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＜監査報告書 概要＞

Ⅰ 今回の個別外部監査の概要

今回の個別外部監査は昨年に引き続き、地方自治法に基づく個別外部監査として実施した。

監査のテーマは、まんのう町満濃中学校改築・町立図書館等複合施設整備事業（以下、当個別

外部監査報告書において「本事業」という）において、まんのう町が官民連携手法により締結

する事業が保障された前提条件のもと、安全かつ最適に実施され、公共空間のサービスレベル

の維持向上が予算等の前提条件内において図られていることを監査するものである。

Ⅱ 要約個別外部監査報告書

第１章  平成 25 年度個別外部監査報告書における指摘事項とその対応  

 平成 25 年度個別監査報告書において当職からの指摘事項についての対応状況を監査した。指

摘事項に対して対応済みの事案、対応の過程にある事案、協議段階にある事案、等指摘事項に

より進捗状況に差はあるが、概ね真摯に対応されているものと評価する。その中で以下の事案

について指摘しておきたい。

①報告業務の簡素化について、まんのう町及び PFI 事業者は前向きに検討し対応してもらいた

い。業務日報による毎日の作業の記録の必要性は認めるが、PFI 事業者の二重作業という非効

率になっている部分もある。実務上の負担を極力減少されるための建設的な協議を期待したい。

②図書館業務に関しては、事業者選定を別にしたために本体応募者とは意思疎通が図りにくい

面があることは理解できる。しかしながら本事業の目的を達するためには両事業者が協力しあ

って運営をしていくことが必要になる。本年度においては共通のアンケート調査の実施や共通

の危機管理マニュアルの策定がされるなど、年ごとに連携強化がされていることも事実である。

今後も総括マネジメントチームを中心に、両事業者がより一層の意思疎通を図り、利用者が今

まで以上の高品質なサービスの提供をうけられることを期待したい。

③地域開放業務に関し、土曜日・日曜日の開館延長は予算の関係もあり簡単には解決できない

課題ではあると思われるが、引き続き前向きに検討していってもらいたい。

第２章  PFI 事業者からの報告書について

 まんのう町は本事業が円滑かつ効率的に遂行され本事業の目的に合致した成果をあげ得るた

めに、総括マネジメント業務等の各業務に関し業務要求水準書を策定している。当該要求水準

書において各業務の作業報告書を各事業者からまんのう町に提出するように求められている。

当職は当該要求水準の定めにより提出された月次業務報告書、セルフ・モニタリング結果報告

書、定期モニタリング報告書 兼 四半期報告書 についてサンプリング抽出による監査を行っ

た。以下、監査による指摘事項を要約して記載する。

①現状、各業務の報告書の形式やタイトルあるいは報告内容は業務毎に様式等が異なっている。
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報告書を読む側の立場からすれば、統一した様式、統一した内容にした方がより明瞭性が高ま

るであろう。データに関しては、グラフ化・前年比較表・月次推移表などの分析資料を作成し

た方がより理解が深まるのではないか。改善を期待したい。

②報告書にはまんのう町が求める情報や、まんのう町が必要な情報を漏れなく記載すべきであ

ろう。同時にまんのう町が必要としない情報を記載することは無駄な作業となる。まんのう町

と PFI 事業者との間で協議を行い、本事業にとって必要な情報は何なのかを再確認し、無駄な

作業の削減につなげること必要であろう。

③定期モニタリング報告書 兼 四半期報告書は廃止を含めて、その存続意義を検討すべきで

ある。

第 3 章 利用状況の推移と利用者アンケートの結果について

 図書館運営業務並びに地域開放業務の各事業者は図書館及び体育館施設の利用者数について

男女別・年齢別等のカテゴリーに分けて集計を行っている、また、両事業者は 2014 年 8 月に「お

客様満足度アンケート」を実施した。当該アンケート結果から以下の点が指摘できる。

①図書館運営業務並びに地域開放業務に対する利用者の評価は大変に高い。利用者の視点から

見て、両業務は概ね問題なく遂行されていると判断する。

②両業務ともに利用者は頭打ちになっていると思われる。さらに利用者を伸ばすためには、こ

れまで以上の斬新なサービス、新たなアイデアが求められる。

③図書館業務に関しては、iPad 貸出件数、kobo 貸出件数が伸び悩んでいる。これら IT 機器の

利用が低迷していることは今後の社会環境を考えると大きな問題点であり、当職はある種の危

機感を感じている。ｋobo、i-Pad ともに利用に制限があることは理解できる。しかしながらこ

れからの社会環境を見越したうえで、図書館事業者及び中学校並びに教育委員会で IT 技術活用

支援のための何らかの施策を考えるべきであろう。

第 4 章 定例会における報告事項

１．定例会について

まんのう町及び PFI 事業者は毎月 1 回、PFI 事業者が遂行している本事業の作業における遂

行状況及び発生した問題点・課題点・要望点等について報告し、解決すべき課題等については

その対処方法等を検討する定例会を開催している。当職は当該議事録のうち、平成 26 年 3 月の

定例会から平成 27 年１月までの議事録を閲覧し、その内容に関しての監査を実施した。以下、

監査による指摘事項を要約して記載する。

①当該定例会は「まんのう町地域再生協議会」の一部会として位置づけられている。また「ま

んのう町地域再生協議会」では a)住民の健康増進に関すること、b)雇用促進に関すること、c)
地域企業の活性化に関すること、d)にぎわい創出による地域活性化に関すること、e)その他、地

域再生計画に関すること、を討議することになっている。その討議の場として当該定例会を開

催することとなっている。
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しかしながら当職が各定例会の議事録を監査したところ、本来の定例会の目的に合った議論

の討議は、ほとんどなされていない。いわゆる作業の経過報告と結果報告がほとんどである。

定例会の本来の役割は「まんのう町の活性化」を討議することであろう。定例会本来の役割に

合致した討議も行うことを強く求めたい。

②任意提案事業として MM クラブによる活動が計画されていたが、諸般の事情により、まんの

う町と協議の上、まんのう町内の中学生の基礎体力向上支援を目的とする実施内容に変更した。

この変更に関しては、MM クラブに関する経緯と現状に鑑み、当職は問題なしと判断する。

③学校図書館と町立図書館の一体利用

 前年の監査報告書にも記載したが、当職としては学校図書館と町立図書館の一体利用は進め

るべきであるという立場である。ただし一体利用を実施すると学校関係者の仕事量の負担増に

つながり、PFI 事業者に委託する場合には町予算の確保が必要になる。まんのう町と議会とで

協議をし、結論を出してもらうしか解決方法はない。

④会議室・研修室の利用者増加

 会議室と研修室の利用状況は低迷している。特に研修室の利用は 4 月に 20 件あっただけで、

その後は 0 件であり全く利用されていない。町及び PFI 事業者の対策も妙案が無いようで「無

料化と PR の向上」といったような案しかでないような状況である。この課題についてはまん

のう町及び PFI 事業者のみならず、ひろく住民全体から意見を聞きアイデアを出してもらうこ

とも一案であろう。

⑤備品類の点検・保守の費用負担

 本事業におけるサービス購入費は施設整備費、維持管理費及び運営費とで構成されている。

維持管理費の中には備品（机や椅子などの事務用品、体育館のトレーニング機器、など）の点

検・保守・修繕・更新の費用は含まれていない。しかしながらトレーニング機器は何かの不具

合により大きな人身事故につながりかねない。メーカーが推奨する点検・保守等を行っておく

べきであり、そのための予算措置を早急にすべきである。また利用者側から見ても、同一トレ

ーニング機器をいつまでも使用することは魅力的でなくなり利用者離れを引き起こしかねない。

従って、トレーニング機器の更新費用も予算措置をしておくべきであろう。

同様に、情報技術活用システム関連業務費の中にはパソコン等の更新費用は含まれていない。

そのための予算をどうするかも検討しておくべきであろう。図書館運営業務に関しては図書館

什器・備品の修繕（使用できない場合は更新）費用はサービス購入費に含まれている。

⑥建物等の不具合補修がなされていないこと

建物及び建物付属設備自体の物理的な不具合が平成 26 年 9 月 9 日までに合計 48 件発生して

いる旨の報告がされているが、施設建築に係る問題の現地調査がなされているために多くは手

つかずの状態である。しかしながら 12 月末までに現地調査及び結果報告書がまんのう町に提出

されている。その事実を受けて通常修理など修理できるものから着手していくという方針にな

った。SPC から 1 月中旬以降に順次修繕計画書が提出され、計画書に従って不具合箇所の修繕

が行われている。なお、町は平成 27 年 1 月 17 日建物の不具合の補修方法を含む、本事業にお

いて発生した諸問題に関し、まんのう町 PFI 事業問題第三者検討委員会に対し解決方法等の検

討等を諮問した。当職としては、この方向性で問題なしと判断する。指摘された不具合箇所の
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速やかな修理を期待する。

２．地域再生協議会 年間評価会議について

前年度に開催された当該会議にて国から交付された利子補給金の使途について、図書館事業

者から子供たちが図書館に来るきっかけ作りのために「読書通帳」の仕組みを導入する旨の提

案があった。当該会議の場で承認を受け、PFI 事業者により実現に向けて準備作業を行い、第 1
回目の会議にて読書通帳の導入が正式に承認された。当職の見解としては、読書通帳の仕組み

導入に関しては全面的に賛成である。予算に関しても問題なしと判断する。理由は、図書館の

利用を通じて町の活性化につながる可能性のある計画であると判断したからである。

平成 26 年 12 月 1 日時点で読書通帳機は導入設置済みであった。いかに多くの人たちに読書

通帳を利用してもらい、より多くの人が図書館に来館してもらえるか、そのためにどのような

施策を立案するのか、図書館事業者の今後に期待をしている。

第 5 章 SLA に対する実地監査

当職以外の本個別外部監査を担当するコンソーシアムメンバー１名とまんのう町内の事業所

に勤務する 3 名（本事業とは関係のない第三者）の協力を得て、本事業における施設の維持管

理状況の適切性について、第三者がどのように評価をするかを調査した。その結果は全員一致

して以下のような回答であった。

「壁の汚れなど施設の細部において気になる点があるものの、施設全体としては概ね適切に管

理されている」

「素晴らしい施設であるが、もったいない。もっと広く告知をしたら、さらに多くの人に活用

してもらえるだろう。自分たちもこんな近くにこんな立派な施設があるとは知らなかった」

 このような意見に対し、当職も同意見である。施設の管理状況は概ね問題ないと評価する。

ただし壁は汚れが目立つので重点的な清掃を期待したい。

 ただし「こんな立派な施設があるとは知らなかった」というコメントからは、施設利用につ

いては、まだまだ改善の余地と告知の方法により利用者の伸びが期待できるのではないかと思

われる。

注）本個別外部監査の構成員以外に対して協力を求めることについて、協力者本人の了承を得ているととも

に、まんのう町からも事前承認を得ている。

第６章 資金調達

資金調達に関しては、業務要求水準書等によってその満たすべき水準が定められているもの

ではないため、主に当年度における資金調達・返済の実行状況の確認、支払留保・追加的費用

の状況及び PFI 事業者の資金繰りリスクに対する対応状況の検証並びに地域再生支援利子補給

金制度の活用状況の検証の手続きを実施した。

まず、当年度における資金調達・返済の実行状況を検証した結果、当初の資金計画上調達予

定であった優先ローン（愛媛銀行：565 百万円）及び劣後ローン（大成建設：40 百万円）につい

ては、当年度において約定どおり返済されており、監査上問題となるような事象はないとの心証
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を得た。しかし、当年度においても維持管理運営費等の支払留保の継続により PFI 事業者の資金

繰りが厳しくなっており、その穴埋めのため代表企業（大成建設）からの劣後ローンによる資金

調達が実行されていた。今後も維持管理運営費等の支払が留保される場合、PFI 事業者の資金繰

りは益々困難になる可能性があるため、支払留保・追加的費用の詳細や PFI 事業者の資金繰りリ

スクに対する対応状況について検討した。 

支払留保については、体育館の壁面不良に端を発する一連の問題により、すでに支払済みの

一括支払施設整備費（税抜 2,622,607 千円）が将来精算される可能性もあるため、それに備えた

担保として PFI事業者への支払いを留保しているものである。また、追加的費用については、当

該問題の発生により必要となった追加的調査等に要する費用であり、平成 26 年 6月 19 日付確約

書により、PFI 事業者及び SPC の代表企業である大成建設㈱に全額負担してもらうことで合意し

ている。 

当該支払留保及び追加的費用により、PFI 事業者の資金繰りが厳しくなっており、代表企業で

ある大成建設からの資金調達により資金不足をカバーしているのが現状である。今後も維持管理

運営費等の支払留保が続く場合、PFI 事業者の資金繰りが困難となり、PFI 事業者の運営そのも

のが行き詰まる可能性が懸念される。このリスクに対応するため、PFI 事業者がまんのう町との

間で締結した契約に明記された責務を全うできるように、出資者及び設計・施工者として資金、

人材等の経営資源を支援することを確約する旨の確約書を、平成 26 年 10 月 28 日付で SPC の代

表企業である大成建設㈱から入手していることを確認した。 

また、地域再生支援利子補給金制度の活用状況を検証するため、指定金融機関である愛媛銀行

担当者へのヒアリングを行ったところ、当年度において、前年度までに愛媛銀行と内閣府との

間で締結した利子補給契約に基づき、予定どおり利子補給金が支給されていることを確認した。

これにより、利子補給金制度を最大限に活用することで、PFI 事業者及びまんのう町が地域活性

化に資する事業を行う際の原資を捻出することが可能となるとことが期待されており、当年度

における利子補給金の活用状況の詳細については、詳細版の「第 4 章 定例会における報告事

項 ３．地域再生協議会 年間評価会議について （2）監査の結果 1）利子補給金の活用」

に記載のとおりである。 
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＜監査報告書 詳細＞

Ⅰ 今回の個別外部監査の概要

第１章 監査の種類

 地方自治法に基づく個別外部監査

第２章 監査のテーマ

まんのう町立満濃中学校改築・町立図書館等複合施設整備事業（以下、今回の報告書において

「本事業」という）において、まんのう町が官民連携手法により締結する事業が保障された前

提条件のもと、安全かつ最適に実施され、公共空間のサービスレベルの維持向上が予算等の前

提条件内において図られていることを監査するものである。

第３章 監査の方法

 まんのう町関係者へのインタビューと必要資料の収集並びに確認、株式会社まんでがんパー

トナーズの構成員及び協力企業へのインタビューと必要資料の収集並びに確認、要求水準書の

レビュー、等により対象業務が要求水準書に則って適正に行われていることについての監査を

実施した。

第４章 監査の実施期間及び対象

 平成 26 年 8 月にまんのう町と「まんのう町官民連携事業に関する個別外部監査」に係る契約

を締結し、平成 26 年 8 月から 9 月にかけて、まんのう町とコンソーシアム代表 米田守宏との

間で監査の範囲や項目等を打ち合わせ、平成 26 年 10 月８日から まんのう町及び各業務遂行

事業者とのインタビューを実施した。この間、コンソーシアム構成メンバーを業務担当別に割

り当てて個々に監査業務を実施した。当該個別監査は平成 27 年３月 31 日の監査報告書の提出

により終了する。

 監査の対象はまんのう町と協議をした結果、本事業のうち総括マネジメント業務・維持管理

業務・情報技術活用システム業務・図書館運営業務・地域開放運営業務、PFI 事業者の資金調

達業務、地域再生支援利子補給制度の各業務の実施状況とその評価（要求水準と SLA・KPI と
の整合性）、昨年の外部監査報告書の指摘事項への対応状況、等について実施することとした。

また、まんのう町との協議により、原則的に平成 27 年 2 月 28 日までに資料が入手できた業務

に関して実施することとした。
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第５章 個別外部監査人・補助者と資格

 今回の監査は以下の人員によりコンソーシアムを結成して実施した。

 コンソーシアム代表  税理士    米田 守宏

 構成員        公認会計士  桑島 洋輔

 構成員        公認会計士  内橋 翔

第６章 利害関係

 個別外部監査の対象とした事案につき、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。
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Ⅱ 個別外部監査総論

