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＜監査報告書 要約＞

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契約

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 26 年度以前の個別外部監査報告書における指摘事項とその対応

 平成26年度以前の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など進捗

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各業務における報告様式の統一化はすべての様式で実施することは困難であるものの、報告

事項の平仄を合わすことなどは、事務負担の軽減を図り、より質の高いサービス提供に注力す

るうえで重要な事項である。現状、報告書様式のうち不要な項目を検証中の段階であり、過年

度指摘事項に対する具体的な措置は図られていないため、引き続きの改善を期待する。

②図書館システムデータに対するバックアップ方法については検討中とのことである。関係者

間で検討し、まんのう町としての方向性を提示すべきであろう。

③㈱リブネットの提案において、各種イベントの開催など図書館の利用促進に向けた催しを企

画し開催している点は大きく評価する。ただし図書館の来館者数については横ばい状態であり、

利用者数の増加に向けた更なる施策を期待したい。

④kobo の利用が低迷している。また、i-Pad の活用も今後の社会情勢を考えると重要な情報ツ

ールである。これらの利活用促進を期待したい。

⑤まんのう町地域再生協議会の年間評価会議や定例会は会合の趣旨に即した議論の場であり、

その議論の結果を全体ビジョンの達成に寄与させていくべきである。現在、地域再生協議会の

定例会である維持管理運営協議会の議題を検討しているとのことであり、今後の成果に期待し

たい。

⑥総合型地域スポーツクラブの実現に向け、ソフトバレーボール大会・なぎなた教室・エアロ

ビック教室が実施されているが、まだ「総合型」には至っていない。今後の取り組みに期待し

たい。

⑦昨年の外部監査報告書の中で「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・・・

（中略）・・・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。」

この点に関し、平成 28年 1月 7日付け四国新聞の特集に大変興味のある指摘がなされていた。
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以下に要約を記載する。

「図書館が担う役割の幅は広がっており、本来の本の貸し出しや保管にとどまらず、ビジネ

ス支援や医療情報の提供も行っている。地域住民が集うコミュニティー機能も図書館が町づく

りの核となるために重要である。しかし多くの人が集まっても、その人が具体的に町づくりの

エンジンになることまで提示できていない。（日本国内における図書館において）現時点では道

半ばである。集客が最大の目的となり、何のために人が集うのか、そこで何をするのかが見え

てこない」

この指摘は本事業の目的を再考する上で示唆に富んでいる。集客は重要なことであり、まず

は人が集まらなければ何も始まらない。しかしながら集客がまんのう町立図書館の最終目的で

はない。最終目的は町の活性化である。利用者数を最重要指標とするのは初期段階であり、本

事業が開始して 3 年が経過する現在、まんのう町及び PFI 事業者は本来の目的に合致した指標

を考える時期に来ているのではないか。

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地域開放運営業務月次業務報告書と図書館運営業務月次業務報告書を比較すると、利用者数

等の利用状況の報告形式において前者では前年・当年対比形式になっているが、後者において

は当年だけの数値が記載されている。また、前者においてはグラフ形式の報告になっているが、

後者は文字情報だけである。前年比較やグラフ化により、より読む側の立場にたった報告書に

すべきではないだろうか。より見やすい資料の作成に取り組むべきであろう。

②委託先等において何らかの事情により報告遅れがあり月次業務報告書に未記載が生じた場合

には、月次業務報告書に報告が遅れている旨の記載をし、併せて維持管理運営協議会にて同様

の報告をすべきであろう。翌月にはその結果を受けて月次業務報告書を修正するとともに維持

管理運営協議会にて報告すべきである。

③総括マネジメント業務月次業務報告書には総括マネジメントチームから各業務責任者に対し

て業務上の様々な指示が出されている。しかしながら出された指示に対して各業務実施がどの

ようなアクションをとって現在どうなっているかの報告は記載されていない。総括マネジメン

ト業務月次業務報告書における指示事項に関しては、当該指示に対しての各業務実施者の結果

報告を記載すべきである。 

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運営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、平成 27 年 12 月中（図
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書館は 12 月 24 日～28 日、体育館は 12 月 1 日～28 日）に利用者のアンケート及びヒアリング

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)図書館運営業務について

①昨年と比べて2時間以上図書館を利用する割合が増加している（昨年は1時間以内の人が82%、

今年は 1 時間以内の利用者は 76%、2 時間以上が昨年 8%から 15%に増加）。当該図書館を、よ

り積極的に利用している人が増えていると思われる。さらに利用が伸びるように図書館運営業

務実施者に期待したい。

②蔵書の満足度について、満足とやや満足を合計すると昨年と変わらないが、厳格に分析する

と 5 割以上の人が「やや満足」「やや不満」である。ということは、蔵書に何か物足りないと感

じる人が半数いることになる（不満は 0%である）。この 5 割の人を「満足」に引き上げるため

の方策を図書館運営業務実施者に期待したい。

③利用者の住所地を昨年と比較すると、他市町在住の利用者が増加している。これは、まんの

う町立図書館が魅力的であるという証左であろう。図書館運営業務実施者の成果であることを

評価したい。図書館運営業務実施者に対しては、更にまんのう町立図書館の魅力を高め、他の

市町民にもまんのう町立図書館を積極的に利用してもらえるような施策を期待したい。

⑤昨年同様、スタッフの対応や清掃状況に関しての利用者の満足度は大変に高く、昨年よりも

更に満足度は増加している。問題なしと判断する。

2)地域開放運営業務について

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満足度は概ね高く、

大きな問題はないと判断する。しかしながら気になる点はトイレに不便を感じる利用者が昨年

の 5%から今年は 11%に増加していること、及び清掃状況に満足している利用者は昨年が 93%
であったのが今年は 47%に大きく減少している点である。トイレ関係あるいは清掃に関しては

維持管理業務の範疇であるため、アンケートの結果を踏まえ、総括マネージャーは地域開放運

営業務実施者及び維持管理業務実施者とともに要因分析及び改善対策を施すべきである。

②最大の課題は利用者数をいかに増加させるかであろう。昨年よりも増加したといってもまだ

まだ伸ばせる余地はある。地域開放運営業務実施者の今後の施策に期待したい。

③任意提案プログラムの参加者が急増している。任意提案プログラムは地域開放運営業務実施

者の独自のアイデアにより開催されるものであり、これらのプログラムへの参加者が増加して

いるということは地域開放運営業務実施者が利用者のニーズに応じたプログラムを実施してい

るということであり、大きく評価すべきことである。更なる利用者の増加を期待したい。

④図書館運営業務と同様、他市町在住の利用者が増加している。地域開放運営業務実施者の努

力を評価したい。

⑤アリーナ・武道館・スタジオ全てにおいて稼働率は平日の方が土日よりも高いという結果は

当職にとって意外な結果である。土・日曜日は平日よりも利用者が多く稼働率も高いと当職は

考えるのだが、この逆転状況の要因は何であろうか。地域開放運営業務実施者においては、い

かにして土・日曜日の利用促進増加を図るかを検討すべきであろう。
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第４章 定例会における報告事項

 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地域再生協議会分科会（以下、定例会という）を開催している。当

職は当該議事録のうち、平成 27 年 3 月の定例会から平成 27 年 12 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。

①kobo の利用が低迷しているが、図書館運営業務実施者は今後満濃中学校と連携して並行読書

での活用を計画している。今後の国語教育の方向性（並行読書の実施）における kobo の利便性

を考えると、kobo の利用を廃止するというのもいささか無理がある。業務範囲外ではあるが、

kobo 利用による図書館運営業務実施者の負担感も少ないということであり、これからの中学校

教育の中で kobo 利用を進めていくことに問題はないと当職は判断する。

②満濃中学校において i-Pad の一台が破損しているが教育現場に大きな支障が生じていないと

いう学校側の判断で修理等の対応はとられていない。また、i-Pad のみならず既存のデスクトッ

プパソコンの更新についての方針は未だ決まっていない。パソコン等の電子機器は満濃中学校

等への導入後すでに 3 年を経過し、これから修理等が増加すると考えられる。まんのう町は早

急に電子機器類の更新計画（電子機器の修理と更新方針） を策定すべきである。

第５章 満濃中学校に関する監査

 本事業は体育館及び図書館の施設整備に加えて、満濃中学校の校舎等の整備並びに整備施設

の維持管理に係る業務もその対象となっている。過去 3 年の個別外部監査においては校舎等の

建築期における監査を除き学校施設等の監査は行っていないため、今年度の個別外部監査にお

いて学校施設の管理状況の監査を行うと共に、学校活動と図書館運営業務及び体育館運営業務

の連携並びにその効果についての監査を行った。以下、監査による指摘事項を要約して記載す

る。

①維持管理業務実施者、情報技術活用システム関連業務実施者、図書館運営業務実施者及び地

域開放運営業務実施者のすべての業務実施者について、日常業務及びトラブル時の対応に係る

業務の遂行状況に関して学校側は満足し高く評価している。満濃中学校に従事する PFI 事業者

の業務品質は問題なしと判断する。

②町立図書館と学校図書館の一体利用については過去の外部監査において指摘してきた事項で

ある。まんのう町側も一体利用を実現するために学校図書館に人員を配置する予定であり、予

算処置を行っており一体利用に向けて前進している。一体利用における課題は図書等の盗難防

止や不審者の侵入防止などのセキュリティー管理であり、関係者による検討が必要である。

③本事業においてはハード面の管理業務を PFI 事業者が行うという、制度としての PFI ならで

はの付加価値が生じている。その付加価値とは、学校の先生が本来の目的である「教育」によ

り集中できることである。例えば「体育館の電球が切れた」場合の作業は PFI 事業者に任され
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ており、先生は本来の業務に専念できる。学校側もこの点を高く評価している。

④学校関係者からのヒヤリングにおいて「25 年間に亘って続けられる本事業では、担当者が交

代した場合の引きつぎがスムーズに進むかどうか、不安を感じる」との意見が出された。PFI
事業者、教育委員会あるいは学校の教職員は人事異動や退職等により担当者が交代することは

