入するかとい

う観点からもサービス水準は検討されなければならない。現行水準のサービスを会員に提

供するに際して、会費月額及び会員数が何名であれば経営が成り立つのかの計算は、税金を

負担する市民への説明責任という観点からは極めて重要であり、市からの補助金や業務委

託等に依存することのない安定的な法人運営の達成を前提とした会員数の目標設定及び会

費金額の決定を行うべきと考える。 

（５）常勤役員及び事務局長の給与について 

（概要） 

勤労者福祉サービスセンターでは、相模原市を退職した職員が常勤役員及び事務局長に

就いている。 

勤労者福祉サービスセンターの管理費の推移は以下のとおりである。 

（単位：千円） 

項  目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

管理費 13,789 13,936 14,913 16,219 

うち給料手当 5,953 4,822 4,869 5,328 

うち福利厚生費 1,510 1,308 1,367 1,533 

うち役員報酬 3,725 3,838 4,712 5,203 

管理費は年々増加しているが、勤労者福祉サービスセンターによると、固有職員の昇給や

職員の育児休業への対応等の臨時的要因の他に、「常勤役員、事務局長の給与等は市におけ

る再任用職員等の給与を参考にしつつ、可能な範囲で同じ給与体系を取るよう対応してい

るが、市再任用職員の給与体系の変更があり、常勤役員の報酬、事務局長の給与が増加した。」

とのことであった。 

独立した法人である勤労者福祉サービスセンターにおいて「可能な範囲で同じ給与体系

を取る」必然性について、団体は、「公益法人の役員報酬は「民間事業者の役員の報酬等及

び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとなら

ないような支給基準を定めているものであること」とされている。当財団では役員報酬規程
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に支給額の上限を規定し、理事会においてその額を定めているところだが、社会通念上「不

当に高額なものとならない報酬」となるよう、市の再任用職員と同額にしている。また、事

務局長についても不当に高額なものとならないよう配慮する必要があると考え、再任用職

員等の給与を参考にして給与月額の上限額を規程の中で定めている。団体として必ずしも

市と同じ給与体系を取る必要はないが、外郭団体間での整合性にも配慮しつつ決定してい

るものでもある。」としている。 

なお、相模原市を退職した職員が常勤役員及び事務局長に就いていることに関しては、勤

労者福祉サービスセンターによると、「当財団は相模原市の外郭団体の一つとして、市の勤

労者福祉の増進に寄与しているところであるが、当財団の事業は、相模原市内の事業所や勤

労者を対象として実施している特殊性があり、財団の要職へは相模原市内全体に精通して

いる方が必要になる。また、公的な事業を実施していることや市の施策に合わせた事業の推

進も必要であり、豊富な知識、経験及び的確な判断力を備えた方も必要不可欠である。この

ような理由から公募はせず、常勤役員や事務局長には相模原市を退職された職員の中から

適任である方の推薦を依頼しているところである。」とのことであった。 

改革プランでは、「２.指導の視点(４)組織、人員体制の効率化」として「オ．職員の給与

については、団体の業務内容、経営状況等を踏まえた水準にするとともに、成果主義、能力

主義等に基づく評価の導入を促進する。」とされている。 

 

（問題点） 

常勤役員及び事務局長の給与について、市の再任用職員の給与体系に合わせて報酬・給与

の増額が行われている。市の給与水準は参考になるものの、市から独立した法人で業務内容

や規模なども異なることから、相模原市職員給与とのバランスに配慮する必要があるのか、

さらに他の外郭団体との整合性は関係ないのではないか。 

 

（団体の見解） 

不当に高額な報酬、給与とならないよう、必要に応じて再任用職員等の給与を参考に見直

しを行っていく考えである。また、成果主義、能力主義的な発想による評価やそれの給与等
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への反映については必要なことと考える。なお、常勤役員は、評議員会において選任される

ものであり、その報酬額については、規程を定め、理事会・評議員会に諮って決定している

ので、評価もそこに委ねる必要があるものと考える。 

 

（所管課の見解） 

勤労者福祉サービスセンターの役員報酬や職員給与の水準等については、団体自らがそ

の責任において決定すべきものと考えている。 

 

（結論：意見） 

常勤役員及び事務局長の給与について、市の再任用職員の給与体系に合わせて報酬・給与

の増額が行われているが、役員報酬は業務内容に見合った水準にすべきである。 

勤労者福祉サービスセンターの見解のとおり、不当に高額な報酬、給与とならないよう配

慮することは公益法人として必要なことではあるが、それは上限についてであって、特段実

績が認められなければ、報酬を引き下げることも検討の余地があると思われる。 

 

（６）内規の整備状況について 

① 有価証券の評価基準及び評価方法 

（概要） 

勤労者福祉サービスセンターでは、大阪府公募公債、横浜市公募公債、相模原市公募公

債、変動利付国債等の有価証券を保有しており、これらの有価証券について、平成28年

度の決算報告書の財務諸表に対する注記で、１.重要な会計方針(１)有価証券の評価基準

及び評価方法として、「有価証券の評価基準は、取得原価法であり、評価方法は、移動平

均法で行っている。」と記載されている。 

公益法人会計基準では、有価証券の評価方法について「満期まで所有する意思をもっ

て保有する社債その他の債券（以下「満期保有目的の債券」という。）、並びに子会社株

式及び関連会社株式については、取得価額をもって貸借対照表価額とする。満期保有目

的の債券、並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券のうち市場価格のあるも
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のについては、時価をもって貸借対照表価額とする。」とされている。 

一方、「公益財団法人相模原市勤労者福祉サービスセンター経理規程」（以下「経理規

程」という。）においては、「（重要な会計方針）第44条(１)有価証券の評価基準及び評

価方法」として「有価証券及び投資有価証券・・・時価主義とする。」とされている。 

団体によると、「有価証券は満期まで保有することを目的としていることから取得価

格で計上し、時価は「財務諸表に対する注記」に記載するとともに、「資産管理運用モ

ニター」として、年２回、理事会及び評議員会において報告している。また、年度毎に

作成している「資金運用計画」において償還前の債券は満期保有とすることを明記して

いる。」とのことである。 

 

（問題点） 

勤労者福祉サービスセンターは、保有する有価証券について公益法人会計基準に準拠

して満期保有目的の債券として原価法により会計処理を行なっているが、経理規程では

「時価主義」となっており、整合していない。 

 

（団体の見解） 

有価証券等を満期保有する場合の評価基準及び評価方法については、関連規則等の見

直しを行い、整合性を確保する考えである。 

 

（所管課の見解） 

勤労者福祉サービスセンターの資産の管理については、団体自らがその責任において

適切に行うべきものと考えている。 

 

（結論：意見） 

満期保有目的の債券につき、経理規程の見直しが必要である。 
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② 金券類の管理について 

（概要） 

勤労者福祉サービスセンターでは勤労者等の余暇活動に資する事業として、各種チケ

ット等、金券類の斡旋販売を行っており、その購入金額は以下のとおり年間で数千万円

にのぼっている。 

平成28年度の金券類の購入実績 

（単位：千円） 

項    目 金    額 

入浴券共通券の購入 44,045 

食事チケットの購入 6,940 

レジャーランドチケット 13,266 

映画チケット 3,041 

その他チケットの購入 2,045 

合    計 69,337 

勤労者福祉サービスセンターによると、「日々の管理はチケット窓口管理簿に販売

数、販売額を記録することにより確認を行っている。また、日々の管理とは別に、週１

回受払簿に受入れ、販売枚数を記載し在庫状況の確認を行っている。」また、「窓口など

で通常販売しているチケット(映画券など７種)は販売するチケット全体の５％程度で、

その他のチケットは会報で購入者を募り、受付け締め切り後必要枚数を購入し、申込者

に郵送している。このため窓口販売をしているチケット以外の在庫は生じていない。ま

た、窓口で販売しているチケットは年度末に残券の棚卸し処理をして次年度に繰り越し

ている。」が、「受払・残高の管理・報告等に関する規程はない。」とのことである。 

 

（問題点） 

多額の金券類の取扱いがあるにも関わらず、その現物管理等について内規が整備され

ていない。 
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（団体の見解） 

受払残高の取扱いについては適正に行っていると認識しているが、指摘のとおり、規

程の整備を行い、これを補完することとしていく考えである。 

 

（所管課の見解） 

勤労者福祉サービスセンターの資産の管理については、団体自らがその責任において

適切に行うべきものと考えている。 

 

（結論：意見） 

金券類について一定の管理はなされているものの、多額の金券類を取り扱う以上、不

正・盗難等のリスクが常にあり、団体としての管理運用体制が明確になるよう、実態に

即した内規の整備を行う必要がある。 
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Ⅷ．公益財団法人相模原市産業振興財団（所管課：産業政策課） 

１．公益財団法人相模原市産業振興財団（以下「産業振興財団」という。）の概要 

（１）設立の目的等 

① 設立年月日 平成４年８月21日（平成24年４月１日に公益財団法人に移行） 

② 設立の目的 相模原市における産業の振興を図るため、経営の安定と発展、産業人

材の確保と育成、国際化や情報化の促進等の事業を行い、もって地域経済の発展に寄与

すること。 

（２）産業振興財団の事業内容 

 ① 中小企業の経営の安定と発展に向けた事業 

 ② 産業人材の確保・育成事業 

 ③ 国際化の促進や情報の収集発信に関する事業 

 ④ 創業及び新事業創出の支援に関する事業 

 ⑤ 地域経済の振興に関する事業 

 ⑥ その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

（３）財務のハイライト情報等（「基本調書」より抜粋）     

    （単位：千円） 

項  目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

受取補助金等 73,000 70,685 76,686 75,513 

（うち市補助金） 73,000 70,686 73,500 74,100 

受取事業収益 30,419 110,034 113,510 116,453 

（うち市から受託） 30,419 110,034 113,510 116,453 

事業収益 1,902 26,914 21,169 21,363 

その他収益 1,152 3,018 2,524 2,467 

経常収益計 106,473 210,651 213,889 215,796 

事業費 78,486 186,137 189,993 185,297 

（うち公益事業） 78,486 171,012 176,353 172,366 

（うち収益事業） 0 15,402 17,180 13,730 

管理費 28,780 22,276 23,980 22,410 

（うち人件費） 17,963 14,836 17,038 11,954 
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項  目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

経常費用計 107,267 208,413 213,973 207,706 

当期経常増減額 △793 2,238 △84 8,090 

（注）平成26年度に受取事業収益及び事業収益並びに事業費が増加しているのは、相模

原市立産業会館の指定管理業務を受託したことによるもの。事業収益は、指定管理業

務に付随して生じる収益が大半を占めている。なお、事業費の内訳については、内部

取引消去は行っていない。 

２．個別論点 

（１）産業振興財団の法人のガバナンス 

（概要） 

基本調書における「ガバナンス体制の構築」において、団体が記載した実績では、「公

益財団法人相模原市産業振興財団公益通報者保護要綱に基づき実施。」と記載されてお

り、所管課意見においても、「公益通報者保護制度について必要な整備が行われている。

引き続き、コンプライアンスを遵守した法人運営がされるよう支援していく。」と記載さ

れている。 

産業振興財団の公益財団法人相模原市産業振興財団公益通報者保護要綱（以下「要綱」

という。）によると、相談の窓口を事務局に設置するとされており、事実関係の調査は事

務局長が行うことになっている。理事長は、調査する内容によって、財団職員からなる調

査チームを設置することができるとされている。 

要綱では、「職員等からの組織的又は個人的な法令違反行為等に関する相談又は通報の

適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等の早期発見と是正を図り、もって財

団の法令を遵守した経営の強化に資することを目的とする。」と定められている。 

産業振興財団では、基本調書によると、平成28年４月１日現在の組織は、理事が７

名、監事が２名の役員がおり、理事1名は常勤である。職員は10名で、うち６名は嘱託

職員である。４名の職員（正規職員及び他法人等からの派遣職員）のうち２名は管理職で

ある。（〈注〉公益財団法人相模原市産業振興財団事務局規程では、「事務局に事務局長

及び次長を置く」と定められている。） 
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（問題点及び結論：意見） 

公益通報者保護制度は、市の組織では馴染む制度であっても、規模の小さい法人におい

て機能するとは思えない。規模の小さい法人において不正等の防止等の目的達成には、例

えば運営責任を負う理事長が業務隅々に目を光らせることであるが、理事長が非常勤の場

合には、常勤役員が事務局以下の業務を掌理し、不正等に目を光らせることが重要と思わ

れる。常勤役員の不正等を防止するためには、重要事項を理事長へ適時に報告する仕組み

とするとともに、予算や計画の精度を向上させ異常な点を早期に発見することができる仕

組みとする必要がある。定期的に業務執行の状況として理事会へ報告することも必要であ

る。重要事項を適切に理事会等へ報告して有識者である理事等の意見を聞くなど、理事等

の職務施行を理事会が管理監督する仕組みを整えたほうがよい。 

産業振興財団では、改革プランの進捗管理シートの内容について常務理事へは報告して

いるが、（非常勤の）理事長には報告しておらず、理事会へも報告されていない。改革プ

ランで指摘された法人の問題等は、運営責任を負う理事や評議員で共有されるべきものと

考える。公益法人改革後においては、常勤理事や事務局長のみが法人の問題点を認識して

いるという体制こそが法人のガバナンス上の問題と考える。 

（２）市への依存体質 

（概要） 

産業振興財団は、改革プランにおいて「団体の在り方について具体的な目標を定め取組

みを進める団体」として位置付けられており、「財団法人相模原市産業振興財団経営計画

（平成23年３月）」（以下「経営計画」という。）及び「財団法人相模原市産業振興財

団・経営改善目標」（以下「経営改善目標」という。）を策定している。これに検討委員

会がこれまでの経営評価結果、提言及び改革プランを基に経営改善に向けた計画として、

「財団法人相模原市産業振興財団経営改善計画」（以下「経営改善計画」という。）を示

している。公益法人改革により財団法人は、公益財団法人へ移行しているが、これらは新

法人へ引き継がれている。 
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経営改善計画においては、「指定管理業務に頼らない自立した財務計画とするべく、自

主財源の確保に努める必要がある。」との指摘や「経営改善目標を確認すると、補助金依

存度の減少に向けた財源確保の努力として、各種事業の実施及びそれに伴う利用者負担を

求めることになっていることから、こうした事業の進捗を確認することとする。」との記

載がある。自己財源の確保と利用者負担が求められている。 

また、経営改善計画では、「財団の経営計画を確認すると、平成23年度から平成26年

度まで市からの補助金が増額される収支見込みが作成されている。こうした計画では、経

営基盤のぜい弱性解消を期待することができないものと考えられる。市としても、財団の

自立化について異論をはさむ余地はないものと考えられることから、まずは、自主財源の

確保策についての指導等を行うことを要望する。」とされている。 

補助金の推移 

（単位：千円） 

項  目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

当初予算 65,038 73,000 71,000 73,500 74,100 

決算額 59,061 73,000 70,686 73,500 74,100 

うち事業費  46,165 49,146 50,666 52,095 

うち管理費 26,835 21,539 22,834 22,005 

（参考）     

経常費用 107,267 208,413 213,973 207,706 

管理費 28,780 22,276 23,980 21,610 

（給料手当） 38,883 40,846 45,115 42,822 

（役員報酬） 3,509 3,244 3,831 4,546 

（臨時雇賃金） 704 11,070 11,748 11,692 

（支払負担金） 9,121 13,543 10,123 10,543 

〈注〉給料手当及び支払負担金は、事業費と管理費の合計。役員報酬は管理費。 

改革プランにおいて、所管課は産業会館の指定管理者になったことにより補助金の依存

度が大幅に下がったことをもって改善実績を評価しているが、市の補助金及び委託料（受

託料）を合わせると総収入の90％を超えている。指定管理収入を含めるとほぼ100％が市

関連の収入といえる。 

産業振興財団の正味財産増減の状況は次のとおりである。 
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平成28年度正味財産増減計算書内訳表の要約 

（単位：千円） 

科  目 公益目的 

事業会計 

収益事業等

会計 

法人会計 内部取引 

消去 

合  計 

負担金収益 4,916  38  4,954 

利用料金収益 6,110 11,117  △818 16,409 

相模原市受託事業収入 45,541  3,919  49,460 

指定管理料収入 64,282 2,711   66,993 

受取相模原市補助金 52,095  22,005  74,100 

受取国庫補助金 1,413    1,413 

運用益その他収益 889 502 1,076  2,467 

計 175,246 14,330 27,038 △818 215,796 

事業費 172,366 13,730   186,096 

管理費   22,428 △818 21,610 

計 172,366 13,730 22,428 △818 207,706 

当期一般正味財産増減 2,880 600 4,610  8,090 

個別計画進捗管理シートの＜１．団体の今後の方向性＞において以下の方向性が示され

ている。 

法人運営に係る経費の多くが市からの補助金及び委託料により賄われており、自主財源

が十分でないことから、業態改変を目指した検討を進めており、その検討結果を踏まえ

て、課題の解決に向けた具体的目標を定め、経営の改善等に向けた取組みを進めること

とする。 

＜年次計画＞（平成27年度及び平成28年度） 

・経常収支（市管理補助金を控除せず）の黒字維持 

・経常費用に占める管理費の割合を適正な範囲に抑えた効率的な事業運営 

＜取組状況＞（平成27年度） 

積極的な事業の実施により、経常収支は僅かながら赤字であるものの、管理費割合は平

成26年度より1割程度と安定している。 

＜所管課意見＞（平成27年度） 

経常収支（市管理費補助金を控除せず）の黒字化に向けて適切に支援していく。 

個別計画進捗管理シートの＜１．団体の具体的取組 （３）市補助金以外の収益拡大＞

において以下の方向性が示されている。 
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課題とされてきた補助金収入依存度（経営基盤の脆弱性）、及び経常収支の赤字（採算

性）は解消されたものの、引続き改善が求められる。このため、事業参加者負担金等の

事業収入の他、国の補助金の獲得や寄附金等市補助金以外の収益の拡大を図る。 

＜年次計画＞（平成27年度） 

産業振興事業の経常収益のうち、市からの補助金・受託事業収入及び指定正味財産取り

崩し収入を除いた金額を10％増加させる。 

＜取組状況＞（平成27年度） 

産業振興事業の経常収益のうち、市からの補助金・受託事業収入及び指定正味財産取り

崩し収入を除いた金額6,570千円 

＜所管課意見＞（平成27年度） 

公益性を確保しつつ、自主財源、国等の補助金など、市補助金以外の収入の確保につい

て支援を行う。 

取組状況に記載された金額6,570千円の内訳は、産業振興事業の参加者負担金等3,384

千円と受取国庫補助金3,186千円である。平成26年度の同事業の参加者負担金等は1,141

千円で受取国庫補助金はゼロであった。平成28年度の同事業の参加者負担金等は3,879

千円で受取国庫補助金は1,413千円である。 

公益目的事業会計「公１産業振興事業」の収入の推移 

（単位：千円） 

科  目 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

参加者負担金等 1,141 3,384 3,879 

相模原市受託事業収入 40,289 46,520 45,541 

受取相模原市補助金 49,146 50,666 52,095 

受取国庫補助金 0 3,186 1,413 

受取寄附金 281 0 0 

（参考）    

（会館）参加者負担金等 8,471 947 1,036 

平成26年度に比べて平成27年度の産業振興事業の参加者負担金等は増加しているが、

相模原市受託事業収入も受取相模原市補助金も増加している。一方で、産業会館運営事業

に計上されている（会館）参加者負担金等は大幅に減少している。参加者負担金等は、セ

ミナーの参加費、国内外の展示会の企業の出展負担金である。出展負担金は展示会に費や

す金額が増加すれば増える傾向にある。 
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（問題点） 

経営改善計画において自主財源確保が要請されているにもかかわらず、補助金の推移を

見ると平成26年度に対して平成27年度は増加している。平成28年度は若干減少してい

る。平成28年度正味財産増減計算書内訳表の要約にあるように、当期一般正味財産増減

は増加（利益に相当）しているが、運用益その他（基本財産運用益、雑収益（産業会館運

営事業他））以外には、市からの補助金や受託事業、産業会館の指定管理料とそれらに関

連する収益であり自主財源といえるものはない。 

国内外の展示会出展費用の受益者負担やセミナー等の参加費の徴収は、受益者負担の観

点からは、負担割合が十分なものとはいえない。補助金申請の支援等やホームページ作成

支援等を行った企業には負担を求めていない。 

（結論：意見） 

市への依存度を引き下げるためには、自己収入の確保が必要であり、経営改善目標とし

て「補助金依存度の減少に向けた財源確保の努力として、各種事業の実施及びそれに伴う

利用者負担を求める」とあることから、個別に支援している企業から実費相当の負担金を

求めるべきである。 

問題とされている経営基盤の脆弱性や採算性の課題解消のためには、産業振興事業に限

らず会館運営事業でも同じように収益を増加させる必要がある。 

（３）市の産業振興財団に対する委託事業 

（概要） 

産業振興財団の事業（補助事業を除く）の大半は市からの委託事業であるが、一部を除

き随意契約となっている。 

平成28年度の市からの受託事業一覧 

事業名称 契約金額（千円） 成果物等 

ものづくり企業総合支援事

業 

18,000 報告書本文７頁、別紙18頁 

管理費1,508千円 
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事業名称 契約金額（千円） 成果物等 