序章 監査日程

本事業の監査のうち、総括マネジメント業務、情報技術活用システム関連業務、地域開放運

営業務、図書館運営業務、維持管理業務については以下の日程にて実施した。資金管理業務に

関する監査については、関連各位からの資料情報等を基に実施した。

日 時 場 所 対象者 内 容

平成 26 年 10 月 3 日 まんのう町役場 まんのう町教育委員会 昨年の個別外部監査報告書における指

摘事項の改善等進捗状況の監査

平成 26 年 10 月 8 日 まんのう町役場 まんのう町教育委員会 定例会議議事録に基づく監査（教育委

員会が回答できる項目のみ）

平成 26 年 12 月１日 満濃中学校

体育館、図書館

特に無し 建物等の維持管理状況の監査

平成 27 年１月 6 日 図書館会議室 総括マネジメントチーム

図書館事業者

維持管理事業者

まんのう町教育委員会

当職からの質問事項に対しての回答及

び確認

平成 27 年１月 16 日 体育館会議室 体育館事業者 当職からの質問事項に対しての回答及

び確認

都度 まんのう町関係者との電話・メール・

FAX での情報収集

第１章 平成 25 年度個別外部監査報告書における指摘事項とその対応

１．監査の概要

1)概要

平成 25 年度個別外部監査において当職からの指摘事項について、まんのう町及び PFI 事業者

が当該指摘に基づいて改善等の協議並びに実施をした項目に関し、まんのう町から「個別外部

監査指摘事項への対応」という報告書が当職に提示された。その報告書に基づき、まんのう町

及び PFI 事業者の指摘事項への対応等についての監査を行った。

2)指摘事項と具体的な対応

平成 25 年度監査における指摘事項と具体的な対応等の内容を以下に記載する。なお下記の回

答における事実関係は平成 26 年 10 月 3 日現在の状況である。
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指摘事項 具体的対応（まんのう町からの回答）

総括マネジメント業務

1 本来業務に専念できるよう、報告書の

提出形態をより効率的にすべきでは

ないか

平成 26 年 9 月 10 日の維持管理運営業務定例会にて PFI 事業

者側から業務報告書の簡素化についての検討提案がなされて

いるが、具体的な協議等はしていない（現状の報告形態として、

日報は事業者作成の様式にて手書きで作成している。まんのう

町は、維持管理業務の報告書は 1 か月まとめて PDF ファイル

にて入手している。地域開放運営業務と図書館運営業務の報告

書は入手していない。月次のモニタリング作業は現地にて行っ

ている。月報と四半期報告は紙ベースで入手している。

2 業務横断的なアンケートを実施すべ

きではないか

地域開放運営業務においては平成 26 年 8 月 17 日～24 日に、

図書館運営業務においては平成 26 年 8 月 9 日～11 日に実施し

ている。質問項目は両者ともに統一的な内容になっている。

3 各業務間で統一された危機管理マニ

ュアルの整備をすべきである

平成 26年 6月 24日付でまんのう町に統一的な危機管理マニュ

アルが提出されている。

4 各事業者が行っている人材教育につ

いて、総括マネジメントは積極的に関

わりを持つべきではないか

まんのう町としては、各業務の実施母体の企業が異なるので、

人事等の処遇までに総括マネジメントが立ち入ることは難し

いのではないかと考えている。

5 総括マネジメント業務の役割および

業務内容の見直し

平成 26 年 10 月 3 日現在、協議等はしていない（まんのう町と

しては、契約内容に関わってくる部分であり、見直しは難しい

と考えている）。

6 定例会は「運営」の報告だけでなく、

建設的な意見や夢のある提案を協議

できる場であるべきではないか

開催方法、内容について事業者と協議している。

7 総括マネジメント業務の業務報告書

の作成が必要ではないか
平成 26 年 7 月分から報告書が提出されている。

8 まんのう町と PFI 事業者間でタイム

リーに情報共有できる方法を検討す

べきではないか

今後検討していく（現状では上記１．に記載したようにタイム

リーに情報を共有化できる状態ではない。理由はまんのう町と

PFI 事業者とでネットワークを共有していないからである）。

維持管理業務

1 報告形態の簡素化 総括マネジメント業務 №1 に同じ

2 日常作業が要求水準どおりに遂行さ

れていることを監視するのではなく、

期待した結果が出ていることをモニ

タリングの判断基準にしてはどうか

KPI を再検討することにより対応をしていきたい。

3 
全事業横断的な危機管理マニュアル

を整備

平成 26年 6月 24日付でまんのう町に統一的な危機管理マニュ

アルが提出されている。
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4 美観・快適性は主観によって評価が分

かれるため、建物維持評価委員会の設

置の提案

今後の検討課題である。

5 日報･月報･四半期の報告体系を再考

すべきではないか
総括マネジメント業務 №1 に同じ

6 利用者からのクレームや要望への対

応方法を定めるべきである

現状、日報にてクレームと対処結果を記入している。緊急の事

態は電話等により連絡が入っている。

7 照明･空調はきめ細やかなコントロー

ルが必要ではないか

構造上、各部屋でのコントロールはできず、全体での調整にな

る。今後事業者と協議していく。

8 樹木の消毒・除草回数について、春夏

時期の頻度教育の一環で中学生に除

草作業をさせてはどうか

実現に向け事業者と協議をし、中学校とも協議を行う。

9 害虫駆除･防除の手法について、結果

を見て評価すべき

指摘の通りである。作業をした結果を踏まえ、効果がなければ

別の方法を実施する。

情報技術活用業務

1 
「安全性の確保」と「利便性の向上」

という、相反する要望を実現するため

にどのようにすべきか、関係者間で協

議をすすめていくべきである

情報システムに関して、まんのう町の基本原則は「安全性の確

保」である。そのために利便性が失われることになることはや

むを得ない。厳重に安全性を確保しつつ学校現場の要望に応じ

て、利便性を柔軟に対応してきたい。また、教職員向けに情報

セキュリティーの指導を徹底させたい。

2 
備品管理体制の確保

まんのう町物品管理規則に則った備品台帳の整備を行い、併せ

て年度末有高の報告を徹底させる。

3 
保守作業を他事業者に委託している

場合は、他事業者への管理が適切に行

われていることを確認

現状、このような事態が発生していないので事例はないが、緊

急を要する保守については株式会社フューチャーインの再委

託契約先である有限会社データプロが対応し、対応後には報告

書の提出させる予定である。

図書館運営業務

1 満濃中学校図書館と町立図書館とを

連携させるべきではないか

平成 26 年 10 月 3 日現在、満濃中学校、学校教育課、事業者間

で連携方法の協議を開始させている。

2 事業者と町の役割分担を明確にすべ

きである

「図書館運営業務の業務分担及び要求水準」にて両者の役割は

明確に決定されており、この分担を踏襲していく。

3 

図書館システムのバックアップ方法

を強固すべきではないか

現地のサーバにて毎日夜 11 時にバックアップを行っている。

バックアップが正常終了されたかどうかのログ管理はリブネ

ット本社で行っている。個人情報等、現地以外のデータの持ち

出しをしないということでリブネット本社でのバックアップ

はしていない。外部に持ち出しても良いということであれば、

本社でのバックアップ処理は可能である。
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4 予算の範囲内であれば、支所に設置の

ブックポストの回収頻度を高めるべ

きではないか

当初、週 1 回で回収していたが、現在は回収頻度を週 2 回にし

て利用者の利便性を向上させている。

5 利用者アンケートの実施回数を増加

させるべきではないか。また、業務横

断的なアンケートを実施すべきでは

ないか

アンケートの実施回数に関しては、年 1 回から年 2 回に変更し

ている。業務横断的なアンケートに関しては、平成 26 年 8 月 9

日～11 日に実施している。

6 業務横断的な危機管理マニュアルの

整備をすべきではないか

平成 26年 6月 24日付でまんのう町に統一的な危機管理マニュ

アルが提出されている。

7 

図書館運営事業者は総括マネジメン

トと連携をより強化して本事業の遂

行をすべきではないか

まんのう町としては、事業者選定を別にしたことから当初より

グループ化をしていた本体応募書とは意思疎通が図りにくく

なることは理解できるが、総括マネジメント業務としては図書

館運営業務を含め、全事業についての横断的な掌握が不可欠で

はないか、と考えている。

8 
選書方針はまんのう町と図書館事業

者間で調整はとれているか

図書館運営業務計画書に記載されている「まんのう町立図書館 

資料収集基準」に記載されている購入計画に基づき選書をして

いる。

地域開放運営業務

1 
土日(休祭日を含む)の開館時間を変更

あるいは延長できないものか

事業者と協議するが、契約内容及びコストアップにも関わると

ころであり、まんのう町としては現状の条件が前提では変更・

延長の実現は難しいのではないかと考えている

2 全事業横断的な危機管理マニュアル

の整備

平成 26年 6月 24日付でまんのう町に統一的な危機管理マニュ

アルが提出されている。

3 現金管理について、マニュアル自体の

記載内容の変更提案

平成 26 年 7 月 17 日付で、まんのう町に対して「施設利用料金

管理基本マニュアル」が提出されている。

4 
アンケート結果について利用者への

情報提供も必要

町の広報の 1 ページを割いて、写真・感想・プログラムなど利

用状況を町民に広報している。その中に、アンケート調査の一

部を公表している。

注）下線部分は PFI 事業者からの回答。それ以外は町からの回答である。

２．監査の結果

(1)総括マネジメント業務

1)報告業務の簡素化について

維持管理業務及び図書館運営業務並びに地域開放運営業務の各業務における業務日報を確認

した。

維持管理業務の業務日報（日常点検報告書）には SLA にて定義されている「日常行うべき業

務が行われたかどうか」、そして「異常があったかどうか」を管理対象物ごとに確認をしたとい

う証跡が記載されている。維持管理業務の事業者は当該日報に加えて受託企業である大成有楽
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不動産株式会社への報告書（内容や様式は当該業務日報とは異なるもの）も併せて作成してお

り、このような事実により作業負担が重く感じているのではないかと想像できる。図書館運営

業務の業務日報は、受託企業である株式会社リブネットへの報告書（同社の標準様式）を改修

したものを業務日報として作成し、当該業務日報に日常の作業証跡を記載している。その様式

とは、同社への報告項目に加え、図書館運営事業者が重要な SLA と考えている１４項目を抽出

して同社の標準様式の下部に付け加えた形式である。図書館運営事業者は業務日報の作成に大

きな負担は感じていないようである。地域開放運営業務の業務日報は、実施したプログラムの

参加人数、施設の利用者と利用料金、運営状況の確認として３項目のみの内容である。地域開

放運営業務においても受託企業である美津濃株式会社（一部業務については、ミズノスポーツ

サービス株式会社に再委託）は別途日報を作成して報告している。当職が見る限り、地域開放

運営業務に係る業務日報の作成には大きな負荷がかかっているとは思えない。

以上を鑑みると、維持管理運営業務における業務日報は簡素化を検討する余地があると考え

られる。PFI 事業者からは具体的な簡素化案（業務報告書の様式）が当職にも提案されている。

この簡素化案は、何かしらの問題があった場合にのみ報告する、という考えに基づいて作成さ

れている。当職としては、この案をたたき台として今後維持管理運営業者とまんのう町との間

で報告書の簡素化に係る検討を進めていくことを提案する。

当職は、すべての業務において業務日報を作成することは必要であると考えている。後々、

何らかの事態が生じた時の証拠として毎日の実作業を記載し保管しておくことは必要であろう。

この点を踏まえつつも、二重作業という非効率さを解消し実務上の負担を極力減少させるため、

今後建設的な協議を行っていくことを期待する。

なお、月報及び四半期報告書の監査結果については第 2 章に記載している。

2)総括マネジメント業務の役割と見直し及び人材教育について

a)総括マネジメント業務の役割と見直し

総括マネジメント業務の役割と見直しについては、本事業開始時から当職が強調している事

項である。本事業成功のためには総括マネジメント業務は重要な任務を担っており、その職責

を十二分に果たしてもらいたい（また、果たしてもらわないといけない）と強く願うだけに、

今年度も総括マネジメント業務の役割について記載する。本報告書を読む人全員に再確認して

もらいたい。

「総括マネジメント業務の役割として業務要求水準書には以下の項目が含まれている。

・各業務間の連絡及び連携が円滑に行えるよう、総合的な調整を図ること

・業務横断的に実施手順や実施体制を常に見直し、効率化及びサービスの質の向上を図ること

・まんのう町とコミュニケーションを密にし、質の高いサービスを提供できるようにすること」

 これらの項目から考察すると、総括マネジメント業務は各業務に対して総合的な調整を図る

ことや業務横断的な作業が求められており、各業務受託企業に対してもある一定限度までの指

示あるいは指揮をすることは許されるのではないかと考えられる。さらに、単に定められた日

常業務を繰り返すのではなく、日々サービスの質の向上と高いサービスを提供することが求め

られていることは明白であり、これらの業務要求水準を満たすために必要になるのが本事業を
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日々遂行しているスタッフの教育と総括マネジメントチームの本事業に対する考え方・心構え

ではないだろうか。

b)人材教育

人材教育に関し、スタッフの処遇（給料や職位など）に関しては他企業の人事であるから総

括マネジメントチームであっても直接申し入れ等することはできないのは当然であるう。しか

しながら「本事業の目的と目標実現のための施策には××のような知識をもった人材が必要だ

から、このような教育をしてください」という指示はできるのではないか。

3)事業横断的な危機管理マニュアルの作成

PFI 事業者により事業横断的な危機管理マニュアルが作成され、6 月 24 日付にてまんのう町

に提出されている。事業横断的な危機管理マニュアルを作成しスタッフへの教育も行っている

ことは評価できる。しかしながら以下の点が指摘できる。

①当職は危機管理に関する専門家ではないため、当該危機管理マニュアルの内容が必要十分な

ものであるかどうかの判断は差し控えたい。PFI 事業者へのインタビューによれば、当該マニ

ュアルは PFI 事業者内で作成され PFI 事業者内で項目をチェックしたとのことである。PFI 事
業者の中に危機管理の専門家あるいは相応の知識と経験を持った者がいて、その者がマニュア

ルを確認したのであれば問題はないと思われるが、危機管理業務とは人命等にかかわる重大な

業務である。当職は、より慎重を期すために外部の専門家（例：消防及び警察関係者あるいは

警備会社など）に依頼して当該危機管理マニュアルの内容を再確認してもらうことを提案する。

②12 月 8 日における定例会の議事録では「11 月 5 日に満濃中学校・図書館運営業務企業・地域

開放運営業務企業合同での総合防災訓練を行った」と報告されている。合同の総合防災訓練を

実施することは危機管理のうえで大変評価できることである。しかしながら当職が指摘したい

点は 11月 5日に実施された総合防火訓練では今回作成されたマニュアルに則った訓練をしてい

ないことである。危機管理マニュアルを作っただけではいわゆる「絵に描いた餅」である。当

該危機管理マニュアルに沿った訓練を実施し、不備等があれば危機管理マニュアルを都度更新

し、実務に耐えうる危機管理マニュアルに進化させていくことが重要である。

4)その他

 業務横断的なアンケートに関しては当該アンケートの実施がなされており、また総括マネジ

メント業務の業務報告書については当該報告書が作成されているために問題はないと判断する。

 なお、PFI 事業者の体制が平成 26 年 10 月 15 日付で変更されている（総括マネージャー及び

副総括マネージャーがそれぞれ、樫原 幸氏、前川 俊司氏、関口 博治氏に交代している）。

この交代に関しては平成 26 年 9 月 18 日付にてまんのう町に報告されている。問題ないと判断

する。

(2)維持管理業務

 全事業横断的な危機管理マニュアルを策定すべきではないか、という指摘については既に作

成されている。結果に関しては上記(1)の 3)を参照のこと。それ以外の指摘に関しては現在検討
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中である。照明・空調のコントロールなど実現困難な指摘もあるが今後の状況を見守りたい。

(3)情報技術活用業務

 まんのう町の方針として「安全性を重要視する」とのことであるから、PFI 事業者にはこの

方針のもとセキュリティー体制を充実し徹底させてもらいたい。第 4 章にも記載しているがウ

ィルスが検出されているようである。

(4)図書館運営業務

1)バックアップ方法について

図書館データのバックアップ方法について現状のままで良しとするか、あるいは変更するの

か、まんのう町は早急な決定が求められる。災害等で図書館システム内のデータがなくなった

場合の影響（損失）と、外部持ち出しによりデータが外部に流出する可能性と影響を比較対照

したうえで、まんのう町はバックアップ方法をどうするかの判断を早急にするべきである。

2)図書館事業者と総括マネジメントチームとの連携について

 まんのう町からは「事業者選定を別にしたことから、当初よりグループ化をしていた本体応

募者とは意思疎通が図りにくいことは理解できるが、総括マネジメント業務としては、図書館

運営業務も含め全業務についての横断的な掌握が不可欠ではないかと考えている」という回答

である。前述のように、総括マネジメント業務の要求水準には、

・各業務間の連絡及び連携が円滑に行えるよう、総合的な調整を図ること

・業務横断的に実施手順や実施体制を常に見直し、効率化及びサービスの質の向上を図ること

と明確に記載されている。現状でも共通のアンケートの実施あるいは共通の危機管理マニュア

ルの制定など、年ごとに連携強化がされており当職としても大きく評価するところである。本

事業の目的達成に向けて今年以降も、さらに両者が連携を強めていくことを期待したい。

 (5)地域開放業務

1)開館時間の延長について

土・日祭日の開館時間については予算の関係があり、簡単には延長ができない事情があるこ

とは理解できる。利用者の意見を踏まえながら、最終的にはまんのう町の判断に委ねることに

なるが、開館時間の延長が真に必要と判断されれば予算措置が必要になろう。

2)現金管理マニュアルについて

 昨年の当職の指摘を受け、新たに「施設利用料金管理基本マニュアル」が策定されている。

当該マニュアルを監査した結果、当職は問題なしと判断する。昨年の指摘事項は改善されてお

り、当該マニュアルに則った運用を遂行すれば利用者と業務担当者が共謀して不正を働かない

限り、不正が発生することを防止することができるであろう。
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第２章 PFI 事業者からの報告書について