当然にありうる。関係各者においては引継事項の文書化と共に、申し渡し事項の引継を経験的

に正確に行うことが求められる。

⑤前述したが、使用開始から 3 年を経過しつつあるパソコンについて、修繕等の予算措置と同

時に新規パソコンに取り替えるための予算措置が必要である。現状、すでに何台かのパソコン

に故障が発生している。

⑥満濃中学校における kobo の活用について、学校関係者に対しては図書館運営業務実施者から

具体的な提案はなされていないようである。図書館運営業務実施者は IT 教育の一環あるいは並

行読書のツールとして学校側に積極的な提案をすべきであろう。一方、学校においては i-Pad
の利用が進んでいる。このような現状を踏まえ、まんのう町は i-Pad の新規購入のための予算

措置を考えるべきであろう。

第６章 SLA 等に対する監査

本事業は施設整備を終え、業務開始後 3 期目を迎えた。施設利用の現状把握が進み、今後の

目標設定を精緻化する時期にあることから、町は平成 23 年 10 月 3 日に締結した『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 事業契約書に関するサービス基準合意書』

の内容を変更し、平成 27 年 10 月 15 日付で『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 事業契約書に関するサービス基準合意書に係る変更合意書』を締結し、平成 27
年 10 月 1 日より適用することとしており、当該変更事項等に対する監査を実施した。以下、監

査による指摘事項を要約して記載する。

① PFI の手法により財政的負担額が軽減されたとしても、真の意味での歳出削減とは、住民等

への公共サービスの質の高低も合わせて評価していく必要がある。SLA 等について、今後

も時代に合わせたサービス提供となるよう、必要に応じて見直すことが重要である。

② 運営委託企業における円滑な業務遂行、並びに効率的効果的なモニタリングをより充実させ

ていく必要がある。具体的には、図書館運営業務実施者は、納品書図書にかかる検収の事実

を納品書明細にチェック証跡として残したうえで、総括マネージャーのチェックを受ける必

要がある。次に、運営委託企業の財務状況および円滑な事業遂行に対するモニタリングとし

て、運営委託先の決算書や株主総会議事録等を確認し、経営状況、株主構成の変更、重要な

後発事象の有無など本業務遂行上で問題となる事象がないかを検討すべきである。

③ 今後、体育施設の回数券利用制度が導入された際には、回数券管理に関する新たな事務処

理誤りリスクや盗難・横領等の不正リスクに対応した事務マニュアルを改定し対応する必

要がある。

第７章 資金調達 

資金調達に関しては、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
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加的費用の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

を得た。 

次に、前年度からの懸案事項であった支払留保・追加的費用の状況を検証した結果、以下の

とおりであった。 

支払留保については、平成 28年 2月 8日に開催されたまんのう町臨時議会にて留保金支払に

係る補正予算が可決されたことに伴い、留保金の一部である 200,000 千円が平成 28 年 2 月 15

日に PFI 事業者に支払われた。残額の 210,028 千円についても、PFI 事業者と「品質問題に関す

る合意書」を平成 28年 2月 22 日に締結したため、本年度内（平成 28 年 3 月末まで）に PFI 事

業者に支払予定である旨、まんのう町へのヒアリングにより確認した。 

追加的費用については、当年度に PFI 事業問題第三者検討委員会を経て品質問題に係るすべ

ての問題が解決した。これを踏まえて、平成 28 年 2 月 22 日に「品質問題に関する合意書」を締

結し、本年度内（平成 28年 3 月末まで）に追加的費用の総額 43,864 千円から前年度までに入金

済みの12,084千円を差し引いた31,780千円がPFI事業者からまんのう町に支払われる予定であ

る旨、まんのう町へのヒアリングにより確認した。 

このように、体育館の壁面不良に端を発する一連の品質問題が当年度末までに解決し、支払

留保状況の解消及び追加的費用の精算が予定されている。これにより、これまで資金不足をカバ

ーするために代表企業である大成建設から調達した劣後ローンの返済が予定されており、PFI
事業者の資金繰りが正常化することが見込まれる。 

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ことが期待されており、これまで

に、読書通帳機の導入・PONTANA（デジタル情報スタンド）の導入が行われた。

なお、上述の支払留保金及び追加的費用については、平成 28 年 2 月 23 日にそれぞれ町又は

PFI 事業者から相手側に対して支払が完了している。 

以上
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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契約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 27 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 27 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 27 年 10 月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 28 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（要求水準と SLA・KPI
との整合性）、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、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 28 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  矢野 基樹

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 個別外部監査詳細

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もとに実施した。

日 時 場 所 対象者 内 容

平成 27 年 9 月 16 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 27 年 11 月 25 日 まんのう町役場 まんのう町教育委員会 資料依頼及び PFI 事業者作成資料の活

用方法の聞き取り

平成 27 年 11 月 25 日 満濃中学校 満濃中学校関係者 学校施設等の維持管理状況

地域開放運営業務と図書館運営業務と

の関連性

情報技術活用システム業務の状況

平成 27 年 12 月 18 日 まんのう町役場

体育館、図書館

まんのう町教育委員会

PFI 事業者

資料依頼及び提出された資料あるいは

質問事項の回答と再質問

平成 28 年１月 22 日 まんのう町役場

体育館会議室

まんのう町教育委員会

総括マネジメントチーム

地域開放運営業務実施者

図書館運営業務実施者

維持管理業務実施者

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・メールで

の情報収集

第１章 平成 26 年度以前の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 26 年度以前の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 26 年度以前の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 28 年 1 月 13 日現在の状況である。
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NO 
指摘年 

指摘該当頁 
業務区分 指摘事項 町および PFI 事業者による対応 

１ 
平成 26年度 

P13 2) 

総括マネジメ

ント業務 

月次報告書の記載内容および様式に

ついて、実務上の有用性の観点から、

報告を求める内容（たとえば、前年

度比較用の数値）や作業区分の纏め

方（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）など整理しているか 

運用していて気付いた項目から順次

簡素化を行っている。例えば、スタ

ッフの入退社・研修報告について、

随時総括マネージャーの報告となっ

ていたが、月次報告へと変更した 

２ 
平成 26年度 

Ｐ14 6） 

総括マネジメ

ント業務 

定期モニタリング報告書兼四半期報

告書は月報のまとめであることか

ら、廃止しても問題ないのでは 

月次の積み重ねが四半期であること

から、H27 年度第３四半期(Ｈ27 年

10 月)から簡素化することで各業務

実施者と協議済みである 

３ 

平成 25年度 

平成 26年度 

Ｐ７ 2） 

総括マネジメ

ント業務 

総括マネジメント業務役割として、

業務横断的な作業の実施、効率化及

びサービスの質の向上を図っている

か 

Ｈ25年度の個別外部監査の指摘を受

けるまでは、総括マネージャーの役

割や行動実績が不明確であったが、

Ｈ26年６月度から総括マネジメント

業務の月次報告書が提出され、徐々

に役割を発揮していると考える 

４ 

平成 25年度 

平成 26年度 

Ｐ８ 3） 

総括マネジメ

ント業務 

危機管理マニュアルにかかる外部専

門家の評価を受けているか 

潜在リスクによる被害予測（想定）、

対策の検討時に洗い出された問題

点、訓練時の教訓などを盛り込み、

最新の情報等をもとに適時見直しを

行う 

５ 

平成 25年度 

平成 26年度 

Ｐ８ 3） 

総括マネジメ

ント業務 

危機管理マニュアルに沿った訓練の

実施、および訓練結果を受けた更新

作業を行っているか 

11 月に訓練を実施し、訓練結果を受

けたフィードバックを行っている 

６ 

平成 26年度 

P13 3),4） 

P14 5),8） 

維持管理業務 

情報技術活用

システム関連

業務 

図書業務 

維持管理業務・情報技術活用システ

ム関連業務・図書館運営業務の各作

業内容一覧表の様式について、実務

上の有用性からフォーマットを統一

しているか 

他の維持管理業務・情報技術活用シ

ステム関連業務同様に、通常業務は

「まんのう町立図書館運営業務月

報」に集約し、トラブル対応の事績

報告については「作業対応一覧表」

業務間での協議が必要であるが、報

告書様式については、不要な項目を

検証している 
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NO 
指摘年 

指摘該当頁 
業務区分 指摘事項 町および PFI 事業者による対応 

に記載してはいかがか 

７ 

平成 25年度 

平成 26年度 

Ｐ９  4） 

図書館運営業

務 

図書館データについて、外部持ち出

しによる外部流出するリスクを鑑み

たうえで、災害等で図書館内のデー

タがなくなった場合などのバックア

ップ対策をどのようにしておくか、

町内で検討・整理してはどうか 

図書館内のデータのバックアップ体

制については、引き続き検討中であ

る 

８ 
平成 26年度 

Ｐ22 2）② 

図書館運営業

務 

来館利用者数を上げるには、本に関

心の低い人に対しての施策を強化す

る必要があるのではないか 

（株）リブネットの提案において、

各種イベントとして工作やカフェ、

出前講座など、図書以外の催しを企

画し開催している 

９ 
平成 26年度 

Ｐ22 2）⑤ 

図書館運営業

務 

今後のＩＴ技術活用支援等の社会環

境のもと、図書館所有の kobo, i-Pad

の利用の活用をより促進すべきでは

ないか 

kobo は学校への団体貸出, i-Pad は

ワークショップに活用する予定で検

討している 

10 
平成 26 年度 

Ｐ23 2）⑦ 

図書館運営業

務 

アンケート要望に関して、他の諸要

素等を考慮して対応すべきでは 

アンケートの書式について図書館運

営業務実施者と協議した結果、次回

アンケートより施設内統一書式と

し、内容は自由記載とすることでよ

り幅広い意見を集約することとした 

11 
平成 26 年度 

Ｐ39 5）⑮ 

図書館運営業

務 

寄贈図書を購入図書同様に蔵書数と

するか否かの取り扱い方針を定める

べきではないか 

受入基準を満たした図書のみ寄贈図

書として受け入れ、寄贈図書を要求

水準で定められた６万冊の蔵書数に

含めることで図書館運営業務実施者

と合意した 

12 
平成 26 年度 

Ｐ37 5）③ 

図書館運営業

務 

不明本をより発生しないような管理

体制を構築すべきではないか 

まず、0.027％と高水準で管理できて

いる。不明本リストとともに、発生

させた利用者もリスト管理してお

り、悪質性がないか経過観察してい

る。現在、悪質性の高い利用者は報

告されていない 



6 

NO 
指摘年 

指摘該当頁 
業務区分 指摘事項 町および PFI 事業者による対応 

13 
平成 26 年度 

Ｐ33  

地域開放運営

業務 

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 

平成 28 年４月より 2,500 円で 11 回

利用できる回数券を発行する予定で

ある 

14 
平成 26 年度 

Ｐ34 1） 

地域開放運営

業務 

まんのう町地域再生協議会、定例会

の双方の役割に合致した討議を行う

べきではないか 

維持管理運営協議会の議題を検討し

ている 

15 
平成 26 年度 

Ｐ35 2） 

地域開放運営

業務 

定例会において、「地域再生計画」

に掲げられている数値目標の達成状

況等について討議すべきではないか 

H27.10.5地域再生協議会議にて数値

目標を提示。達成状況等について討

議している。また、内閣府より地域

再生計画の見直しを指摘されてお

り、対応予定である 

16 
平成 26 年度 

P35 3) 