相模原市トライアル発注認

定製品出展事業 

1,270 報告書４頁、２つの国内展示会出展、    

管理費77千円 

販路開拓支援事業 

 

4,000 報告書７頁、展示会出展料（３展示

会）3,442千円、管理費262千円 

相模原市中小企業融資事務

事業 

5,585 受付件数1,077件、融資貸付残高照会

810件  管理費470千円 

相模原市新技術実用化コン

ソーシアム形成支援事業 

3,000 報告書８頁 

管理費252千円 

ものづくり人材確保・育成

事業 

1,300 報告書本文３頁、添付８頁 

管理費85千円 

海外成長市場獲得支援事業 

 

12,000 報告書21頁、 

管理費906千円 

女性企業家支援事業ワーク

ショップ・交流会業務 

305  

コミュニティビジネス推進

事業 

4,000 報告書６頁、 

管理費333千円 

産業会館運営事業（指定管

理業務） 

66,793  

〈注〉平成28年度の基本調書では、＜平成27年度主な事業実績＞が記載されているた

め、平成28年度の「随意契約の公表調書」より作成した。 

上記のうち「ものづくり企業総合支援事業」の契約内容について検討したところ、業務

仕様書には、目的として、「本事業では、企業支援に係る高い専門性を有した「総合的な

支援体制」を構築することで、市内のものづくり中小企業すべてを対象とした継続的なサ

ポートを可能とし、各企業における経営課題の解決を図るものとする。」と記載されてい

る。また、業務内容として、「（１）ものづくり中小企業に対する支援 （２）各種情報

収集及び連携体制構築」が記載されている。委託業務の成果物として、業務報告書と業務

日誌等の提出が求められている。この業務報告書は、７頁から成り、業務日誌に相当する

別紙は18頁であった。 

「ものづくり企業総合支援事業委託」の仕様書は次のとおり。 
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１．目的 

ものづくり中小企業に対する支援は、制度融資や研究開発補助金など金銭助成のほ

か、当該企業の経営上の課題解決のためのきめ細やかな支援（技術課題やその他相談内

容に応じた各種施策の案内やソリューションの提供等）が必要不可欠である。 

しかしながら、こうした支援は市の制度を利用する一部の企業に限定されるところで

あり、また、その一部の企業においても、定期的な人事異動等によって、市担当職員や

支援体制そのものが数年おきに代わることに対し、不安を感じている状況にある。 

本事業では、企業支援に係る高い専門性を有した「総合的な支援体制」を構築するこ

とで、市内のものづくり中小企業すべてを対象とした継続的なサポートを可能とし、各

企業における経営課題の解決を図るものとする。 

２．業務期間 

平成28年４月１日から平成29年３月31日までとする。 

３．業務場所 

相模原市中央区中央３－１２－３ 

相模原市商工会館本館４階  公益財団法人相模原市産業振興財団内  他 

４．業務内容 

（１）ものづくり中小企業に対する支援 

市内ものづくり中小企業を訪問、ヒアリングを実施することにより、当該企業の販路

開拓や研究開発の現状、人材育成や産学連携に関するニーズ、国際化への対応等、当該

企業における多様な経営課題を確認し、その課題を解決するための支援（助成制度の案

内やセミナー等の開催、専門家派遣など）を実施すること。 

（２）各種情報収集及び連携体制構築 

①大手企業 

中小企業の販路開拓や受発注の機会を確保するためには、大手企業との連携が重要で

ある。各種展示会等の活用などにより、大手企業に関する情報収集及びネットワーク構

築を図ること。 

②各産業支援機関 

商工会議所やＴＡＭＡ協会、神奈川県産業技術センター等で開催される事業に参加

し、各産業支援機関の専門家とのネットワーク構築を図ること。 

また、市や産業振興財団で解決・対応できない企業の経営課題については、構築した

ネットワークを活用して課題解決を図ること。 

③国、地方自治体 
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市の産業施策上関連の深い、経済産業省関東経済産業局とのネットワーク構築を図

り、経済産業省をはじめとした国が推進する産業振興計画や各種支援メニューについ

て、理解を深め、企業からの相談に臨機応変に対応できる態勢を整えること。 

また、相模原市は首都圏南西部の広域交流拠点としての役割が期待されており、周辺

自治体（八王子市、町田市、厚木市など）九都県市首脳会議の構成自治体との連携につ

いては、今後さらなる進化が求められている。そのため、これら自治体で開催される会

議やイベント等に市担当職員と出席し、情報収集を行うこと。 

５．業務報告書及び業務日誌等の提出 

業務日誌及び企業毎のケースファイルを作成し、１ヶ月ごとに報告書としてまとめ、

翌月１０日までに相模原市へ提出すること。 

なお、本事業最終月分の報告書については、ものづくり企業総合支援事業委託契約条

項第７条に定める業務実績報告書とともに提出すること。 

６．その他 

本仕様書に定めのない事項等は、発注者と受注者による協議の上、別に定めるものと

する。 

（問題点） 

① 見積の根拠と委託費の精算 

契約書及び見積書等には業務量や質的な要件を定めた記載は見受けられない。委託事

業の成果についても明確な定めはなく、市が何を委託しこれに対して産業振興財団が何

を実施して、その成果が何だったのかが明確ではない。 

上記の仕様書に対する産業振興財団の見積書は次のとおりである。 

品   名 金 額（円） 摘    要 

人件費 11,650,000  

 給与手当 11,200,000 ものづくり企業支援担当者 

  福利厚生費 450,000 ものづくり企業支援担当者 

物件費 3,501,516  

  旅費交通費 240,000 活動交通費等 

  賃借料 1,266,000 自動車リース代、駐車場代、セミナー会場費 

  委託費 1,656,000 専門家派遣委託料 

  その他 339,516 （書籍代、事業案内、消耗品費） 

管理費 1,515,151  

小  計 16,666,667  



117 
 

品   名 金 額（円） 摘    要 

消費税 1,333,333  

合     計 18,000,000  

市と産業振興財団の契約により、委託料の精算として、「（前項の報告に基づく）精

算額が、委託料の金額に満たない場合には、その差額を発注者の指示に従い返納しなけ

ればならない。」（ものづくり企業総合支援事業委託契約条項第８条第２項）と定めら

れているが、人件費については見積の内訳がない。 

見積書には積算根拠となる明細が必要であり、実績に基づく精算も必要である。訪

問・支援回数には、単に財団の業務内容について説明しただけの訪問も含まれている。

委託金額に応じた成果がないものは委託料の支払を行うべきではない。委託料のうち人

件費等について精算が必要である。 

② 業務報告書の記載内容 

市と産業振興財団の契約により、「受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく業務

実績報告書を提出しなければならない。」と定められている。（ものづくり企業総合支

援事業委託契約条項第７条） 

産業振興財団が市へ提出した「平成28年度ものづくり企業総合支援事業 業務実績

報告書」の記載内容を要約したものは次のとおりである。 

１．個別企業支援（一部抜粋） 

平成28年度のものづくり企業総合支援事業では、ものづくり支援グループとして、

コーディネーター（中小企業診断士３名、公設試験所ＯＢ）と財団職員が、製造業を

中心とした市内中小企業を訪問し、経営の状況や課題等についてヒアリング調査を行

い、各種補助金獲得、製品・技術開発、販路開拓、ロボット導入、海外進出等、事業

者が抱える課題に対して、解決のための具体的な支援を行った。 

市内ものづくり中小企業152社に対し、延べ425回の訪問・相談支援を行った。も

のづくり補助金の申請支援では、２回の公募に対して、延べ56回の相談支援を行っ

た。平成27年度補正及び平成28年度補正ものづくり補助金の合計で、42社4億

6,045万円の補助金獲得に寄与することができた。（以下省略） 

（以下、企業支援事例として、販路開拓支援、ロボット導入支援、補助金申請支

援、Ｗｅｂ改善提案、中小企業診断士の養成課程事業における無料診断、産学連携支

援、ＩＳＯ改定対応支援及び財務課題解決支援、各種補助金制度の紹介、海外進出支
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援、人材確保支援、知的財産取得支援、海外工場の人材紹介支援等として16の事例が

紹介されている。） 

２．ものづくり補助金申請支援 

国の補助金事業に対応するため、市、相模原商工会議所、（株）さがみはら産業創

造センターと協力して説明会とそれに続く個別相談会を開催し、市内企業の補助金申

請を支援した。 

（具体例の記載は省略） 

３．専門家派遣支援 

平成28年度も、より高度・専門的な知識等が必要な課題に対応するため、大手企業

ＯＢや専門コンサルタント等適切な専門家の派遣制度を導入し、販路開拓、特許出

願、展示会出展、工場用地取得に対する指導助言など、より成果の上がる支援を実施

した。 

専門家の派遣実績は、15社（事業を含む）に対し、延べ57回の派遣・指導を行っ

た。1社の派遣回数は、3.8回となり、単発的な派遣より数ヶ月に渡る長期の派遣が多

くなった。 

業務実績報告書の主な内容は、「１．個別企業支援 ２．ものづくり補助金申請支援 

３．専門家派遣支援」である。事業の成果である業務報告書には、仕様書の業務内容に

明記してある（２）各種情報収集及び連携体制構築についての記載はない。 

業務実績報告書には、個別企業支援について152社に対して延べ425回訪問・相談支

援を行ったと記載されている。産業振興財団の説明によると、対象とする会社数は941

社でこのうち訪問した会社は152社であった。うち29社は財団の事業紹介等などで１

回のみの訪問に終わっている。事業実績とは言えないものである。123社（152社－29

社）については、企業の課題の確認、企業への具体的な提案を行っているとのことであ

る。「個別企業の報告書については、月次報告書にて報告済み。」と記載されているも

のの、業務実績報告書には支援先における共通的な経営課題についての記載はない。補

助金の申請支援についても、交付された補助金の成果についての記載は見受けられな

い。 

業務実績報告書に添付された「訪問及び相談企業一覧」に記載された用件によると、

訪問の多くは補助金申請支援やホームページ作成支援、展示会への出展関係が大半を占

めている。個別の企業からヒアリング等により「多様な経営課題」を把握しているとみ

られる内容のものはなく、業務実績報告書においても「市内の企業が有する多様な経営
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課題」を要約した記述はない。個別の企業に対する支援ではなく、より多くの企業に対

して市としてどのような支援が必要なのかを検討したものはない。 

委託業務の中に実施されていない業務、あるいは、成果物として不十分な業務があれ

ば委託費の返還を求めるべきである。 

③ 仕様書の業務内容 

仕様書の業務内容の「（１）ものづくり中小企業に対する支援」と「（２）各種情報

収集及び連携体制構築」は別の事業である。見積書の上では費用が区分されていない。

契約上は、委託料の精算を行うことになっているが、人件費については、業務内容に応

じた積算が行われていないため、適切な実費精算は難しいと考える。業務内容の異なる

ものを一つの委託事業にすべきではないし、市からの委託内容には本来市が手掛けるべ

きと思われるものもある。 

「（１）ものづくり中小企業に対する支援」の業務内容には、企業における多様な経

営課題を確認し、その課題を解決するための支援（助成制度の案内やセミナー等の開

催、専門家派遣など）とあるが、支援の括弧内の文言が業務を限定しているようにも読

める。多様な経営課題に対する支援となっているのか検討が必要である。 

「（２）各種情報収集及び連携体制構築」の事業は、仕様書にあるように、「①大手

企業、②各産業支援機関、③国、地方自治体」が相手となるが、①の大手企業の連携の

場合に想定されている展示会等の活用は、別の委託事業で行われているものと重複して

いる可能性がある。②の各産業支援機関との連携は、産業振興財団が本来行うものであ

り、市の事業として委託事業で行うものか疑問である。③の国、地方自治体との連携

は、本来所管課である産業政策課が直接担当すべきものである。事業の目的にあるよう

な問題（「定期的な人事異動等によって、市担当職員や支援体制そのものが数年おきに

代わることに対し、不安を感じている状況にある。」）は業務の適切な引継ぎや業務マ

ニュアルの充実により解消すべきものである。ネットワークが必要なのは、政策遂行者

である市の職員と思われる。外注すべき業務かどうかについては再検討が必要である。 
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（結論：結果） 

成果物である業務実績報告書には、総合的な支援体制に関する記述はない。補助金の申

請支援など個別の企業に対する支援が大半である。業務仕様書に記載された業務内容が、

仕様書通りに適切に実施されたのであれば、その結果が業務報告書に反映されるべきであ

り、適切に実施されていないのであれば、委託費の返還を求めるべきである。 

「ものづくり中小企業に対する支援」と「各種情報収集及び連携体制構築」は、少なく

とも見積書においては業務別に見積もられるべきものである。随意契約を前提に業務仕様

書を作成すべきではない。 

事業の成果について記載がなければ、当事者（所管課と産業振興財団）以外の第三者に

は業務が適切に行われたかどうかは不明である。契約自体が随意契約に基づいて行われて

おり、仕様書も業務量等が明確となっていない。契約金額の妥当性は、仕様書や業務実績

報告書から説明がつくものではない。当事者間で納得のいくものであっても、第三者から

は見れば不明なものであり、行政の透明性から逆行するものである。 

仕様書を競争入札に付す時と同様に適切に作成し、仕様書の業務内容にある成果を業務

実績報告書に記載を求め、業務が適切に行われたものであることを記録に残すようにすべ

きである。 

（４）受益者負担 

（概要） 

産業振興財団は、市から事業を受託するとともに補助金を受領している。受託事業の多

くは、対象企業等から負担金を受領していない。 

平成28年度の市からの受託事業一覧（再掲；一部抜粋）と補助金 

事業名称 契約金額

（千円） 

対象企業等 

（業務報告書、見積書等より） 

ものづくり企業総合支援事

業 

18,000 個別企業支援 訪問152社 

ものづくり補助金申請支援 申請企業83社 

専門家派遣支援 15社 

相模原市トライアル発注認

定製品出展事業 

1,270 産業交流展2016 ８社 

テクニカルショウヨコハマ2017 ４社 
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事業名称 契約金額

（千円） 

対象企業等 

（業務報告書、見積書等より） 

販路開拓支援事業 

 

4,000 医療機器開発・製造展 ４社 

2016国際航空宇宙展 ４社 

第４回インターネプコンジャパン ４社 

海外成長市場獲得支援事業 

 

12,000 Metalex Vietnam 2016 ６社 

Metalex Thailand 2016 ３社 

Manufacturing Indonesia 2016 ３社 

相模原市産業振興財団運営

費補助金 

74,100 中小企業経営の安定と発展に向けた事業、

産業人材の確保・育成事業、国際化の促進

や産業経済情報の収集・提供に関する事

業、創業及び新事業創出の支援に関する事

業、地域経済の振興に関する事業 

〈注〉平成28年度の基本調書では、＜平成27年度主な事業実績＞が記載されているた

め、平成28年度の「随意契約の公表調書」より作成した。補助金は、補助金実績調書よ

り作成した。 

ものづくり企業総合事業の内容は、業務実績報告書によると「１．個別企業支援 ２．

ものづくり補助金申請支援 ３．専門家派遣支援」であるが、補助金申請支援が主な事業

内容となっている。他の事業においても、個別企業の支援である。 

運営費補助金の内容は、補助金実績調書に添付された平成28年度事業報告書による

と、「中小企業経営の安定と発展に向けた事業」の内容は、国内展示会相模原ブース出展

事業、九都県市合同商談会、国内見本市出展助成事業、海外見本市出展助成事業、産学連

携事業、商業・サービス業企業活性化事業である。これらの内容も特定の企業に対する支

援であるといえる。 

「ものづくり企業総合支援」の対象企業についても、仕様書には、「市内ものづくり中

小企業を訪問、ヒアリングを実施することにより・・・（以下省略）」とあり、対象とな

る企業の所得等により、支援企業の範囲は限定していない。 

（問題点） 

業務実績報告書によると、平成27年度補正及び平成28年度補正の「ものづくり・商

業・サービス新展開支援補助金」に採択された補助金獲得額は４億６千万円であった。こ
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れに伴う産業振興財団の収入はない。申請に費やした実費相当額の回収もできていない。

ホームページの作成支援や専門家派遣に要する費用も回収できていない。 

支援や補助の対象となる企業は、市内のすべての企業が対象であり、企業業績等は考慮

されていない。補助金申請支援やホームページ作成支援は民間でも行っており、市からの

補助金と受託事業のみで自主財源を持たない団体が行う業務かは疑問が残る。現状の個別

の中小事業者に対する支援事業については、受益者負担の原則により実費相当額の負担を

求めるべきである。 

（結論：意見） 

市の「受益者負担の在り方の基本方針」に準じて、原則として必要なコストの負担を求

め、コストを負担する能力がないと認められる企業についてのみ減免あるいは免除を検討

すべきである。産業振興財団の説明によると、展示会等への出展により当該企業に非常に

多くの成果が得られているとのことである。具体的な成果があるのであるから、補助金申

請やホームページ作成支援、展示会出展等の受益のある中小企業からは少なくとも実費相

当額は回収すべきである。 

横浜市や川崎市の事業目的を同じくする類似の団体においては、補助金申請支援やホー

ムページ作成支援など民間が担える事業については、事業報告書の事業内容に記載がな

い。 

公金を原資として支援を行うのであれば、個別の企業に利得となるものではなく市内の

企業全体に影響を及ぼす事業か業績的に厳しい状況にあるが市の支援等により業績回復が

見込まれる企業の支援等に限定すべきと考える。 

（５）不適切な随意契約 

（概要） 

市は産業振興財団に対して、「ものづくり総合支援事業」を委託している。これは産業

振興財団との随意契約により行われている。 

市が産業振興財団と随意契約とした理由は次のとおりである。 
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この事業は、市内中小企業者を訪問し、研究開発や産学連携、財務面等の経営課題を