１． 監査の概要

 まんのう町は本事業が円滑かつ効率的に遂行され本事業の目的に合致した成果をあげ得るた

めに、総括マネジメント業務等の各業務に関し業務要求水準書を策定している。当該要求水準

書において各業務の作業報告書を各事業者からまんのう町に提出するように求められている。

当職は当該要求水準の定めにより提出された各報告書について以下の監査を行った。

(1)月次業務報告書の監査

1)月次業務報告書の内容

 月次業務報告書のうち、サンプリングにより平成 26 年 8 月 7 日に提出された「月次業務報告

書 2014 年度 7 月」版を抽出して監査を行った。当該業務報告書は以下の報告書から構成され

ている。

①維持管理業務月次業務報告書

 以下の報告内容により構成されている。

a)まとめ

建物維持管理業務、建築設備維持管理業務、外構施設維持管理業務、清掃・環境管理業務、

警備・安全管理業務、法定・保守点検業務、光熱水費に係るエネルギー提供の各業務（以下、

この章において、各維持管理業務という）に係る当該月の総括的まとめとして対象業務の有無、

異常の有無、異常個所の記述、等が記載されている。

b)モニタリング

 まんのう町と PFI 事業者が合意した各維持管理業務に係る SLA と KPI を満足する業務が行

われたか否かを PFI 事業者が自己検証をした結果が記載されている。

c)対応一覧表

 各維持管理業務につき、発生した（発見された）異常あるいは不具合等の発生日、異常等へ

の対応日、対応方法並びに対応した結果が記載されている。

d)点検スケジュール

 実施対象となる公の施設の年間点検スケジュール表と実施された場合には実施日が記載され

ている。

e)使用実績

 ７月における満濃中学校・図書館・体育館・その他の施設の電気使用量（KWｈ）、ガス使用

量（ ）、上水道使用量（ ）が日別に記載され併せて７月の月計と４月１日からの累計が記載

されている。また前年同月比較・前年累計比較も記載されている。

②情報技術活用システム関連業務月次業務報告書

 以下の報告内容により構成されている。

a)まとめ

学校用情報教育システム業務、地域開放施設利用予約システム業務（以下、この章において、

各システム管理業務という）に係る当該月の総括的まとめが記載されている。７月は両業務と

も「問題ありませんでした」という記述であった。
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b)セルフモニタリングシート

 まんのう町と PFI 事業者が合意した各システム管理業務に係る SLA と KPI を満足する業務

が行われたか否かを PFI 事業者が自己検証をした結果が記載されている。

c)情報技術活用システム月報

 システム管理業務の作業項目と詳細報告、システムメンテナンス業務の作業項目と詳細報告

が記載されている。ユーザーからの求めによるマスターのメンテナンスとシステムの不具合対

応の報告である。

d)学校サポートスケジュール表

 教育ソフト活用の支援員の各学校への訪問記録が記載されている。

③図書館業務月次業務報告書

 以下の報告内容により構成されている。

a)まとめ

統括・管理業務、サービス提供業務、資料管理業務、図書館情報システムに関する業務、備

品管理業務（以下、この章において、各図書館業務という）に係る当該月の総括的まとめが記

載されている。７月の各図書館業務に関しては全業務「問題ありません」という記述であった。

b)図書館運営業務作業対応一覧表

7 月中に図書館運営事業者が行った作業内容や実績が記載されている。例えば、来客対応業務

として「香川県図書館部会見学説明会対応」、督促業務として「督促対応件数 57 件」リファレ

ンス業務として「リファレンス対応 132 件」、図書館情報システムに関する業務として「ホー

ムページの更新 イベント告知、ブログ更新」などの業務内容が記載されている。

c)セルフモニタリングシート

 まんのう町と PFI 事業者が合意した各維持管理業務に係る SLA と KPI を満足する業務が行

われたか否かを PFI 事業者が自己検証をした結果が記載されている。

d)まんのう町立図書館 7 月度業務月報

 図書館の利用状況、行事、展示・テーマコーナー、報告事項（体験学習受入実績、苦情対応

実績、保守点検実績、督促実績）が記載されている。

④地域開放運営業務月次業務報告書

 以下の報告内容により構成されている。

a)まとめ

共通、地域開放受付業務、町立体育館の開放エリアの運営（館内運営）、町立体育館の開放エ

リアの運営（提供するプログラム）、町立図書館の開放エリアの運営（提供するプログラム）に

係る当該月の総括的まとめが記載されている。

b) セルフモニタリングシート

 まんのう町と PFI 事業者が合意した各維持管理運営業務に係る SLA と KPI を満足する業務

が行われたか否かを PFI 事業者が自己検証をした結果が記載されている。

c)月間プログラム実施表
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7 月中に実施したプログラムの実施日と参加人数が記載されている。さらに月別の参加人数・

利用者数の前年比較表と推移表がグラフ化されている。また、「可否」の欄で○×が記載されて

おり、これは要求水準を満たしているか否かの自己評価である。

d)スポーツセンターまんのうにおける各諸室の稼働率について

 体育館のメインアリーナ、サブアリーナ、スタジオ、会議室、研修室の利用状況を曜日別・

時間別に集計した資料が記載されている。

⑤総括マネジメント業務月次報告書

 業務の目的及び 7 月中に行った各業務運営会社とのセルフ・モニタリング、維持管理運営業

務週例、地域再生協議会分科会の実施日付と内容が記載されている。併せて、不審者や窓ガラ

ス破損等のトラブルと対処事実、日常業務に関する留意点等の指示内容が記載されている。

2)報告書に対するまんのう町の作業

 上記報告書を受け取った後、まんのう町は以下の作業を行っている。

①提出された数値データに基づき PFI 事業が町の活性化にいかに貢献しているかの分析と検討

②SLA 及び KPI に基づく評価

③議会に対する報告資料の作成（利用者数、数値データの増減分析、減少の場合の対策検討）

(2)セルフ・モニタリング結果報告書の監査

1) セルフ・モニタリング結果報告書の内容

 セルフ・モニタリング結果報告書のうち、サンプリングにより 2014 年 4 月度、5 月度、6 月

度、7 月度を抽出して監査を行った。当該報告書には以下の内容が記載されている。

①セルフ・モニタリング結果報告書

1 か月間の維持管理業務、図書館運営業務、情報技術活用システム関連業務、地域開放運営業

務の業務内容を総括して記載している。記載内容は発生した問題事項と対応方法、業務上の指

示事項などである。モニタリング対象者は各業務の業務責任者であり、モニタリング実施者は

総括マネジメントチームによりなされ、報告者は総括マネジメントチームの責任者である。

②セルフモニタリングシート

 維持管理業務、図書館運営業務、情報技術活用システム関連業務、地域開放運営業務ごとに

作成されている。作成者は各業務の実施担当者であり、確認者は総括マネジメントチームの責

任者である。要求水準に規定された業務別に発生した問題事項と対応方法が記載されている。

2)セルフ・モニタリングの目的

 セルフ・モニタリングは、各業務実施者が自らが行った業務の自己確認と、総括マネージャ

ー及び他の業務実施者による評価及び評価されたことによる自己啓発のために行っている。

3)報告書に対するまんのう町の作業

セルフ・モニタリングは PFI 事業者が自ら行い自らが利用するものである。また当該報告書
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を受領した後、まんのう町は実施検査モニタリングを行っている。

(3)定期モニタリング報告書 兼 四半期報告書

1)内容

 定期モニタリング報告書 兼 四半期業務報告書のうち、サンプリングにより平成 26 年 10
月 10 日に提出された各運営業務の「定期モニタリング報告書 兼 四半期報告書 2014 年度 7
月～9 月（第 2 四半期）版を抽出して監査を行った（以下、(3)において当該報告書という）。当

該報告書には以下の内容が記載されている。

a)SPC モニタリング本文

SPC モニタリング業務の目的、位置付け、対象業務、対象期間、方法、評価基準

b)四半期報告書

 各業務について行った作業、発生した問題点、利用者数、実施イベント

c)モニタリング評価様式

 要求水準、KPI、評価根拠資料、評価（問題あり、あるいは問題なし）

2)当該報告書に対するまんのう町の作業

 四半期報告書は月次業務報告書の 3 カ月分のまとめであり、定期モニタリング報告書は上記

(2)に記載のように PFI 事業者が自ら行い自らが利用するものである。当該四半期報告書を受領

したまんのう町は、PFI 事業者に対するサービス購入費の支払い手続きを行っている。

２．監査の結果

1)提出日について

 全ての報告書の提出日は平成 26 年７月８日。要求水準を満たしており問題なし。

2)総括マネジメント業務月次報告書

総括マネジメント業務月次報告書の報告体系は問題なしと判断する。実際作業日と作業内容、

問題点や対応点を簡潔に述べている。ただし報告書の記載方法については、例えば実作業の実

績とトラブルなどの対応事項、PFI 事業者との協議と指示など、作業部類毎に区分して記載す

れば読みやすいのではないかと思われる。

3)維持管理業務・情報技術活用システム関連業務・図書館業務の各報告書に記載されている「作

業内容一覧表」について

 維持管理業務及び情報技術活用システム関連業務の「作業対応一覧表」は、主に７月に発生

した異常項目やトラブル等の発生事実とその対応実績を記載している。一方、図書館業務では

異常項目やトラブルというものではなく、要求水準の項目の中から何らかの基準により選択さ

れた業務の実施内容と結果が記載されている。このように同じ「作業対応一覧表」であるにも

関わらず報告内容に違いがある。すべての業務において、報告内容は統一した内容にすべきで

はないか。
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4)まんのう町立図書館 7 月度業務月報について

図書館業務月次業務報告書内に「まんのう町立図書館業務月報」があるが、当該業務月報の

記載内容と 3)の「作業内容一覧表」は同様の資料が記載されており二重作業になっている部分

がある。通常の業務は「まんのう町立図書館業務月報」に集約し、「作業対応一覧表」は維持管

理業務及び情報技術活用システム関連業務と同様にトラブル対応の事績報告にしたらどうだろ

うか。

5)報告形式と内容について

地域開放運営業務月次業務報告書は利用者等の数値情報をグラフ化して報告している。一方

図書館運営業務月次業務報告書は数値情報だけでありグラフ化はしていない。報告の形式につ

いて、まんのう町と両事業者は以下の事項について検討をし、効率的かつ有用な資料を作成し

てもらいたい。

a)まんのう町が両事業者に求める必要な情報は何なのか、現在両事業者が報告している統計数

値の項目に過不足はないのか、を再確認すべきである。まんのう町が利用していない統計数値

を報告しても両事業者にとって無駄な作業になろう。

b)数値情報とグラフ化された情報のどちらがまんのう町にとって有用な報告形式であろうか。

あるいは現状のように図書館運営業務は数値情報、地域開放運営業務はグラフと別々の形式で

報告を受けた方が、まんのう町にとって有用なのだろうかを検討すべきであろう。

c)図書館運営業務の数値情報は 7 月という該当月のみの報告であり、地域開放運営業務の数値情

報は該当月に加えて年間推移表が作成されている。まんのう町にとって、該当月のみの数値報

告でいいのか、年間推移あるいは前月比較・前年比較などの資料が必要なのかを検討すべきで

あろう。

6) 定期モニタリング報告書 兼 四半期報告書 

廃止すべきであろう。現行の「定期モニタリング報告書 兼 四半期報告書報告書」は月報

のまとめであるから、月次報告並びに月次モニタリング報告で代用できると考えられる。現行

の当該四半期報告書は廃止をしても問題はないであろう。

7)セルフ・モニタリング結果報告書

 まんのう町は当該報告書に対して実施検査等のモニタリングを実施している。現状の報告形

態を継続しても問題はないと判断する。

8)各業務報告書の報告書様式の共通化

 各業務報告書を一覧すると、各報告書の形式やタイトルが統一されていないという印象を受

ける。水光熱費の報告や教育ソフトの指導員の派遣記録など運営業務毎に異なる資料もあるが、

少なくともタイトルは統一すべきであるし、報告項目の順番も統一したほうが明瞭性は高いで

あろう。１年を通して目次は統一し、某月に例外的に発生した事項や特筆事項は別掲するなど、
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一体感が感じられる報告書にしてはどうか。以下に当職が考える報告書体系を例示する。

「     ×月度 月次業務報告書

目   次

Ⅰ 総括マネジメント業務

 １．総括マネジメント業務の目的

   ２．×月の打ち合わせ等実施状況

     ×月×日 

     ×月×日 ・・・・

 ３．対応事項

1)トラブル対応

2)各運営業務に係る協議事項

3)外部関係者との協議事項

Ⅱ 維持管理業務

１．×月度 総評

   ２．セルフ・モニタリング

 ３．対応一覧表

 ４．報告資料

1)点検スケジュール表

2)電気使用量

3)光熱水費に係るエネルギー提供  ・・・

 ５．その他

Ⅲ 情報技術活用システム関連業務

   １．×月度 総評

   ２．セルフ・モニタリング

   ３．対応一覧表

   ４．報告資料

1)学校サポートスケジュール表 ・・・

   ５．その他

Ⅳ 図書館運営業務

   １．×月度 総評

 ２．セルフ・モニタリング

   ３．対応一覧表

 ４．報告資料

1)利用状況 当月、累計、前年比較、前月比較、年間推移表（グラフ化）
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2) 実施プログラム ・・・

   ５．その他

Ⅴ 地域開放運営業務

 １．×月度 総評

   ２．セルフ・モニタリング

   ３．対応一覧表

   ４．報告資料

1)利用状況 当月、累計、前年比較、前月比較、年間推移表（グラフ化）

2) 月間プログラム ・・・

   ５．その他                              」

9)公の設備に係る維持管理業務の実施状況

 公の設備（例：本庁舎、仲南支所、琴南支所、仲南老人福祉センター、仲南小学校、等）に

おいては防火設備や電気保安などの点検スケジュールが計画されている。当該スケジュール通

りに点検等が実施されているかどうか、以下の作業をサンプルとして抽出し監査を行った。

・本庁舎の昇降機保守点検

・仲南支所の電気保安

・琴南支所の防火設備保守点検

・仲南老人福祉センターの電気保安

・仲南小学校の電気保安

・満濃農村環境改善センターの防火設備保安点検

 監査の結果、全てのサンプルにおいて外部委託業者により点検業務が行われ、報告書も適正

に整備保管されていることを確認した。問題なしと判断する。



17 

第 3 章 利用状況の推移と利用者アンケートの結果について

１．監査の概要

 図書館運営業務並びに地域開放業務の各事業者は図書館及び体育館施設の利用者数について

男女別・年齢別等のカテゴリーに分けて集計を行っている、また、両事業者は 2014 年 8 月に「お

客様満足度アンケート」（以下、アンケートという）を実施した。その内容を以下に記載する。

(1)利用状況の推移（四半期月ごとの推移）

1)図書館

平成 25 年          平成 26 年

図書館 6 月 9 月 12 月 3 月 6 月 9 月 12 月

来館者数 5,443 5,331 6,489 6,349 7,254 7,008 6,717 

新規登録者数 2152 138 173 135 155 92 84 

貸出点数 11,393 10,118 10,198 10,345 10,791 9,814 10,009 

返却点数 7,363 10,635 9,952 10,753 10,467 10,542 9,759 

ﾌﾞｯｸﾎﾟｽﾄ返却点数 0 107 60 67 72 113 102 

iPad 貸出件数 38 17 29 62 80 84 117 

kobo 貸出件数 31 3 3 2 2 3 1 

開館遅延回数 0 0 0 0 0 0 0 

対面朗読実施回数 0 0 0 0 0 0 0 

予約件数 99 60 67 41 87 90 96 

リクエスト件数 15 24 20 18 30 30 23 

ｸｲｯｸﾚﾌｧﾚﾝｽ件数 321 114 138 110 117 131 100 

ﾚﾌｧﾚﾝｽ件数 0 0 0 0 0 0 0 

相互貸借貸出件数 0 9 18 13 17 33 16 

相互貸借借受件数 0 18 18 15 12 10 25 

複写サービス件数 5 6 3 5 8 10 6 

事故本対応実績 2 1 0 0 1 0 2 

新規図書購入金額 447,933 405,278 308,336 361,148 444,169 333,541 369,491 
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2)体育館