図書館運営業

務 

地域開放運営

業務 

施設ごと（図書館、体育館‐アリー

ナ、武道館、トレーニング室）のア

ウトカム指標として、利用者とする

か稼働率とするかの整理を行っても

らいたい 

現在の図書館数値目標（マニフェス

ト）は３カ年の計画の為、マニフェ

スト改訂の際に利用者数の目標数値

を取り入れることを検討する。 

現在、地域開放運営業務では各施設

の利用については稼働率で報告して

いる。トレーニング室の利用につい

ては利用者数で報告している 

17 
平成 26 年度 

Ｐ36 5）① 

地域開放運営

業務 

学校図書館と町立図書館の一体利用

を実施すべき否かについて、方針を

決定すべきではないか 

一体利用をすすめる為、学校図書館

に人員を配置する予定であり、その

ための予算措置を行っている 

18 
平成 26 年度 

Ｐ36 5）② 

地域開放運営

業務 

会議室と研修室の利用者増加が課題

である 

会議室・研修室の利用については、

団体登録が必要であったが、単発の

利用に対応するために未登録団体お

よびスポット利用を可能にした 

19 
平成 26 年度 

Ｐ37 5）④ 

地域開放運営

業務 

備品類（トレーニング機器など）の

点検・保守費用について予算化すべ

きではないか 

所管課による予算措置済みである 

20 
平成 26 年度 

Ｐ39 5）⑫ 

地域開放運営

業務 

体育館を予約したのに利用しない場

合のキャンセル課金や利用制限等の

ペナルティを科すべきではないか 

スタジオおよび武道場(サブアリー

ナ)において、一部キャンセル課金を

課し対応している 

21 平成 26 年度 その他 利子補給金の残高確認を「銀行口座 通帳の写しにより確認した 
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NO 
指摘年 

指摘該当頁 
業務区分 指摘事項 町および PFI 事業者による対応 

Ｐ40 2) 残高確認書（残高証明）」により確

認すべきではないか 

22 
平成 26 年度 

Ｐ42 2)④ 
その他 総合型地域スポーツクラブの実現 

第２回ソフトバレーボール大会、小

学生へのなぎなた教室、エアロビッ

ク教室は実施済み。 

第３回ソフトバレーボール大会、小

委員会(２月下旬)を開催予定である 

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、各業務の過年度指摘事項の改善状況を記載している。当職から指摘した事項について、

改善措置が図られた事項については「改善」、引き続き改善措置を講ずべき事項については「継

続指摘」とした。

(1)総括マネジメント業務

1)（改善）報告業務及び報告様式の簡素化（上表 No１,２）

各業務受託企業とまんのう町との間で運用状況に応じて事務を効率化することは、サービス

の質をより高めるうえで重要なことである。今年度の監査においても、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に関し、簡素化に向けた取り組

みを確認した。簡素化された事項として、例えば総括マネージャーへの随時報告となっていた

スタッフの入退社・研修報告が月次報告へ変更されるなど、指摘事項に係る改善措置は図られ

ているものと考える。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)（改善）総括マネジメント業務の役割強化（上表 No３）

総括マネジメント業務の役割強化については、本業務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各業務の総括的なマネジメントコントロールが必要不可欠である

との観点から、今年度においても当初の業務役割に照らして検討することとした。

まず、総括マネジメント業務の役割は業務要求水準書には以下のように記載されている。

「・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」

 つまり、総括マネジメント業務は各業務受託企業との総合的な調整を図り、業務横断的な管

理作業が求められており、単に定められた日常業務を繰り返すのではなく、町の政策・施策を

念頭に、日々質の高いサービスを提供・サービスレベルの向上を図ることが求められている。

総括マネジメント業務の月次報告書の閲覧、当該実施状況の確認をした結果、業務横断的な調

整が図られ、本要求水準書に沿った役割が遂行されているものと考える。引き続き、業務の効

率化及びサービスの質の向上に向けた横断的な作業に尽力してもらいたい。ひいては、町とと
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もに本事業の目的であるまんのう町の活性化に向けた積極的な取組みをリードしていくことを

期待する。

3)（改善）業務横断的な危機管理マニュアルの作成・運用（上表 No４,５）

11 月に実施された防災訓練（シェイクアウト訓練）において、平成 26 年度に作成された危

機管理マニュアルに沿った対応がなされ、マニュアル等の不備・気付事項についても町と PFI
事業者で共有されている旨の報告を受け、指摘事項は改善されていると判断する。

しかしながら危機管理業務は人命等にかかわる重大な事項であり、有事の際に機能しなけれ

ば意味がない。将来にわたり、危機管理マニュアルの整備及び運用については、防災にかかる

最新の情報等をキャッチアップし進化させていく必要がある。また必要に応じて、内外の防災

専門家の意見等を聴取し反映していくことも重要であると考える。

(2)維持管理業務

（継続指摘）報告様式の統一化について（上表 No６）

報告様式の統一化はすべての様式で実施することは困難であるものの、報告事項の平仄を合

わすことなどは、事務負担の軽減を図り、より質の高いサービス提供に注力するうえで重要な

事項である。現状、報告書様式のうち不要な項目を検証中の段階であり、過年度指摘事項に対

する具体的な措置は図られていないことから、継続指摘事項とする。

(3)情報技術活用システム関連業務

（継続指摘）報告様式の統一化（上表 No６）

 上記(2)と同様である。

(4)図書館運営業務

1)（継続指摘）報告様式の統一化（上表 No６）

 上記(2),(3)と同様である。

2)（継続指摘）データのバックアップ方法（上表 No７）

町は図書館システムデータに対するバックアップ方法を確立しておらず、検討中であること

から継続指摘事項とする。まんのう町は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、外部持ち出し等によりデータが外部に流出する可能性と影響を比較衡量し

たうえで、バックアップ方法を決定していく必要がある。

3)（継続指摘）利用者数の増加に向けた施策（上表 No８）

㈱リブネットの提案において、各種イベントとして工作、カフェや出前講座など、図書館の

利用促進に向けた催しを企画し開催されている点は評価できる。しかしながら、後記第３章の

「利用状況の推移」の来館者数で見ると横ばい状態であり、資料・情報の提供、読書活動の振

興に加え、住民が集まる空間となるよう、さらなる積極的な提案を期待している。

4)（継続指摘）kobo, i-Pad の利活用促進について（上表 No９）
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図書館所有の kobo は学校への団体貸出、i-Pad はワークショップに活用する予定で検討して

いるとの回答であり、利活用に向けた検討は進んでいるものの、具体的な活用自体の確認は未

実施のため、継続指摘事項とする。

5)（改善）アンケート書式の再検討（上表 No10）
アンケートの書式について図書館運営業務実施者と協議した結果、次回アンケートより施設

内統一書式とし、内容は自由記載とすることでより幅広い意見を集約する予定である。指摘事

項は改善していると判断する。

6)（改善）寄贈図書の受け入れについて（上表 No11）
受入基準を満たした図書のみ寄贈図書として受け入れ、蔵書数へ含めることで図書館運営業

務実施者と合意しており、指摘事項は改善していると判断する。また、購入後一年以上経過し

た雑誌などは、ブックリサイクル（図書館祭り）等を実施し町民等を呼び込むイベントが開催

されている。

7)（改善）不明本の発生抑止について（上表 No12）
不明本が発生しないような取組み（詳細は、後記第 4 章１の H27.4.13ｃ）参照のこと）が実

施されていることから指摘事項は改善されていると判断する。

(5)地域開放運営業務

1)（改善）利用料金体系の検討（上表 No13）
利用者ニーズを鑑み、㈱ミズノからの提案により平成 28 年 4 月より回数券の導入を予定して

いる。利用者の健康増進や町の医療費削減といった政策の観点から料金体系を多様化すること

により、より多くの方が利用されることが望ましい。現時点において検討は進んでいることか

ら指摘事項は改善されていると判断する。

しかしながら、今後、実務において回数券導入に伴う不正リスクに対応する必要がある。た

とえば、金券（回数券）を連番管理すること、あるいは収納事務のあり方など、施設利用料金

管理基本マニュアルの改定することも検討しなければならない。次年度以降に回数券が導入さ

れた場合、町は導入後の不正リスクに対応した業務運営体制が構築されていることを確認する

必要がある。

2)（継続指摘）各種協議会議題の検討（上表 No14）
まんのう町地域再生協議会の年間評価会議や定例会など各会合の趣旨に即した議論を活性化

することで、全体ビジョンの達成に寄与するものと考える。現状、地域再生協議会の定例会で

ある維持管理運営協議会の議題を検討し、議題の棲み分けを行っているとのことであり、継続

指摘事項とする。

3)（継続指摘）地域再生計画の下での数値目標の達成状況（上表 No15）
平成 27 年 10 月 5 日の地域再生協議会議にて数値目標が提示され、達成状況等についての討

議を行っている。しかしながら、現状のまんのう町の状況に即した再生計画目標とする必要が

あることから継続指摘事項とする。

4)（改善）施設ごとのアウトカム指標の設定（上表 No16）
現在、PFI 事業者から町への報告は、体育館（アリーナ）及び武道館の利用については稼働
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率、トレーニング室の利用は利用者数としている。利用状況を図る尺度は設定されており、改