把握するとともに、経営課題解決に向けた支援を実施することが主な目的である。事業

の対象となる企業が市内で操業するすべての企業であることから、企業支援について高

い専門性や企業情報、他の産業支援機関とのネットワークを有し、対象企業を限定せ

ず、本市全体をカバーする産業振興財団が当事者の実施主体として適当であると判断し

た。 

このことから、当団体が事業の委託先として最適なため、契約を締結したもの。 

委託者は、「研究開発や産学連携、財務面等の経営課題を把握するとともに、経営課題

解決に向けた支援を実施することが主な目的」とされていることから、経営課題の把握と

経営課題解決に向けた支援を求められている。 

（問題点） 

企業支援についての高い専門性を有する専門家として、随意契約の相手方となっている

が、契約上成果物として提出された業務実績報告書の内容を確認したところ経営課題を把

握した記述や経営課題解決のための支援については記載されていない。市内中小企業を訪

問しているものの、補助金申請支援が主な業務内容となっており、随意契約が適切であっ

たか疑問である。 

また、人員体制も主として4名の契約社員が担っており、実施主体として適当か疑問が

残る。 

（結論：結果） 

所管課が作成した業務仕様書や委託先である産業振興財団が作成した業務実績報告書か

らは、随意契約とせざるを得ないという専門性は認められず、また、ネットワークについ

ては、業務実績報告書に記載そのものがないため判断のしようがない。 

委託事業のなかの専門家派遣の業務についても相模原市の団体では、中小企業診断士、

弁理士、デザイナー等が対応しているが、横浜市や川崎市の団体では、窓口相談ではある

が、法律、労務、総務、ＩＴ等の各専門家が対応している。経営課題の把握や経営課題解

決といった目的に照らし合わせると、中小企業に対して提供するサービスに再考の余地が

あると考える。 
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（６）委託事業と補助事業の成果の重複 

（概要） 

平成28年度の市からの委託事業一覧（再掲；一部抜粋）と補助金は以下のとおりであ

る。 

事業名称 契約金額

（千円） 

成果物等 

（業務報告書、見積書等より） 

ものづくり企業総合支援事

業 

18,000 報告書本文７頁、別紙18頁 

管理費1,508千円 

相模原市トライアル発注認

定製品出展事業 

1,270 報告書４頁、２つの国内展示会出展、    

管理費77千円 

販路開拓支援事業 

 

4,000 報告書７頁、展示会出展料（３展示会）

3,442千円、管理費262千円 

海外成長市場獲得支援事業 

 

12,000 報告書21頁、 

管理費906千円 

相模原市産業振興財団運営

費補助金 

74,100 中小企業経営の安定と発展に向けた事業、

産業人材の確保・育成事業、国際化の促進

や産業経済情報の収集・提供に関する事

業、創業及び新事業創出の支援に関する事

業、地域経済の振興に関する事業 

〈注〉平成28年度の基本調書では、＜平成27年度主な事業実績＞が記載されているた

め、平成28年度の「随意契約の公表調書」より作成した。補助金は、補助金実績調

書より作成した。 

補助金実績調書に添付された平成28年度事業報告書によると、「中小企業経営の安定と

発展に向けた事業」の内容は、国内展示会相模原ブース出展事業、九都県市合同商談会、

国内見本市出展助成事業、海外見本市出展助成事業、産学連携事業、商業・サービス業企

業活性化事業である。 

委託事業と補助事業を比較してみると同一の事業が委託事業と補助事業の対象となって

いる。 
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委託事業と補助事業の対比 

委託事業 補助事業 

事業名 事業内容 対象 事業名 事業内容 対象 

販路開拓支

援事業 

 

医療機器開発・製

造展 

４社 中小企業経

営の安定と

発展に向け

た事業 

医療機器開発・製

造展 

４社 

 

2016国際航空宇

宙展 

４社 国際航空宇宙展

2016 

４社 

第46回インター

ネプコンジャパン 

４社 インターネプコン

ジャパン 

４社 

 

海外成長市

場獲得支援

事業 

海外展示会への共

同出展（タイ、イ

ンドネシア、ベト

ナム） 

延べ

12社 

重複２

社 

海外見本市出展助

成事業 

８社 

   産業交流展2016  

 

８社 

九都県市合同商談

会  

延べ

10社 

国内見本市出展助

成事業  

55社 

産学連携推進事業

  

３社 

商業・サービス業

企業活性化事業  

２社 

〈注〉委託事業は、成果物である業務実績報告書より、補助事業は補助金実績調書に添付

された事業報告書より引用した。 

（問題点及び結論：意見） 

同一の事業が、委託事業と補助事業の成果として把握されている。いずれも特定の企業

に対するものであり、会社名も同一である。すなわち、同一の事業が委託事業と補助事業

の対象となっており、委託費と補助金が二重に支払われている可能性がある。所管課は事

業内容を精査し、同一事業に対して二重払いに相当する金額の返還を求める必要がある。 
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（７）補助金の過大支払 

（概要） 

産業振興財団は、相模原市産業振興財団運営費補助金（以下「補助金」という。）

74,100千円のうち、22,005千円を法人会計に充当している。当初予算の段階では、

21,362千円であった。当初の予算になかった受託収入の一部3,919千円を法人会計に計上

している。その結果、法人会計の当期経常増減額（経常利益に相当）は、4,610千円のプ

ラスとなっており、法人の内部留保が同額増加している。 

運営費補助金と管理費 

（単位：千円） 

項    目 平成27年度実績 平成28年度予算 平成28年度実績 

運営費補助金 73,500 74,100 74,100 

（うち法人会計に充当） （22,834） （21,362） （22,005） 

管理費 24,013 22,408 22,428 

受託収入から充当 0 0 3,919 

〈注〉「受託収入から充当」は、市からの受託事業収入の一部を法人会計の収入としたも

の。 

市からの受託事業収入の一部を法人会計に計上しているが、平成27年度以前は行って

おらず、平成27年度、平成28年度及び平成29年度の予算においても、法人会計に受託

収入は計上されていない。受託事業の見積書に管理費の項目があることから、受託収入の

一部を法人会計に計上することも考えられなくはないが、受託事業に関わる管理費であれ

ば、費用を業務管理費として事業費に計上することが適切と判断する。 

予算においては平成28年度も平成29年度も受託収入の一部を法人会計の収入としてい

ない。予算と同様に、受託収入を法人会計に振替えない場合には、公益目的事業会計にお

いて、6,798千円正味財産が増加することになるが、振替により2,879千円となった。一

方、法人会計の正味財産は、4,610千円の増加となった。 

補助金は、相模原市産業振興財団運営費補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）

に基づき、事業費と管理費を対象に交付されている。対象事業は、（１）中小企業の安定

と発展に向けた事業費、（２）産業人材の確保・育成事業費、（３）国際化の促進や情報の

収集発信に関する事業費、（４）創業及び新事業創出の支援に関する事業費、（５）地域経
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済の振興に関する事業費、（６）管理費、である。管理費以外の事業は、相模原市の委託

事業と重複している部分もある。 

産業振興財団の平成28年度の正味財産増減計算書内訳表によると、公益目的事業会計

のうち産業振興事業に「相模原市受託事業収入」と「受取相模原市補助金」が計上されて

いる。このほか、「参加者負担金等」と「受取国庫補助金」が計上されている。その結

果、産業振興事業の正味財産は2,879千円増加している。所管課としては、「参加者負担

金等」と「受取国庫補助金」は自主財源と考えているが、国庫補助金も補助金であること

に変わりはなく、「受取国庫補助金」は原則実費精算されるものである。「参加者負担金

等」は、事業費の一部を参加者に負担を求めているもので、市の補助事業あるいは市から

の受託事業に関連して派生しているものであり、補助事業の費用または受託事業の費用と

相殺されるべきものである。いずれも自主財源（自己収入）といえるものでもない。 

公益目的事業会計のうち産業振興事業の収支（正味財産増減計算書内訳表より作成） 

（単位：千円） 

科   目 公益目的事業会計 

公１（産業振興事業） 

備  考 

事業収益（参加者負担金等） 3,879  

受託収入（相模原市受託事業収入） 45,541  

受取補助金等（受取相模原市補助金） 52,095  

受取補助金等（受取相国庫補助金） 1,413  

収入計 102,928  

事業費 100,049  

管理費 0  

費用計 100,049  

当期経常増減額 2,879  

当期一般正味財産増減額 2,879  

（問題点及び結論：結果） 

補助金は、外郭団体の内部留保（正味財産）の原資となるべきものではない。産業振興

財団を運営するに最低限必要な費用の不足額を埋めるに足りれば十分と考える。事業収益
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の参加者負担金等は、参加者の負担金では賄えない事業費の不足額を補助金または市から

の委託料で充当しているものである。 

市からの受託事業は、契約書には明記されていないが、業務完了後事業費の精算を行っ

ている。精算の結果精算返戻額はゼロとなっている。精算書に含まれている管理費は、直

接費用と結びつかず利益に相当するものであるが、同額が法人会計に振替えられている。

理論上は、公益目的事業会計の産業振興事業は収支相償（収益と費用が同額）となる。 

補助金の交付要綱には、第３条において、「補助金の額は、予算の範囲内において市長

が必要かつ適当と認めた額とする。」と定められており、第７条第２項では、「財団は、前

項の精算書（原文は「清算書」）により報告された運営費の執行額が交付決定した補助金

の額に満たない場合には、その差額を市長の指示に従い返還しなければならない。」と定

めている。 

補助金以外に収入があるとはいえ、これらは市からの補助事業または受託事業に付随し

て得られたものである。これらの収入を除いて必要とされる補助金の額を決定すべきでは

ない。市は、産業振興財団の内部留保（当期一般正味財産増減額）となった金額のうち収

益事業等会計を除いた額7,489千円（当期一般正味財産増減額（8,090千円）から収益事

業等会計の当期一般正味財産増減額（601千円）を控除した金額）の返還を求めるべきで

ある。 

上記に関連することとして、補助金の算定根拠となる平成28年度補助金精算書の法人

全体の費用合計は、211,639千円となっているが、正味財産増減計算書（損益計算書に相

当）の経常費用合計は、207,706千円であり、補助金精算書が正しく作成されていない。

これが補助金の過大支払（主に事業費）の一つの要因と考えられる。 

（８）事業の成果 

（概要） 

平成28年度の基本調書の進捗管理シートの＜10 新たな視点（公益目的事業の確実な

実施）＞において、団体の平成27年度の計画は、「市内業者の振興に有効な事業を企画

実施」とし、実績を「公益事業比率：81.1％」と記載している。その分析では、「事業費
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の８割強を公益目的事業に投じ、かつ、有効に活用している。」と自己分析している。平

成27年度の所管課意見では、「創業支援、中小企業支援など公益目的事業を確実に実施

している。引き続き、地域の産業支援に資する公益事業の実施ができるよう支援を行って

いく。」となっている。 

（問題点及び結論：意見） 

計画では、「市内産業の振興に有効な事業を企画実施する。」としているが、実績とし

て「公益事業比率：81.1％」としているのは、事業費を有効に活用したことの説明にはな

らない。事業費の公益事業比率ではなく、実施した事業の成果（内容）で判断すべきであ

り、外部に対する適切な説明になっていない。 

産業振興財団は、改革プランにおいて、「団体の在り方について具体的な目標を定め取

組みを進める団体」とされている。平成26年度相模原市外郭団体経営検討結果建議書の

なかで、「中小企業が国の補助金を獲得するための支援事業の成果として、補助金採択率

が高い値になっていることを掲げているが、市内企業は補助金を利用した事業を展開し、

地域経済の活性化につながることが重要である。事業の成果については、的確に成果内容

を示し、わかりやすく市民に伝えることが重要である。」と指摘されているが、何ら改善

されていない。理事会及び評議員会も含めた法人全体で対応を考えるべきである。 

（９）補助金の成果 

（概要） 

産業政策課は、平成28年度の監査委員監査を受け、そのなかで意見として、 

『補助金の見直し指針（平成23年11月30日策定）では、事業費補助金に対する補助

金額及び補助率の妥当性を検証するとともに、運営費補助金に対する団体の公益性及び社

会貢献度の検証を行うために補助事業実績調書を作成することとされている。さらに、補

助事業実績調書は、補助制度の透明化を図り、市民による評価を可能とするために、市の

ホームページに掲載されている。 
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今回、平成27年度相模原市産業振興財団運営費補助金について調査したところ、補助

事業実績調書の事業担当課評価欄に、「（前略）経営課題の解決に向けた企業支援を行う

ことで、地域産業の振興につながっている」と記載されていたが、どのように評価したの

かの具体的理由について記載されていなかった。 

補助事業実績調書は、行政自らが第三者的な視点で補助金の評価・見直しを行った結果

を市民に説明するものとなることから、評価の理由について、審査に当たって留意した事

業等を踏まえて具体的に記述することが必要である。 

今後、補助金の評価を行うに当たっては、補助事業実績調書に具体的理由を記載するこ

とにより、市民への説明責任を果たされたい。』  

と指摘されている。 

平成28年度補助事業実績調書を見ると補助金交付先である産業振興財団が記載する事

業の成果（団体の公益性、社会貢献度）の欄には、「別添「事業報告書」のとおり」と記

載されている。これに対する所管課が記入する「（補助金に対する評価について）上のよ

うに評価した理由」の欄には、詳細な理由が記載されている。 

しかしながら、補助金交付先が記載する「事業成果」に記載されていない内容が評価の

理由として記載されている。 

（問題点及び結論：意見） 

補助金交付先が事業成果を分かりやすく記載し、それを基に所管課が事業成果を評価し

た理由を述べるべきであって、事業成果の判断の基礎となる「事業報告書」に記載のない

事項について評価理由とすることには疑問がある。監査委員監査で述べられているような

補助金の評価・見直しの趣旨とも反する。 

また、外部に公表されている平成27年度の補助金実績調書一覧では、「事業報告書の

とおり」とすると、市民は産業振興財団が公表する（法人全体の）事業報告書しか見るこ

とができず、補助金の成果を把握することはできない。 

「事業成果」「上のように評価した理由」の記載内容については、さらなる改善が必要

である。 
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（10）相模原市立産業会館の目標とする稼働率の設定 

（概要） 

産業振興財団が指定管理者となっている相模原市立産業会館（以下「産業会館」とい

う。）の平成28年度の稼働目標は、42％である。稼働率（実績）は42.6％であり、市の

指定管理者制度導入施設モニタリング・シート（以下「モニタリング・シート」とい

う。）では、成果目標の達成度は「Ａ」と高く評価されている。しかし、一般的に50％を

下回る稼働率は著しく低いと評価されるべきものである。稼働率の実績も前任の指定管理

者が管理していた時の実績（47.1％）を下回るものである。 

産業会館の稼働率（「モニタリング・シート」より抜粋） 

項  目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

目標値（単位） ― 41.0％ 41.5％ 42.0％ 42.5％ 

実績値（単位） 47.1％ 42.8％ 43.6％ 42.6％ － 

達成率（％） ― 104.4％ 105.1％ 101.4％ － 

（注）産業振興財団が産業会館の指定管理者となったのは平成26年度から。 

産業会館の「施設利用料等に係るコスト把握シート」によると、利用料金等で賄える費

用（コスト）は４分の１以下であり、維持管理費の４分の３以上は市の持ち出しとなって

いる。産業会館運営事業の損益（正味財産増減）の状況を見ても費用合計に占める市の指

定管理料は４分の３を超えている。 

産業会館運営事業の損益（正味財産増減）の状況 

（単位：千円） 

科    目 公益目的事業 収益事業等 合 計 備 考 

収益 負担金収益 1,037 0 1,037 参加者負担 

利用料金収益 6,110 11,117 17,227  

指定管理料収益 64,282 2,711 66,993 市負担 

その他収益 888 502 1,390  

計 72,317 14,331 86,648  

費用 給与手当 4,485 854 5,339  

臨時雇賃金 8,268 1,575 9,843  

その他人件費 2,386 234 2,620 通勤費含む 

委託費 39,620 7,448 47,068  
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科    目 公益目的事業 収益事業等 合 計 備 考 

その他経費 17,558 3,619 21,177  

計 72,317 13,730 86,047  

損益  0 601 601  

〈注〉内部取引消去は行っていない。 

（問題点及び結論：意見） 

産業振興財団は、成果指標の目標値は毎年度達成しているとしているが、目標設定を見

直し稼働率を高める方策を検討する必要がある。 

とりわけ稼働率が低くなっている夜間の会館運営をどうするのか、夜間を閉館するには

条例の改正が必要とのことであるが、無駄の排除のためには夜間対策が急務となってい

る。 
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Ⅸ．社会福祉法人相模原市社会福祉事業団（所管課：障害政策課） 

１．社会福祉法人相模原市社会福祉事業団（以下「事業団」という。）の概要 

（１）設立の目的等 

① 設立年月日 平成６年４月１日 

② 設立の目的 相模原市と連携し、相模原市における社会福祉事業の推進を図り、広く

市民福祉の向上と増進に寄与することを目的として社会福祉事業を行う。 

（２）事業団の事業内容 

 ＜第二種社会福祉事業＞ 

 ① 障害福祉サービス事業の経営 

 ② 移動支援事業の経営 

 ③ 一般相談支援事業の経営 

 ④ 特定相談支援事業の経営 

 ⑤ 障害児相談支援事業の経営 

 ＜公益事業＞ 

 ① 地域障害者施設支援事業 

 ② 障害者就労援助事業 

 ③ 障害者自立生活支援事業 

 ④ 障害者余暇活動支援事業 

 ⑤ 障害者一時ケア事業 

 ⑥ 相模原市立けやき体育館の管理・経営 

 ⑦ 無料職業紹介事業 

（３）財務のハイライト情報等（「収支決算書及び基本調書」より抜粋）   

（単位：千円） 

項  目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

総収益 566,142 748,457 716,218 744,764 

（うち市補助金） 33,411 108,621 45,093 49,969 
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項  目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

補助金収入依存度 5.9％ 14.5％ 6.3％ 6.7％ 

委託料 353,112 417,780 374,035 410,825 

（うち指定管理料） 265,000 286,089 285,751 290,202 

収入のうち委託料の比率 62.4％ 55.8％ 52.2％ 55.2％ 

受託事業の外部委託費 － － 40,776 37,361 

管理費（人件費＋事務費） 512,958 556,978 597,354 649,699 

管理費支出比率 74.1％ 63.7％ 69.2％ 70.2％ 

人件費比率 56.0％ 48.2％ 51.1％ 52.2％ 

当期活動増減差額 △86,692 73,425 70,893 59,551 

総資産 545,243 1,049,481 935,727 949,160 

純資産 205,509 370,011 444,483 509,382 

指定管理料積立金 － 73,849 132,473 156,112 

自己資本比率 37.7％ 35.3％ 47.5％ 53.7％ 

調整後自己資本比率 37.7％ 28.2％ 33.3％ 37.2％ 

（注）1.平成26年度に補助金収入依存度が増加しているのは、銀河開設にあたり、事業費

補助金を受けていることによる。 

      2.調整後自己資本比率は純資産から指定管理料積立金を控除した金額を総資産で除

して計算している。 

２．個別論点 

（１）銀河開設時の備品等の会計処理 

（概要） 

生活介護などを行う銀河開設時に取得した備品等の一部については、会計上本来固定資

産計上すべきであったが、建設仮勘定から本勘定への振替時に会計処理を誤り、平成27年

度の収支決算書上で「その他の特別損失」に計上されている。総額10,977千円のうち、1,688

千円は固定資産に計上すべきものであった。また1,200千円については平成26年度の費用

に計上すべきであったと考えられる。 

（問題点） 

銀河開設時（平成 27 年３月末）に、285,539 千円が建設仮勘定に計上されていた。この
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うち、平成27年度中に建物等の本勘定に振替えられたのは274,654千円で、残りの10,884