平成 25 年             平成 26 年

体育館 4 月 6 月 9 月 12 月 3 月 6 月 9 月 12 月

アリーナ 521 513 335 459 670 605 588 595 

武道館 94 189 244 244 227 370 368 322 

スタジオ 19 153 99 222 168 228 244 159 

会議室 0 0 46 5 28 0 15 25 

研修室 20 0 0 0 0 0 15 0 

トレーニング室 121 519 403 408 521 679 543 401 

地域開放ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ － 10 48 219 239 295 334 269 

任意提案ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ － 22 19 51 58 86 173 134 

注）体育館は平成 26 年 4 月、図書館は平成 26 年 6 月開館である。比較しやすさを考えて、両方施設とも四半

期時点での数値を記入した。上記数値は当該月分のみを記入している（四半期累計ではない）。

(2)アンケートの結果報告

1)統計数値

質問項目
図  書  館 体  育  館

人  数 ％ 人  数 ％

性
別

男 80 人 31％ 71 人 48％

女 180 人 69％ 76 人 52％

合計 260 人 － 147 人 －

年

齢

10 代未満 0 人 0％ 2 人 1％

10 代 30 人 12％ 23 人 16％

20 代 12 人 5％ 21 人 14％

30 代 76 人 29％ 34 人 23％

40 代 59 人 23％ 25 人 17％

50 代 27 人 10％ 20 人 14％

60 代 43 人 17％ 20 人 14％

70 代以上 13 人 5％ 2 人 1％

職

業

会社員 99 人 38％ 66 人 45％

自営業 15 人 6％ 13 人 9％

学生 31 人 12％ 23 人 16％

主婦 67 人 26％ 33 人 22％

その他 48 人 18％ 12 人 8％

住所
まんのう町 171 人 66％ 90 人 61％

琴平町 48 人 18％ 11 人 7％
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丸亀町 12 人 5％ 17 人 12％

善通寺市 13 人 5％ 17 人 12％

その他 16 人 6％ 12 人 8％

利
用
頻
度

初めて 9 人 3％ 4 人 3％

ほぼ毎日 7 人 3％ 2 人 1％

週間に 1～2 回程度 54 人 21％ 100 人 68％

月に 1～2 回程度 149 人 57％ 36 人 24％

その他 41 人 16％ 5 人 3％

滞

在

時

間

30 分程度 99 人 38％ 2 人 1％

30 分～1 時間程度 114 人 44％ 29 人 20％

1 時間～2 時間程度 26 人 10％ 92 人 63％

2 時間以上 20 人 8％ 23 人 16％

無回答 1 人 0％ 1 人 1％

ス
タ
ッ
フ
対
応

満足 208 人 80％ 117 人 80％

やや満足 47 人 18％ 27 人 18％

やや不満 2 人 0.8％ 0 人 0％

不満 1 人 0.4％ 0 人 0％

無回答 2 人 0.8％ 3 人 2％

利

用

目

的

本の貸出・返却 178 人 53％ － －

本を読むため 63 人 19％ － －

新聞・雑誌 21 人 6％ － －

DVD 11 人 3％ － －

調査や研究 20 人 6％ － －

お話し会等 7 人 2％ － －

その他 15 人 4％ － －

無回答 24 人 7％ － －

練習 － － 58 人 36％

トレーニング － － 47 人 29％

大会・イベント － － 10 人 6％

教室参加 － － 31 人 19％

その他 － － 6 人 4％

無回答 － － 8 人 5％

所
蔵
物
は
満
足
か

満足 72 人 28％ － －

やや満足 108 人 42％ － －

やや不満 36 人 14％ － －

不満 8 人 3％ － －

無回答 36 人 14％ － －
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利
用
す
る
き
っ
か
け

設備がよい － － 29 人 19％

友人等のすすめ － － 35 人 22％

場所的利便性 － － 52 人 33％

その他 － － 28 人 18％

無回答 － － 12 人 8％

ト
イ
レ
に

不
便
を

を
じ
る
か

感じたことがある 3 人 11％ 7 人 5％

特に感じた事はない 228 人 88％ 128 人 87％

無回答 29 人 11％ 12 人 8％

清
掃
状
況
は
満
足
か

満足 213 人 82％ 137 人 93％

やや満足 23 人 9％ 8 人 5％

やや不満 0 人 0％ 0 人 0％

不満 0 人 0％ 0 人 0％

無回答 24 人 9％ 2 人 1％

2)アンケートに記載された具体的な要望

図書館 体育館

◆本が少ない。本を増やしてほしい

・雑誌を増やしてほしい

・文庫本を増やしてほしい

・人気のある本を増やしてほしい

・鉄道や旅行の本なども増やしてほしい

・児童福祉、法律関連等の専門書も蔵書してほしい

・新刊をできるだけ早く追加してほしい

◆本をリクエストできるようにしてほしい

◆本の配架場所がよくわからない

◆できるだけ多くの新聞を置いてほしい

◆まんのう町図書館なのだからまんのう町の郷土資料

や、情報紙等も豊富に取り揃えてほしい

◆個人からの寄贈なども受けたらいいと思う

◆DVD の数が少なく、状態も悪い

◆DVD の貸出を 2 枚にしてほしい

◆デッキの使用方法やシステムを分かりやすくしてほ

しい

◆電子書籍は使い方が分からないうえに少ない

◆子供用のトイレが欲しい

◆県道からの出入口を安全にしてほしい

◆開館時間をもう少し長くしてほしい

◆県立図書館と連携を取り、県立図書館の本もこの図

書館で借りられるようにしてほしい

◆密室空間だと暑い。クーラーを設置してほしい

(空調の使用料を下げてほしい) 

◆照明が明るすぎる場所がある(アリーナ水飲み場

付近) 

◆トイレにスリッパを置いてほしい

◆ランニングマシーン使用時にテレビが欲しい

◆休日は開館時間を早くしてほしい

◆ダンベルの種類を増やしてほしい

◆飲食スペースが欲しい

◆トイレに衛生用品を置いてほしい

◆トイレに子供用の椅子を設置してほしい

◆授乳室を自由に使えるようにしてほしい

◆子供が参加できるイベントがあればよいと思う



21 

(3)アンケートの結果を受けての事業者における取組み

 当職が図書館運営事業者に対して「アンケートの結果を受け、図書館運営においてどのよう

な取組みを行っているか」とインタビューしたところ、以下の回答を得た。

「利用者の声を反映した取り組みを行っている。アンケートに記載された要望に対しての回答

も図書館内に掲示している。例えば、ごみ箱が少ないという意見については、当初計画ではご

み箱は図書館内に設置しない予定であったが、消しゴムの消し屑用のごみ箱を設置し、さらに

増加させた。マンガ本に関しても当初は設置しない予定であったが、歴史マンガなど学習効果

のあるマンガ本を設置するようにしている。また図書館祭りや図書通帳の設置などの新しい取

り組みを行っている」。

 また、地域開放事業者に対して同様なインタビューをしたところ、以下の回答を得た。

「利用者の『声』はできるとこから反映させている。具体的には、a」トレーニングカードに紐

をつけてトレーニング中はマシンにカードを架けておくことができるようにしたこと、b)更衣

室にごみ箱を設置したこと、c)夜間、駐車場が暗いので図書館の照明をつけてもらい、消灯は地

域開放事業者が行っていること、d)トイレにスリッパや便座クリーナーを設置したこと、等で

ある。残念ながらマシンの増強などは費用がかかることでもあり実現はできていない。実現し

たことはトレーニング室に掲示をするとともに、要望者個人に対してもお知らせをしている」。

２．監査の結果

(1)図書館について

1)事実

 開館から 1 年経過の推移を見ると、月平均値として来館者数は 7,000 名前後、新規登録者は

当初を除いて月 100 人程度、貸出点数は 10,000 冊という数値が見て取れる。利用状況は落ち着

いてきたのかと思われる。利用状況については、一人当たり貸出数（年間貸出冊数÷人口）の

全国平均が 5.33 冊/人、香川県全体では 6.17 冊/人（全国 7 位）に対して当該図書館は 6.85 冊/
人と高水準に推移している。その一方、i-Pad と kobo の貸出数は伸び悩んでおり、図書の IT
利用はいま一つといったところである。

 利用者は女性が 7 割。年齢では 30 代と 40 代で 5 割、60 代以上が 2 割。職業は自営業も含め

ると会社員が 44%、主婦は 26%。6 割の人が月に 1 回か 2 回利用し、利用時間は 1 時間以内が

8 割以上、目的は本を借りたり返したりという人が 5 割。そしてスタッフの対応や蔵書内容には

満足している。以上のような結果が見て取れる。

2)分析結果

①上記 1)の事実から判断するに、当該図書館は本の貸し借り機能の域を出ていないということ

である。利用時間が 1 時間以内の人が 82%ということは図書館内で本を精読し調査や勉強はし

ていないだろう。利用者にとっては、あくまで本を提供してもらう場所という位置づけである。

 これでは町の活性化という本来的な目的のみならず、当該図書館が積極的に活用されている

とは言えないであろう。来館者数が頭打ちで 1 年間推移ししているということは、本を求めて

当該図書館を利用する愛読者の数は既に最大限に達しているということではないだろうか。
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②現状以上に来館者を伸ばすためには、本以外の「何か」引き金を考えなければならない。そ

れは本に関心の低い人に対しての施策である。そのような人たちに対して、本ではなく何か別

のもので図書館に来てもらい、その別なものを通して本に関心を持ってもらえるような施策を

考えることが考えられないであろうか。後述しているが、ある図書館では「地元産食材」をキ

ーとして人を図書館に集め、併せて本に関心が向くような施策を遂行している。

 図書館を本の提供場所として考えるか、あるいはそれ以上の付加価値を持った場所にするか、

図書館事業者のアイデアに期待したい。

 また、図書館を利用している現在の愛読者にも今後継続して利用してもらえるためには、よ

り魅力を感じる本を新規購入するなど、利用を継続してもらえるための施策が必要になってく

るであろう。 

③上記 1)統計数値を見て当職が疑問に思うのは、アンケート回答者の 7 割が女性で男性は 3 割

という結果である。あくまでもアンケートの回答数であるから断定的なことは言えないが、図

書館の利用者は男性が圧倒的に少ないのではないか（ちなみに体育館利用者についてはアンケ

ートの回答者は男女ほぼ同数である）。男性の利用が少ない理由は何なのか？。男性が利用した

い図書館とはどういうものなのか。ここに図書館の利用者を伸ばすことのできるヒントがある

のではないだろうか。例えば男性利用者を増加させるために近隣企業の研修（研究開発）の場

としての機能を持たせられないであろうか。

 また 20 代の利用者が極端に少ない。たまたまアンケートに答えなかっただけなのか、あるい

は何か他に理由があるのだろうか。さらなる調査をし、20 代の利用を増加させる施策を考案し

実行すべきではないだろうか。

④ブックポストへの返却点数は窓口での返却の 1%にも満たない。ただし、このブックポストへ

の返却数とは仲南支所と琴南支所のブックポストのみであり、本館のブックポストへの返却数

は含まれていない。ということは、第１章で指摘した「ブックポストへの返却回数を増加させ

てはどうか」への図書館運営事業者としての対応は、自ずと限界を設ける必要がある。現状、

回収頻度は週２回に増加させているが、この回数を週３回、４回と増加させていくかどうかの

判断は、返却数の推移等を観察しながら図書館運営事業者が柔軟に対応していくべきであろう。

⑤i-Pad は徐々に利用数が伸びているが、kobo の利用は継続的に低迷している。これら IT 機器

の利用が低迷していることは今後の社会環境を考えると大きな問題点であり、当職はある種の

危機感を感じている。ｋobo は青空文庫の利用を想定した導入であり利用に制限があることは理

解できるし、i-Pad では閲覧図書の中のビジネス書が利用できないなど町立図書館側のインフラ

の未整備という課題もあることも事実である。しかしながらこれからの社会環境を見越したう

えで、図書館事業者及び中学校並びに教育委員会で IT 技術活用支援のための何らかの施策を考

えるべきであろう。なお、平成 27 年１月８日に実施された維持管理運営協議会の定例会の中で

満濃中学校側から「kobo に同じ本をインストールし、クラス全体で読書利用することは可能か」

という質問がなされ、図書館側からは「可能」という回答があった。このように団体で利用す

ることは kobo 利用の促進につながると考えられるので今後に期待したい。

⑥30 代～40 代の女性の利用者が多いということは子供づれの利用者が多いと推測される。子供

連れへの配慮が必要であろう。アンケートの意見にもあったようにトイレに子供用座椅子を設
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置することを考えてみてはどうか。

⑦アンケートの記載された要望については予算の関係や要望内容の性格により全てが実現でき

ないことは事実である。例えば、前述した「(3)アンケートの結果を受けての事業者における取

組み」において消しゴムの消し屑用ごみ箱の設置に関しても、さらなる設置増加をすれば図書

館の環境や美観を損ねることにもなりかねない。図書館運営業務受託者はアンケート要望に関

しては真摯に対応することが必要であるとともに、他の要素や条件等を考慮しながらアンケー

ト要望への対応を考えていくべきであろう。

⑧スタッフの対応や蔵書に関しての満足度は大変に高い。問題なしと判断する。今後もスタッ

フ研修等により現状の満足度を維持してもらいたい。

(2)体育館について

1)事実

 開館から 1 年経過の推移を見ると、月平均値としてアリーナの利用者数は 500 名、武道館は

240 名、スタジオは 200 名、トレーニング室は 450 名いう数値が見て取れる。開館当初に比べ

て確実に利用者は増加している。地域開放プログラムと任意提案プログラムの増加と比例して

利用者数が増加していると考えられる。一方で会議室や研修室の利用は伸びていない。

 利用者は男性・女性がほぼ同じ割合。年齢では 30 代が少し多いが、10 代から 60 代まで凹凸

なく平均的に利用している。職業は自営業も含めると会社員が 54%、主婦は 22%。７割の人が

週に 1 回か 2 回利用し、利用時間は２時間以内が 8 割以上、目的は練習・トレーニングが 75%
で教室参加も 2 割ほどいる。

 図書館に比べて利用頻度が高い。図書館の利用者は月に 1～2 回の利用であるが、体育館は週

に１～2 回利用している。ということは、一度利用を始めると週に 1 回は必ず利用するようにな

るということである。図書館よりも固定客が多いということであろう。図書館は 80%の人の利

用時間が 1 時間以内であるが体育館は 1 時間から 2 時間である。

そしてスタッフの対応や清掃状況には満足している。以上のような結果が見て取れる。

2)分析結果

①設備・スタッフの対応・清掃状況などについては、アンケート結果をみると大きな問題はな

いと判断する。

②最大の課題は利用者数であろう。特にトレーニング室の利用が 1 日平均 25 名～30 名、1 時間

あたり 5 名程度である。これはマシン数と比較して余りにも少ない。アンケートから読み取れ

ることは、利用者の多くは週に１～２回利用しているという固定的な利用者であるといえる。

固定客というべき利用者をどのように増加させていくか、今後の大きな課題である。

③地域開放業務に関する最大の課題は、アンケートの中の意見にあるようにトレーニング室の

休日の開館時間の延長である。この課題に関し、当職はまんのう町に対して時間延長をするこ

とを前向きに検討してもらえることを期待する。

④第 5 章の SLA に対する実地監査にも記載しているが、体育館の中にこのようなトレーニング

施設があるとの認識が、まだ町民や近隣の勤務者には行き渡っていないと推測できる。町の広
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報やホームページなど従来の手法に加えて、別の方法での広報を考えるべきではないだろうか。