善しているものと判断した。

5)（改善）学校図書館と町立図書館の一体利用（上表 No17）
学校図書館に人員を配置することで一体利用をすすめていく予定としており、改善している

ものと判断した。

6)（改善）会議室と研修室利用者数の増加に向けた施策（上表 No18）
未登録団体による会議室・研修室のスポット的、単発的利用への対応に向け、スポット利用

枠を設けて対応する措置が取られており、改善しているものと判断した。

7)（改善）備品類（トレーニング機器など）の点検・保守費用の予算措置（上表 No19）
所管課による予算措置済みであるとの回答を受け、改善しているものと判断した。

8)（改善）キャンセル課金等の利用者ペナルティの設定（上表 No20）
利用の公平性、施設利用提供にかかる機会損失の観点から、スタジオおよび武道場(サブアリ

ーナ)において、一部キャンセル課金を課している。よって、指摘事項は改善していると判断し

た。

(6)その他

1)（改善）利子補給金の残高確認（上表 No21）
現状「通帳の写し」により確認を実施しているとのことであり、指摘事項は改善していると

判断した。

2)（継続指摘）総合型地域スポーツクラブの実現（上表 No22）
第２回ソフトバレーボール大会、小学生へのなぎなた教室、スローエアロビック教室は実施

するなど、総合型地域スポーツクラブの実現に向けた取り組みがなされているが、まだ「総合

型」には至っていない。今後の取り組みに期待したい。

3) 町が重要視する指標

昨年の外部監査報告書の中で、町が重要視するデータに関し当職は以下のような記載をした。

「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。」

この点に関し、平成 28年 1月 7日付け四国新聞の特集に大変興味のある指摘がなされていた。

以下に要約を記載する。

「図書館が担う役割の幅は広がっており、本来の本の貸し出しや保管にとどまらず、ビジネ

ス支援や医療情報の提供も行っている。地域住民が集うコミュニティー機能も図書館が町づく

りの核となるために重要である。しかし多くの人が集まっても、その人が具体的に町づくりの

エンジンになることまで提示できていない。（日本国内における図書館において）現時点では道

半ばである。集客が最大の目的となり、何のために人が集うのか、そこで何をするのかが見え

てこない」
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この指摘は本事業の目的を再考する上で示唆に富んでいる。集客は重要なことであり、まず

は人が集まらなければ何も始まらない。しかし集客がまんのう図書館の最終目的ではない。最

終目的は町の活性化である。利用者数を最重要指標とするのは初期段階であり、本事業が開始

して 3 年が経過する現在、本来の目的に合致した指標をまんのう町及び PFI 事業者で考える時

期に来ているのではないか。

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業務実施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 27 年年９月 10 日に提出された「月次業務

報告書 2015 年度８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行った業務、異

常の有無、異常個所、等が記載されている。

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

 ８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 8 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。
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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。８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。

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システムのメンテナンスと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。

e)活動報告書

 今年から「活動報告書」が添付されている。これは町内の小中学校に派遣された教育ソフト

活用支援者の活動実績が記載された報告書である。具体的には訪問者・訪問日時・対象学年・

教科・準備物・活動の目的と実施内容が記載されている。活動報告書が添付された経緯は、平

成 27 年 6 月 10 日に開催された維持管理運営協議会において、まんのう町側から「支援員活動

の詳細な報告をすべき」との指摘を受けての対応である。

③図書館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

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、各図書館運営業務という）に係る当該月の総括的まとめ

が記載されている。8 月の各図書館運営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

8 月中に図書館運営業務実施者が行った作業内容や実績が記載されている。例えば、統括業務

に関する図書館長への報告、督促業務として「督促対応件数 127 件」、リクエスト・予約業務

として「リクエスト件数 31 件、予約件数 149 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」、図書購入実績と読書通帳発行実績、など

の業務内容が記載されている。

c) まんのう町立図書館８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（マスコミの取材対応、苦情対
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応実績、保守点検実績、督促実績）が記載されている。

d) 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図書館運営業務に係る 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。

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、地域開放ゾーン受付業務、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）（以下、この章において各地域開放運営業務という）に係る当

該月の総括的まとめが記載されている。

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地域開放運営業務に係る 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

8 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。また、任意提案プログラムの

実施報告（プログラム名、参加人数、開催日）が記載されている。

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、武道館、スタジオ、会議室、研修室の利用状況を曜日別・時間別・

男女別に集計した前年対比資料（グラフ化されている）が記載されている。

e)スポーツ塾実施報告書

MM クラブの実施内容（開催日時、実施内容、参加人数）が記載されている。実施内容をわ

かりやすくするために練習風景の写真も添付されている。

⑤総括マネジメント業務月次報告書

 業務の目的及び 8 月中に行った各業務実施者とのセルフ・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、並びに全業務責任者への伝達事項・指示事項

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）

上記作業については昨年と変化はない。
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２．監査の結果

1)提出日について

8 月度の報告書の提出日は平成 27 年９月 10 日。要求水準を満たしており問題なし。なお、

情報技術活用システム関連業務月次業務報告書に今年から添付されている「活動報告書」は１

か月遅れの報告となっている（例：9 月 10 日付け報告書では 7 月の活動が記載されている）。1
か月遅れの報告となっている理由であるが、支援員の活動報告書の作成書は他業者運営のシス

テムを利用して作成されている。しかしながら当該事業者からの報告は翌月中旬になるために、

定例会への翌月報告が不可能であるためである。問題なしと判断する。

2)報告様式について

地域開放運営業務月次業務報告書と図書館運営業務月次業務報告書を比較すると、利用数等

の利用状況の報告形式において前者では前年・当年対比形式になっているが、後者においては

当年だけの数値が記載されている。また、前者においてはグラフ形式の報告になっているが、

後者は文字情報だけである。報告書を読む側の立場になれば、やはり当年だけの数値よりも前

年比較をした方が分析資料としての価値は高いし、グラフの方が感覚的に変化をとらえやすい

であろう。報告ではなく分析という視点から、図書館運営業務月次報告書には前年対比数値や

年間推移数値の記載及びグラフ化が必要ではないだろうか。

この件に関し、まんのう町としては現在の報告内容に過不足はないと判断している。ただし

運営開始後 3 年が経過しようとしており、まんのう町からは年間推移などのグラフ化された情

報の必要性を認識している、との回答を当職は得ている。まんのう町は図書館運営業務実施者

及び地域開放運営業務実施者と協議をし、より見やすい資料の作成に取り組んでいってもらい

たい。

3)点検報告の未記載について

維持管理業務月次報告書の維持管理業務の一部の実施対象となる公の施設の点検スケジュー

ルの中で、本庁の昇降機保守点検作業に 5 月の作業日が記載されていなかった。まんのう町に

実施の有無を問い合わせた結果、維持管理業務実施者から「当該昇降機保守点検作業はリモー

トで実施し、点検実施者より送付される点検結果報告書の入手が遅れ（約 1 か月後）、当該維持

管理運営協議会に間に合わなかった。現在「公の施設」の点検結果報告に関しては全ての報告

書が揃う 1 か月遅れでの報告となっている」とのことであった。

 維持管理業務実施者は委託先等に周知徹底して事例のような報告遅れは無くすべきである。

しかしながら、何らかの事情で報告が間に合わないケースが出てくることもあるだろう。報告

遅れがあった場合には、月次業務報告書に報告が遅れている旨の記載をし、併せて維持管理運

営協議会にて同様の報告をすべきであろう。翌月にはその結果を受けて月次業務報告書を修正

するとともに維持管理運営協議会にて報告すべきである。

4)点検報告の内容確認
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維持管理業務月次報告書の維持管理業務の一部の実施対象となる公の施設の点検スケジュー

ルの中で、仲南公民館 町民文化ホールの空気調和設備は年 2 回点検予定であるが、8 月までに

既に 2 回の点検を行っている。さらに 11 月に点検予定がある。また、1 回目の点検が 5 月に行

われているが、その際には 3 日間も点検を行っている。通常の点検は 1 日で終了するものであ

るが、3 日間も要したということは、何らかの大きな不具合等があったのではないかと推察でき

る。この点に関し、まんのう町及び維持管理業務実施者に確認したところ以下のような回答を

得た。「仲南支所と町民文化ホールでの空調設備は一括にしている。その内訳として『吸収式空

気調和装置』と『空気調和設備』があり 5 月 15 日に『吸収式空気調和装置』を、5 月 18 日・

19 日に『空気調和設備』の冷房運転切り替え時の点検を実施している」。当職が再度維持管理業

務実施者に確認したが、大きな不具合はなかったとのことであり、問題なしと判断する。

5)業務指示後の対応報告

総括マネジメント業務月次業務報告書には総括マネジメントチームから各業務責任者に対し

て業務上の様々な指示が出されている。しかしながら出された指示に対して各業務実施がどの

ようなアクションをとって現在どうなっているかの報告は記載されていない。例えば 4 月度の

総括マネジメント業務月次業務報告書には図書館運営業務責任者に対して①特別整理業務（棚

卸）の報告を行うこと、②督促業務において月末の未返却 18 件についてのその後の報告を行う

こと、③読書通帳の年度末発行累計（無償・有償別）の報告を行うこと、という 3 件の指示が

出されている。しかしながら 5 月以降 8 月までの総括マネジメント業務月次業務報告書を監査

したところ、その指示に対して図書館運営業務実施者がどのようなアクションをとったかの報

告はされていない。一方、図書館運営業務月次業務報告書には③読書通帳の年度末発行累計（無

償・有償別）の報告はされているが、①、②に関する報告はされていない。

 総括マネジメント業務月次業務報告書における指示事項に関しては、総括マネジメントチー

ムの指示に対しての各業務実施者の結果報告を記載すべきではないだろうか。仮に月次業務報

告書内に結果報告が記載されていたとしても、報告書を読む者からは現行の月次報告書では指

示と結果の関連性がわかりにくい。総括マネジメント業務月次業務報告書に「×月業務指示×

×に関しては×月の××運営業務報告書に詳細を記載している」等の記載をするなどして指示

と結果報告の関連性が明確になるような表記にすべきである。 

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

１．監査の概要

 図書館運営業務並びに地域開放運営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、平成 27 年 12 月中（図

書館は 12 月 24 日～28 日、体育館は 12 月 1 日～28 日）に利用者のアンケート及びヒアリング

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。平成 27 年 12 月時点）
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1)図書館