千円がその他特別損失に計上されていた。その内容は以下のとおりである。 

摘    要 金額（千円） 備   考 

家電（冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機） 211 うち洗濯機157※ 

温鮮自在カート専用食器 159  

ノートPC及び介舟ホスト 954 ※ 

複合機 462 ※ 

電話機一式 961  

備品購入事業 6,217  

給食運搬用備品 140 うちキッチンワゴン113※ 

地中内埋設物処理工事 1,200  

その他 576  

合   計 10,884 その他特別損失 

（注）※ 固定資産に計上すべきと考えられるもの 

事業団の経理規程第49条によると、１年を超えて使用又は保有する資産は固定資産に分

類されるが、「1個若しくは１組の金額が10万円未満のものは、これを固定資産には含めな

いものとする」とされている。 

上記のうち、洗濯機、複合機、パソコン、キッチンワゴンについては１台あたり10万円

以上であり、1,688千円が本来は固定資産に計上すべきものであった。 

また、地中内埋設物処理工事1,200千円は土地の売主との協議により、瑕疵担保責任負担

金として売主が負担した金額であるが、平成26年度に入金額を事業活動計算書上は「サー

ビス活動増減の部」の「その他の収益」に計上するとともに、同額の工事費用を「建設仮勘

定」に計上し、平成27年度に建設仮勘定を取崩すとともに事業活動計算書上は「特別増減

の部」「その他特別損失」に計上している。しかし、当該入金額により工事費用を支払うこ

とが予定されているのであれば、同一年度中に（平成26年度）収益費用を計上し、又は相

殺処理するなどして建設仮勘定に資産計上する必要性はなかったと考えられる。 
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（団体の見解） 

固定資産を計上しなかったこと及び地中内埋設物処理工事費用を建設仮勘定に計上した

ことは、ご指摘のとおりでございます。この点につきましては、平成28年度５月理事会に

て収支決算の説明と承認をいただいたところでございますが、今後は適切な会計処理に努

めてまいります。 

（所管課の見解） 

特になし。 

（結論：結果） 

上記の会計処理については、金額的重要性、質的重要性の観点から決算書の修正の要否を

検討することが望まれる。 

（２）指定管理料積立金について 

（概要） 

事業団は平成 26 年度から 30 年度までの５か年にわたり、松が丘園及びけやき体育館の

指定管理者として、指定管理料を毎年286,179千円受け取ることとなっている。各年度に支

払われた指定管理料の未使用残額については、次年度以降の人件費の不足分及び障害者の

福祉の向上を目指す事業の経費に充当することができる。これらに充当しても残金が生ず

るときは、指定期間の最終年度において精算し、発生した利子とともに返還することとされ

ている。 

「相模原市立障害者支援センター松が丘園及び相模原市立けやき体育館の管理に関する

協定書」 

第16条第８項 

各年度に支払われた指定管理料（各年度の修繕費を除く。）に残額が生じたときは、次

年度以降の人件費の不足分及び障害者の福祉の向上を目指す事業の経費に充当すること

ができるものとする。 

同第10項 

 第８項に規定する残金は、次年度以降の人件費の不足分及び障害者の福祉の向上を目
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指す事業の経費に充当しても残金が生ずるときは、指定期間の最終年度において精算し、

発生した利子とともに返還するものとする。ただし、指定期間中であっても、市と指定管

理者が協議の上、返還することができる。 

事業団では３年目の終了した平成 28 年度の決算終了時点で指定管理事業に関して

156,112千円の残金があり、純資産の部に指定管理料積立金を計上すると共に資産の部に同

額の指定管理料積立資産が計上されている。 

各年度における指定管理事業の収支状況は下表のとおりである。 

（単位：千円） 

項     目 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

事業活動による収入 400,659 403,296 387,165 

（うち指定管理料） 286,088 285,750 285,998 

事業活動による支出 326,810 344,656 363,543 

事業活動資金収支 73,849 58,640 23,622 

その他の活動による収支 △73,849 △58,623 △23,638 

（指定管理料積立資産取崩収入） － 5,000 18,729 

（指定管理料積立資産支出） △73,849 △63,623 △42,367 

指定管理料積立金残高 73,849 132,473 156,112 

（問題点） 

指定管理料積立金は指定管理料の未使用残を積み立てたものであり、最終的に返還すべ

き性質のものであるから、本来は負債に計上すべきものである。したがって指定管理料のう

ち未使用の部分については、会計上も収益として認識せず、貸借対照表上は負債として「長

期預り金」、「長期未払金」等の科目に計上すべきと考えられる。 

現状では、各年度の指定管理事業収益として計上され、純資産を増加させているので、財

政状態が年々改善されているように見えるが、指定管理料の精算年度に指定管理料積立資

産を取崩して支出計上することで、財政状態が大幅に悪化して本来の水準に戻ることとな

る。このことは財務諸表の読者に誤解を与えかねないこととなる。上記１（３）財務のハイ

ライト情報等の「自己資本比率」は平成26年度の35.3％から、平成28年度には53.7％と

大幅に（18.4％）改善しているようにみえるが、「指定管理料積立金」の影響を除いた「調

整後自己資本比率」で見ると、平成26年度の28.2％から平成28年度には37.2％へと9.0％
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の増加に留まる。 

（団体の見解） 

指定管理料に残金が生じた場合は、協定書第 16 条第 10 項により、指定管理の最終年度

において精算し、利子とともに返還することになります。しかしながら、同協定書第16条

第８項では、残額について次年度以降の人件費不足分及び障害者の福祉の向上を目指す事

業の経費に充当できるとされており、将来の福祉向上事業の経費を合理的に算定できない

ことから、これまで全額を指定管理料積立金としていたものです。今後につきましても、現

行の取扱いが望ましいと考えております。   

（所管課の見解） 

障害者の自立や社会参加の充実に向け、各年度の指定管理料の残金については次年度以

降の人件費の不足分や障害者の福祉の向上を目指す事業に充てることができることとして

おり、充当に当たっては、その都度、会計顧問にご確認いただきながら、適切に処理を行

っているものと承知しております。 

（結論：結果） 

指定管理料として入金を受けたが未使用の部分は、次年度以降の人件費や事業の経費に

充当することができることとなっているが、会計的には入金を受けた年度には使用されて

いないことから、仮に入金があったとしても、これを収益計上すべきではない。当該金額は、

将来的に次年度以降の人件費や事業の経費として費消されるか、指定期間の最終年度に返

還されるべきものであり、いずれにしても、法人の純資産を増加させる性質のものではない。

したがって、入金年度には収益計上せず、次年度以降、人件費や事業の経費として充当する

ことが確定したときに収益計上すべきものと考えられる。 

事業活動計算書の指定管理事業収益の計上の要件につき検討が望まれる。 
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（３）拠点区分間繰入金について 

（概要） 

平成28年度の社会福祉事業の事業活動報告書を見ると、拠点区分間の繰入金として、障

害者支援センター多機能型事務所から 13,621 千円、銀河から 15,000 千円が法人本部に繰

入れられている。 

（問題点） 

資金移動に関する基準が明確でない。事業団の経理規程上は拠点区分間繰入金に関して

勘定科目の説明があるのみで、どのような場合に拠点区分間の繰入を行うのかについての

記述はなく、別途定められている訳ではない。「社会福祉法人会計基準」が「事業区分」、「拠

点区分」毎に貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書を作成して報告させることとし

ている趣旨は、基本的には、資金の繰替使用を含む使途制限の遵守状況を確認するためであ

ると考えられ、明確な根拠なく拠点間の資金移動を行うべきではない。 

「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」厚生

労働省課長通知（平成24年３月28日改正）（問16）は、「運営費を繰入れたサービス区分、

拠点区分及び事業区分についての審査をどのように行うか」に関して、「繰入れ及び貸付け

の目的が妥当な内容かどうか、理事会において適正に審査が行われているかどうか、繰入限

度額の超過の有無、繰入れられた運営費の使途等が適切かどうかについて確認すること」と

している。資金移動に際して、その目的や使途を含め、理事会において諮られているか、諮

られていないのであれば、理事会で承認された明確な基準はあるかが問題となる。 

（団体の見解） 

拠点区分間繰入金については、平成 28 年度３月理事会における補正予算及び平成 29 年

度５月理事会の決算報告において承認されておりますが、ご指摘のありました資金移動に

関する基準等につきましては、必要に応じて今後検討してまいりたいと存じます。 

なお、障害者支援センター多機能型事務所は指定管理事業であることから、当期資金収支

差額が生じた場合には、協定書第 16条第８項により法人本部拠点区分に集約して指定管理
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料積立金として積み立て、福祉向上事業経費の必要が生じた場合に、機動的に対応できるよ

うにしたものです。 

（所管課の見解） 

会計処理については、社会福祉法人会計基準に則るとともに、会計顧問にご確認いただき

ながら、適切に行っているものと承知しております。ご指摘の拠点区分間の資金移動につい

ても、予算や決算の説明にあわせ理事会の承認をいただいているものと承知しております。 

（結論：意見） 

資金移動に関しては理事会の決算報告で承認されているとのことであるが、資金移動の

目的や繰入後の使途等を含め、十分に検討することが望まれる。資金移動に関する基準を事

前に検討して定めておくことも資金管理上有効な手段であると思料する。 

 

（４）退職給付費用の会計処理について 

（概要） 

「社会福祉法人会計基準」は資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表について拠点

区分別、事業区分別に作成することを求めており、「退職給付費用」については事業活動計

算書の勘定科目として定められている。しかし、現状、事業団では退職給付費用を各拠点区

分、事業区分に配分しておらず、社会福祉事業の法人本部の費用として一括計上している。

また、貸借対照表への退職給付引当金の計上も法人本部に一括計上されているが、各拠点区

分、事業区分に配分して計上すべきである。 

平成28年度の事業団の拠点区分別、事業区分別の人件費、退職給付費用の計上額、退職

給付引当金の残高は下記のとおりである。 
（単位：千円） 

事業区分・拠点区分 人件費 うち退職給付費用 退職給付引当金 

（社会福祉事業）    

法人本部 85,595 34,983 176,818 

障害者支援センター相談支援事務所 5,371 － － 

障害者支援センター多機能型事務所 87,573 － － 
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事業区分・拠点区分 人件費 うち退職給付費用 退職給付引当金 

銀河 102,772 － － 

社会福祉事業計 281,311 34,983 176,818 

（公益事業）    

障害者支援センター 97,776 － － 

障害者一時ケア事業 42,092 － － 

発達障害支援センター就労支援事業 12,973 － － 

障害者相談支援キーステーション事業 16,063 － － 

けやき体育館 32,956 － － 

公益事業計 201,862 － － 

合計 483,174 34,983 176,818 

（問題点） 

① 会計基準への準拠 

「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」（以下「運用指針」という。）

には、共通費用についての配分方法についての定めがあり、人件費（退職給付費用を含む）

については勤務時間割合により区分することを原則とし、それが困難な場合には、人員配

置割合等により配分すること、さらにそれらによりがたい場合は実態に則した合理的な

配分方法によることとしている。これは、共通費について可能な限り拠点別に配分して記

載することを求める趣旨と解することができる。 

したがって、「退職給付費用」についても共通費用として認識し各拠点区分別に配分し

て記載すべきところであるが、現状これがなされていないのは、会計基準への準拠の点で

問題があると考えられる。 

また、その結果として「法人本部に係る経費については、理事会、評議員会の運営に係

る経費、法人役員の報酬等、その他の拠点区分又はサービス区分に属さないものであって、

法人本部の帰属とすることが妥当なもの」（運用指針６）とすべきところ、拠点区分とし

ての「法人本部」に全法人の退職給付費用が入り込み、法人本部の経費が本来計上すべき

金額に比して過大となっている。 

② 指定管理業務との関係 

特定の事業に関連する職員に対する退職給付費用は、本来は事業団の行っている各事
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業（指定管理業務等）に負担させ、「事業活動による支出」に含めて計上すべきものであ

るが、現状では、指定管理業務の収支計算（「（２）指定管理料積立金について」参照）に

退職給付費用が含まれていない。 

当該指定管理業務は現状公募によってはいないが、仮に公募になった場合には、他の業

者との間の競争条件の面で、当該事象（退職給付費用を負担しなくていいこと）は事業団

に有利に働くこととなり、不公平が生ずる可能性があるので、その点からも留意が必要と

考えられる。   

（事業団の見解） 

当事業団では、拠点区分又はサービス区分を跨ぐ職員の人事異動が多く、これに伴う会計

処理が煩雑になることから、退職給付費用については法人本部拠点区分において補助金に

対応するものとして一括計上してきたものです。 

今後につきましては、ご指摘を踏まえ、指定管理経費及び委託料に退職給付費用を積算す

るなど、社会福祉法人会計基準に準拠する体制となるよう、相模原市とも協議を進めてまい

りたいと考えております。 

（所管課の見解） 

特になし。 

（結論：意見） 

退職給付費用を拠点区分別に計上することは、社会福祉法人会計基準の要請であると同

時に、補助金の算定や指定管理料の算定の根拠にもなることから、適切な対応が望まれる。 

（５）自主的、効率的な財政運営 

（概要） 

平成28年度の進捗管理シートによると、事業団は自主的、効率的な財政運営の観点から、

自己資本比率 50％を目標に設定している。上記（２）で既述のように、表面上自己資本比

率は平成26年度35.3％から、平成27年度47.5％、平成28年度53.7％と順調に改善し、
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目標を達成したかのようにみえるが、指定管理料積立金は取り崩して返還しなければなら

ないことを考慮すると、実質的な自己資本比率は平成 26 年度の 28.2％から平成 28 年度

37.2％にまで9.0％増加したに留まる。 

なお、事業団の自己資本比率が実質的に9.0％増加したのは、自主事業である「銀河」の

運営を平成27年度より開始したことに伴い、その活動から得られた利益（増減差額）によ

るものであるが、「銀河」の運営を継続していく上では、将来的に建物の修繕費や建替え費

用の負担が生じるので、そのための支出に備えて、毎年ある程度の余剰資金を計画的にプー

ルしておく必要がある。平成 28 年度は発生した経常増減差額 38,503 千円のうち、10,000

千円を修繕積立金に、15,000 千円を法人本部に振替えて法人本部で人件費積立金に計上し

ている。 

（問題点） 

現状では、事業団の行っている指定管理業務については、実質的に公募ではなく、委託に

類似する性質を有するものとして、受け取った指定管理料から、実際に掛かった費用を差し

引いた残額を市に返還することとしている。 

しかし、そのような方式では、効率的な業務運営を行っても、市に対する返還額が増加す

るだけで、事業団の財政運営が改善されることにはつながらない。 

自治体によっては、指定管理者の自主的な経営努力を促す観点から、指定管理料の精算後

の返納については原則行わないことにしたり、剰余金についても、自治体と指定管理者で按

分することにしているところもある。外郭団体の財政運営を自主的、効率的なものとするた

め、このような他の自治体のやり方も参考にし、再検討が必要と思われる。 

（団体の見解） 

自主的、効率的な財政運営については、各事業における利用者数及び利用率の向上による

収入の増加と固定費の適正管理により、自己資本比率の着実な増加を図りたいと考えてお

ります。 

他方、公益性の極めて強い社会福祉法人として、地域の福祉ニーズに応えるためには、採
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算性を尺度としない事業展開が必要な場合もございます。 

今後も、相模原市における福祉向上の政策パートナーとして、また、地域に貢献する社会

福祉法人として、時代の変化に対応した自主的・効率的な事業運営に取り組む所存でござい

ます。 

（所管課の見解） 

指定管理料の残金については、指定管理期間の最終年度に精算し、返還することとしてお

りますが、引き続き、自主活動を含む各事業の適正実施に努めながら、本市の障害者福祉の

向上に向けて、先駆的な取組を行っていくことができるよう、必要な助言等を行ってまいり

たいと考えております。 

（結論：意見） 

事業団の活動には、公益性の観点から採算性を尺度とせずに取り組むべき部分もあると

のことであるが、かかる公益性にも配慮しつつ、地域社会のニーズに応えていく中で、自主

的、効率的な財政運営を進めていくことが望まれる。指定管理料の残金の扱いについても、

団体の自主的、効率的な財政運営の観点から、検討していくことが望ましいと考える。 
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Ⅹ. 公益社団法人相模原市防災協会（所管課：予防課） 

1．公益社団法人相模原市防災協会（以下「防災協会」という。）の概要 

（１）設立の目的等 

① 設立年月日 平成９年４月24日（平成24年４月１日に公益社団法人に移行） 

② 設立の目的 火災、地震等による災害から相模原市民の生活を守るため、市民及び事

業所関係者の防災に係る意識、知識及び行動力の向上並びに防災体制の強化促進に資

する事業を行うことにより、災害に強いまちづくりを推進し、もって社会公共の安全及

び福祉の向上に寄与すること。 

（２）防災協会の事業内容 

 ① 防災に関する意識及び知識の普及啓発 

 ② 防災に関する指導育成及び防災体制の強化 

（参考：事業報告書等より作成） 

  事     業 受託先（空欄は自主事業） 

Ⅰ 公益目的事業  

１．防災講習等事業  

(1)危険物取扱者試験準備講習 (一社)神奈川県危険物安全連合協会連合との共催 

(2)事業所防災研修及び講習  

(3)自主防災訓練起震車等運用業務 市（危機管理課） 

(4)防災ﾏｲｽﾀｰ派遣業務 

(5)自衛防災訓練起震車等運用業務 市（予防課） 

(6)応急手当普及啓発事業 市（救急課） 

(7)防火防災管理講習事務事業 （一財）日本防火・防災協会 

(8)自衛消防業務新規・再講習業務 （一財）日本消防設備安全センター 

(9)防火対象物点検資格者講習業務 

(10)防災管理点検資格者新規・再講習業務 

(11)社会福祉施設等防火実務研修会事業  

２．消防局等庁舎見学案内事業 市（消防総務課） 

３．一人暮らし高齢者家庭等防火啓発訪問業務 市（予防課） 

４．防災調査事業 

防災備蓄品・案内板等維持管理業務調査 

市（危機管理課） 
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  事     業 受託先（空欄は自主事業） 

５. 防災意識高揚事業  

(1)消防写真新聞及びポスター配布  

(2)防火ポスターコンクール   

(3)防災３６５の配布  

６. 防災普及啓発事業  

７．自衛消防隊消火競技会事業  

８．防災講演会事業  

Ⅱ その他の事業（相互扶助等事業）  

１．防災表彰事業  

２．防災視察研修事業  

（３）財務のハイライト情報等（「正味財産増減計算書」より抜粋） 

           （単位：千円） 

項  目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

会費 4,990 4,867 4,821 4,783 

事業収益 31,435 44,077 41,522 42,989 

受取補助金等 18,890 13,254 13,254 13,254 

（うち相模原市補助金） 18,850 13,214 13,214 13,214 

雑収益 1 1 29 312 

経常収益合計 55,317 62,199 59,626 61,338 

     

事業費 33,349 39,686 37,168 51,953 

 （うち人件費） 16,820 18,726 20,407 31,621 

 （うちその他） 16,529 20,960 16,760 20,331 

管理費 19,818 19,654 19,266 9,255 

 （うち人件費） 14,426 12,882 12,820 5,314 

 （うちその他） 5,391 6,772 6,446 3,941 

経常費用合計 53,167 59,340 56,434 61,208 

経常増減額 2,150 2,859 3,192 130 
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２．個別論点 