＜参考資料＞

平成 26 年 11 月 4 日の NHK ニュースにおいて、ここ最近図書館の利用者数が急増している

旨の放送があった。さらに平成 26 年 12 月 16 日の NHK ニュースにおいても「変わる図書館」

というテーマで最近の図書館情勢について報道されていた。今後の図書館運営において大変役

に立つニュースであったので、以下に内容を要約して記載する。

○最近 10 年間の図書館の利用人数は毎年増加傾向である。ここ 3 年間の利用者数は全国で 3 億

人を超えている。

○現在の図書館は本を読むだけではなく、総合的あるいは専門的な情報発信機能を持たせてお

り、それが魅力となって利用者数が増加していると考えられる。

○事例として、都市部の図書館ではビジネスマンの利用者が多いことに着目してビジネス図書

を中心に配置し、さらにネット環境を整えたビジネスラウンジを用意している。インタビュー

されたビジネスマンは「ここ 1 週間、1 日 3 時間利用して調べ物をしている」と答えていた。

○事例として、岩手県紫波町図書館では農村部という特性を活かして、産直市を図書館の横に

併設し野菜等の売り場に料理本を置いている。また地域の特産品等を利用した料理教室も開催

されている。このような取り組みにより紫波町のみならず周辺の市町からも図書館に人が集ま

っているようである。

○事例として、秋田県立図書館では商品開発の支援とビジネスの相談会を開催している。

○事例として、近隣の本屋さんと提携して購入したい本の在庫情報を提供している。

○事例として、兵庫県三田市立図書館では電子書籍を 3000 冊設置している。利用証とパスワー

ドを付与された登録者は、閲覧希望図書の申し込みをすると自分のタブレットから図書を閲覧

することができる。2 週間経過後には自動的に図書が読めなくなる。この電子書籍のメリットと

して①図書館に来館しなくても図書を借ることや返却ができること、②同一の図書を複数人に

貸し出すことができるため、貸出待機者のある図書や新刊本も待つことなく貸出できる、③2
週間後に自動的に読めなくなるために返却の督促作業や紛失がなくなる、等が考えられる。

当該ニュースの中で「今の時代、ネットなどで個人はより便利かつ自由に情報が取れるよう

になっている。図書館の役割は『もう少し深く情報を取りたい』という人たちに対する総合的

な情報提供の場とならないといけない」との見解を述べていたが、参考になる意見であると思

われる。

（注）上記①と③についてはすでにまんのう町立図書館でも実施されている。また②を実行するためには、コ

ンテンツ費用がかかるため予算措置が必要になる。
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第 4章 定例会における報告事項
１．監査の概要

 まんのう町及び PFI事業者は毎月 1回、PFI事業者が遂行している本事業の作業における遂
行状況及び発生した問題点・課題点・要望点等について報告し、解決すべき課題等については

その対処方法等を検討する定例会を開催している。同時に当該定例会では検討の結果決定され

た対応策についての進行状況等のフォローアップを行っている。当該定例会における報告事項

等は議事録として記録されている。当職は当該議事録のうち、平成 26年 3月の定例会から平成
27年１月までの議事録を閲覧し、その内容に関しての監査を実施した。
 当職が監査を行った議事録にて報告された項目のうち、当職が詳細な報告を求めた事項は以

下の通りである。

月 日 当職からの質問事項 回  答

サービス対価協議会

H26.3.24 琴南学校給食調理場の警備業務途中解

除に伴うサービス対価減額が 176,108

円なされている。

①途中解除になった理由

②減額額の計算方法と計算根拠

①琴南学校給食調理場の建て替えにより、旧調理場

が使用中止になったため、警備業務も中止になった。

同時に、満濃南幼稚園の修繕工事に係る工事期間中

の一時警備中止のため。

②年間（365日）の契約金額から履行日数の割合で

日割り計算した。

H26.4.24 まんのう町公の施設設備管理業務の施

設法定保守点検業務の追加費用が平成

26年は 1,255,938円になった。

①増額になった理由

②増減額の計算根拠

③金額が妥当であるとした理由

①平成 23年 8月 30日に契約時点以降に、別紙一覧

のとおり業務内容に増減が発生したため。

②別紙一覧のとおり

③前年度に実施していた単価比較により妥当と判断

 他施設の同業務の単価比較により妥当と判断

維持管理運営協議会

 － ①図書館の利用状況について

②町にとって図書館事業における最も

重要な指標は何と考えるか

③町にとって図書館を建設した目的は

何か、なぜ図書館を選択したのか

①下記資料参照

②地域コミュニティの核となる施設として、にぎわ

い創出を目指すためにも「来館者数」「プログラム参

加人数」が重要と考える。

③まんのう町立満濃中学校改築・地域開放施設整備

計画(平成 22年 8月 6日にて地域開放施設の在り方

を示している。

 － ①体育館の利用状況について

②町にとって体育館事業における最も

重要な指標は何を考えるか

③町にとって、体育館を建築した目的は

何であったのか、なぜ体育館を選択した

①下記資料参照

②図書館と同じく、地域コミュニティの核となる施

設として、にぎわい創出を目指すためにも、「利用者

数」「プログラム参加人数」が重要と考える。

③まず、中学校として体育館が必要であるため建設
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のか する。町民体育館としての目的は、まんのう町立満

濃中学校改築・地域開放施設整備計画(平成 22年 8

月 6日にて地域開放施設の在り方を示している。

H26.3.10 a)中学校長から学校図書館の運営に関

し、教職員では対応不可能という指摘が

出ている。

①対応不可能の理由

②この指摘に対して今後の対応をどの

ように考えているか(町、図書館ともに) 

①学校職員の業務量が多すぎて学校図書館運営まで

手が回らないとの理由を学校長から聞いているが本

来、学校図書館の運営は学校が行うものである。図

書館運営業務(リブネット)はアドバイス等の支援及

び町立図書館との連携をサポートするものである。

②現在、満濃中学校図書館は「お気軽図書館 6」と

いうソフトウェアを用いて、全蔵書の整理を行って

いる。

学校図書館と町立図書館を一体的に利用し、学校図

書館運営も含めたアウトソーシングのために、町が

予算化する必要がある。

b)中学校長から施設に多くの不具合が

出ているという指摘が出ている

①指摘された不具合の内容と不具合が

発生している理由

②この指摘に対して今後の対応をどの

ように考えているか(町、PFI事業者と

もに) 

①別紙一覧のとおり

②通常の維持管理業務で対応するものと、無断設計

変更を発端とした一連の問題解決の中で対応するも

のがある。 現在、施設全体の調査を行っており、

その調査結果を基に判断していくことになる。

H26.4.10 a)図書館業務で 100日以上の長期未返

却件数 20件、12冊の不明本が出ている

旨の報告に関して

①この事案に対する対策は

②今後どのような対応・手法にて当該事

案を減少させていくか、町及び事業者の

考えは

③この事案が発生する原因は、利用者側

及び事業者側の両面から見て何が考え

られるか

①長期未返却者に対しては、適時催促を行い、規則

に則って新たな貸出を制限している。 不明本につ

いては、2014年 6月 6日(金)の協議議事録にて確認。

除籍処分を行わず、期限も定めず「不明本」扱いと

し、不明本リスト一覧にて氏名等を把握している。

②事業契約書 48条において全体の蔵書点数の 0.5

パーセントを超える場合には、サービス購入費の減

額が明記されており、悪質性・常習性などを見極め、

対策を検討する必要はあるが、現時点での不明率は

0.027パーセントである。

③長期未返却者については、利用者のモラルと、事

業者の適切な督促業務が必要。 不明本については、

利用者は返却していると主張し、事業者は返却され

ていないと主張されるものである。利用者のモラル

向上と事業者の手続きミスの防止が不可欠である。

b)情報技術システム活用業務にてウイ

ルスの検知がされている

①適切に駆除等がされており、不具合発生はない。

②ログが残っており、USBメモリを挿入したときに
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①当該ウイルスを原因とした不具合は

発生したか

②ウイルス感染の原因はUSBと特定し

て間違いないか

③7月 10日にも 2件発生したという報

告がされている。今後の対応として「注

意喚起」のみでいいのか、他に方法を考

えているか

④この事案が発生する原因は、利用者側

及び事業者側の両面から見て何が考え

られるか。

発生しているため特定できると聞いている。

③ログはいつどこで誰がどのような操作をしたもの

か把握できているため、状況が悪化していくようで

あれば、個別に対応する。

④セキュリティーと利便性は相反するものがあり、

USBメモリ使用禁止とすれば学校運営上の支障を

きたすため、現在は、管理職の許可のもと管理職 PC

のみ USB使用可能としている。利用者の意識向上

と、セキュリティーも利便性も向上するようなシス

テムがあれば事業者側からの提案を期待する。

c)会議室・研修室の使用希望の問い合わ

せが「ありません」という件に関して

①会議室・研修室の利用が少ない(全く

ない？)という原因は、利用者側及び事

業者側の両面から見て何が考えられる

か

②利用状況低迷の現状を打開するため

に、どのような方法・対応を考えている

のか(町、PFI事業者ともに) 

①同様のスペースが、本庁舎・支所・各公民館・農

耕センターなどに多数ある。一般利用者が使用でき

ることの PRも不足しているとは思うが、こちらは

有料、上記施設は無料で利用できるので、なかなか

利用促進ができない。

 無料で利用できる場所が本庁所・支所・各公民館

など多数あるため、本施設の会議室・研修室を利用

することは少ないと考えられる。また立地的な問題

もあるのではないかと推測できる。

②当初、施設整備計画では、クラブハウススペース

として、本施設を拠点とした総合型地域スポーツク

ラブ等の団体の利用を想定している。総合型地域ス

ポーツクラブの早期設立又は、既存団体への利用促

進 PRが必要。

 利用者低迷の打開策としては、まず利用料金を無

料とすることが必要ではないか。また利用料金を無

料にしても利用状況の低迷が続くのであれば、満濃

中学校生徒の自習室等（バスの待ち時間、親の送迎

待ち）として合理的な施設活用をしてみてはどうか) 

d)野球部の打球がネットを飛び越えて

しまうという指摘に関して

①設計時に現在のネットの高さにした

根拠は？

②４M,の追加ネット措置で問題は解決

するか

③その費用は誰が負担するのか

提案書に「高さ 10mの防球ネットを設置し、ボー

ル等が外部に出ないようにします」と記載されてお

り、PFI事業者の費用負担で実施していただく。ネ

ットの追加設置方法については現在協議中。

 ネットの高さは 10ｍ程度が一般的であると考え

た。防球ネットを４ｍかさ上げしても飛び出す可能

性があるため、問題解決策として垂れネットと天井

ネットを追加で設置することで町と協議中である。
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また、追加費用については建設業務受託企業にて負

担予定である。

e)生徒用ロッカーについて 校舎の設計において一部教室の廊下側の壁の長さの

調整（柱の位置等の関係）上、新規に調達したロッ

カーでは所定の場所に収まりきらなくなった。ロッ

カーを新調して対応済みである。

f)生徒が物損事故を起こした場合の補

償について

①町の責任範囲と記載しているが、どこ

まで町が責任を取ることになるのか

⇒個人的には、大変驚いている回答内容

ここでは「町」か「PFI事業者」かのリスク分担の

話として、PFI事業者の責任範囲ではないことを確

認している。

起因者が特定できた場合は、当然起因者の負担であ

る。

g)プロムナードと全天候舗装の間の水

たまりについて

①PFI事業者側はどのような対応をす

るのか

①事業契約書 23条の手続きにより、PFI事業者が

補修(具体的には勾配を南に取り、南側の水路に排

水)を行い、平成 26年 5月 29日に水たまりの問題

が解消されていることを確認している。

h)クローバー生育の減額ポイントにつ

いて

①減額ポイントの算定方法を知りたい

①SLA/KPIの項目ごとに未達成があればその減額

ポイントを合計する(SLA/KPI参照) 

減額の実施は契約書別紙 12の 3にて規定(フロー図

参照) 

H26.5.16 

5.19 

5.22 

a)クローバーの管理について

①クローバーを植生することに決定し

た経緯を知りたい

②現在、クローバーを植生していること

で問題となっている点は何か

③今後、どのように対応する予定か(町、

PFI事業者ともに) 

①PFI事業者の提案(PFI事業者への確認事項)。

維持管理上、クローバーが管理しやすいという維持

管理業務受託企業から意見があり、クローバーを選

定した。

②害虫駆除・種の飛散・刈り込み方法などの課題は

あるが、維持管理業務内で適正に行っており、問題

はないと考える。

 害虫駆除・刈り込みについては課題があるが、維

持管理業務で適切に対応しており問題はないと考え

ている。

③定期的な刈り込み等を実施している。

 クローバーについては茎の高さが 15㎝程度にな

った時点で刈り込みを実施している。

b)脇氏からの要請

⇒事業開始一年を経過した図書館及び

体育館の「現状の成果及び課題」につい

て町に提出した書面を見せてもらいた

い。

別紙参照

c)不明本の処理について ①2014年 6月 6日(金)に決定した協議議事録どおり
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⇒①まんのう町図書館としては、最終的

にどのように処理手続きとなったのか、

関係者に対して聞き取りを行いたい。

②借りた個人の責任及びペナルティー

をどうするのか

の処理手続きとなっているか確認。

②規則にて、利用者が破損・汚損・紛失した時は当

該資料及び装備費用(200円)の納付または、その当

該資料の損害に相当する額を納付しなければならな

いと、定め運用している。この不明本は、利用者は

返却していると主張し、事業者は返却されていない

と主張するものであり、責任の所在が不明であり、

この規則には該当できず問題となっている。

d)任意提案事業としての塾について

図書館が提供する予定であった塾の任

意提案事業の中止に至った経緯等につ

いて、関係者に対して聞き取りを行いた

い

特定の塾の広告宣伝活動となる恐れがある

e)太陽光発電について

太陽光発電施設の設置の経緯と現在の

運営状況の説明をお願いします

要点メモ参照(今後検討中) 

f)森のコンサートについて

①中止の理由は

②中止とすれば減額対象になるのか

③森のコンサートに代わるイベントの

実施予定は

①PFI事業者を経由せず、町が直接音楽団体と交

渉・協議するほうが、自由度が高く交渉しやすい。

②未実施分については支払いを行わない。

③任意提案業務であり、代わりはない。

H26.6.9 a)図書館解放エリアにおけるプログラ

ム

①参加者が少ないという原因は、利用者

側及び事業者側の両面から見て何が考

えられるか

②参加者低迷の現状を打開するために、

どのような方法・対応を考えているの

か。(町 PFI事業者ともに) 

①ここでは「子供創造力育成ワークショップ」とい

うプログラムの参加者数が要求水準を満たしていな

かった。

利用者のニーズに合致した、開催内容・日時等で

あるのか。周知広報活動が十分に出来ていたのか。

プログラムの開催時間等については利用者に配慮

しているが、要求水準記載のプログラム「子ども創

造力育成ワークショップ」については実施される内

容が利用者にニーズに合致していないものと考えて

いる。

②要求水準書に「プログラムの具体的な内容及び構

成は PFI事業者の提案に委ねるが、利用者のニーズ

に応じて毎年見直し、総括マネージャーを通じて次

年度計画を本町へ提出する」と記載されていること

から、改善を行うことは可能である。町としては、

広報誌掲載・音声告知放送などで周囲に協力してい

る。利用者のニーズの動向変化を把握し、改善して
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いく必要がある。