平成 25 年 平成 26 年              平成 27 年

図書館 12 月 3 月 6 月 9 月 12 月 3 月 6 月 9 月 12 月

来館者数 6,489 6,349 7,254 7,008 6,717 6,832 7,085 7,467 6,731 

新規登録者数 173 135 155 92 84 134 93 54 51 

貸出点数 10,198 10,345 10,791 9,814 10,009 10,804 10,743 10,074 10,014 

返却点数 9,952 10,753 10,467 10,542 9,759 11,235 10,427 11,167 10,008 

ﾌﾞｯｸﾎﾟｽﾄ返却点数 60 67 72 113 102 97 133 98 103 

iPad 貸出件数 29 62 80 84 117 89 86 66 70 

kobo 貸出件数 3 2 2 3 1 1 4 1 1 

開館遅延回数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

対面朗読実施回数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

予約件数 67 41 87 90 96 84 91 119 110 

リクエスト件数 20 18 30 30 23 35 48 55 20 

ｸｲｯｸﾚﾌｧﾚﾝｽ件数 138 110 117 131 100 100 106 124 105 

ﾚﾌｧﾚﾝｽ件数 0 0 0 0 0 10 47 41 26 

相互貸借貸出件数 18 13 17 33 16 20 16 9 6 

相互貸借借受件数 18 15 12 10 25 34 31 54 26 

複写サービス件数 3 5 8 10 6 8 10 9 6 

事故本対応実績 0 0 1 0 2 1 2 2 2 

新規図書購入金額 308,336 361,148 444,169 333,541 369,491 536,742 382,971 332,969 311,923 

2)体育館

平成 25 年     平成 26 年            平成 27 年

体育館 9 月 12 月 3 月 6 月 9 月 12 月 3 月 6 月 9 月 12 月

アリーナ 335 459 670 605 588 595 720 730 744 946 

武道館 244 244 227 370 368 322 407 440 312 281 

スタジオ 99 222 168 228 244 159 254 243 270 299 

会議室 46 5 28 0 15 25 16 25 40 52 

研修室 0 0 0 0 15 0 16 25 27 52 

トレーニング室 403 408 521 679 543 401 619 573 547 542 

地域開放ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 48 219 239 295 334 269 288 285 249 238 

任意提案ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 19 51 58 86 173 134 186 221 193 197 

注）昨年同様、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）。
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(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 ％ 昨年% 人数 ％ 昨年% 

性
別

男 30 人 30％ 31％ 43 人 51％ 48％

女 70 人 70％ 69％ 42 人 49％ 52％

合計 100 人 － － 85 人 － －

年

齢

10 代未満 0 人 0％ 0％ 1 人 1％ 1％

10 代 20 人 20％ 12％ 11 人 13％ 16％

20 代 4 人 4％ 5％ 11 人 13％ 14％

30 代 18 人 18％ 29％ 22 人 26％ 23％

40 代 24 人 24％ 23％ 13 人 15％ 17％

50 代 9 人 9％ 10％ 14 人 16％ 14％

60 代 17 人 17％ 17％ 10 人 12％ 14％

70 代以上 8 人 8％ 5％ 3 人 4％ 1％

職

業

会社員 13 人 13％ 38％ 40 人 47％ 45％

自営業 5 人 5％ 6％ 14 人 16％ 9％

学生 22 人 22％ 12％ 6 人 7％ 16％

主婦 28 人 28％ 26％ 18 人 21％ 22％

その他 32 人 32％ 18％ 7 人 8％ 8％

住

所

まんのう町 58 人 58％ 66％ 50 人 59％ 61％

琴平町 29 人 29％ 18％ 9 人 11％ 7％

丸亀市 7 人 7％ 5％ 12 人 14％ 12％

善通寺市 4 人 4％ 5％ 5 人 6％ 12％

その他 2 人 2％ 6％ 9 人 11％ 8％

利
用
頻
度

初めて 0 人 0％ 3％ 0 人 0％ 3％

ほぼ毎日 5 人 5％ 3％ 6 人 7％ 1％

週間に 1～2 回程度 31 人 31％ 21％ 60 人 71％ 68％

月に 1～2 回程度 56 人 56％ 57％ 17 人 20％ 24％

その他 8 人 8％ 16％ 2 人 2％ 3％

滞

在

時

間

30 分程度 42 人 42％ 38％ 1 人 1％ 1％

30 分～1 時間程度 34 人 34％ 44％ 6 人 7％ 20％

1 時間～2 時間程度 8 人 8％ 10％ 56 人 66％ 63％

2 時間以上 15 人 15％ 8％ 22 人 26％ 16％

無回答 1 人 1％ 0％ 0 人 0％ 1％

ス
タ

ッ
フ

対
応

満足 88 人 88％ 80％ 63 人 74％ 80％

やや満足 11 人 11％ 18％ 22 人 26％ 18％
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質問項目
図  書  館 体  育  館

人数 ％ 昨年% 人数 ％ 昨年% 
やや不満 1 人 1％ 0.8％ 0 人 0％ 0％

不満 0 人 0％ 0.4％ 0 人 0％ 0％

無回答 0 人 0％ 0.8％ 0 人 0％ 2％

利

用

目

的

本の貸出・返却 76 人 76％ 53％ － －

本を読むため 26 人 26％ 19％ － －

新聞・雑誌 11 人 11％ 6％ － －

DVD 4 人 4％ 3％ － －

調査や研究 7 人 7％ 6％ － －

お話し会等 2 人 2％ 2％ － －

その他 1 人 1％ 4％ － －

無回答 0 人 0％ 7％ － －

練習 － － 36 人 41％ 36％

トレーニング － － 28 人 32％ 29％

大会・イベント － － 3 人 3％ 6％

教室参加 － － 7 人 8％ 19％

その他 － － 9 人 2％ 4％

無回答 － － 8 人 10％ 5％

蔵
書
は
満
足
か

満足 37 人 37％ 28％ － －

やや満足 40 人 40％ 42％ － －

やや不満 13 人 13％ 14％ － －

不満 0 人 0％ 3％ － －

無回答 10 人 10％ 14％ － －

利
用
す
る
き
っ
か
け

設備がよい － － 24 人 24％ 19％

友人等のすすめ － － 38 人 39％ 22％

場所的利便性 － － 26 人 27％ 33％

その他 － － 4 人 4％ 18％

無回答 － － 6 人 6％ 8％

ト
イ
レ
に

不
便
を
感

じ
る
か

感じたことがある 0 人 0％ 11％ 3 人 11％ 5％

特に感じた事はない 95 人 95％ 88% 67 人 78％ 87％

無回答 5 人 5％ 11% 15 人 18％ 8％

清
掃
状
況
は
満
足
か

満足 96 人 96％ 82% 40 人 47％ 93％

やや満足 3 人 3％ 9% 30 人 35％ 5％

やや不満 1 人 1％ 0% 2 人 2％ 0％

不満 0 人 0％ 0% 1 人 1％ 0％

無回答 0 人 0％ 9% 12 人 14％ 1％
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2)アンケート及びヒアリングにて聴取された利用者からの要望

a)図書館運営業務

要望 図書館運営業務実施者の対応

①蔵書に関して以下の要望がある

・専門書の蔵書が少ない

・本が少ない。小説、経済本、特に新しい小説を増

やして欲しい

・新しい本を増やして欲しい

・車の本を増やして欲しい

・自分が子供の頃に読んだ児童書を増やして欲しい

・古典が少ない

・読みたい本がない

・かいけつゾロシリーズを増やして欲しい

・怖い本を増やして欲しい

・帯をつけてほしい

②DVD に関して以下の要望がある

・DVD の種類を増やしてい欲しい

・子供用 DVD を増やして欲しい

③施設に関して以下の要望がある

・学習スペースが別にあるとよかった

・コンセントが東側に欲しい

・幼児に絵本を読み聞かせて、少しはしゃいでも声

を気にしなくていいスペースが欲しい

④開館時間に関し次の要望がある

・9 時からの開館にしてもらいたい

⑤その他

・子供がうるさい時があり気になる

・まんのう町民以外は予約できないのが不便である

・四国内の図書館の本をここで借れるようにしても

らいたい

①町との取り決めに従い増やしている。専門書など

当館にないものは相互貸借で対応している

かいけつゾロシリーズは全巻揃えている。新刊が

出版されたならば必ず購入している

怖い話は子供に人気であり選書するようにしてい

る。夏に怖い話を集めて展示している

帯については平成 27 年 1 月 25 日から見開きに貼

るようにしている（あらすじを知ることで本を借り

る時の参考になるため）

②平成27年度は農業に関するDVDを6枚購入した。

平成 28 年度は子供向けを 10 万円程度購入すること

を検討している

③左記の要望について、図書館運営業務実施者の対

応はなし

④規則で 10 時となっている

⑤

・騒がしい子供には本人及び親に声掛けをしている

・規則により、まんのう町民以外は予約できないこ

とになっている

・他図書館の本を借りることは可能であるが郵送費

は読者負担である。この制度を知らない利用者が多

いので今後周知していく

b)体育館運営業務

要望 体育館運営業務実施者の対応

＜アンケートでの要望内容＞

①ロッカーにハンガーが欲しい

②下駄箱にスリッパが欲しい

③幼児の跳び箱教室を企画して欲しい

①ハンガーを設置した

②スリッパを設置した

③幼児用とび箱を平成 27 年１月に購入予定である
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要望 体育館運営業務実施者の対応