（１） 市補助金について 

（概要） 

 防災協会は市から「公益社団法人相模原市防災協会補助金交付要綱」(以下「要綱」とい

う。)に基づいて、補助金を受け取っている。対象となる経費は（１）消防及び防災に係る

事業に要する経費（市等から委託を受けた事業に要する経費を除く。）、（２）協会の管理運

営に要する経費、（３）前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費、である。 

 政令指定都市の防災協会の約半分は消防局内の任意団体であり、公益社団法人として運

営している団体は相模原市防災協会の他、類似団体として記載した３団体（下記（５）参照）

がある。これら３団体は相模原市防災協会と比べて人口の多い都市にあり、市からの委託事

業はあるものの補助金を受け取っていない。 

市からの補助金のほとんどは管理費に対するものであり、管理費部分はすべて人件費で

ある。これまでは固有職員２名分と嘱託職員の事務局長分であったが、平成29年度より事

務量の増加を理由として常務理事が事務局長との兼務を辞めたことに伴い、常務理事の報

酬の一部を補助することにしたため、補助金が増加した。管理費部分の補助金がすべて人件

費であることは、補助事業実績調書の添付資料「補助金精算額内訳書」の記載により分かる。 

 

① 相互扶助事業に対する補助金交付について 

 平成28年度正味財産増減計算書内訳表（抜粋） 

           （単位：千円） 

勘定科目 公益目的 

事業会計 

収益事業等会計 法人会計 合 計 

防災表彰事業 防災視察研修事業 

受取補助金等 6,741 249 125 6,139 13,254 

防災協会では、相互扶助事業として防災表彰事業と防災視察研修事業を行っている。補

助金が収支予算書、収支決算書のいずれにも相互扶助事業としての収益事業等会計欄に

記載されている。これは、改革プランで「第５章取組方針 ３ 関与の方針（１）財政的

関与 ア 市は、外郭団体の管理運営費及び外郭団体が主体となって実施する事業につ
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いて、その公益性から、団体の申請に基づき必要に応じて補助金を交付してきたところで

ある。補助金の交付に当たっては、今後も引き続き「公益性」について厳格な審査を行い、

収益事業に対する補助金は交付しないこととする。」と記載されている。 

（問題点） 

本来、会員の相互扶助事業である共益事業の事業費は、受取会費等、受益者負担で行う

べきものであり、公益性という観点で問題である。 

（団体の見解） 

表彰事業につきましては、防火管理体制及び防災管理体制の強化の促進を図り、災害

に強い街づくりに功労があった会員に対して表彰を行っております。また、防災視察研

修事業につきましては、事業所における災害防止、防災施設整備等の一助に資すること

を目的として実施しているところであります。 

したがいまして、収益事業には該当せず、公益性を逸脱しているものとはいえないと

考えます。なお、会計区分上は収益事業等会計の「等」に該当するものとして整理して

おります。 

（所管課の見解） 

防災表彰事業及び防災視察研修事業については、会員事業所に属する個人の表彰及び

研修を図ることにより、事業所及び社会全体の防火・防災意識の向上に繋がるとともに、

社会の防火・防災意識の規模拡大に寄与する公益性がある事業と考えていました。 

今後につきましては、補助金の使途による交付内訳（収益事業等会計）に相互扶助事業

を含めないものとします。 

（結論：意見） 

相互扶助事業に対して補助金交付すべきでない。 
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② 人件費補助金交付根拠について 

（問題点） 

交付要綱で（２）協会の管理運営に要する経費に対する補助は認められているが、その

詳細については要綱に記載はなく明確ではない。 

特に人件費分については、「公益的法人等に派遣する職員の給与等に関する取扱いにつ

いて」（平成 22 年８月 31 日付け企画部長名事務連絡）の考え方について（平成 22 年 9

月）で「４ 基本指針改定に伴うプロパー採用について （１）市派遣職員の引揚げに伴

うプロパー採用の場合 イ 人件費補助の考え方 上記に伴い採用されたプロパーの人

件費相当分については、予算の範囲内で市が負担することとします。」とされている他は、

改革プランで「第５章取組方針 ３ 関与の方針（１）財政的関与 ア 市は、外郭団体

の管理運営費及び外郭団体が主体となって実施する事業について、その公益性から、団体

の申請に基づき必要に応じて補助金を交付してきたところである。補助金の交付に当た

っては、今後も引き続き「公益性」について厳格な審査を行い、収益事業に対する補助金

は交付しないこととする。なお、団体の管理運営に係る経費に対する補助金については、

抑制を図ることとする。 ウ 固有職員や嘱託職員の給与等に対する補助については、業

務内容に応じた補助（事業費補助）を行うこととし、補助額の適正化を図る。なお、市は、

補助を行うための人件費基準を検討する。」と記載されている。 

市派遣職員に代わる固有職員や派遣職員については根拠があるものの、役員分の人件

費を市が補助する根拠が明確になっていない。 

（所管課の見解） 

人件費補助金については、「公益社団法人相模原市防災協会補助金交付要綱」（以下「補

助金交付要綱」という。）第２条第２号の「協会の管理運営に要する経費」に含まれるも

のと認識していますが、補助金交付要綱の一部改正を図り、根拠を明確化します。 

（結論：意見） 

交付根拠を明確にすべきである。 
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③ 管理費補助金から事業費補助金への移行 

「補助金の見直し指針（平成23年11月30日策定）」によると、「３ 運営費に対する

補助金の見直し基準 （１）団体の自立性  補助金がないと運営できない団体について

は、補助目的・使途を明確化するとともに、運営費を除く事業費に対する補助へ移行する

方向で見直しを行う。」さらに「８ その他 公益法人等への市派遣職員の削減に伴い必

要となる人件費については、当分の間、個別協議の上、補助することとする。この場合に

は、標準となる人件費の基準を定め、業務内容に応じた補助金額とする。」とある。 

（問題点） 

防災協会は現状では補助金がないと運営できない団体に該当するが、使途は明確であ

るが補助目的が明確になっていない。また、ここ数年の補助金の推移を見ると事業費に対

する補助に移行する方向になっていない。むしろ管理費人件費に対する補助が増えてい

る。 

（団体の見解） 

現状では、管理費人件費に占める割合が大部分であるため、所管課と調整を図りながら、

今後は段階的に事業費への充当へ移行します。 

（所管課の見解） 

防災協会と調整を図り、計画的に管理費補助金を事業費補助へ移行します。 

（結論：意見） 

管理費補助金の削減目標を決めて段階的に削減し、事業費に対する補助へ移行する方

向で見直すべきである。また、団体の自立を真剣に目指すのであれば市はただ補助金の削

減というだけでなく、いつまでにどのくらい削減するなどの目標を具体的に決めて、実行

する必要がある。 
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（２）市への財政的依存度の評価について 

（概要） 

 防災協会は市から補助金を受け取っている他に、業務を受託しており、経常収益の約３分

の１ある。この他には日本防火・防災協会や日本消防設備安全センターなどの市以外の受託

事業もあり最近はこちらも経常収益の３割弱あり努力が感じられる。 

事業収益の内訳 

              （単位：千円） 

項  目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

 （危機管理局） 4,313 6,927 6,850 7,468 

 （消防局） 10,311 14,432 13,696 13,904 

市からの受託a 14,624 21,359 20,546 21,372 

割合 26.4％ 34.3％ 34.5％ 34.8％ 

市以外からの受託 11,255 16,830 16,354 17,041 

割合 20.4％ 27.1％ 27.4％ 27.8％ 

自主事業 5,556 5,888 4,621 4,576 

割合 10.0％ 9.5％ 7.8％ 7.5％ 

    事業収益 計 31,435 44,077 41,522 42,989 

相模原市補助金b 18,850 13,214 13,214 13,214 

割合 34.1％ 21.2％ 22.2％ 21.5％ 

市受託料＋補助金 a+b 33,474 34,573 33,760 34,586 

割合 60.5％ 55.6％ 56.6％ 56.4％ 

（注）：割合は経常収益に対する割合を示している。 

（問題点） 

 改革プラン等で市からの補助金を削減し自立化を目指すような表現が多いが、市への財

政的依存度を計る場合には、補助金の他に業務受託収入も含めて行うべきである。 

（団体の見解） 

業務受託収入などの見直しを図りながら、所管課とも調整を図り検討を進めてまいりま

す。 
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（所管課の見解） 

市への財政的依存度については、市補助金依存度で判断しておりました。 

平成 26年度から平成 28年度までの経常収益に対する市補助金は21％～22％で推移して

おり、その割合は高いものではないと認識していますが、今後は、防災講習等事業における

収益の増収を図り、補助金及び市からの委託業務を見直します。 

（結論：意見） 

 市への財政的依存度を計る場合には市からのすべての収入で評価すべきである。 

（３）協会の人件費割合について 

（概要） 

 防災協会の経常費用に占める人件費割合は５割を超えており（平成28年度60.3％、平成

27年度58.9％）、類似の防災協会と比較して高い傾向にある。特に管理費に占める人件費の

割合も他より高く６割近い（平成28年度57.4％、平成27年度66.5％）。  

（問題点） 

 改革プラン「第５章 取組方針 ２ 指導の視点 （１）自主的、効率的な財政運営 エ」で

は、「管理経費の総支出額に占める割合は、過大なものとならないようにし、可能な限り２

分の１以下とする。また、人件費の管理経費に占める割合についても、適正な範囲に留めて、

運営を圧迫することがないようにする。」とある。管理経費は３割程度で問題はないが、管

理経費に占める人件費割合が適正な範囲かは疑問である。 

 また、基本調書等によると、常勤役員平均報酬年額が平成 28 年度から平成 29 年度へ約

３割増加しているが、収益の伸びはそれほどではないことから業務内容に見合っているの

か疑問である。 

（団体の見解） 

管理経費については、事業及び管理運営の精査により、適正な目標水準を定めていくべき

ものと考えます。 
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（所管課の見解） 

管理経費については、事業及び管理運営の精査により、適正な目標水準を定めていくべき

ものと考えます。 

（結論：意見) 

 適正な目標水準を定めて管理経費を削減すべきである。 

（４）市との役割分担の明確化について 

（概要） 

 改革プランで防災協会は「団体の在り方について具体的な目標を定め取組みを進める団

体」として位置づけられている。 

 団体の在り方について具体的な目標を定め取組みを進める団体 

団体名 方 針 理    由 方針に向けたプロセス 

社団法人

相模原市

防災協会 

経営改善目標

達成状況に基

づく、方針の

決定 

防災意識の啓発に向けた具体的活

動実態の成果は認められるもの

の、現在、市消防局との役割分担

等について、在り方の検討を進め

ており、その結果を踏まえて具体

的目標を定め、経営の改善等に向

けた取組みを進める必要がある。 

平成 22年度に行った団

体の在り方検討の結果に

基づき、平成23年度に目

標を設定する。目標達成

状況を踏まえ、平成26年

度に団体の在り方につい

て方針を決定する。 

 また改革プラン「第５章取組方針 10 団体ごとの改革プラン」、「外郭団体検討委員会提

言の内容」で「設立目的を達成するための具体的活動実態は、一定の評価をするところであ

るが、市消防局との組織の役割、あり方について明確化することが求められる。なお、明確

化できない場合は、廃止を含めて法人のあり方を検討されたい。」とある。さらに「社団法

人相模原市防災協会経営改善計画について（通知）（平成24年２月）別紙 ■社団法人相模

原市防災協会経営改善計画 ６経営改善目標の達成に向けて、市に求める取組み」の最後に

は「なお、協会実施事業について、消防局が実施しない理由を明らかにされたい。」と記載

されている。 

 これに対し基本調書の添付の進捗管理シートにおいて、「26年度の市からの委託事業につ
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いて見直しを行い、消防局との役割分担の明確化を図った。」とし、消防局が実施しない理

由は特に記載されていないものの委託業務契約内容で役割分担を明確化したとの記載があ

る。 

項  目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

取組状況 26年度の市からの委託

事業について見直しを

行い、消防局との役割

分担の明確化を図っ

た。 

消防局との役割分担の

明確化について 

 平成 25 年度に関係

各課と打合せ、平成26

年度からの委託契約業

務に反映させた。 

消防局との役割分担に

ついては、委託契約の

中ですみ分けがなされ

ている。 

所管課意見 消防局との役割分担に

ついては、一定の明確

化が図られた。 

実施結果を踏まえ検討

し見直した結果、経営

改善へ向けた取り組み

事業を展開しており、

所管課として評価して

いる。 

経営改善へ向けた取り

組み事業を展開してお

り、所管課として評価

している。 

 （問題点） 

 「委託契約業務に反映させた」とのことから、平成25年度と平成26年度の業務委託契約

書を閲覧し検討したが、消防局との役割分担の明確化については契約金額のみが記載され

ているだけで、他は業務内容が文章で書いてあり、役割分担の前後の違いの把握が困難であ

った。 
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平成25年度  平成26年度 

NO 契約名称 契約金額(円) NO 契約名称 契約金額(円) 

1 自主防災訓練起震車等

運用業務 

2,995,500 1 起震車等運用業務 3,907,200 

2 防災備蓄品・案内板等

維持管理業務調査 

1,488,750 2 防災備蓄品・案内板等維

持管理業務調査 

2,844,850 

3 消防局等庁舎見学案内

業務 

537,343 3 消防局等庁舎見学案内

業務 

1,006,500 

4 一人暮らし高齢者家庭

等防火啓発訪問業務 

1,328,810 4 一人暮らし高齢者家庭

等防火啓発訪問業務 

2,304,500 

5 自衛防災訓練指導業務 2,333,300 5 自衛防災訓練起震車等

運用業務 

3,786,750 

6 応急手当普及啓発事業 6,211,400 6 応急手当普及啓発事業 7,343,050 

7 住宅用火災報知機普及

啓発事業 

48,785 7 なし  

 なし  8 防災ﾏｲｽﾀｰ派遣業務 500,000 

 合計 14,943,888  合計 21,692,850 

 そこで、業務の役割分担の前後の変化について分かりやすいように防災協会に表にして

もらったところ、下記のようになった。 

 役割分担の基本方針は市ができることはできるだけ防災協会に委託せずに市でやるとい

うこととのことである。 

業務委託の名称 年  度 平成25年度 平成26年度 

 委託内容/区分 市 協会 市 協会 

1 自主防災訓練起震車等運用業務（H25） 

起震車等運用業務（H26） 

起震車運用 ☓ ◯ ☓ ◯ 

煙体験ハウス運用 ☓ ◯ ◯ ☓ 

防災リーダー研修等 ◯ ◯ ◯ ☓ 

総合防災訓練準備等 ◯ ◯ ◯ ☓ 

2 防災備蓄品・案内板等維持管理業務調査 点検・随時作業 ☓ ◯ ☓ ◯ 

3 消防局等庁舎見学案内業務 受付・連絡調整・案内等 ☓ ◯ ☓ ◯ 

4 一人暮らし高齢者家庭等防火啓発訪問業

務 

住宅防火診断・資料配布・状

況調査等 

☓ ◯ ☓ ◯ 

5 自衛防災訓練指導業務（H25） 

自衛防災訓練起震車等運用業務（H26） 

起震車運用 ☓ ◯ ☓ ◯ 

煙体験ハウス運用 △ ◯ △ ◯ 

資機材搬送 ☓ ◯ ◯ ☓ 
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業務委託の名称 年  度 平成25年度 平成26年度 

 委託内容/区分 市 協会 市 協会 

検証訓練 ◯ ◯ ◯ ☓ 

6 応急手当普及啓発事業 講師（団体救命講習を除く） ☓ ◯ △ △ 

受付・修了証作成事務・資機

材搬送等 

☓ ◯ ☓ ◯ 

7 住宅用火災報知機普及啓発事業 HPの管理・メンテナンス ☓ ◯ － － 

8 防災ﾏｲｽﾀｰ派遣業務（平成26年度より） 受付・相談・周知啓発等 － － ☓ ◯ 

 しかし、「煙体験ハウス運用」については同じ業務であるので、どちらかにしたほうが効

率的なのではと思うが、役割分担理由についてはっきりしていない。 

（団体の見解） 

役割分担については、所管課と調整を図りながら、さらに明確になるよう改めます。 

（所管課の見解） 

 消防局と防災協会の役割分担については、明確なものとなるよう改めます。 

（結論：意見） 

役割分担を明確にするためにも「協会実施事業について、消防局が実施しない理由を明ら

かに」するなど、第三者に対しても違いが分かるようにすべきである。相模原市と人口的に

同規模の政令指定都市では消防局内に防災協会がある場合も多く、もし役割分担が明確に

できず市とは独立した団体で業務を実施するメリットが少ない場合には、市と一体になる

ことも考えられる。 

（５） 会員数と会費収入について 

（概要） 

 防災協会は社団法人であるため、平成27年３月作成の「公益社団法人相模原市防災協会

経営方針」で、策定方針１として「会員数の増加方策」を挙げている。その中で「入会する

会員数よりも退会する会員数が多いことは、事業所の廃止や統合による移転など、社会情勢

による減少であるものの、会員数の確保・増加は喫緊の課題となっている。」と記載されて
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いる。 

 公益社団法人として活動している他都市の同業の団体では、それぞれ会員数の確保・増加

を課題としながらも市からの補助金なしで活動を行っている。 

 相模原市では協会の設立時の経緯から、正会員を事業所単位ではなく、事業所をまとめた

同業者団体を1会員としているため、正会員は19団体の998事業所となっている。事業所

数自体は他の団体と比べて少ないわけではない。 

 

類似団体との比較（平成28年度） 

項 目 公益社団法人 

相模原市防災協会 

公益社団法人 

横浜市防火防災協会 

公益社団法人 

仙台市防災安全協会 

公益社団法人さいた

ま市防火安全協会 

社員数 19 236 1,085 1,142 

年会費（円） 約5,000 12,000 10,000 10,000～20,000 

市の人口(人)  720,780 3,724,844 1,082,159 1,263,979 

 （人口は27年国勢調査より）                          （単位：千円） 

経常収益 金額 (％) 金額 (％) 金額 (％) 金額 (％) 

受取会費 4,783 7.8 2,802 2.1 11,950 4.6 7,946 36.3 

運用益       1  

事業収益 42,989 70.1 130,039 96.9 242,263 94.2 11,333 51.8 

受取協力収益       120 0.5 

受取補助金等 13,254 21.6     2,348 10.7 

（市補助金） 13,214 21.5       

雑収益 312 0.5 1,303 1.0 2,897 1.1 145 0.7 

経常収益計 61,338 100.0 134,155 100.0 257,110 100.0 21,894 100.0 

経常費用         

事業費 51,953 84.9 127,737 96.3 242,570 95.1 15,826 75.3  

 人件費 31,621 60.9 62,240 48.7 106,627 44.0 8,123 51.3 

 その他 20,332  65,497  135,943  7,703  

管理費 9,255 15.1 4,890 3.7 12,562 4.9 5,189 24.7 

 人件費 5,314 57.4 1,157 23.7 5,020 40.0 899 17.3 

 その他 3,941  3,733  7,542  4,290  

経常費用計 61,208 100.0 132,628 100.0 255,132 100.0 21,015 100.0 

経常増減額 130  1,527  1,978  879  

 人件費計 36,935 60.3 63,397 47.8 111,646 43.8 9,022 42.9 



158 
 

（問題点） 

 相模原市防災協会の会費は、正会員の団体の事業所数により均等割と事業所数割の合計

になっていて、他団体のように１事業所いくらのように明確ではない。現在は正会員の団体

ごとに会費を支払っているが、防災協会の１事業所あたりの会費を試算してみたところ、１

事業所あたり5,000円前後で、他の団体の半額以下となっている。 

 また、防災協会に会費規程はあるものの、防災協会のホームページに会費について金額が

明確に公表されていないことも新たな団体が入りにくくなっている一因ではないかと思わ

れる。他団体は1事業所あたり正会員〇〇円、賛助会員××円と明確である。 

 さらに「会員数の増加方策」では、「防災協会に加入しているメリット」という記述が数

回あるが、どんなメリットがあるのか具体的には記載されておらず明確ではないため、加入

しようという動機につながっていない。「喫緊の課題」という割には明確な対策がとられて

いる印象はない。 

（団体の見解） 

協会の自主的・自立的で健全な経営を行うためには、安定した会費収入が必要であると考

えますが、会費を値上げすることについては、会員数の減少に繋がる可能性があるなどの課

題も考えられるため、状況を配慮しながら慎重に検討いたします。 

（所管課の見解） 

防災協会が会員事業所に対し、魅力ある事業を提供することが新規会員及び退会の抑制

に繋がるものであると考えます。また、充実した会員向け事業の提供は、会費の値上げにつ

いても会員事業所の理解を得られる要因となり、財源の増収、経営の安定と繋げられるよう

検討します。 

しかしながら、現在の社会情勢において会費の値上げを行うことは、多くの退会を招く恐

れが懸念されます。退会する事業所を無視し、会費の値上げを行うことで会費収益の増加を

図ることも一つの方法ではありますが、相模原市内の多くの事業所に対し、防火・防災意識

の高揚を図る目的にそぐわないものであると考えます。 
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防災協会理事及び会員事業所の意見を聞き、時間を掛け慎重に検討します。 