 利用者のニーズに合致していないプログラム「子

ども創造力育成ワークショップ」については、今後

利用者のニーズに合った別のプログラムに変更する

予定である。来年度以降についてはプログラムの取

捨選択を実施する。

b)予約システムの運用について

①決定した運用方法の何が問題なのか

②問題解決のために、どのような運用方

法に変更する予定なのか

①まず、町内の他の施設は社会教育課が一括管理し

ている。スポーツセンターまんのうの予約をミズノ

が管理者権限で管理した場合に、社会教育課で把握

できず、住民からの問い合わせ等に対応できない可

能性がある。

②これまで同様に社会教育課が一元管理し、ミズノ

は予約の閲覧のみの運用とする。

c)メインアリーナと武道館の利用につ

いて

①社会教育施設と学校施設の違いは何

か

②利用の優先順位で、現状なんらかのト

ラブルや不具合は生じているのか

③利用の優先順位で生じるトラブル等

に対して、町はどのように対応する予定

か

④そもそも建設時に優先順位の問題は

解決していなかったのか

①広義の意味では、社会教育法と学校教育法のどち

らに基づいた施設であるかということ。社会教育法

第 2条では「社会教育」とは、学校教育法に基き、

学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主

として青少年及び成人に対して行われる組織的な教

育活動をいうと定められている。

②通常利用に関しては、中学校の授業・行事・部活

を優先し、社会教育側とお互いに譲り合うことで順

調に利用しているが、過去に数回、学校教育側と社

会教育側でどちらが優先なのか協議調整が必要な事

案が発生した。

社会教育課を中心に別の場所の確保や別の日程を調

整するなど、お互いの主張の調整に時間を割くこと

になった。

③年度末に来年度 1年間の行事予定を、中学校と社

会教育課(各種団体)とで調整し、すべてシステムで

施設予約している。

④施設整備計画時点では、問題を想定していなかっ

た。中学校の授業・行事・部活動優先として計画を

策定しているが、施設が完成し、社会教育施設であ

る町民体育館として位置づけられていることによ

り、協議調整が必要な事案が発生した。

H26.7.10 a)維持管理業務の四半期報告書の内容

に不備があるとの指摘

①どこで不備があったのか

「不備」という表現が誤り。誤字脱字程度の問題で

ある。
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②その原因は

③今後の対応方法は

b)「すまいりぃ」の連絡経路について

①当該事案に関する事実関係を知りた

い

②当該事案のどこが問題になるのか

③問題であるならば、今後問題が発生し

ないためにどのような対策をとるのか

①地域開放運営業務(ミズノ)の下でプログラムを行

う「すまいりぃ」から町へ直接告知放送の依頼があ

った。

②本来なら、地域開放運営業務(ミズノ)の責任者か

ら町へ依頼する案件である。

③現在は地域開放運営業務(ミズノ)の責任者から町

へ依頼がある状況であり、総括マネージャーを通じ

た連絡方法の徹底が必要となる。

c)中学総体の鳴り物入りの応援につい

て。

①当該事案に関する事実関係を知りた

い

②鳴り物入りの応援により、どこに(誰

に)迷惑がかかったのか

③中学校の対応は「今後、中止」と理解

していいのか

①中学校総体が本施設で開催された際に、各校が大

太鼓などの鳴り物を使用した熱の入った応援を行っ

ていた。

②図書館利用者に配慮した自主規制であり、具体的

クレームがあったとの報告は受けていない。

③中学校関係の大会については、学校側が自主的に

なりもの禁止として運用する。

d)図書館運営業務に関する事項につい

て

①業務責任者が不在で副責任者が応対

しているが、町側からの質問に対して

「業務責任者に確認する」という回答が

多い。図書館事業者内での情報共有体制

あるいは統括マネジメントとの情報共

有が弱いように思える。

 情報共有については毎週月曜日に SPC内におい

て打ち合わせを行い各業務の状況及び問題点等の情

報共有を行っており、運営については問題ないと考

えている。図書館事業者内部でも毎日業務開始前に

スタッフミーティングを開いて情報共有をしてい

る。当該定例会での対応については経験ある者が所

要のために出席できず新人が出席せざるを得ないと

いう特殊事情があった。

e)夏休み中及びテスト期間中の勉強場

所の確保について

①現状の問題点は

②図書館及び町の方針は

①中学生、高校生ら利用者から静かに勉強できる場

所の要望があった

②多目的室を開放し、音声告知等での周知も実施し

たが、利用はなかった。(利用者から申請があれば、

会議室・研修室等の確保もする。ただし、小学生の

自習に関しては保護者同伴を条件とする。) 

H26.7.16 a)経常修繕に係る基準案について詳細

マニュアルの内容を確認したい

町ではまだ入手していない。

詳細なマニュアルについては、維持管理業務受託企

業で現在作成中であり、今後町に提出予定である。

H26.8.7 a)寄贈図書と購入図書について

①2,000冊の寄贈図書と 60,000冊の蔵

書数に関し、2,000冊を蔵書数に含める

①図書購入費は年間 465万円を上限とした実費支払

で契約しており、5年かけて 2万冊増やし、6万冊

の蔵書数とすることが要求水準になっている。また、



32 

ことで何が問題になるのか

②含めないとなれば、何が問題になるの

か

蔵書のジャンルについても当初から分類ごとを「資

料調達選書基準」として計画している。

2,000冊を蔵書数に含めた場合、分類ごとの計画が

崩れ、調達も 18,000冊と少なくなる。

②配架するための本の装備費用が別途発生する。配

架スペースの圧迫。

b)「昨年度の図書購入予算費に余裕があ

った」という指摘について

①図書館事業の収支報告を、まんのう町

は受けているのか

②図書購入費に余裕があった、というこ

とについて、当該事業遂行上なんらかの

問題はないのだろうか(例：図書の質と

量は維持されるか、減額対象になるの

か、事業者の利益になっているのか) 

①図書購入については、町から SPCへ実費支払とな

っており、サービス購入費として昨年度は 465万円

をまんのう町が予算確保していたが、昨年度は

3,938,003円の購入であったため、当該金額をサー

ビス購入費とした(税抜き)。

②【量】5年間かけて 2万冊増やすという要求水準

の達成が可能か

【質】「資料調達選書基準」や「資料収集基準・収集

マニュアル」に沿っているか

どちらの条件も満たした図書購入計画となっている

と考えている。図書購入費は実質支払となっており、

減額や事業者利益はないと考える。

c)「予約をしているにもかかわらず施設

を使用しない」という事象について

①事実を確認したい

②このような事象について、今後どのよ

うに対応していくか

①満濃中学校 PTAが日曜と金曜のメインアリーナ

を 1月と 7月のみ予約しているが、1年間を通して

予約していると地域開放運営事業者が勘違いしたの

ではないか。

②予約システムを正確に確認し、予約しているにも

かかわらず、使用していない団体へはヒアリング等

を実施し、利用率向上のために対応する。

▽その他

①現在提出されている業務改善計画を

入手したい。

②新規に図書を購入する場合の購入基

準を知りたい。併せて新規に購入した図

書のリストと現在の蔵書している図書

の分類別冊数を知りたい。

③MMクラブについて話を聞きたい(そ

の目的と目標、現状の活動状況、今後の

活動計画、クラブ員の募集方法と選抜基

準、予算、指導員と指導員の選定基準)。

①H26.3.28維持管理業務改善計画及び、H25.9.25

地域開放運営業務改善計画がある。

②【図書館運営業務計画書】

別表 3 まんのう町立図書館開館時資料調達選

書基準

別表 18まんのう町立図書館資料収集基準・資

料別収集マニュアル

現在のリスト・分類別冊数は、PFI事業者へ確認。

③任意提案事業であり独立採算事業のため、詳細は

PFI事業者へ要確認。
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H26.9.10 「こんぴらライオンズクラブから 50万

円分の図書を寄贈したい旨の申し入れ

があった」と記載されているが、お礼状

は送付したか

平成 26年 10月 30日付で㈱リブネットより当該ク

ラブ宛、送付している。但し、今後は「まんのう町

立図書館長」の名で礼状を出すことになっている（11

月 10日協議会にて町側から指示）。

H26.10.2 「トレーニング機器等に関する点検・保

守・修繕及び更新等に関しては事業範囲

外である。供用開始後 1年半経過してお

り利用者の安全面から町側で点検等を

してもらいたい」という指摘について

①備品の点検等が事業範囲外になった

経緯を知りたい

②更新に必要な金額がわかる資料を入

手したい

①町から平成23年5月～6月になされた本事業にか

かる打ち合わせ議事録に記載のとおりである。

②PFI事業者から交換部品の価格と交換時期の一覧

表が提出されている。

H26.10.10 7月～9月において機械警備出動が 25

件あり、うち 8件は人為ミスであったと

の報告がある。となると残り 17件は不

具合（事故・事件）なのか

SPCに確認したところ、「機械警備出勤回数は74件、

うち 25件は人為ミス」の誤りであった。残りの 49

件は小動物（昆虫）による発報で異常のないことを

確認している。

ゴールデンウィークなど火曜日が休日

になる場合、図書館休館日の振替を考え

るべきではないか

平成 26年 1月 10日に協議し「火曜日が祝日になっ

た場合、利用者の利便性を考慮し、火曜日開館・翌

平日休館」として同年 2月 11日（火曜日の建国記

念日）より運営している。

トレーニング室利用料金について、回数

券や月会員など複数の利用料金体系が

あってもいいのではないか

現時点では対応していない。

H26.11.10 校舎東側の門扉にズレが生じ、都度調整

をしているが、これは根本的に補修をし

なければならない事項なのか。

門扉地盤の水平レベルが取れていないことが原因と

考えられるとの報告を受けている。12月 8日に専門

業者が現地調査を実施し、根本解決のための修繕方

法を検討、決定し施工する予定である。

（注）平成 27年 2月 7日・8日に修繕工事を実施済

メインアリーナの水銀灯、校舎北側の側

面の穴などがまだ補修されていない。早

急に修繕を行うべきではないか。

体育館の問題があるので、修繕を控えているが、今

後修復可能なものから実施する予定である（平成 27

年 2月 13日現在）。

図書館休日に県道バス停周辺に街灯が

ないので防犯上好ましくない。なんらか

の対応がとれないものか。

バス停は、施設から西に約 50メートル離れた県道

敷地にある。したがってバス停の照明は、防犯灯も

しくは県道の街頭にて対応することである。

生徒が利用するバスの時刻は最終が午後 6時頃なの

で、図書館、体育館の休館日である火曜日にも、図

書館窓側やエントランス側の照明をつけることで対
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応している。

読書通帳の高校生無料化案があるが、ど

のように対応するか。

図書館の個人データでは高校生か否かの判断ができ

ない(生年月日/高校に進学しない人の存在)ため、町

内の中学生までを無料とした。

H26.12.8 11月 5日総合防災訓練を満濃中学校、

維持管理業務企業、図書館運営業務企

業、地域開放運営業務企業と合同で実施

したのか。

問題点を、上記第 1章に記載した（事業横断的な危

機管理マニュアルの作成）。

H27.1.8 産後の母親支援のプログラムを継続し、

あるいは増加してもらいたい。

基本的に体育館で実施している要求水準プログラム

は集客を促し賑わいを創出することが目的である。

従って、産後の母親プログラムは 1年間未満の任意

提案事業として提案し、要求水準プログラムは腰痛

予防改善教室や肩こりほぐし教室など、人気プログ

ラムを中心に来年度の計画を策定する。

体育館などを利用しなくなった人の理

由を聞くことが大切ではないか

今回利用しなくなった団体は別拠点で活動をしてい

たのだが、一定期間に限ってまんのう町立体育館を

利用したという経緯である。

注）下線部分は PFI事業者からの回答。それ以外は町からの回答である。

２．監査の結果

 以下の事項が指摘される。

1)定例会のあり方
 当該定例会は下記３．に記載している「まんのう町地域再生協議会」の一部会として位置づ

けられるものである。「まんのう町地域再生協議会」とは地域再生法に基づいて内閣総理大臣か

ら認定を受けた本事業について総合的かつ効果的推進のために組織された協議会である。当該

協議会では a)住民の健康増進に関すること、b)雇用促進に関すること、c)地域企業の活性化に関
すること、d)にぎわい創出による地域活性化に関すること、e)その他、地域再生計画に関するこ
と、を討議することになっている。その討議の場として本章に記載された「定例会」を開催す

ることとなっている。なお定例会は、その分科会として維持管理運営協議会など 6つの協議会
に分かれて協議し、その結果を年間評議会義に報告することとなっている。

 今年度の外部監査において各定例会の議事録を監査したが、本来の定例会の目的に合った議

論の討議は、ほとんどなされていない。いわゆる経過報告と結果報告がほとんどである。施設

等の不備などの問題点を提示し、不具合等を修正していくことは重要である。いわゆるハード

面を充実させていくことは必要であるが、定例会の討議をハード面だけに限られては、定例会

本来の目的とは乖離しすぎているのではないか。定例会の本来の役割を端的に言えば「まんの

う町の活性化」を討議することである。定例会本来の役割に合致した討議も行うことを強く求

めたい。
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2)地域再生計画

 上記に関連して、まんのう町は「地域再生計画」を策定しており、その中に上記 1)に記載し

た a)～e)までの討議項目について具体的な数値目標が掲げられている。定例会ではこれらの数

値目標の達成度等の討議をすべきではないか。

3)町が重要視する指標

 図書館及び体育館の利用状況についてのデータは適時 PFI 事業者から町に提出されており、

当該データについては第 3 章に記載したとおりである。幾多のデータの中で町にとって重要視

するデータは何か、という当職からの問いかけに町の回答は「利用者数」であった。これは至

極当然な回答であり、多額の金額（いうまでもなく国民が納付した税金である）を投じて建設

した図書館及び体育館であるから、まんのう町民のみならず他の市町住民にも大いに利用して

もらいたいという町側の思いは十分に理解できる。この点をふまえて PFI 事業者は利用者を増

加させる施策を考えるべきであろう。

 図書館事業者は事業者内部の数値目標として「新規登録者数 1,200 人/年」「貸出冊数 

120,000 冊/年」を掲げている。来年度はこれらの目標に「利用者数」加えて重要視する方向を

まんのう町と一致させてもらいたい。

 また、図書館事業の登録率計画では平成 26 年 6 月 1 日時点では登録率の計画値が 40%であ

るのに対し実績は 25.5%であり、人数にして 2,848 人、計画を下回っている。利用者数が増加

傾向であるにも関わらず目標値を下回っているということは、同じ人が何度も図書館を利用し

ているということであろう。未利用者を図書館にどう呼び込むか、図書館事業者だけではなく

PFI 事業者全体で考えていくべきであろう。

 体育館に関し、アリーナと武道館の目標値を「利用者数」にすると競技の性格上団体での予

約となるため参加人数が正確に把握できないこと、実施競技によって参加人数が大きく変動す

ること、等の理由により「利用者数」ではなく「稼働率」を重要視するという方針に変更する

旨、PFI 事業者とまんのう町の話し合いにより決定された。この決定は妥当なものであると評

価する。しかしながら地域開放運営業務の事業者は目標とする「稼働率」は設定していない。

図書館運営業務と同様、稼働率の目標値の設定は必要ではないかと思われる。トレーニング室

に関しては「利用者数」が正確に把握できるであろうから、町が重要視する「利用者数」を目

標値としても問題はないであろう。目標値の設定は来年度の課題として検討してもらいたい。

4)MM クラブについて

 本事業遂行事業者である美津濃株式会社から任意提案事業として MM クラブによる活動が計

画されている。当初の計画では有料のスポーツクラブを設立して活動を行う予定であったが、

有料になると参加者が集まらないのではないかという懸念が生じた。まんのう町と協議をした

結果、基礎体力トレーニングを通じてまんのう町内の中学生の基礎体力向上支援を目的とする

実施内容に変更した。具体的には満濃中学校及び琴南中学校の運動クラブ所属の全生徒を対象

に、3 か月を「STEP１：コンディション期間」「STEP２：筋力向上期間」「STEP３：機能的向

上期」の期間に分け、クラブ活動開始時に基礎体力向上のためのトレーニングを 1 時間程度実
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施することとしている。基礎体力の向上という成果に関しては、トレーニング実施の初回に「背

筋力、瞬発力、握力」の 3 項目の診断をし、平成 27 年 3 月に同様の診断をし、トレーニングの

効果を評価する予定である。

MM クラブに関する経緯と現状に関し、当職は問題なしと判断する。

5)定例会で出された問題及び課題

 毎月開催される町と PFI 事業者とで構成される定例会では、様々な問題及び課題が取り上げ

られている。その中から当職が疑問に感じたこと、あるいは重要と思われる課題等を抽出して

町及び PFI 事業者に質問をした項目が上記１．に記載されている内容である。

 これら問題及び課題は、根本的な課題（予算や契約の変更を伴うもの、法律上の制限がある

もの、利用者側が主導権を握っているもの、等で解決の方法が簡単に見いだせないもの）と手

続き的な課題（規則等が徹底不足のために混乱しているもの、町及び PFI 事業者内部の調整で

解決するもの）との 2 つに分類できるのではないかと考え、以下に記載した。

根本的な問題あるいは課題 手続き的な問題あるいは課題

①学校図書館と町立図書館の一体利用

②会議室・研修室の利用者増加

③不明本の取扱

④備品類の点検・保守の費用負担

⑤参加者が低迷しているプログラム

⑥統合型地域スポーツクラブ

⑦建物等の不具合補修がなされていないこと

⑧機械警備出動回数

⑪体育館利用の優先順位

⑫体育館を予約したのに利用しない

⑬プログラム実施者等からの連絡手法

⑭USB とウィルス対策

⑮寄贈図書と購入図書の取扱い

これらの項目に関し当職の見解を以下に述べる。

①学校図書館と町立図書館の一体利用

 前年の監査報告書にも記載したが、当職としては学校図書館と町立図書館の一体利用は進め

るべきであるという立場である。ただし一体利用を実施すると学校関係者の仕事量の負担増に

なり、あるいはそれを避けるために PFI 事業者に委託する場合には町予算の確保が必要になる。

人的負担か金銭的負担のいずれかが継続的に必要になってくる事案である。まんのう町と議会

とで協議をし、結論を出してもらうしか解決方法はない。

②会議室・研修室の利用者増加

 第 3 章に記載した利用状況の推移表で明らかなように、会議室と研修室の利用状況は低迷し

ている。特に研修室の利用は 4 月に 20 件あっただけで、その後は 0 件であり全く利用されてい

ない。町及び PFI 事業者の対策も妙案が無いようで「無料化と PR の向上」といったような案

しかでないような状況である。当職は会議室等を他の用途に利用できないか、と提案したが本

事業が国の補助金で実施されている事業のため、実施規則上会議室等を他の用途にすることは

困難であるとの回答を得た。当職としても確実に利用者が増加するような解決案は提案できな
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いが、以下の方法を提案したい。

a)国に用途変更の許可を働きかける

b)図書館及び体育館で実施しているプログラムの一部又は新規プログラムを会議室で行う

c)PFI 事業者等の提案にある「無料化」を試験的に行ってみる

d)中学生への開放

e)待機児童への開放

 当職からの提案は以上であるが、この課題についてはまんのう町及び PFI 事業者のみならず、

ひろく住民全体から意見を聞きアイデアを出してもらうことも一案であろう。

③不明本の取扱

 不明本とは「利用者側は返却したと主張するが図書館側としては返却されていない本」であ

る。不明本に関しては双方の主張が水かけ論となってしまい解決ができない問題である。図書

館側の対応としては、基本的に利用者の主張を尊重し利用者に賠償などを求めない方針である。

この対応方法は納得いかない部分もあるが妥当な対応だと理解できる。ただし、複数回不明本

を発生させるような利用者に対しては何らかの対応策を講じるべきであろう。

不明本の発生率（不明本÷蔵書総数）は全国平均で 0.5%、まんのう町立図書館では 0.027%
であり平均を大きく下回っている。当該図書館の管理レベルが高水準であるという査証である。