④鉄棒教室を開催してほしい

⑤トイレで靴を履いたまま、その上から履けるスリ

ッパを置いて欲しい

⑥9 月 20 日の運動会の日、図書館に来たが、駐車場

が不足していた。図書館駐車場の確保をしてもらい

たい

⑦心と体のストレッチは女性のインストラクターを

希望する

⑧ラケット競技を増やして欲しい

⑨夏季には網戸が欲しい

⑩用具置き場が狭い

⑪モップの置き場が決まっていない

⑫モップをかけずに帰るクラブがある

⑬夏季は非常に熱くなるので改善して欲しい

⑭ランニングマシンにテレビを設置してもらいたい

⑮靴と下駄箱の整理が必要である

＜ヒアリングでの要望内容＞

①空調代金、もう少し安く（あるいは無料に）なら

ないか（同様な要望が 5 件ほどあり。熱中症になり

かけた、人が倒れたという報告あり）

②回数券制度を導入してほしい

③肩こり・ほぐし教室の定員を増やしてほしい

④抽選は初回の人を優先したらどうか

⑤トレーニング室にテレビが欲しい

④２～３か月に１回開催している

⑤現段階では設置予定なし。今後の検討課題である

⑥図書館専用の駐車場設置は不可能。大きな大会時

には主催者側に他の駐車場の確保及びテニスコート

横の駐車場使用を呼びかけている

⑦現時点ではインストラクターは男性のみ。理解し

てもらいたい

⑧現時点で行っているラケット競技以外のラケット

競技はスペースがないため無理である

⑨町に報告した

⑩中学校側と協議をし、少しでも広く使用できるよ

うに努力する

⑪スペース右側入口扉の左側と決まっている。中学

校とも置き場の再確認をする

⑫申し込み時点で、各クラブに再度徹底する

⑬空調の利用を呼びかけている

⑭町に報告した

⑮大会時には靴収納用のビニール袋を用意してい

る。通常、整理して靴を置くよう呼びかけている。

下駄箱については、場所の問題であり現状のままと

なる

①町に報告した

②町に報告した

③備品が 20 個しかないので定員増は困難。スタジオ

でも開催している

④今後の検討課題である

④町に報告した

２．監査の結果

(1)図書館運営業務について

1)事実

 開館から２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
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当初を除いて月 100 人レベルから 50 人レベルに低下、貸出点数は 10,000 冊という数値が見て

取れる。利用状況はこの 2 年間大きな変化はなく横ばいという状況である。新規登録者数は低

下しているが、経年により下落していくのは自然の成り行きと考えられる。平成 26 年度の貸出

総点数は 130,308 点で、一人当たり貸出数（年間貸出冊数÷人口）は 6.8 冊/人と昨年とほぼ同

数である。平成 27 年 10 月 11 日付の四国新聞「香川 知ってるつもり」の特集で登録者 1 人当

たりの貸出冊数の県内図書館の比較記事が掲載された。当該記事によると、まんのう町の登録

者一人当たり貸出冊数は 28 冊、他の市町は 14 冊以下と 2 倍以上の開きがある。また、i-Pad
の貸出者数は増加しているが、kobo の貸出数は伸び悩んでいる。

 利用者は女性が 7 割。年齢では 30 代と 40 代で４割、60 代以上が 2 割。職業は自営業も含め

ると会社員が 18%、主婦は 28%。6 割近くの人が月に 1 回か 2 回利用し、利用時間は 1 時間以

内が８割弱、目的は本を借りたり返したりという人が７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昨年の本報告書で当職は「利用時間が 1 時間以内の人が 82%であることは、当該図書館は本

の貸し借り機能の域を出ていない。図書館内で本を精読し調査や勉強はしていないのではない

か。これでは図書館を積極的に活用しているとは言えない」と記述した。今年のアンケート結

果では、1 時間以内の利用者は 76%と昨年よりも減少し、2 時間以上が昨年 8%から 15%に増加

している。また、利用目的では本を読むためという利用者が 19%から 26%に増加している。当

該図書館をより積極的に利用している人が増えていると思われる。好ましい傾向であり、さら

に利用が伸びるように図書館運営業務実施者に期待したい。

②蔵書の満足度は、満足とやや満足を合計すると昨年と変わらない。7 割以上の人が満足感を持

っており概ね問題はないであろう。しかしながら少々厳格に分析すると、5 割以上の人が「やや

満足」「やや不満」である。ということは、蔵書に何か物足りないと感じる人が半数いることに

なる（不満は 0%である）。この 5 割の人を「満足」に引き上げるためには、購入する本の選択

にかかっている。利用者のニーズを的確にとらえ、利用者の満足を得る蔵書ができるよう今後

の図書館運営業務実施者の選書に期待したい。

③昨年も指摘したが、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、図書館の利用者はどうしてか

女性に比べると男性の利用者が少ない（ちなみに体育館利用者についてはアンケートの回答者

は昨年同様、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ためのヒントがあるのではな

いか。

④利用者の住所地を昨年と比較すると、他市町在住の利用者が増加している。勤務地の関係も

あるかもしれないが、他市町在住の人の利用が増加したということは、当該他市町にある図書

館よりもまんのう町立図書館が魅力的であるということであろう。図書館運営業務実施者の成

果であることを評価したい。しかしながら隣町の綾川町からの利用者が少ない。上述した四国

新聞の記事では綾川町の一人当たり貸出冊数は 25 冊とまんのう町に次いで多い。綾川町民も読
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書に高い関心をもっているのであろう。図書館運営業務実施者に対しては、まんのう町立図書

館の魅力を更に高め、他の市町民にもまんのう町立図書館を積極的に利用してもらえるような

施策を期待したい。

⑤昨年同様、スタッフの対応や蔵書あるいは清掃状況に関しての利用者の満足度は大変に高く、

昨年よりも更に満足度は増加している。これらの分野における図書館運営業務実施者の業務内

容を高く評価するとともに、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)地域開放運営業務について

1)事実

 開館から３年目の推移を見ると、月平均値としてアリーナの利用者数は 700 名～800 名、武

道館は 300 名～400 名、スタジオは 300 名弱、トレーニング室は 500 名～600 名いう数値が見

て取れる。開館当初に比べて、また昨年と比べても確実に利用者は増加している。地域開放プ

ログラムの参加者も増加しており、特に任意提案プログラムの増加は著しい。一方で会議室や

研修室の利用は増加しているが、大きく伸びていない。

 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 63%、主婦は 21%。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９割、目的は練習・トレーニングが 73%で教

室参加者は１割ほどである。

 図書館に比べて利用頻度が高く、70%の人が体育館を週に１～2 回利用している（図書館の利

用者は月に 1～2 回の利用が 6 割弱）。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 7 割弱の人が 1 時間～2 時間の利用である。スタッフの対応や清掃状況には概ね満足して

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満足度は概ね高

く、大きな問題はないと判断する。しかしながら気になる点は、トイレに不便を感じる利用者

が昨年の 5%から今年は 11%に増加していること、及び清掃状況に満足している利用者は昨年が

93%であったのが今年は 47%に大きく減少している点である。またスタッフ対応の「満足」も

昨年よりも微減している。いわゆる接遇などのソフト面での満足度が軒並み減少していること

は何かしらの要因があることに間違いはないであろう。トイレ関係あるいは清掃に関しては維

持管理業務の範疇であるため、アンケートの結果を踏まえ、地域開放運営業務実施者は維持管

理業務実施者とともに要因分析及び改善対策を施すべきである。

②最大の課題は利用者数をいかに増加させるかであろう。昨年よりも増加したといってもまだ

まだ伸ばせる余地はある。昨年も指摘したが、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、

地域開放運営業務実施者にとって大きな課題である。アンケートの中で「利用するきっかけ」

で「友人のすすめ」という利用者が昨年比 1.5 倍である。友人連れやグループでの利用が増加
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しているという点に利用者増加のヒントが隠されているのではないだろうか。

③任意提案プログラムの利用が急増している。任意提案プログラムの主な内容は「へキサスロ

ン」「キッズ運動教室」「バレトン＆ストレッチ」「心と体をほぐすストレッチ」「リズム体操」「鉄

棒教室」「子ども創造力育成ワークショップ」などである。任意提案プログラムは地域開放運営

業務実施者の独自のアイデアにより開催されるものであり、これらのプログラムへの参加者が

増加しているということは、地域開放運営業務実施者が利用者のニーズに応じたプログラムを

実施しているということであり評価すべきことである。今後も利用者のニーズに的確に対応し

たプログラムを提供し、利用者を増加させることを期待したい。

④図書館運営業務と同様、他市町在住の利用者が増加している。好ましい傾向であり、地域開

放運営業務実施者の努力を評価したい。体育館やトレーニングマシンに関しては他施設と大き

な差別化はできないと思われるが、前述の任意提案プログラムというソフトの部分は他施設と

大きく差別化できる領域である。他市町からの利用者を呼び込むために、より魅力的なプログ

ラムを提供していくことを地域開放運営業務実施者に期待したい。他市町からの利用者が増加

すれば本事業の目的である町の活性化に大きくつながるであろう。

⑤今年から地域開放運営業務に関しては利用者だけではなく施設別稼働率を月次業務報告書に

記載されている。体育館の利用はスポーツの種類により参加人数が大きく変動するため、利用

者数よりも稼働率の方が施設利用状況を正確に把握できるという理由であり、妥当な判断であ

ると当職は評価する。平成 27 年 4 月から平成 28 年 1 月までの稼働率を分析すると、全ての施

設において概ね昨年度よりも今年度の方が稼働率は上昇している。しかしながら注意すべきは、

アリーナ・武道館・スタジオ全てにおいて稼働率は平日の方が土日よりも高いという結果であ

る。土・日曜日は平日よりも利用者が多く稼働率も高い、と一般的には思われるが、この逆転

状況の要因は何であろうか。地域開放運営業務実施者においては、いかにして土・日曜日の利

用促進増加を図るかを検討すべきであろう。

また、アンケート及び利用者からのヒアリングにおいては以下のように両運営業務実施者を

好評価する利用者の意見が出されている。

図書館運営業務に対しての好評価意見 地域開放運営業務に対しての好評価意見

・本が新しく陳列もわかりやすいので利用しやすい

・町内に図書館ができてとても嬉しい。子供がたくさ

ん本を読めるようになって喜んでいる

・本の予約をする時に親切に手続きをしてくれた

・丁寧な対応でいつも気持ちよく利用している。図書

館ができて本当に良かった

・いつも丁寧に対応してくれている

・毎回図書館まつりの企画を親子で楽しみにしている

・いつも気持ちよく利用している。手作り作品のイベ

ントも大好きで親子で楽しみにしている

・静かで清潔な環境で学習できる環境が整っている

・スタッフの人が、いつも感じがいいです

・トレーニング室大好きです。これからも続けてくだ

さい

・膝の動きが良くなってうれしいです

・レッスンに来るのが楽しみです

・肩こり、腰痛はほとんど気にならなくなりました

・体操をした日は体が軽いです

・美しくきれいな施設でとても良いと思います
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図書館運営業務に対しての好評価意見 地域開放運営業務に対しての好評価意見

・子供が休みの日に勉強をしによく来ている。やる気

になるようである

・集中して勉強できる

・本が読めて知識が広がって嬉しい

・動く絵本に子供が興味を持った。自分で動かせるの

で面白いようだ

・デジタル絵本があり子供が退屈しない

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地域再生協議会分科会（以下、定例会という）を開催している。同