（結論：意見） 

 社団法人は団体の趣旨に賛同する会員によって支えられていることを考えれば、直ちに

は難しいが、会費を少し値上げすることをお願いして防災協会の安定的な運営に協力して

もらうことは自主的・自立的で健全な経営を進めるのに資する。 

（６）随意契約の公表調書の漏れについて 

（概要） 

 相模原市では地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の２第１項に係る随

意契約のうち、１者随意契約により契約を締結した場合には、随意契約の公表調書を市のホ

ームページで公表している。 

 改革プランでは「（３）市から外郭団体に委託する事業の見直し ア 「随意契約適正執

行のための指針」（平成22年４月１日施行）に則し、外郭団体に業務委託をする場合には、

原則として競争入札を実施することとし、やむを得ず例外的に随意契約を行った場合には、

市はその理由を公表することとする。」と記載されている。 

 防災協会では市からいくつかの業務を受託している。法令根拠はすべて（２号競争不適）

である。 

（問題点） 

 平成28年度にも「応急手当普及啓発事業」の委託を消防局救急課から受けている。契約

額は7,336,560円である。 

 相模原市のホームページで公表されている平成28年度の随意契約の公表調書にはこの契

約が見当たらない。平成 27 年度までと平成 29 年度分について当契約は随意契約の公表調

書に記載されている。  
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 （所管課（救急課）の見解） 

 公表調書を作成しましたが、事務処理ミスにより相模原市のホームページに公表されな

かったものです。 

 今後は執行管理表により事務の進捗と完結について把握し、事務処理ミス防止を徹底し

ます。 

（結論：意見） 

 随意契約の公表調書をホームページで公表する趣旨からすれば、漏れなく記載する必要

があるので、市は漏れなく処理する手続を構築すべきである。 
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Ⅺ．株式会社さがみはら産業創造センター（所管課：産業政策課） 

１．株式会社さがみはら産業創造センター（以下「SIC」という。）の概要 

（１）設立の目的等 

① 設立年月日 平成11年４月20日 

② 設立の目的 新規創業者及び新分野進出を目指す中小企業の支援 

（２）SICの事業内容 

 ① 研究室・研修室・事務室等の賃貸及び管理、運営 

 ② 技術・販売・製造等の提携の斡旋及びコンピュータソフトウェア開発業務 

 ③ 製造業、農業、建設業、電気通信業等の産業技術に関する研究開発業務の受託及び委

託 

 ④ 産業技術及び科学、経済、社会、経営等に関する調査研究の受託 

 ⑤ 前２号の事業に伴う工業所有権、実用新案等の知的所有権の取得、譲渡、及び使用許

諾ならびにその対象製品の販売 

 ⑥ 各種商品及び工業製品の理化学的分析、測定及び製品試作ならびにその受託 

 ⑦ 科学分析機器、事務機器及び什器備品の賃貸及び斡旋 

 ⑧ 科学、技術、産業、財務、経済、社会、文化等に関する国際会議、国内会議の企画、

開催及び誘致ならびにその斡旋 

 ⑨ 経営一般に関するコンサルティング 

 ⑩ 技術・産業・経営・経理等に関する研修会・セミナーの企画・開催および誘致ならび

にその斡旋 

 ⑪ 投資事業有限責任組合財産の運営および管理 

 ⑫ 企業間の提携・合併・企業の国際取引、国際進出に関するコンサルティング業務なら

びに仲介斡旋 

 ⑬ 前各号に付帯または関連する業務 
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（３）財務のハイライト情報等（「基本調書」より抜粋） 

  （単位：千円） 

項  目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

営業収益 365,659 339,760 396,466 342,657 

（うち市補助金） 1,350 1,350 － － 

補助金収入依存度 0.4％ 0.4％ － － 

委託料 108,171 65,922 141,000 101,927 

（うち受託事業の

外部委託費） 

4,800 9,224 14,936 6,480 

管理費支出比率 42.4％ 46.6％ 40.1％ 43.6％ 

人件費比率 30.0％ 32.6％ 26.9％ 27.8％ 

経常利益 23,436 14,711 19,727 26,868 

当期利益 12,869 6,819 11,461 13,154 

繰越利益剰余金 34,184 38,369 48,250 61,405 

総資産 2,523,517 2,532,989 2,571,888 2,572,853 

純資産 2,429,163 2,433,588 2,443,612 2,456,767 

自己資本比率 96.3％ 96.1％ 95.0％ 95.5％ 

（注）平成28年度については、決算報告書 

２．個別論点 

（１）随意契約による委託料について 

（概要） 

市から SIC に随意契約により発注した委託業務において発注者は委託料に残額が生じた

場合には、受注者に対して返還を求めなければならないとの規定がある。 

当初予定されていたイベントが中止され、会場借料等として予定されていた費用が生じ

なかったケースで、返金の手続が行われず、スタッフ関係の運営管理費が当初予定より増額

されて請求されている事例があった。 

（問題点） 

当該委託業務は「地域産業界の人づくり支援事業」で「地元企業志望学生の就職の支援」、

「地元事業の採用の円滑化」を目的に①企業情報、求人情報等の発信、具体的にはWEBサイ
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トの制作運営とメールマガジンの制作、配信②就活生や教職員と企業が交流するイベント

の開催、具体的には「合同説明会（ジョブミーツ）」「学内合同説明会」の開催と、「企業と

学生の交流会（ジョブトーク）」、「企業の生の声が聞ける勉強会（ジョブアクション）」、「個

別相談会」「４ STEP PROGRAM」、「職種探求セミナー」を随意契約により委託したものであ

る。 

当初の見積り（予算）と実績（決算）は、以下のとおりである。 

（単位：円） 

項   目 内  容 予算金額 実績金額 予実対比 

情報発信・

営業関係 

ホームペー

ジ他 

更新・管理・メ

ンテナンス他 

1,590,000 1,463,093 △126,907 

イベント ジョブミーツ・

ジョブトーク他 

会場借料運営

サポート他 

1,690,000 1,223,337 △466,663 

運営管理 

 

事務所関係 

 

賃料他 1,673,000 1,712,489 39,489 

ネットワー

ク関係 

サーバーメン

テナンス 

720,000 360,000 △360,000 

スタッフ関

係 

交通費 762,000 1,692,201 930,201 

計   6,435,000 6,451,120 16,120 

販売管理費   965,000 948,880 △16,120 

消費税   592,000 592,000 0 

総支出額   7,992,000 7,992,000 0 

当初予算と、実績の比較でジョブミーツ・ジョブトークのイベント費用が減少している。

これは、ジョブミーツについては、就活生の応募が少なかった回について、市と協議の上で

中止とし、ジョブトークについては、学内開催となったことで予定していた費用（会場借料

等）を執行しなかったためである。 

一方、予算では762,000円と見込んでいたスタッフ関係の費用について、1,692,201円の

実績があったとしている。稼働実績の資料として、関係団体（大学、高専、企業）への訪問

を中心に55日に亘り、活動を行ったとの記録が提示されたが、実績費用の根拠となる具体

的な交通費の金額や活動時間に関する記録は提示されなかった。 
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本件のような随意契約の場合、当初予定していた費用が発生しなかった場合には、原則と

して、それにより生じた残額を返還させるべきである。過去において、SICとの随意契約に

関し、市の側から委託金の返還請求がなされたケースはないようであるが、当初の予算が執

行されなかった場合に安易に他の費用への付替えを認めるべきではない。 

（団体の見解）  

実際にコストの裏付けはあり、市と協議し承諾を得ている。 

（所管課の見解） 

発注者受注者協議の上、未内定学生等の就職を支援するために必要な業務を実施したも

のと認識しています。 

（結論：意見） 

随意契約で当初予定された委託業務に関する費用が発生しなかった場合には、原則とし

て、生じた残額を返還させる方向で検討すべきである。受託者が受託業務に関連し他に必要

な業務を実施したのでその費用に充当したいというのであれば、その裏付けとなる資料の

提出を求め、十分に検討した上でその可否を判断すべきである。 

 

（２）規程関係の整備について 

（概要） 

規程関係をレビューしたところ、他の規程上に記述があるのに未作成の規程や、会社の組

織変更等が適切に反映されていないものが散見された。 

（問題点） 

経理規程第22条に記載のある「予算管理規程」が実際には作成されていなかった。また、

経理規程第５条の「企画事業部長」、同第７条及び経理規程細則第５条の「総務・経理グル

ープ長」は現行の組織上で実際にはない職名であった。 
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（団体の見解） 

その後現状に合わせて作成した。 

（所管課の見解） 

特にありません。 

（結論：意見） 

規程関係については、必要に応じて適宜見直しを行うべきである。特に組織変更等がなさ

れると、会社の管理体制に重大な影響が生じることになるので、関連する規程関係の整備も

タイムリーに行うことが望まれる。 
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Ⅻ．一般社団法人相模原市観光協会（所管課：商業観光課） 

１．一般社団法人相模原市観光協会（以下「観光協会」という。）の概要 

（１）設立の目的等 

① 設立年月日 平成25年３月１日 

（上記法人化以前より、任意団体として補助金の交付や市の委託事業を受けていた。） 

② 設立の目的 相模原市及び周辺地域の観光事業の推進により、地域社会・文化の健全

な発展及び地域経済の振興に寄与すること。 

 

（２）観光協会の事業内容 

①観光に関する調査及び企画並びに情報の収集及び提供 

②観光客の誘致及び滞在支援 

③観光資源の開発及び整備 

④観光物産品及び酒類の紹介・販売 

⑤観光施設の管理運営 

⑥観光に関する人材の指導育成 

⑦地方公共団体及びその他公共的団体から委託される観光関連業務の受託 

⑧旅行業法に基づく旅行業 

⑨広告宣伝事業 

⑩観光関連事業者及び諸機関との連携 

⑪その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

（３）財務のハイライト情報等（「基本調書」より抜粋） 

（単位：千円） 

項  目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

受取補助金等 56,046 66,283 66,283 67,033 

（うち市補助金） 56,046 66,283 66,283 67,033 

受託事業収益 27,212 29,655 27,778 29,859 

（うち市から受託） 27,212 29,655 26,160 28,556 



167 
 

項  目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

事業収益 26,571 30,878 33,762 42,122 

その他 1,903 1,501 16,783 1,624 

経常収益計 111,732 128,317 144,606 140,638 

事業費 91,977 102,419 107,904 115,711 

（うち公益事業） 11,728 15,564 11,046 13,343 

（うち収益事業） 80,248 86,855 96,858 102,369 

管理費 19,150 19,564 25,620 25,318 

（うち人件費） 9,431 9,770 15,382 16,070 

経常費用計 111,127 121,983 133,524 141,029 

当期一般正味財産増減額 485 6,215 1,408 △511 

 

２．個別論点 

（１）公益認定申請について 

（概要） 

改革プランでは、「３．関与の方針」として「カ．特例民法法人のうち、平成25年11月

までに公益社団法人又は公益財団法人に移行できなかった団体にあっては、団体の管理運

営に係る経費は、原則として補助の対象とはしないものとする。」とされている。また、「9．

公益法人制度改革への対応」として「本市における外郭団体は、行政の補完機能等としての

活動も有している実情に鑑み、可能な範囲において、原則として「公益認定」を目指すこと

とする。」とされている。 

また、平成27年度相模原市外郭団体の経営評価等に関する建議書において、「一般社団法

人から公益社団法人への移行も大きな問題であることから、その点も含め検討されたい。」

とされている。 

しかしながら、観光協会は、「会計処理、事業計画策定等、公益認定に係る業務量の増加

が予想され、現時点での人員では難しいとの判断から、認定申請を行っていない。」として

いる。 

公益認定の可能性については、「平成25年度に「公益法人の円滑な移行及び自主的・自律

的な運営に向けた相談会」に一度参加し、そこで一度相談を受けたことがある。」「アンテナ
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ショップ運営事業やキャンプ場運営事業については、一見すると明らかな収益事業である

が、市のシティセールス、ＰＲという側面に寄与しているという定義においては、公益事業

の認定も可能であるとの答えを頂いた。」とのことであった。 

なお、所管課によると、「観光協会では、現在も公益法人化を目指しており、「sagamix」

（以下「アンテナショップ」という。）をはじめとした協会事業や運営体制の見直し等を盛

り込んだ「５ヵ年計画」の策定に向けた検討を昨年から行っている。市としても、当該計画

の策定とその実行による安定的な経営が行われるよう支援・指導を行っているところであ

る。」とのことであった。 

 

（問題点） 

法人設立から５年近く経過しているにも関わらず未だ認定申請の準備を行っていない団

体に補助金の交付を継続しており、改革プランの方針と整合していないと考えらえる。 

 

（団体の見解） 

「会計処理、事業計画策定等、公益認定に係る業務量の増加が予想され、現時点での人員

では難しいとの判断から、認定申請を行っていない」のが現状であるが、現在策定中の「５

ヵ年計画」の組織体制、組織戦略を論ずる中で「公益法人化」へ向けたロードマップの提示

を行いたい。 

 

（所管課の見解） 

現状においては、公益認定の条件である公益目的事業比率の割合が 50％に満たないため

申請が出来ていない状況である。 

しかしながら、市観光協会は2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催に向け

たインバウンド対応のほか、今後、広域交流拠点として発展していく本市において、コンベ

ンション誘致・開催等の役割を期待されていることから、これらの事業を実施する上での中

心的役割を担うことで、公益目的事業比率の割合が高まるものと考えている。 

このため、現在策定中の５カ年計画においては、取り組まれる事業の内容や具体性、スケ
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ジュール感などが明確に示されるよう指導・助言を行っているところであり、「５ヵ年計画」

の策定の中で「公益法人化」へ向けた取組についても、必要な指導・助言を行っていきたい

と考えている。 

 

（結論:意見） 

５年近く公益認定申請の準備は進められておらず、かつ、現状の人員体制では現実的では

ないと観光協会も考えている状況において、補助金の交付を継続することは改革プランの

方針に合致していないと考えられる。補助金の交付を継続する場合には、公益認定に伴う業

務量の増加に対応しうる組織体制の見直しとともに、公益認定について期限を設ける等の

対応は必要である。 

 

（２）市からの委託契約について 

（概要） 

観光協会は、市営キャンプ場（上大島キャンプ場及び望地弁天キャンプ場）の管理運営を

市から受託しており、その一部については、再委託している。 

平成28年度の事業別正味財産増減計算書によると、キャンプ場運営事業の収支は以下の

とおりとなっている。 

（単位：千円） 

科    目 金    額 備   考 

キャンプ場利用者協力金 7,267  

キャンプ場運営受託収益 12,309  

トイレ清掃受託料収益 1,454  

経常収益合計 21,030  

人件費 810  

役務費 1,180  

委託費 15,797  

租税公課 771  

その他 2,017  

経常費用合計 20,575  

当期経常増減額 455  
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委託費の主な相手先及び金額は以下のとおりである。 

（単位：千円） 

相  手  先 金   額 備  考 

大島観光協会（上大島キャンプ場） 9,719  

陽原白寿会（望地弁天キャンプ場） 5,699  

キャンプ場管理運営委託料精算報告書によると、受託料12,308千円の使途は、主に人件

費で、上大島キャンプ場と望地弁天キャンプ場の合計で10,505千円が管理人賃金であった。 

観光協会は、平成28年度の基本調書において、「＜経営上の課題＞」として、「政令市の

観光協会として期待される業務に対して、人員不足などの要因により、雑務に翻弄され職員

の専門性が高めるに至っていないため、協会事業の成果は限定的となっている。」とされて

おり、人員不足と思われる中、観光協会を契約主体としてこれらの委託契約を受託する理由

について、「任意団体時代から当協会が受託をしている業務で、また貴重な収益源であり、

これらの事業を受託しない場合は、縮小均衡になりさらに雇用が確保できなくなる恐れが

ある。」としている。 

改革プランでは、「２．指導の視点」「（３）市から外郭団体に委託する事業の見直し」と

して、「ア「随意契約適正執行のための指針」（平成22年４月１日施行）に則し、外郭団体

に業務委託をする場合には、原則として競争入札を実施することとし、やむを得ず例外的に

随意契約を行なった場合には、市はその理由を公表することとする。」「イ市から外郭団体へ

の委託事業については、特に再委託率が高い業務及び人件費率の高い業務については、市は

再委託業者への業務の直接発注に努める。」とされている。また、「３．関与の方針」として

「（１）財政的関与 イ市委託事業における外郭団体の活用は、各団体が保有する経営資源

を活用し、効率的・効果的なサービスの提供等が図られる場合に限ることとする。」とされ

ている。 

また、改革プランによると、「２．指導の視点」「市からの補助金や業務委託等に依存する

ことのない安定的な法人運営に向けた財務体質の改善を進める。」また、「（２）事務事業の

見直し」「ア．民間企業や非営利法人で代替可能な事業については、極力抑制すると共に、

事業を再構築することで民間活力の活用と市民協働の推進を図る」とされている。 
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平成28年度随意契約の公表調書によると、観光協会と随意契約を締結した理由等は以下

のとおりとされている。 

契約件名等 契約の相手方を選定した理由 

契約件名：キャンプ場管理運

営業務委託 

相手方：一社)相模原市観光

協会 

法令根拠：2号(競争不適) 

  