しかしながら不明本は本来「０冊」になるべきである。現在の「0.027%」という数値に満足す

ることなく、図書館側の返却手続きについても何らかの工夫・改善を見出し、不明本を極力発

生させない管理体制の実現に期待したい。

④備品類の点検・保守の費用負担

 本事業におけるサービス購入費は本事業契約提携時に規定されている。サービス購入費は施

設整備費、維持管理費及び運営費とで構成されている。維持管理業務における維持管理費の中

には備品（机や椅子などの事務用品、体育館のトレーニング機器、など）の点検・保守・修繕・

更新の費用は含まれていない。机や椅子などの事務用品については点検・保守などは必要ない

と思われるが、トレーニング機器は取扱いに注意が必要な物品である。何かの不具合が大きな

人身事故につながりかねない。そのためにメーカーが推奨する点検・保守・修繕・更新を必ず

行っておくべきであろう。そのための予算措置は早急にすべきである。何か起こってからでは

取り返しがつかない。まんのう町の責任が大きく問われるであろうし、それ以上に金銭では補

えない精神的な重荷を PFI 事業者に背負わせることになってはいけない。トレーニング機器の

メーカーから提示を受けた推奨取替期間と単価表に基づき当職が単純試算をしたところ、年間

平均 110 万円ほどの取替費用が必要になる。加えて出張費や輸送費を加えると、推定で年間 130
万円～150 万円ほど必要になってくるのではないかと思われる。加えてトレーニング機器の取

り換えも一定期間内に必ず生じてくる。例えば、トレーニング機器メーカーが交換部品の製造

を中止すれば必然的に取り換えが必要になる。また利用者側から見ても、同一トレーニング機

器をいつまでも使用することは魅力的でなくなり利用者離れを引き起こしかねない。それ故、

民間のスポーツジムでは部分的ではあるが頻繁にトレーニング機器の入れ替えをしている。従
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って、トレーニング機器の更新費用も予算措置をしておくべきであろう。

同様に、情報技術活用システム関連業務費の中にはパソコン等の更新費用は含まれていない。

パソコン等電子機器用品は概ね 5 年を目途に取り換えが必要になる。そのための予算をどうす

るかも検討しておくべきであろう。図書館運営業務に関しては図書館什器・備品の修繕（使用

できない場合は更新）費用はサービス購入費に含まれている。

⑤参加者が低迷しているプログラム

 この課題に関しては PFI 事業者側もプログラムの変更など利用者に魅力的なプログラムを試

行錯誤して構成しているようであり、その効果に期待したい。プログラムに関しては参加者と

いう絶対的な判断基準が存在するので、結果は誰の目にも明らかになる。来年以降の結果を楽

しみしている。現状の対応で問題はないと判断する。

⑥統合型地域スポーツクラブ

現状では統合型地域スポーツクラブの運用実施計画は頓挫して進展していない。

⑦建物等の不具合補修がなされていないこと

建物及び建物付属設備自体の物理的な不具合が平成 26 年 9 月 9 日までに合計 48 件発生して

いる旨の報告がされている。そして早急な修繕が利用者から求められている。修繕を行った箇

所もあるが 12 月末現在、修繕に着手していない箇所も多々残っている。その理由は体育館建築

に係る問題の現地調査がなされているためである。しかしながら 12 月中旬には現地調査が終了

し 12 月末には結果報告書がまんのう町に提出された。その事実を受けて通常修理など修理でき

るものから着手していくという方針になった。SPC から 1 月中旬以降に順次修繕計画書が提出

され、計画書に従って不具合箇所の修繕が行われる予定である（平成 27 年 1 月 8 日時点）。

なお、町は平成 27 年 1 月 17 日建物の不具合の補修方法を含む、本事業において発生した諸

問題に関し、まんのう町 PFI 事業問題第三者検討委員会に対し解決方法等の検討等を諮問した。

当職としては、この方向性で問題なしと判断する。指摘された不具合箇所の速やかな修理を

期待する。

⑧機械警備出動回数

 当該施設を利用し始めてから既に 1 年 6 ヶ月以上経過しているにも関わらず、7 月～9 月の 3
か月間でセキュリティーシステムの人為ミス（操作ミス）が25件も発生しているということは、

警備システムの設置場所や方法あるいは運用方法に何らかの不具合があるのではないか。予防

という観点からは少々の異常でも警備発動されることは好ましい体制であるとも言えるが、警

備システム全体に関わる大きな問題が内含されていないだろうか。当職の杞憂であればいいが、

何とも気になる事実である。

⑪体育館利用の優先順位

 社会教育課が中立的立場から互いの立場を理解し尊重しながら優先順位を決定していく、と
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いう現行のルールを運用していくことで問題はないであろう。

⑫体育館を予約したのに利用しない

PFI 事業者は定期的に予約状況と利用実績をまんのう町に報告し、まんのう町側は予約した

のに利用しない団体についてはキャンセル料の課金や利用制限などのペナルティーを科しなが

ら減らしていくという対応をとるべきであろう。

⑬プログラム実施者等からの連絡手法

PFI 事業の従事者全員が町への連絡方法を把握し理解した上で、問い合わせに対応すれば問

題は発生しない。総括マネジメント業務の中に「スタッフの教育及び研修」がある。この中で

実施すべき作業であろう。 

⑭USB とウィルス対策

 当該課題は PFI 事業者ではなく利用者側の課題である。USB については、利用者が「つい使

ってしまった」という行為は避けられないだろう。対策としては十分に利用者に注意喚起する

しか方法はないであろう。現状の対応方法としてはログ管理ソフトの導入により、ユーザーご

とに USB 利用歴と USB 利用許可の有無が判明できるようにしている。ログ管理機能を利用す

ることにより無断で USB を利用した者の特定が可能である。当該ログ管理機能は有効に活用さ

れており、ウィルス検知件数は昨年よりも大幅に減少している（平成 25 年度の第 4 四半期では

47 件のウィルス検地数が、平成 26 年度の第 3 四半期では 2 件）。ユーザー側からすれば誰かに

管理されているという意識が働くことにより、自然と注意するようになってきたと思われる。

⑮寄贈図書と購入図書の取扱い

 寄贈図書はあくまで個人の任意・好意により行われるものであり、まんのう町が策定した資

料調達選書基準とは何ら関係なく行われるものである。この寄贈図書を計画した蔵書数に含め

ることは予算の削減になるが、町民にとっては予算いっぱい使った場合に購入できたかも知れ

ない図書の発生という機会損失という不利益をこうむることになる。一方、資料調達選書基準

に該当しないとの理由で寄付を拒否することは貴重な文献を他の図書館に寄贈される、あるい

は個人所有のまま行方知れずになるという可能性も排除できない。これもまんのう町にとって

大きな損失になろう。

以上を考えると、寄贈図書に関しては蔵書数に含めない方がより利用者の利益になると考え

られる。また、資料調達選書基準に該当しない図書に関しては、図書館事業者とまんのう町側

との間で寄贈図書受け入れの協議の場を設置して適宜判断することが妥当であろう。もっとも

寄贈図書については町からの指摘にあるように配架スペースの限界と装備費用も発生する。い

くらでも受け入れることは不可能であり、この点を踏まえた上で前述した協議の場で機動的に

判断すればよいと思われる。
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３．地域再生協議会 年間評価会議について

(1)会議の概要

 地域再生協議会と年間評価会議（以下、当該会議という）との関係及び設置目的については

上記２．に記載したとおりである。当該会議では、役員は会長がまんのう町長、副会長が統括

マネージャーとまんのう町教育委員長、その他に幹事 9 名と監査役 2 名が選任されている。当

該会議は年間 2 回開催される。今年は第 1 回目が平成 26 年 10 月 3 日に開催され、平成 27 年 3
月 23 日に第 2 回目が開催予定である。出席者は SPC・金融機関・サポート機関・行政機関を

代表して 14 名、事務局から 3 名である。第 1 回目の主テーマは、本事業の進行状況の報告、利

子補給金の現状報告、まんのう町地域再生計画実現に向けての取組みの各テーマについて討議

がなされた。

(2)監査の結果

1)利子補給金の活用

 前年度に開催された当該会議にて国から交付された利子補給金の使途について、図書館事業

者から子供たちが図書館に来るきっかけ作りのために「読書通帳」の仕組みを導入する旨の提

案があった。当該会議の場で承認を受け、PFI 事業者により実現に向けて準備作業を行い、第 1
回目の会議にて読書通帳機導入等のための予算等に関しての討議が行われた。結果、読書通帳

の導入が正式に承認された。当職としては、読書通帳の仕組み導入に関しては全面的に賛成で

ある。予算に関しても問題なしと判断する。理由は、図書館の利用を通じて町の活性化につな

がる可能性のある計画であると判断したからである。

平成 26 年 12 月 1 日時点で読書通帳機は導入設置済みであった。いかに多くの人たちに読書

通帳を利用してもらい、より多くの人が図書館に来館してもらえるか、そのためにどのような

施策を立案するのか、図書館事業者の今後に期待をしている。図書館事業者においては、読書

通帳の発行数などの目標値を設定して目標管理をしていくことが必要であろう。

2)利子補給金の残高確認について

 交付された利子補給金の残高は平成 26 年 10 月 3 日現在、8,782,569 円であると当該会議の

資料の中に記載されている。この口座に関しては愛媛銀行が単独口座を作って管理しているこ

とでもあり確実に残高は合致していると思われるが、当該会議の資料に残高を記載するだけで

はなく「銀行口座残高確認書（残高証明）」を添付して残高の真実性と客観性を出席者全員が確

認できるようにすべきであろう。

3)総合型地域スポーツクラブ

①現在までの経緯

 平成 12 年 9 月、文部科学省より「スポーツ振興基本計画」が策定された。背景には子供の体

力低下の問題、子育て中の主婦や高齢者のスポーツ環境の問題、学校の運動部活動の問題など

があり、生涯スポーツ社会の実現とその目標として「成人の週 1 回以上のスポーツ実施率 50%」

が掲げられた。併せて、これまでのスポーツにおける学校や企業、行政主導のスポーツシステ
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ムから住民本位のスポーツ文化を地域に育て根付かせ、日常生活に定着させる転換期にすると

いう計画であった。この姿はヨーロッパのドイツ社会をモデルにしていると言われている。ド

イツにおいては学校での運動部活動は日本ほど盛んではなく、子供たちは学校から帰宅すると

地域にあるスポーツクラブに通い、地域住民たちと共にスポーツに親しんでいる。スポーツ活

動後は地域住民とともに食事をして親交を深めている。このようなドイツ社会をモデルとして、

総合型地域スポーツクラブとは「地域の青少年の健全な育成、世代間の交流、地域社会の活性

化、地域スポーツ文化の確立」などを基本理念とし、行政主導ではなく住民主導の住民自主運

営型のスポーツクラブを日本社会に確立させようという考えに基づいて設立させるものである。

 以上のような文部科学省の施策に基づき、香川県においても香川県教育基本計画を策定し、

広域スポーツセンターを中心として各市町やスポーツ関係団体等と連携協力しながら、総合型

地域スポーツクラブの普及啓発や指導助言、人材育成などをサポートしている。香川県では平

成 27 年までにはすべての市町に 1 クラブは設置するという目標を立てている。平成 26 年７月

現在、香川県内に総合型スポーツクラブは 26 設置されており、4 団体が設立準備中である。準

備中団体のひとつに、まんのう町が計画しているスポーツクラブがある。ちなみに県内の市町

で総合型スポーツクラブが設置されていないのは、まんのう町、土庄町、善通寺市、綾川町の

４市町である。

②まんのう町における総合型地域スポーツクラブ設立に向けた経緯

 まんのう町においても文部科学省あるいは県の方針に基づき、平成 26 年度の総合型地域スポ

ーツクラブ（以下、この項において当該クラブという）の設立を目指し、準備委員会を平成 24
年 5 月に立ち上げ、都合 8 回の会合（加えて専門部会を 5 回、規約検討委員会を 2 回）を開催

している。会合では当該クラブ設立に向けた課題、各委員を対象とする研修、現状の資源の把

握、グループ討議などを行ってきた。そして平成 26 年 3 月 17 日の会議を前に小委員会を開催

して検討した結果、当該クラブのマネージャーとなる人材が確保できないこと、協力をすると

いう人材は多数存在するが自ら中心になってクラブ運営をしていこうという人材が出てこない

こと、また、組織強化なしに設立しても運営困難になるだろうという理由により当該スポーツ

クラブの設立を先送りするという結論に達した。

注）運営する人材がいないという理由は以下である。

・人材確保のための予算措置がとれない。いわゆるサッカーくじの収益金「toto」からの助成金が受けられるが、

それも当初 2 年間のみで 2 年経過後は自主運営になる。その後の予算をどう確保していくのか、が不透明であ

る。事実、他の市町村でも 2 年経過後の運営で苦労をしているところも多い。自主運営のためには会費制にす

る必要があるが、果たしてどれだけの人が集まるか未確定

・クラブマネージャーとなる人材には一定の資格が必要になり、そのために研修等を受講しなくてはならず時

間的、経済的負担が大きい

・クラブマネージャーにはスポーツの指導者としての資質とともに、クラブ運営という経営力も必要とされる。

③現在の状況

 平成 26 年 9 月 10 日に小委員会を開催し、クラブマネージャーの確保、設立の目標年度の設

定、運営方法について討議されたが、結論としては課題解決策が見つからず、議論にも行き詰

っている。打開策として代表者 2 名を選任し、問題解決に向けて取り組むということで閉会し
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ている状況である。