時に定例会では、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。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 27 年 3 月の定例会から平成 27 年 12 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（下線部分はまんのう町からの回答）

維持管理運営協議会

H27.4.13 a)kobo の利用が少ないことについて、

今後どのように利用を促進していくの

か、具体的な施策はあるのか。

b)会議で指摘された以下の中学校舎の

不具合についてその後の対応はどうな

っているのか。

①普通教室のホワイトボードの固定化

②事務室と校長室のドアクローザーの

とりつけ

③メイングランドの水はけの悪さ

a)満濃中学校への貸し出しを考えている。昨年来の

計画であるが、話を進めていた教頭先生が異動にな

ったため、まだ実現されていない。

b) 

①普通教室 15 室の固定化は平成 27 年 4 月 25 日で

完了している。

① 平成 27 年 5 月 23 日に完了している。

③平成 27 年 6 月 23 日以降、集水暗渠の埋設状況の

確認後、水はけの悪い部分の下層砕石路盤をほぐし、

真砂土の抜き替えを実施した。平成 27 年 6 月 25 日

完了した。なお、水たまり又はぬかるみは維持管理

業務にて継続して改善する。
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月 日 当職からの質問事項 回  答（下線部分はまんのう町からの回答）

④厨房西南側グリストラップ周辺の汚

れ

⑤水たまり

ｱ)図書館東教職員駐車場

ｲ)生徒出入口付近インターロッキング

ｳ)ランチルーム西側階段部分インター

ロッキング

⑥学校スクールプロムナードの西側フ

ラッグポールの傾き

⑦教職員駐車場内「防火水槽」看板の錆

⑧学校グランドの水はけ

c)不明本率 0.008％という他図書館と比

較して驚異的に低い不明本率を達成で

きている要因は何か

d)未返却の本が 18 冊ある。この 18 冊に

ついてどのような対応をしているのか

e)図書館のイベントについて

ｱ)今年度の数値目標は設定しているの

か

ｲ)来館者数と貸出数の前年比較はどう

なっているか

ｳ)イベント等のインストラクターは誰

に依頼したのか

ｴ)まんのう町に起案書を提出している

か

④1 回目、洗剤と高圧洗浄機にて清掃したが完全除

去に至らず。平成 27 年 6 月 19 日、再度高圧洗浄機

にて実施して除去作業を終了した。

⑤

ｱ)アスファルト舗装のレベル調整にて作業終了（平

成 27 年 6 月 30 日）

ｲ)インターロッキングのレベル調整にて作業終了

（平成 27 年 7 月 10 日）

ｳ)インターロッキングのレベル調整にて作業終了

（平成 27 年 6 月 30 日）

⑥フラッグポール西端の傾きについて基礎から調整

し修正作業を完了（平成 27 年 7 月 31 日）

⑦ポールを交換して作業終了（平成 27 年 8 月 19 日）

⑧上記③と同様

c)不正持ち出し防止ゲートを設置して貸出漏れや盗

難を防止している。その他、窓に鍵をとりつけて窓

からの盗難を防止している。物理的措置以上に利用

者と図書館員との信頼関係の構築、まずは親しくな

るということを心がけている。親しい者の間柄から

は不正は生まれにくいと考えている。

d)返却された本もある。未返却本は引き続き電話連

絡等で督促をしている。

e) 

ｱ))数値目標は設定していない。

ｲ)来館者数と貸出数の前期比較は以下である。

         来館数      貸出数   

昨年  今年   昨年  今年

周年イベント 523 人 531 人  819 冊 804 冊

図書館祭り   687 人  651 人  853 冊 741 冊

ｳ)インストラクターは町の承認を受けた外部ボラン

ティア団体（人）が行った。費用は一部旅費を支給

した以外は発生していない。

ｴ)当職が A4 用紙のパンフレット付のイベント起案

書が作成されていることを確認した。
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月 日 当職からの質問事項 回  答（下線部分はまんのう町からの回答）

f)電子書籍の購入について今年度の方

針はどうなっているのか

f)平成 27 年 8 月 10 日に「動く絵本」を 40 タイトル

購入した。今後も購入を継続していく方針である。

H27.5.13 a)懸垂幕のアイボルトについて、維持管

理業務実施者から指摘された問題点の

詳細と想定されるリスク及び対応策を

聞きたい

b)空調使用時の「温度」「時間」の学校

職員からの報告状況はどうなっている

のか

c)破損した i-Pad の現状と対応及び同様

の事例が生じた場合の今後の方針はど

うなっているのか

d)会議で指摘された以下の中学校舎の

不具合あるいは要望についてその後の

対応はどうなっているのか。

①校舎西下足室西と階段北付近のイン

ターロッキングの水はけの悪さ

②校舎棟アリーナ渡り廊下の校舎側グ

レーチング付近の水はけの悪さ

③トイレつまりの発生

④校長室と事務室東窓の遮光対策

⑤駐輪場における強風時の自転車転倒

防止対策

⑥駐輪場蛍光灯取付金具の錆

⑦側溝蓋のがたつき

a)懸垂幕を留めるボルトが図書館南壁から出てい

て、通行人がつまずく可能性があるということでボ

ルトを取り外した。これで問題はないと考えている。

b)月単位のシートを配布して記入を依頼しているが

徹底されていない。中央監視盤にて稼働状況の把握

はできている。

c)現状では取り決めは無い状態であり、今後対応を

すべき事項である。

d) 

①インターロッキングのレベル調整をした。平成 27

年 7 月 10 日、作業が終了している。

②下地勾配調整をした。平成 27 年 8 月 29 日作業が

終了している。

③原因の調査をして対応済みである。今後頻繁に起

こるようであれば流量調整をして対応する。平成 27

年 7 月 23 日、規程流量下における紙量のトイレッ

トペーパーを実際に流し、検証をした。

④平成 27 年 8 月 10 日、ブラインドの取付を完了し

ている。

⑤対応の予定はない。理由は、当初の設計通りの仕

様であること、スペースの問題と予算の問題がある

ためである。対応策としては交互に駐輪する、上下

に駐輪する方法があるが、その方法では、むしろ危

険性が増すのではと憂慮している。

⑥平成 27 年 8 月 24 日、全てステンレス製へ取替を

完了した。

⑦平成 27 年 7 月 4 日～10 日の間に破損蓋の交換と

点検確認して調整が終了した。

H27.6.10 a)情報技術活用システム関連業務受託

企業者の体制変更後の体制表は提出さ

a)平成 25 年 7 月 1 日、まんのう町に提出済みであ

る。
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月 日 当職からの質問事項 回  答（下線部分はまんのう町からの回答）

れているか。

b)休校時の補修工事の管理体制につい

て中学校側から的確な対応を求められ

ていた。工事中における管理体制とその

結果に問題はなかったか。

b)学校側と協議をし、工事日程を決定して施工した。

問題は発生していない。

H27.7.10 a)会議室と研修室の予約システムの予

約数は月 30 件を超えているが、地域開

放の稼働率が 15%。報告内容に差があ

るとの指摘への対応はどうなのか。

a)予約受付窓口の社会教育課で事前予約を入れて押

さえているため、稼働率との相違が生じている。双

方認識済みである。

H27.8.7 a)会議で指摘された以下の中学校舎に

かかる要望について、その後の対応はど

うなっているのか。

①厨房南面の両扉の遮光フィルムのは

がれ

②校舎からアリーナの渡り廊下で降雨

の際、移動時に濡れる。

③非常用発電機の看板の錆

b)悪天候などによる臨時閉館の基準作

成はどのように進展しているか。

a) 

①調理テーブルが接触する部分を保護するようにス

テンレス板の取付を実施した。

②対応はしない。理由は、当初設計通りの仕様であ

ること、天井を延伸するためには予算措置が必要で

あること、仮に天井を延伸したとしても強風雨時に

は効果はないと思われるためである。

③維持管理会社にて補修対応済みである。

b)社会教育課と協議中であり進展はない。

その他 a)地域開放運営業務の報告書から

①「利用者の声」を業務の評価方法とし

ているが、「利用者の声」の集計はして

いるのか。しているのならば、その内容

は何か

②会議室・研修室の利用が増加しつつあ

る。その要因は何か

③任意提案プログラム参加者がこの 1

年で確実に増加している。その要因は何

か

b)図書館運営業務の報告書から

①新規登録数は確実に減少。対策は？

②総登録者数は？

a) 

①利用者との懇談会を実施し、利用者の意見として

報告書にまとめている。当該報告書は当職が確認し

た。

②利用者としての登録をしなくても利用できるよう

になったことが要因だと考えている。

③プログラムの数と種類が増加したことと、参加者

の少ないプログラムを廃止したことが要因であると

考えている。

b) 

①町内の小中学生の図書館見学時に新規登録を勧め

ている。また、JA・スーパー・デイサービスセンタ

ー・公民館などに出かけて登録を呼びかけている。

②平成 27 年 12 月 16 日現在、6,894 人である。

H27.9.10 地域開放運営業務のアンケート（利用

者の声）において冷暖房無料化の要望が

多くあがっている。この件について、町

空調使用料は受益者負担の視点から無料とはして

いない。
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月 日 当職からの質問事項 回  答（下線部分はまんのう町からの回答）