契約金額：¥12,308,644 

市営キャンプ場は、本市が指定する観光振興区域に所在

し、同地区の観光振興の主要施設として運営されている。

この運営にあたっては、管理者が本市の推進する各種観光

事業の実施に対して協働することが必要であり、また本市

が他の観光施設や観光資源と連携させた観光事業を実施

する特性から、同地区の関係者や関連団体と調整する必要

がある。これら事項を包括して実施可能な団体は同協会し

かない。 

近隣の地方自治体においてキャンプ場の運営について指定管理者を指定している例は多

くあり、また、上大島キャンプ場に近接する相模川自然の村（相模川清流の里）や相模川自

然の村野外体験教室（相模川ビレッジ若あゆ）について、市は指定管理者を指定している。 

所管課によると、「上大島・望地の2つのキャンプ場は、「新相模原市観光振興計画」で規

定するエリア別計画の一つである「相模川エリア」において観光の中核をなす施設であり、

キャンプ場としての機能に加え、各種団体や周辺施設との連携による事業展開を図るなど、

地域の観光振興を推進するための重要な役割を担うものであることから、本市観光振興の

実働体として中心的役割を担う市観光協会と随意契約を結んでいるものである。 

再委託先である大島観光協会や陽原白寿会については、それぞれ地元の観光振興等を目

的に地元住民で構成される団体であり、地域に精通し、その特性を熟知しており、当該キャ

ンプ場の管理運営に最も適した団体であると考えているが、いずれの団体も法人としての

体制が整っていないことやキャンプ場を中心とした周辺における観光振興についても実施

していく必要があるため、法人格を有し、本市の観光振興に広く精通する市観光協会と契約

を結んでいたものである。 

しかしながら、現状の業務委託費用が、主として人件費が占めており、再委託に係る経費

が契約金額の 8 割以上に達していることから、再委託先である大島観光協会と陽原白寿会

への直接委託化をはじめ、最適な契約方法について、検討を進めているところである。」と
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のことであった。 

なお、上記再委託先である大島観光協会の会長は観光協会の副代表理事を兼務している。 

 

（問題点） 

現状の受託業務は、主として人件費が占めており、再委託に係る経費が契約金額の８割以

上に達しており、改革プランの「特に再委託率が高い業務及び人件費率の高い業務について

は、市は再委託業者への業務の直接発注に努める。」という方針と整合していないと考える。 

 

（団体の見解） 

直接契約か否かについては、所管課が決定することであり、当協会が関与することではな

い。ただし、当協会が入ることにより、契約額積算や精算、毎月の報告業務の円滑化に寄与

している、との認識。 

大島観光協会への再委託については、新規に契約したわけではなく、歴史的経緯があって

任意団体時代から再委託をしている経緯がある。ただし、定款に基づいて、随意契約をして

いる理由をさらに明確化する必要はある。 

 

（所管課の見解） 

本委託業務については、市との調整や各キャンプ場の管理人数の調整、ごみ処理や施設修

繕などの手配、利用者協力金の管理、減免申請の受付など、主に総務的な部分を市観光協会

が担い、現地における管理業務をキャンプ場及びその周辺地域に精通し、利用者の安全確保

なども含め、現地において適正な管理運営ができる「大島観光協会」と「陽原白寿会」に再

委託している。 

現状として本委託業務経費では、現地における管理業務に係る人件費が大部分を占めて

おり、再委託に係る経費が契約金額全体の8割以上に達しており、このことは、「相模原市

外郭団体に係る改革プラン」の取組方針に則していないため、今後は、再委託受注者である

大島観光協会、陽原白寿会との直接委託化をはじめ、最適な契約方法について、検討を進め

ていきたい。 
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（結論：意見） 

観光協会は「貴重な収益源であり」「雇用が確保できなくなる」としているが、当該事業

による当期経常増減額は 455 千円、当該事業に計上されている人件費は 810 千円と少額で

あり、団体としても現状が人員不足と認識としている中、観光協会がこれらの委託契約を受

託する必然性があるのか疑問がある。改革プランの方針に従って、再委託業者へ直接発注す

る、あるいは、公募により指定管理者を指定するということも当然選択肢になるものと考え

る。 

 

（３）アンテナショップの当初出店時の検討状況について 

（概要） 

観光協会は「当観光協会が法人化する際の基本的事項として、ボーノ相模大野内でのアン

テナショップの管理運営はすでに市で政策決定されていた」としている。 

アンテナショップ出店の経緯については、所管課によると「新相模原市観光振興計画では、

取組の基本方針である「地域の魅力の再発見」の中で、魅力ある地域特産品づくりの一環と

して「アンテナショップやインターネットを利用した販売促進支援」を施策に掲げていたほ

か、相模大野駅周辺への観光案内所の設置の検討も位置づけられていたため、当時、市街地

再開発事業が完成を迎え、今後、ますます人口・商業の集積が進む相模大野地区の立地を生

かし、本市の観光情報の発信と特産物の販売の拠点となるアンテナショップを整備すると

いう基本的な考えのもと、庁議を重ね事業決定した。」とのことであった。 

所管課によると、「相模原市内である相模大野への出店理由については、津久井地域との

合併から時間が経過するなか、南区を主とした旧相模原地域の市民の津久井地域に対する

認識・認知度が低いとの声が多く聞かれ、より積極的にシティセールスを推進するためには、

住民自らが「わが街」を発信していく必要があるとの考えのもと、市民の意識や認識を高め、

愛着を深める場、いわばシティセールス推進のための基盤づくりの場を提供するものとし

て、当該地を選択したものである。 

また、合併して70万人超の人口を有することになったが、その約90％が旧市域の住民で

あり、旧市域住民の市場の目を津久井地域へ向けさせ、域内交流を促進させることで、経済
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波及効果を図るものでもあった。」とのことであった。 

ボーノ相模大野への出店の経緯については、所管課によると、「相模大野駅西側地区第 1

種市街地再開発事業の中核施設であるボーノ相模大野の設置を計画していた野村不動産㈱

では、地域と連携した特色ある事業運営を考えており、そのひとつに地域の特産品を販売す

る店舗の出店を望んでいた。このことと上述の本市の考えとが一致し、ボーノ相模大野に設

置したものである。」とのことである。また、所管課によると、「アンテナショップの位置は、

ボーノ相模大野２階のほぼ中央にあり、相模大野駅のペデストリアンデッキからの動線も

よく、店舗設置に最適な場所であると考えていたほか、周辺地域における同程度の物件の賃

料などの比較からも妥当な賃料であるとの判断であったため、他社からの見積りは取得し

ていない。」とのことであった。 

アンテナショップ開設時の採算の目途については、所管課で作成した損益分岐点売上額

の資料の記載内容（抜粋）は、以下のとおりとなっている。 

補助率に見る損益分岐点売上高表（補助率80％※の場合のみ。） 

粗 利 率 損益分岐点売上高（年）（単位：千円） 備  考 

45％ 33,424  

40％ 37,602  

35％ 42,973  

30％ 50,135  

※固定費である賃料・共益費のうち補助金の交付対象となっているのは、補助金交付要綱に

よると80％までとされている。30％を下回る粗利率での試算は行われていない。 

なお、法人化前の任意団体であった観光協会の時代に定められた仕入先との契約条件に

よると、粗利率は以下のとおりとなっている。観光協会は下記の契約条件を引き継いでいる。 

品   目 掛  率 備  考 

観光協会会員 非会員 

農産物 15％ 20％  

消費期限５日以内の食品 15％ 20％  

上記以外の食品 20％ 25％  

食品以外（雑貨等） 30％ 35％  
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アンテナショップにおける粗利率の実績の推移は以下のとおりとなっている。 

項  目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

粗利率 19.1％ 21.7％ 18.6％ 18.1％ 18.6％ 

なお、観光協会によると、「出店時の採算の目途については承知していない。」とのことで

あった。 

 

（問題点） 

当初の市による損益分岐点分析では、粗利率 35％を想定していたにも関わらず、開店時

に任意団体時代の観光協会が設定し現在の観光協会に引き継がれている仕入先との契約条

件は 15％〜35％と、想定とは乖離している。また、掛率の算定根拠について、観光協会は

承知していない。なお、採算の目途について、所管課の認識は観光協会に共有されていなか

った。 

 

（団体の見解） 

ご指摘通り、当初の想定より粗利益率が低いため補助金がないと損益分岐点に達しない。

一方で、立地の良さを反映して、売上は右肩上がりで推移しており、一定の経済効果はある、

との認識である。コストの最小化を目指しながら、引き続き、物販による市のＰＲへの寄与

を目指すと共に、立地条件を活かした観光情報発信センターとしての機能拡大に努めたい。 

 

（所管課の見解） 

アンテナショップについては、採算性よりも市のシティセールス、観光等についての情報

発信、地元特産品のテストショップとしての役割を重視している。 

利益優先の経営を行うのであればアンテナショップの意味はないと考えるが、採算を度

外視し赤字を積み重ねれば、その補てんは最終的に自治体が負わなければならないケース

も出てくるとも承知している。 

特産品のＰＲ や知名度アップは、地場産業の振興や観光客誘致につながってこそ効果が
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あるものあり、そうした経済的な好循環を創出するためには、一定の時間・期間は行政とし

ての支援も必要と考えている。 

今後は、アンテナショップの目的を再確認し、採算性など多角的な検討を継続していく。 

 

（結論：意見） 

市による損益分岐点分析は粗利率 30％未満の水準では行われていないにも関わらず、任

意団体時代の観光協会側は 30％を下回る水準で多数の仕入先と契約している。事業開始の

時点で、所管課の損益分岐点分析の想定は崩れており、所管課と観光協会の間で意思疎通が

十分に行われていれば、多少なりとも採算の目処は変わったはずである。さらに、任意団体

時代の観光協会が 30％を下回る水準で仕入先と契約を締結していることについての根拠も

観光協会は認識していない。 

補助金の出し手である市と事業を遂行する観光協会との意思疎通が不十分では、補助金

の効率性等にも影響しうる。観光協会は独立した事業主体としての主体性がさらに求めら

れるであろうし、また所管課も、指導する際には意思疎通を十分に行う必要があると考えら

れる。 

 

（４）アンテナショップについて 

① 経営基本方針について 

（概要） 

平成28年度の基本調書によると、観光協会の経営基本方針は、「アンテナショップの運

営を通じて（中略）本市への集客の向上、観光誘客、消費の拡大を促進させ、本市の産業

振興、交流人口の拡大、並びに文化の向上を図る。」とされている。 

平成28年度において、アンテナショップが、「本市への集客の向上、観光誘客、消費の

拡大を促進させ」ることに、どれだけどのように貢献したかについて、観光協会は、「ボ

ーノ相模大野がテナント向けに出しているレポートによると、アンテナショプ売上全体

に占める近隣（相模原市南区相模大野〜相模原市南区相南まで）以外の来店客の割合が３

割強というデータがある。平成28年度売上105,131千円×30％＝31,539千円の消費の拡
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大と、来店客数 135,964 人×30％＝40,789 人の観光誘客と言える。また、相模の大凧ま

つり、七夕まつり、大野南ふるさとまつり、J：COM公開収録、ふるさと納税返礼品等、実

店舗以外でも sagamix の商品を提供することにより、本市の観光物産ＰＲとして有効に

活用、本市の集客の向上に貢献したと言える。」としている。 

「ボーノ相模大野が会員の属性データを基に作成していると思われ、こちらの要望に

対して市内・市外別に数値を出せるかどうかは不明である。」とのことである。 

平成28年度のアンテナショップ補助金の交付金額は27,203千円であった。 

一方、商業観光課が交付している補助金のうち、例えば 6 大観光行事の補助金の平成

28年度の交付金額は合計で28,918千円、観光客数は1,685千人であった。 

なお、アンテナショップで商品を販売していることによる、仕入先の業績への影響につ

いての調査等は行われていない。 

 

（問題点） 

観光協会は、経営基本方針を、アンテナショップの運営を通じて本市への集客の向上、

観光誘客、消費の拡大を促進させるとしているが、補助金27,203千円に対して直接的な消

費の拡大効果は 31,539 千円、また、観光客数への直接の影響は、40,789 人と同等の金額

の補助金に対して効果は低く見える。 

 

（団体の見解） 

ご指摘通り、本市への集客の向上を目指すべく市外客比率を上げることを目指すととも

に、一方で、南区の住民に緑区の商品を紹介することにより、本市の観光資源が集中して

いる緑区へ市内からの集客が見込まれるため、残りの７割の売上額についても、一定の効

果があるという認識である。 

祭りとの比較であるが、観光客の絶対数ではなく、補助金支出に対してその補助金が観

光客の増加へ1円あたり何名寄与したかという観点で比較しないと意味がないように思わ

れる。※補助金だけで1,685千人を呼んだ訳ではない。 

また、補助金は単なる営業促進費ではないので、単純に観光客数や売上金額だけでは判
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断できず、集客においても、ご指摘の数値はあくまでボーノ相模大野がテナント向けに出

した売上分析資料の言わば一次数値に過ぎず、その商品を買って本市に興味を持って再度

本市を訪れたり、sagamix に置いてあるパンフレットを見て本市に足を運んで下さった方

の数や消費額は含まれていないし、商品を提供している事業者への経済波及効果、及び

sagamix従業員の雇用確保等、多面的な側面で判断する必要がある。 

もちろん、ご指摘のとおり補助金の有効活用と言った面でさらなる努力が必要で、補助

金支出に対する経済波及効果をより一層高める努力を継続的に行うことは当然のことであ

る。 

 

（所管課の見解） 

アンテナショップに関する部分については、その役割を再度見直し、更なる活用の方法

を市観光協会とともに検討するとともに、事業の実効性などについての検証を行い、見直

しを図っていきたい。 

 

（結論：意見） 

消費の拡大31,539千円及び観光客数40,789人という補助金交付による直接的な効果は、

同等の金額の補助金に比して低くみえる。確かに観光協会の見解のとおりこれらは一次効

果であろうが、様々考えうる二次的な効果に関しては何ら調査が行われておらず、成果が

現れているかどうかは判断できない。観光協会の見解のとおり多面的な側面で判断する必

要があるのは当然であるが、具体的影響が売上高と来店客数以外は可視化されていない以

上、成果を判断することは困難と考えられる。アンテナショップの事業目的を再確認の上、

何をもって成果を確認するのか、検討が必要と考えらえる。 

なお、津久井地域との合併から10年が経過しており、「域内交流を促進させる」という

当初の役割についても再検討が必要な時期と考えられる。 
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② アンテナショップの契約条件について 

（概要） 

改革プランでは、「市からの補助金や業務委託等に依存することのない安定的な法人運

営に向けた財務体質の改善を進める」こととされている。 

1) 出店契約について 

アンテナショップの賃料の坪単価は、横浜市の地価水準・賃料・利回り動向レポート

による横浜駅周辺の坪単価や、民間企業の公表する募集賃料に関する市場分析情報に

よる銀座エリア、新宿エリア等のフロア平均の坪単価と遜色ない水準であった。平成28

年度において、粗利益（売上高から仕入を控除した金額）の約80％を占めている。 

  

2) 仕入先との契約条件について 

アンテナショップでの商品仕入れに関して、消化仕入れについて「お取引に関する確

認書」には取引条件として「掛率」が記載されており、商品の売上代金にこの掛率を掛

けた金額を仕入先に支払うこととされている。 

現行の掛率は以下のとおりであるが、開店当初に作成したものであり、「その後も掛

率の見直しは行っていない。」とのことである。 

品  目 掛率 備  考 

観光協会会員 非会員 

農産物 85％ 80％  

消費期限5日以内の食品 85％ 80％  

上記以外の食品 80％ 75％  

食品以外（雑貨等） 70％ 65％  

商品の売上代金にこの掛率を掛けた金額を仕入先に支払うため、100％から上記掛率

を引いた分が観光協会の取り分である粗利率となる。 

品  目 粗利率 備  考 

観光協会会員 非会員 

農産物 15％ 20％  

消費期限5日以内の食品 15％ 20％  
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品  目 粗利率 備  考 

観光協会会員 非会員 

上記以外の食品 20％ 25％  

食品以外（雑貨等） 30％ 35％  

なお、商品の店頭での販売価格は仕入先が決定することとされている。 

アンテナショップの売上構成の推移は次のとおりである。 

品  目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

生鮮産品 11.4％ 25.7％ 39.5％ 49.6％ 53.0％ 

日配 18.8％ 22.6％ 20.0％ 15.7％ 18.9％ 

菓子 20.3％ 19.7％ 16.0％ 11.3％ 10.0％ 

その他 49.5％ 32.0％ 24.5％ 23.4％ 18.1％ 

計 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 

直近の平成28年度で、「農産物」及び「消費期限5日以内の食品」が含まれる「生鮮

産品」「日配」が合わせて71.9％を占めている。 

 

（問題点） 

1) 出店契約について 

家賃及び共益費の坪単価は、都内や横浜市中心部の坪単価と比較しても遜色ない水

準で、店舗運営上、家賃負担が重い。また、（３）に記載のとおり、出店場所としての

優位性が優先されており、結果的に、アンテナショップは、賃料が売上高から仕入高を

控除した粗利益の約 80％を占める高コスト体質となっており、補助金なくして存続で

きない状況を生んでいる。 

 

2) 仕入先との契約条件について 

粗利率が低迷する中、掛率の見直しは行われていない。 

（団体の見解） 

ご指摘通り、当初の想定より粗利益率が低いため補助金がないと損益分岐点に達しな
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い。一方で、立地の良さを反映して、売上は右肩上がりで推移しており、一定の経済効果

はある、との認識である。コストの最小化を目指しながら、引き続き、物販による市のＰ

Ｒへの寄与を目指すと共に、立地条件を活かした観光情報発信センターとしての機能拡

大に努めたい。 

 

（所管課の見解） 

sagamix（アンテナショップ）については、採算性よりも市のシティセールス、観光等

についての情報発信、地元特産品のテストショップとしての役割を重視している。 

利益優先の経営を行うのであればアンテナショップの意味はないと考えるが、採算を

度外視し赤字を積み重ねれば、その補てんは最終的に自治体が負わなければならないケ

ースも出てくるとも承知している。 

特産品のＰＲ や知名度アップは、地場産業の振興や観光客誘致につながってこそ効果

があるものあり、そうした経済的な好循環を創出するためには、一定の時間・期間は行政

としての支援も必要と考えている。 

今後は、アンテナショップの目的を再確認し、採算性など多角的な検討を継続していく。 

 

（結論：意見） 

観光協会も「当初の想定より粗利益率が低いため補助金がないと損益分岐点に達しな

い」としているとおり、アンテナショップは補助金なくして運営は立ち行かない。 

「市からの補助金や業務委託等に依存することのない安定的な法人運営」の達成は事

実上難しいものと考えられる。一方で、仕入先との契約条件の見直しも行われていない。 

アンテナショップを存続させる場合には、契約条件全般の見直しが必要と考えられる。 

 

③ アンテナショップのリニューアルについて 

（概要） 

アンテナショップでは賃貸人側の都合により、平成27年度中にリニューアル工事と出

店契約の再契約を行っている。 
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賃貸人側からの紹介によるコンサルタントが入り、商品構成の見直しやレイアウトに

ついての検討が行われた。コンサルティング会社が作成した「サガミックス ＭＤ構成基

本計画」（以下「ＭＤ基本計画」という。）による売上計画は次のようになっている。 

 

平成28年度の（ＭＤ）売上計画と販売実績の対比 

（単位：千円） 

品  目 売上計画月額 売上計画年間 構成比 年間販売実績 構成比 

生鮮産品 3,400 40,800 33.9％ 55,709 53.0％ 

日配 2,500 30,000 25.0％ 19,901 18.9％ 

菓子 950 11,400 9.5％ 10,486 10.0％ 

グロサリー 760 9,120 7.6％ 8,941 8.5％ 

リカー 240 2,880 2.4％ 3,755 3.6％ 

カフェ 1,900 22,800 19.0％ 3,415 3.3％ 

雑貨 200 2,400 2.0％ 1,796 1.7％ 

嗜好品 60 720 0.6％ 781 0.7％ 

その他 － － － 347 0.3％ 

合  計 10,010 120,120 100.0％ 105,131 100.0％ 

「ＭＤ基本計画」によると、「生鮮」「情報発信」「カフェ」がメインＭＤとされており、

それに従って、レイアウトも、カフェスペース7.70㎡、キッチン10.46㎡となっており、

床面積全体の94.62㎡の19.20％を占めている。 

一方、観光協会の平成28年度収支計画では以下のようになっている。 

（単位：千円） 

品   目 金  額 構成比 備  考 

生鮮産品 42,115 49.6％  

日配 13,369 15.7％  

菓子 9,635 11.3％  

グロサリー 8,095 9.5％  

リカー 2,965 3.5％  

カフェ 3,836 4.5％  

雑貨 1,946 2.3％  
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品   目 金  額 構成比 備  考 