④当職の見解

 総合型地域スポーツクラブの理念や目標は大変素晴らしく立派なものであり、当職としては

ぜひ推進をしてもらいたいとの思いが強い。我々の社会においてこのような組織があり活動を

推進し成功してもらえれば、多くの効果を派生させてもらえるであろう。スポーツ文化の醸成

にとどまらず、本事業の大きな目標である医療費削減にも効果を及ぼすであろうし、地域社会

の活性化、社会問題になっている人々の「孤独感」の解消、高齢者の生きがいや青少年の健全

化など、広く社会に好影響を与えるものと期待できる。

一方で総合型地域スポーツクラブ事業の運営は困難な課題が山積していることも理解できる。

日本とドイツの文化や歴史、社会環境の違いなどもありドイツ型地域スポーツクラブ実現への

道のりは険しいものがあるだろう。

 大変な事業であることは、反面やりがいのある仕事であるとも言える。ここは香川県及び県

の関係者並びに PFI 事業者の協力を得ながら、全国から注目を集めるような総合型地域スポー

ツクラブを実現させるために町長を中心として、町全体で取り組みをしてはどうだろうか。

第 5 章 SLA に対する実地監査

１．SLA に対する実施監査に至った経緯

 当職は「まんのう町満濃中学校改築・町立図書館等複合施設整備事業」に係る平成 25 年度個

別外部監査報告書「第５章 維持管理業務」において、監査の結果として以下の提言をした。

『維持管理業務要求水準には結果評価が多分に主観的要因に左右される項目がある。一例を

挙げると、建物設備維持管理業務では「施設の性能及び機能を維持し、安全上、美観上、適切

な状態を保つこと」と規定されている。しかしながら、何をもって「美観上、適切な状態」な

のか、「美観」というものは建物を見る人により評価が分かれるのではないか。あるいは、建物

設備管理業務では「諸室の用途及び気候の変化等を勘案し、利用者の快適性を考慮に入れて、

適正な操作によって各設備を効率よく運転、監視する」と規定されている。しかしながら、何

をもって「利用者の快適性」が評価できるのか。「快適性」とは利用者それぞれの感覚に左右さ

れるものではないだろうか。これらの要求項目に対して、果たして客観的評価基準は設定でき

るのだろうか。どのような状態が「美観上、適切」なのか、「快適」なのか、客観的判断ができ

る基準を設定することは困難ではないだろうか。

 このような要求水準を評価する一つの案として当職は、年に 1 回あるいは 2 回、建物設備等

を点検監視し、施設が要求水準に求められている適切な状態に維持管理できているかどうかを

評価する複数名のメンバーによる建物維持評価委員会を設置することを提案する。評価委員、

各人は主観的に評価することになろうが、主観が多数集まれば、それが客観的評価になる。』

 このような考えのもと、今年度の監査では昨年の当職の提案を当職自身が遂行した。監査対

象施設は体育館・図書館及び中学校の建物・建物付属設備・外構施設とし、監査項目は要求水

準のうち当職が「結果評価が主観的要因に左右されるであろう」と判断した下記の項目である。
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また、当職一人の評価では客観性に乏しいと考え、本個別外部監査を担当するコンソーシアム

メンバー１名とまんのう町内の事業所に勤務する 3 名（女性 2 名、男性 1 名。職業は事業主、

主婦並びにサラリーマンである。うち 1 人はまんのう中学校の出身者である）の合計 4 名に協

力を依頼して当該作業を遂行した。本個別外部監査の構成員以外に対して協力を求めることに

ついて、協力者本人の了承を得ているとともに、まんのう町からも事前承認を得ている。

 ＜監査対象項目＞

1)建物維持管理業務の要求水準

・設備の性能及び機能を保持し、安全上、適切な状態を保つこと

・部材の劣化、破損、腐食、変形などについて調査・診断及び判定を行い、迅速に補修等を実施する

ことで、所要の性能・美観及び性能を維持する

2)外構施設維持管理業務

・施設の性能及び機能を維持し、安全上、美観上適切な状態に保つこと

・植栽を良好な状態に保ち、灌水を行い、害虫や病気から防御する

・繁茂しすぎないように適宜剪定、刈込を行うこと

3)清掃・環境管理業務

・目に見える埃、シミ、汚れがない状態を維持する

・見た目に心地よく、衛生的な施設であるよう努めること

・業務に使用する用具及び資材などは常に整理整頓に努めること

4)図書館業務

・利用者が速やかに目的の場所に行けるようにする

・各エリアや各季節に合ったディスプレイを作成し、魅力ある図書館環境とする

・図書館内(トイレ含む)の清掃等が必要になった場合は速やかに清潔な状態を回復するよう、維持管

理担当者と連携して対応方法を定めておく

・利用者が快適に過ごせる環境を維持する

・資料などを説明するためのスペースや利用者が気軽に立ち寄れる雰囲気づくりに配慮する

・利用者が落ち着いて調べ物ができる空間とする

・常に整理整頓された状態を保つ

２．実施監査の結果

 当職が依頼者各人に、前述した監査項目に鑑みて施設全体の管理状況に対してどのような評

価をするか、と質問したところ全員一致して以下のような回答であった。

「壁の汚れなど施設の細部において気になる点があるものの、施設全体としては概ね適切に管

理されている」

「素晴らしい施設であるが、もったいない。もっと広く告知をしたら、さらに多くの人に活用

してもらえるだろう。自分たちもこんな近くにこんな立派な施設があるとは知らなかった」

このような意見に対し、当職も同意見である。施設の管理状況は概ね問題ないと評価する。

ただし壁は汚れが目立つので重点的な清掃を期待したい。
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 当職が最も気になった点が「こんな立派な施設があるとは知らなかった」というコメントで

ある。施設利用についてはまだまだ改善の余地と、告知の方法により利用者の伸びが期待でき

るのではないかと思われる。ちなみに現在まで以下のような方法で広報を行っている。

・まんのう町広報紙への記載（月 1 回）

・まんのう町ホームページへの掲載

・町内の幼稚園及び保育所へのパンフレット配布。園内掲示の依頼と保護者への利用呼びかけ

・町内公民館へのパンフレットの配布と掲示

・社会福祉協議会などの振興公社へのパンフレット配布と掲示

・中讃ケーブルテレビでの放映                   その他

以上のように、これまでも利用者を増加させるための広報を幅広くおこなっていることは事

実である。しかしながら、その一方で 3 名というごく少人数の町内勤務者とはいえ「知らなか

った」という事実は、従来の広報活動だけでは限界があるのではないかと思わざるを得ない。

既存の方法を超えた新しい方法による告知を考えるべきではないだろうか。発想を変えた新方

法を考案して実行し、その結果を評価して更にやり直す、という試行錯誤を重ねることが重要

ではないだろうか。

第 6 章 資金調達

１．概要

当該業務は、長期に渡る本事業を円滑かつ効率的に遂行するため、安定性（適切な資金リザ

ーブや予備費の確保）、確実性（用途を明確にした資金調達、詳細な資金調達・返済スケジュー

ルの検証）、経済性（資金調達コストの抑制・詳細なコスト検証）のバランスを考慮した事業計

画に基づき、適切な資金調達及び当該調達資金の管理・返済等を行う業務である。

当該業務に関しては、事業契約書第 4 条に「本事業の実施に関連する一切の費用は、本契約

に別段の規定がある場合を除き、すべて PFI 事業者が負担し、また本事業に関する PFI 事業者

の資金調達は PFI 事業者が自己の責任において行う。ただし、町の協力が必要な場合、町は法

的に可能な限りその協力を行うものとする。」という記載があるものの、業務要求水準書等によ

って、その満たすべき水準が定められているものではない。

したがって、主に以下の観点を監査項目として監査を実施した。

(1)前年度監査において把握した当年度の資金調達予定・返済予定と当年度における資金調達・

返済の実行状況、前年度計画からの変更点、今後の調達予定などを確認し、その妥当性を検討

する。 

(2)支払留保・追加的費用の状況及び PFI 事業者の資金繰りリスクに対する対応状況について検

討する。 

(3)地域再生支援利子補給金制度を有効に活用することにより、PFI 事業者及びまんのう町が地

域活性化に資する事業を行う際の原資を確保できる計画になっているかを検討する。 
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２．監査の結果 

(1)当年度における資金調達・返済の実行状況 

①当年度の返済実績について 

a. 優先ローン（調達先：愛媛銀行） 

平成 25 年 6 月に銀行建設期間中ローンの借換により調達した優先ローン 565 百万円につ

いては、平成 25 年 8 月以降平成 50 年 5 月まで、3か月ごとに分割返済される予定である。 

当該優先ローンについては、平成 26 年度においても約定どおり返済されていることを PFI

事業者へのヒアリングにより確認した。 

b.株主建設期間中ローン（調達先：大成建設） 

平成 25 年 6 月に株主建設期間中ローンから移行された劣後ローン 40 百万円については、

平成 50 年度まで分割返済される予定である。 

当該劣後ローンについては、平成 26 年度においても約定どおり返済されていることを PFI

事業者へのヒアリングにより確認した。 

②当年度の資金調達状況について 

「(2)支払留保・追加的費用の状況について」に記載のとおり、体育館の壁面不良に端を発

する一連の問題を原因として、当年度においてもまんのう町から PFI 事業者への維持管理運

営費等の支払留保が継続している。 

この状況を受け、PFI 事業者から維持管理運営会社等への委託費の支払を行うため、維持管

理運営費（第 1四半期分、第 2四半期分）に係る支払留保分（約 72 百万円）を代表企業であ

る大成建設から劣後ローンとして資金調達していること、並びに第 3 四半期分、第 4 四半期

分についても同様に、維持管理運営費等の支払留保の状況に応じて対応する予定（約 72百万

円）であることを PFI 事業者へのヒアリングにより確認した。 

③まとめ 

当初の資金計画上調達予定であった優先ローン（愛媛銀行：565 百万円）及び劣後ローン

（大成建設：40 百万円）については、当年度において約定どおり返済されていることを確認

した。 

しかし②にあるように、当年度においても維持管理運営費等の支払留保の継続により PFI

事業者の資金繰りが厳しくなっており、その穴埋めのため代表企業（大成建設）からの劣後

ローンによる資金調達が実行されている。今後も維持管理運営費等の支払が留保される場合、

PFI 事業者の資金繰りは益々困難になる可能性があるため、支払留保・追加的費用の詳細や

PFI 事業者の資金繰りリスクに対する対応について、「（２）支払留保・追加的費用の状況に

ついて」で検討する。 

(2)支払留保・追加的費用の状況について 

前年度監査において、体育館の壁面不良に端を発する一連の問題により、PFI 事業者への支払

を留保している項目及びPFI事業者に負担してもらう予定の追加的費用があることを確認した。
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そこで、当年度においてそれらの支払留保項目及び追加的費用がどのような状況になっている

か、まんのう町へのヒアリング及び関連資料の閲覧により確認した内容は以下のとおりである。 

① 支払留保（留保予定を含む） 

【税抜】（単位）：千円 

費目 内容 H25.4-H26.3 H26.4-6 H26.7-9 H26.10-12 H27.1-3 

維持管理費 維持管理業務費用

※1 

57,492 14,326 14,326 14,326 14,326

情報技術活

用システム

関連業務費 

学校システム ※2 4,860 1,215 1,215 1,215 1,215

地域開放システム 

※3 
3,360 840 840 840 840

運営費  

※3 

統括マネジメント業

務費 
22,500 1,875 1,875 1,875 1,875

地域開放運営業務費 36,000 9,000 9,000 9,000 9,000

図書館運営業務費 24,028 6,007 6,007 6,007 6,007

提案事業・

業務費 
任意提案業務費 ※4 4,428

合 計（税抜） 152,668 33,263 33,263 33,263 33,263

累 計（税抜） 152,668 185,931 219,194 252,457 285,720

※1．維持管理費については、実費として発生している光熱水費以外の維持管理業務費用の

支払が、前年度に引き続き当年度発生分も留保されている。 

※2．学校システム、地域開放システムの関連業務費の支払が、前年度に引き続き当年度発

生分も留保されている。 

※3．運営費については、図書館運営費のうち、書架・本棚などの初期調達費用を除き、前

年度に引き続き当年度発生分も支払が留保されている。 

※4．平成 26 年 2 月に任意提案業務として実施された森のコンサートの業務費について、

前年度から支払が留保されている。 

② 追加的費用（当年度末までに確定しているもの） 

【税込】（単位）：千円 

内容 請求額 備考 

アリーナ内壁補強工事に係る使用電気料金 708 ※1 

内壁仕様に関する品質保証（ポイント検証）業務 1,376 ※1 

重大な瑕疵に伴う調査業務（変更増額分含む） 8,280 ※2、※3 

施設目視調査業務 410 ※3 

設計仕様変更等に関する現地調査業務 

（変更増額分含む） 

4,120 ※3 

品質問題解決のための委託業務 1,878 ※3 

合 計 16,772
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※1．平成 26年 1 月末に PFI 事業者からまんのう町に入金済である。 

※2．施設全体の設計・施工に関する第三者調査費用である。 

※3．これらの追加的費用の支払に充てるため、平成 26年 6月 16 日付の「調査費用負担

に関する確認書」に基づき、平成 26 年 7 月 7 日に大成建設㈱四国支店からまんのう

町に対して 10,000 千円の入金があった旨、まんのう町担当者へのヒアリングにより

確認した。今後、一連の問題解決に向け、調査内容の追加や第三者委員会の設置な

どが見込まれるため、最終的な追加的費用は未確定である。したがって、入金済み

の 10,000 千円については、追加的費用確定後まんのう町から業務委託先への支払が

完了した時点で精算されるとのことである。 

③まとめ 

①については、体育館の壁面不良に端を発する一連の問題により、すでに支払済みの一括

支払施設整備費（税抜 2,622,607 千円）が将来精算される可能性もあるため、それに備えた

担保として PFI事業者への支払いを留保しているものである。また、②については、当該問

題の発生により必要となった追加的調査等に要する費用であり、平成 26年 6 月 19 日付確約

書により、PFI 事業者及び SPC の代表企業である大成建設㈱に全額負担してもらうことで合

意している。 

当該支払留保及び追加的費用により、PFI 事業者の資金繰りが厳しくなっており、代表企

業である大成建設からの資金調達により資金不足をカバーしているのが現状である。今後も

維持管理運営費等の支払留保が続く場合、PFI 事業者の資金繰りが困難となり、PFI 事業者

の運営そのものが行き詰まる可能性が懸念される。 

このリスクに対応するため、平成 26 年 10 月 28 日付で、PFI 事業者がまんのう町との間

で締結した契約に明記された責務を全うできるように、出資者及び設計・施工者として資金、

人材等の経営資源を支援することを確約する旨の確約書を SPC の代表企業である大成建設

㈱から入手していることを確認した。 

また、来年度の資金調達予定について、詳細は未定であるものの、維持管理運営費等の支

払留保の状況に応じて対応する予定である旨、PFI 事業者へのヒアリングにより確認した。 

(3)地域再生支援利子補給金制度（以下、利子補給金制度）の活用について 

①制度の概要 

利子補給金制度とは、地域再生に資する事業の実施者が金融機関から当該事業を実施する

うえで必要な資金を借り入れる場合に、国が当該金融機関を指定したうえで、予算の範囲内で

利子補給金を支給する制度である。これにより、地域再生に資する事業の円滑な実施に繋がる

ことが期待される。 

また、利子補給金の支給期間は、指定金融機関が地域再生に資する事業の実施者へ最初に

貸付けした日から起算して 5年間であり、利子補給率は最大で 0.7％とされている。 

本事業においては、愛媛銀行が指定金融機関となり、利子補給金制度の活用を行う計画に

なっている。 
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②当年度における進捗状況の確認 

（a）利子補給金の支給要件 

利子補給金については、原則として融資期間が 5 年以上のローンでないと、利子補給金制

度の対象とならない。したがって、原則どおりだと融資期間が 1 年以内（平成 25 年 6 月一括

返済）である銀行建設期間中ローンに関しては、利子補給の対象とならないことになる。しか

し、平成 24 年度の監査報告にも記載したとおり、本件 PFI 事業においては、銀行建設期間中

ローン（第 1回～第 3回）及び優先ローンは一連の融資取引であるため、それら全ての融資が

利子補給金制度の対象となるということで内閣府との調整がついた。これにより、前年度まで

に、銀行建設期間中ローン（第 1回～第 3回）及び優先ローンの全てについて、内閣府との利

子補給契約の締結が完了している。 

（b）当年度における支給実績 

銀行建設期間中ローン（第 1回～第 3回）は平成 25 年 6 月に一括返済されたため、最終の

利子補給日は平成 25 年 10 月 25 日であり、予定通り支給が完了している。 

当年度以降も利子補給金の支給が行われるのは優先ローンのみであり、当年度（平成 26 年

4 月～平成 27年 3月）における利子補給金支給実績は以下のとおりである。 

ローン種別 貸付実行額 利子補給契約締結月 利子補給日 利子補給金額 

優先ローン 565 百万円 H25.7 月 
H26.4/24 1,278,070 円

H26.10/25 1,232,528 円

当年度支給額合計 2,510,598 円

前年度までの支給額合計 7,504,499 円

当年度までの支給額累計 10,015,097 円

利子補給金については、上表の利子補給日に予定どおり入金された旨、愛媛銀行担当者か

ら回答を得ている。また、これらの支給額については、地域再生法及び同法施行規則の定めに

基づき計算されていることを検証により確認した。 

③ まとめ 

当年度において、前年度までに愛媛銀行と内閣府との間で締結した利子補給契約に基づき、

予定どおり利子補給金が支給されていることを確認した。 

これにより、利子補給金制度を最大限に活用することで、PFI 事業者及びまんのう町が地域

活性化に資する事業を行う際の原資を捻出することが可能となるとことが期待されている。利

子補給金の活用状況の詳細については、「第 4章 定例会における報告事項 ３．地域再生協議

会 年間評価会議について （2）監査の結果 1）利子補給金の活用」に記載のとおりである。 