嗜好品 307 0.4％  

その他 2,732 3.2％  

合   計 85,000 100.0％  

ＭＤ基本計画が収支計画に反映されなかった点について、観光協会は「収支計画は資金

計画の側面があるため、前年度実績をベースに作成する必要がある。収入が見込み額に達

成しなかった場合、予算執行を停止しなければならなくなるため。一方で、ＭＤ基本計画

は現場の数値目標に当たり、収支計画と分けるべきとの基本認識。双方の数値を一致させ

るべきという意見もあるが、アクティブな目標を収支計画に入れると未達の時に弊害が

生じるのと、売上のような変動要因があるものは、年度が終了しないと正しい見込み額が

出ないので、収入計画としては保守的に作成せざるを得ない（キャンプ場利用者協力金も

同様）。」としている。 

平成 29 年度において、カフェについては「コスト削減の観点からメニューを一新し、

現在は縮小の方向である」とのことである。 

 

（問題点） 

平成28年度収支計画ではカフェに関して、レイアウト変更に際して計画した（売上計

画年間）の目標売上の 16.8％程度しか初年度売上を見込んでいない。年間販売実績も同

計画の 15.0％となっている。団体としても保守的ではないと判断した計画に基づきレイ

アウト変更が行われている。 

 

（団体の見解） 

当初開店時および、リニューアル時にコンサルタントが入って、ＭＤ基本計画及び収支

計画が作成されたが、当初の計画は達成できず実績で及ばないため、収支計画に盛り込む

ことができない。 
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（所管課の見解） 

実績としてカフェ部門の売上が低いことは承知しているが、sagamixにおける利益率を

上げるためには、カフェ部門での売上を伸ばすことが有効であると認識している。 

カフェについては新メニューの導入など、協会においても色々と工夫を重ねてきたと

ころであるが、現実問題として、カフェ部門の売上を増やせないのであれば、カフェ部分

の床を別の商品の売場に変えるなどの方策も含め、運営の見直しを図る必要があると考

える。 

 

（結論：意見） 

観光協会は、カフェ部門について、レイアウト変更に際して計画した目標売上の16.8％

程度しか初年度売上を見込んでいないにもかかわらず、当該計画に沿ってレイアウト変

更工事を行っている。収支計画が営業目標より保守的になることは理解できるものの、

16.8％は大幅な乖離である。レイアウト変更に際しての実現可能性の検討が不十分であ

ったものと考えられる。 

カフェについては「コスト削減の観点からメニューを一新し、現在は縮小の方向」とし

ており、採算という観点からは極めて妥当な判断であろうが、そもそもカフェ設置の目的

は何であったのか、「採算性よりも市のシティセールス、観光等についての情報発信、地

元特産品のテストショップとしての役割を重視」しているとする所管課の方針と合致し

ているのか、今一度アンテナショップ設置の意義を確認する必要がある。 

 

④ 野菜類の販売について 

（概要） 

売上高の推移 

（単位：千円） 

項  目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

生鮮産品 711 14,793 28,852 39,928 55,709 

日配 1,174 13,025 14,603 12,675 19,901 

菓子 1,263 11,338 11,670 9,134 10,486 
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項  目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

その他 3,088 18,452 17,849 18,849 19,035 

合計 6,236 57,608 72,974 80,586 105,131 

 

売上構成の推移 

項  目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

生鮮産品 11.4％ 25.7％ 39.5％ 49.6％ 53.0％ 

日配 18.8％ 22.6％ 20.0％ 15.7％ 18.9％ 

菓子 20.3％ 19.7％ 16.0％ 11.3％ 10.0％ 

その他 49.5％ 32.0％ 24.5％ 23.4％ 18.1％ 

合計 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 

 

粗利率の推移 

項  目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

生鮮産品 15％ 15％ 15％ 15％ 15％ 

日配 20％ 20％ 15％ 15％ 15％ 

菓子 15％ 15％ 20％ 20％ 20％ 

その他 21％ 34％ 26％ 26％ 32％ 

上記のうち、粗利率の低い生鮮品には野菜が多く含まれている。近隣大手小売店でも

「相模原産」と明記された野菜が販売されているが、アンテナショプで野菜類を販売する

目的・理由について観光協会は、「アンテナショップは、相模原市のＰＲという側面と、

売上増大による自主財源増加という側面がある。他店との競合により野菜類の売上が減

少しているのであれば、取引を控える必要があるが、売上が順調に推移しており、売上の

増大に寄与しているため、販売をしている。」としている。 

アンテナショップの売上高は年々増加している。その要因について観光協会は、「店の

認知度が上がったこと、及びボーノ相模大野自体の来店客数の増加により、アンテナショ

ップ来店客数の増加が図れたこと、また、地場産の野菜、卵、豚肉など人気の商品に固定

客がついたことが、主な要因と考えている。」としている。 

生鮮産品の割合が年々増加している理由と粗利率の低い生鮮産品の売上割合増加の評

価について、観光協会は、「生鮮産品の割合が増加しているのは、他商品より需要がある

ため。粗利益率が低いと言っても、売上の絶対額の増加に寄与している（平成 25 年度
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57,608千円→平成26年度72,974千円（前年比126.7％）→平成27年度80,587千円（前

年比110.4％）→平成28年度105,131千円（前年比130.4％））。 

それに伴い粗利益額は、平成 25 年度12,257 千円→平成 26年度 12,490千円（前年比

101.9％）→平成27年度13,620千円（前年比109.1％）→平成28年度17,864千円（前

年比 131.2％）と毎年増加し収入増に寄与しているため、一概に悪いこととは言えない。 

今後の課題としては、利益率の向上、利益額の増加、経費の最小化の最適化を目指し、

売上アイテムの市のＰＲとしての寄与の評価をする必要がある。」としている。 

経済産業省の平成26年度の商業統計によると、コンビニエンスストア等を含む「その

他の飲食料品小売業」の「一人当たり販売額」は 17,990 千円(８時間換算)となってい

る。現状のアンテナショップの人員32人（昼間8時間を3人、夜間４時間を２人と計算）

によると、 

32人×一人当たり販売額÷8時間＝71,960千円 

となっており、平成28年度のアンテナショップの売上高105,130千円は、現状の人員配

置では上限に近づいているとも考えられる。 

なお、農協や市民朝市等、農政課の取り組みとの連携状況について、観光協会は、「特

に取組みはしていないが、農政課の方で、農業事業者の販路の一つとして、アンテナショ

ップを活用しているようである。」としている。 

改革プランでは、「民間企業や非営利法人で代替可能な事業については、極力抑制する

とともに、事業を再構築することで民間活力の活用と市民協働の推進を図る。」とされて

いる。 

 

（問題点） 

需要があり、売上につながるため、アンテナショップでは野菜類の販売を拡大している。

しかしながら、相模原産の野菜は、近隣大手小売店でも販売されている。「民間企業や非

営利法人で代替可能な事業については、極力抑制する。」という方針に合致しているか疑

問である。 
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（団体の見解） 

アンテナショップで野菜を売ることに関して、民間事業者で代替可能という理由で取

り扱わない、また取扱いを縮小することは、現に人気商品である以上、不自然なことと言

える。人気商品を取り扱わないことによる来店客数の減少など、悪影響も考えられる。近

隣大手小売店で売っているとしても、販売チャンネルが多いことは、消費者にとってはメ

リットであることから、必ずしも排除するのではなく、アンテナショップの役割を勘案し

ながら、他商品の取扱いが伸びるよう努力したい。 

 

（所管課の見解） 

アンテナショップについては、その役割について再度見直すとともに、その成果や効果

について検証し、整理を行っていきたい。 

 

（結論：意見） 

需要があり、売上につながるため、野菜類の販売を拡大すること自体は、法人の経営判

断として理解できることである。また、人気商品の取扱いを縮小するのは不自然という考

えももっともである。 

しかしながら、市の外郭団体である以上、改革プランの方針に沿った運営を行うべきで

あり、既に民間で流通している商品の取り扱いを強化することが本当に必要なのか、「民

間企業や非営利法人で代替可能な事業」でないのかは十分に検討が必要と考えられる。 

また、相模原市の観光の目玉は野菜類だとするのであれば、農政課との連携は欠かせな

いはずであり、いわゆる縦割り行政の弊害が現れていないか、検証が必要と考える。 

なお、粗利率の低い商品の比率が高くなっており、一定の利益を計上するためには販売

数量を増加させる必要がある。現在の人員配置で、販売数量の増大が最適な方策なのか、

検討の余地はあると考える。 

また、アンテナショップ設置の目的と達成すべき成果の明確化が必要であると考える。 
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（５）内部管理体制について 

① 内部管理規程の遵守状況について 

（概要） 

観光協会においては各種規程が整備されており、事務局規程、会計処理規程において、

以下のように定められているが、実際には規程に従った運用はなされていなかった。 

事務局規程別表第２ 

２．契約、会計、物品、施設等に関する事項（抜粋） 

事務の種類 専務理事の専決事項 事務局長の専決事項 実際の運用 

支出伝票 １件1,000 万円を超

える支出伝票に関す

ること。 

１件 1,000 万円以下

の支出伝票に関する

こと。 

支出伝票・収入伝票及び

振替伝票はソフトウェ

アに直接入力してデー

タとして作成されてお

り、印刷はされておら

ず、会計事務担当者の判

断で伝票作成が行われ

ている。 

収入伝票及

び振替伝票 

１件 500 万円を超え

2,000万円以下の収

入伝票及び振替伝票

に関すること。 

１件 500 万円以下の

収入伝票及び振替伝

票に関すること。 

予算の流用 １件50万円を超える

予算の流用に関する

こと。 

１件50万円以下の予

算の流用に関するこ

と。 

月次決算は行われてお

らず、予算を超過してい

るか否か検討されてい

ない。予算の流用につい

ての決裁は行われてい

ない。 

 

会計処理規程 

規 程 の 内 容 実際の運用 

会計伝票の

作成及び種

類 

３ 会計伝票は、取引１件ごとに作成し、決

裁責任者の決裁を受けなければならない。 

会計伝票は決裁責任者

の決裁を受けていな

い。 

照合確認 会計事務担当職員は、毎月末における補助簿

の借方、貸方の合計及び残高を、総勘定元帳

口座の金額と照合確認し、会計責任者に報告

するものとする。 

照合を行い、報告を行

なった証跡は確認でき

なかった。 

支出予算の 予算の執行にあたり、各科目間において相互 予算の流用に関する承
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規 程 の 内 容 実際の運用 

流用 に流用しないこととする。ただし、代表理事

が予算の執行上必要があると認めたときは、

その限りとしない。 

認文書は確認できなか

った。 

支払方法 ３ 銀行振込依頼書及び振出小切手は、会計

事務担当職員が作成し、小切手の押印は、会

計責任者がこれを行うものとする。 

支払はインターネット

バンキングによってお

り、会計責任者の承認

手続は経ていない。 

手持現金 会計事務担当職員は、会計責任者の名を受け

て、日々の現金支払に充てるため、５万円を

限度に、手持現金を置くことができる。 

５万円を超える現金が

アンテナショップにて

保管されている。 

金銭の残高

照合 

現金は毎日の出納終了後、残高を会計帳簿と

照合し、預貯金については毎月末日の残高を

関係帳簿と照合し、その正確性を期さなけれ

ばならない。 

金種表等は作成されて

おらず、残高を照合し

ている証跡は確認でき

なかった。また、往査日

時点で、事務局保管の

現金は帳簿残高と一致

しなかった。 

 

（問題点） 

内規に従った運用がなされておらず、規程が形骸化し、相互牽制が働く体制になってい

ない。 

 

（団体の見解） 

事務局規程の定める支出伝票、収入伝票の決裁、予算流用に関して言えば、出金、入金

に伴う一連のプロセス（執行伺い→請求書発行・振込→仕訳処理）が、店舗運営も兼ねて

いるためかなりの工数を要するが、予算の関係で経理専属の担当者が賄えず、止むを得ず

現在の運用で対応している。 

会計処理規程の定める会計伝票の作成、照合確認、支出予算の流用に関しても同様の理

由。 

支払方法、手持現金の規程は、実際の運用に合わせて変更の必要があり、金銭の残高照

合に関しては、運用の徹底が必要と認識している。 
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（所管課の見解） 

決裁や契約、会計処理等に関する手続きを定める事務処理規程については、権限と責任

の所在を明らかにするとともに、適正な事務処理を行うための基準となるものであると

認識している。 

人員不足により規程に従った事務の取り扱いができないとのことであり、規程につい

て団体事務の運営上効率性に欠ける部分があるならば見直しを図るべきであるが、事務

の公正性について最低限担保しなければならない部分は、それに見合った事務処理を行

わなければならないと考える。 

協会と共に事務処理規程について見直しを図りたい。 

 

（結論：結果） 

団体の規模に見合った規程になっていないため、形骸化しているものと考えられる。 

実際の管理も、事務局次長がほぼ一手に行っており、相互牽制が働く態勢にはなってい

ない。現在の規模で最低限必要な承認や相互確認といった手続を再検討の上、人員体制含

め、管理体制を抜本的に見直すとともに、規程類の再整備を行うべきである。 

 

② アンテナショップの内部管理体制について 

（概要） 

アンテナショップの内部管理体制は、観光協会によると、「アンテナショップは営業時

間が10時～21時と長く（準備期間を入れると９時30分～21時30分）、休憩時間時など

にも配慮が必要で、基礎的業務（レジ・接客）だけでも、工数がかかる。昼間が３名、夜

間が２名必要で、休憩時間時には４名が必要になる時間もある。レジや接客は、役付きの

ないスタッフがやるとして、以下の管理業務については、主任、副店長、店長が基礎的業

務（レジ・接客）の空き時間にやるため、それなりの工数がかかる。」とのことであった。 

観光協会によると、アンテナショップの管理業務の概要は、以下のとおりである。 

1)商品の発注作業、発注残の管理 

登録業者は100以上あり、買取り・委託共にPOSで発注書を作成し、在庫数を勘案の上
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Faxにて発注を行うが、状況に応じて電話でも行う。委託販売のうち一部の業者につい

ては、在庫報告を手書きで作成しFax送信する。Fax送信後は送信済印を押印、送信日

時を記載の上、仕入先ごとにファイルする。 

2)納品・検品時の作業 

委託、買取りの場合とも、納品書と現物を照合し、納品書は仕入先別にファイルする。

納品書には商品別に賞味期限を記入する。納品書を作成しない仕入先もあるため、量販

店等で購入した書式を手渡し、記載してもらう等の対応を取っている。相手先によって

様式が異なるため、物品受領書は必ずしも発行していない。現品にはPOSで作成・印刷

した値札を貼付する。売値については、仕入先が決定する。 

3)仕入代金の支払い 

買取り商品の請求書は事務局に直接届く。sagamixで、請求書と納品書の照合確認が終

わったものについて、事務局で支払処理を行う。消化仕入分については、事務局で売上

金額より支払先への支払金額を月次で算定し、支払通知書を送付の上、翌月末に支払を

行う。 

4)レジにおける売上計上、ポイント・カード制度 

販売時には、POSレジへの入力、現金・クレジット・カードの授受、商品の包装の他、

野村不動産側のシステムへの入力やポイント・カードの処理等を行う必要がある。同時

に顧客の質問への対応等も行う。 

5)在庫管理・陳列作業 

POSレジで在庫数量は把握できるものの、正確には運用されていないため、不要となっ

た商品データを削除する等、追加作業を伴う。随時行われる納品に対応し、商品の陳列

作業を行っている。また、消費期限についても、POSのデータをもとに確認し、販売促

進等に利用している。 

6)キッチンでの作業 

調理、食器洗浄材の保管等を行う。 

7)その他 

ブログの更新、POP作成、勤怠管理、経営会議用資料作成、ボーノ相模大野への提出物

作成、店長会議出席、sagamix運営部会出席等。 

なお、アンテナショップで使用しているシステムのOSのバージョンは、windows XPで

ある。 

アンテナショップのレイアウトについては、売り場内に柱があって死角があるため、人
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員配置を減らすことが難しい。また、レジからキッチン・スペースにかけて大きく段差が

あるため動線が良くないとのことであった。 

 

（問題点） 

定型化されていない、あるいは定型化できない作業が多く、またシステム対応が不十分

であるために手作業によらざるを得ない部分や、あるいはスムーズに作業できない部分

も多い。 

 

（団体の見解） 

アンテナショップ運営に関しては、５年目を迎えており、ある程度業務に関しては定型

化していると言える。商品陳列においても、月次で棚卸を実施しているが、他店などと比

べて特段手間がかかっているとは思っていない。しかしながら、より効率的な運営という

観点から、業務見直しを始め、シフトの重複がないか逐一チェックするなど、改善に努め

る必要があることは認識している。 

 

（所管課の見解） 

業務の見直しやマニュアル等の作成、あるいは事務局とサガミックスとの業務分担の

見直しなど、継続的な改善が必要であると考える。引き続き、効率的な運営に向け、必要

な指導・助言を行っていきたい。 

 

（結論：意見） 

アンテナショップの内部管理については、業務内容の継続的な改善以前に、仕組み作り

の問題であり、体制の整備が不十分という点が問題である。 

店舗開設当初の時点で、例えば発注・納品データのシステム対応や、専用伝票の導入、

納品時間帯の統一、あるいは、POSシステムへの投資の増額や、OSのバージョンを最新に

する等、仕組み作りに投資することで、日常業務の煩雑さを回避できる手段はあったもの

と考えられる。アンテナショップ開設時に管理業務に関する事前準備が十分だったか、検
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証が必要である。 

契約時点で取引条件として仕入先に提示していないため、容易に変更できない事項も

多いと考えられるが、アンテナショップを継続する場合には、日常業務効率化のため、仕

入先との取引条件の見直しや管理業務効率化に資する追加投資が必要不可欠である。 

 

③ アンテナショップの運営に関する内規の整備について 

（概要） 

契約事務規程によると、「第２条 売買、貸借、請負その他の契約は、指名競争入札又

は随時契約によるものとする。」とされている。随時契約において、「予定価格が20万円

以上のものは、原則として２人以上から見積書を徴しなければならない。」とされている。

なお、「契約金額が100万円未満の契約をするとき。」に関しては「契約書の作成は省略す

ることができる」とされており、その場合は「請書を徴するもの」とされている。 

アンテナショップでの商品仕入に関しては、消化仕入れについて「お取引に関する確認

書」が締結されている。一方、買取り商品については、特に基本契約等は締結されていな

い。 

 

（問題点） 

契約の締結に関して、継続的に取引を行う場合の取り扱いが定められておらず、買取り

の場合については、契約等が締結されていない。さらに、注文に関して請書は入手されて

おらず、見積りも取得されていない。内規に従った運用はなされておらず、規程の整備が

必要である。 

 

（団体の見解） 

ご指摘どおり、規程の整備が必要である。 

 

（所管課の見解） 

アンテナショップの運営の実態に合わせ、規程を整備すべきと考える。規程の整備につ
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いて指導していきたい。 

 

（結論：意見） 

現状の観光協会の内規は、日々少額の取引が多数継続的に発生するアンテナショップ

の運営を前提としていない。現行規程を団体の実態に即した内容に修正するか、あるいは

別途内規を整備することが必要である。 