の方針はどのように対応するか

H27.10.9 a)ランチルームの水銀灯の不点灯につ

いて、その原因と調査結果を聞きたい

b)中学生の図書館利用で放課後での利

用促進を考えているとのことであるが、

具体的にどのような方策を考えている

のか

c)地域開放運営業務のアンケート（利用

者の声）において回数券を実施してもら

いたいという要望がある。この要望につ

いて、町及び PFI 事業者は今後どのよ

うな対応をとる予定か

d)図書館運営業務において、蔵書数 6 万

冊を超えると廃棄ということであるが、

廃棄の基準はあるのか。あるならばどの

ような基準か。

6 万冊を超えると廃棄する理由は、ス

ペースの問題なのか、それとも条例によ

り決定されているのか。

 廃棄ではなくリサイクルなどの方策

は考えられないのか。

e)図書館運営業務において、選書は町の

方針に則って㈱リブネットが行ってい

るとのことである。選書を行う体制（メ

ンバー）、選書方法、決定過程（議事録）

を知りたい。

また、他の図書館で問題になった売れ

残り本の購入事実について、問題の事実

関係の詳細とその後、どのような対応が

なされたのを知りたい。

a)落雷が原因による「雷サージ電圧」が内部基盤に

影響し損傷したものと考えられる。

b)毎月中学校に出向いて新刊紹介を行っている。図

書館イベント時には中学生ボランティアを募り、図

書館に親しんでもらう働きかけを行っている。

c)平成28年4月から回数券の運用を開始する予定で

ある。

d)廃棄基準は「年間業務計画書」に以下の基準が記

載している。

ｲ)破損・損傷が著しいもの

ﾛ)記載されている内容・表記等が古くなり、利用価

値の失われたもの

ﾊ)最新の学説や理論が採用されていない図書資料

で、史的資料としても利用価値のないもの

ﾆ)カラー図書資料の変質が著しいため、誤った情報

を提供することが明白なもの

ﾎ)利用頻度の著しく低い複本で保存分を除いたもの

また、リサイクルの実施・活用は可能である。

e)週に一度スタッフ全員が一人 10 冊程度候補を選

び、その中から協議し絞り込みを行い纏めたものを

㈱リブネット本社・サポートセンターで専門スタッ

フがチェックしている。また、JV（ジョイント・ベ

ンチャー）の宮脇書店からは毎週、新刊全書紹介や

宮脇書店におけるベストセラーの紹介を受けて選書

に生かしている。

 佐賀県武雄市図書館が民間企業に業務委託し開館

した際、蔵書購入で違法な支出があったとして 2016

年 1 月 14 日に住民訴訟を起こしている。原告によ

るとオープン時の蔵書費用として図書 1 万冊を

1958 万円で購入予定であったが実際には 756 万円

分しか購入せず、残りは館内の安全対策に使われ、
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月 日 当職からの質問事項 回  答（下線部分はまんのう町からの回答）

購入した本も委託企業のグループ会社が取り扱う古

本が中心であり、初期蔵書費用全額が違法であると

主張している。なお、原告は 2015 年 10 月に住民監

査請求をしたが、市監査委員会は「協議の上予算内

で行われており流用ではない」と請求を棄却した。

H27.12.11 太陽光発電が 11 月は例月の半分以下

になっている。その理由を聞きたい

日照量が例月の半分以下であったためとの報告を

維持管理業務担当者から受けている。（10 月と 11 月

の日射量・天候記録表の提示があり当職が確認した）

また、上記定例会の報告に関連して kobo 利用について、当職から図書館事業者に追加の質問

を行った。その結果を以下に記載する。

当職からの質問事項 図書館運営業務実施者からの回答

kobo 導入の経緯 図書館における電子化が今後進んでいくことを鑑み、電子図書化に対

応する手段の一つとして、図書館運営事業者が楽天㈱に kobo の寄贈を依

頼し、導入したものである。

まんのう町立図書館での kobo 利用

は青空文庫のみの利用にとどまっ

ているのか

「青空文庫」のみである。

これからの社会の趨勢として kobo

利用は高まっていくと考えられる

か

 現在はスマートフォンの普及が著しく、kobo の利用が飛躍的に高まる

ことはないにせよ、小中学校が実施する「並行読書」に利用できるため、

団体貸出での利用は増加すると思われる。

日本における kobo の利用数（販売

台数）や台数の伸び率は把握してい

るか

正確な数字は不明であるが、2013 年度末までの販売台数は約 150 万台

との情報がある。その数は年々増加しており、2010 年度から右肩上がり

で概ね前年比 150%の伸び率となっているようである。

kobo の利用を促進することが中学

生の将来に役立つと考えられるか

平成 24 年 4 月より「中学校学習指導要領」が全面実施され、国語科の

基本方針に「言語活動の充実を図った授業への改善」が盛り込まれてい

る。その改善の手立てとして「並行読書」が取り上げられており、授業

で教科書以外の本をクラス全員が読む必要がある。そのため中学校では

多数の複本を購入することになるが、kobo があれば複本の購入の必要が

なく授業が行え、かつ複本の同一本閲覧が可能になるため国語力アップ、

ひいては将来に役立つものと思われる。

i-Pad の利用は中学校でも高まって

いるが、その準備段階としての利用

で kobo は役に立つか

i-Pad と kobo は利用目的に違いがあるため、利用者に対しては違う形

でのアプローチが必要になる（i-Pad はインターネット主体、kobo は団

体貸出用）。

kobo に対しての図書館事業者とし

て意見・感想など

kobo は団体貸出としての利用、あるいは初めて電子書籍にふれる機会

を創出できることなど、電子書籍の入門機器としての役割は十分に果た

せるものと考えている。現時点では利用者からの不満等もなく、特段の

デメリットは感じられない。
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２．監査の結果

 以下の事項を指摘する。

1)kobo の利用について

kobo（コボ）とはカナダのトロントを本拠とする電子ブックリーダーと電子書籍を販売する

会社名であり、元々は「インディゴ・ブック・アンド・ミュージック」の一部門であったもの

がスピンオフして設立された会社である。2012 年に楽天㈱が買収し、現在 kobo（コボ）は楽天

㈱の子会社「Rakuten Kobo Inc」として事業を展開している。楽天㈱は 2012 年 7 月、日本向

け電子書籍リーダー「kobo Touch」を発売、また同時に「楽天 kobo イーブックストア」でコ

ンテンツの配信を開始した。当初は電子書籍リーダー自体の不具合等や日本語書籍数の少なさ

など、諸問題を抱えながらの事業開始であったようである。（以上、フリー百科事典 ウィキペ

ディアから引用。以下、kobo はまんのう町立図書館に導入された電子書籍リーダーのことを意

味する）。今回、kobo がまんのう町立図書館に導入された経緯は上記に記載したとおりである。

kobo の利用が低迷している要因であるが、やはり i-Pad が利用者の人気が高いということに

尽きるであろう。まんのう町立図書館でも i-Pad を 17 台保有し、うち 8 台を貸出しているが、

特に中学生の人気が高く多くが貸出状態であるとのことである。しかし中学生の利用実態を見

れば、主にインターネットの利用がほとんどであり学習用に利用されているわけではない。

このような i-Pad の利用実態と並行読書という今後の国語教育の方向性及び国語教育におけ

る kobo の利便性を考えると、kobo の利用を廃止し全面的に i-Pad 利用に移行するというのも

いささか無理がある。業務範囲外ではあるが、kobo 利用による図書館運営業務実施者の負担感

も少ないということであり、これからも中学校教育の中で kobo 利用を進めていくことに問題は

ないと当職は判断する。

2)電子機器の修理と更新

今年 i-Pad の一台が破損したが、現在も破損のままで修理等の対応はとられていない。この

ような破損等が生じた場合には「学校現場での判断」により修理等の実施を決定する。今回の

ケースでは、一台の破損では教育現場に大きな支障が生じていない、ということで修理等の対

応を取っていない。

また、昨年の外部監査報告書でも指摘したが、i-Pad のみならず既存のデスクトップパソコン

の更新についての方針は未だ決まっていない。パソコンの耐用年数はおおむね 5 年。満濃中学

校等への導入後すでに 3 年を経過し、これから修理等が増加すると考えられる。保守契約入っ

ていないためスポット対応になり修理代等は割高になる。今後の方針を早急に定めるべきであ

る。一案として、保守契約をしない代わりにローテーションにより何年かごとに新規パソコン

を導入していくという方法もある。まんのう町は早急に電子機器類の更新計画を策定すべきで

ある。

3) 駐輪場の自転車防止対策と渡り廊下の降雨対策

満濃中学校からの要望である駐輪場における強風時の自転車転倒防止対策及び校舎からアリ
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ーナの渡り廊下で降雨対策という課題に対し、PFI 事業者側では対応をしないという結論であ

る。当職はこの 2 件について現地にて実地検証をした。その結果、当職は FPI 事業者の「対応

しない」という決定については妥当であると判断する。理由は上記に記載している PFI 事業者

の説明の通りである。駐輪場においては対応しようにもスペースの問題があり、スペースを確

保しようとすれば自転車を交互あるいは上下に駐輪させる必要がある。上下に自転車を駐輪す

ると強風時には更なる危険性が増す可能性もある。また、校舎からアリーナへの渡り廊下の降

雨対策のために屋根をつけることは大掛かりな工事となり多額な費用が必要となるだろう。そ

の効果と費用を考えれば追加の取り付け工事をすることは現実的ではないと判断したことは合

理的である。

4)選書基準について   

平成 28 年 1 月 7 日の四国新聞の記事に次のような特集が掲載された。以下は要約である。

「佐賀県の武雄市図書館は指定管理事業者の『カルチャー・コンビニエンス・クラブ（以下、

CCC）』が運営しており、コーヒー片手に雑誌が読めることもあり 2013 年のオープン時から来

館者に大変な人気がある。しかしながら 10 年以上前の資格試験問題集や埼玉のラーメン店ガイ

ド本を CCC 出資の古本店から購入しており、関連会社であるツタヤの在庫処分と批判された」

 図書館運営業務実施者は当該問題を受け、10 月 9 日の維持管理運営協議会の月次報告の中で

「選書に関しては、他の図書館で古い売れ残り本を購入していたことが問題になっているが、

㈱リブネットではベテラン司書を選書のサポートデスクにおくなど体制を整備しているので、

そのような事象を防止する体制が構築されている」と報告している。当職は、図書館運営業務

に係る選書基準に関して図書館運営業務実施者に質問等を行った。その回答は上記の通りであ

る。

選書基準に関して当職の見解としては、現状の選書の仕組みで問題ないと判断する。武雄市

のケースでは指定管理業者が指定管理業者のグループ会社から本の購入をしたという、いわば

内々の取引の中で発生した事件である。まんのう町立図書館の場合には、図書館運営業務実施

者である㈱リブネット社から購入するものではないこと、購入する本を選定するメンバーの中

に購入先である宮脇書店が含まれていないこと、選定するメンバーは図書館の複数スタッフで

あり、かつ選定した本を第三者であるリブネット本社スタッフがチェックすることで複数の監

視が入ること、宮脇書店はあくまで新刊情報の提供をしているのみであること、等により武雄

市のような問題は生じないと判断する。

一方、武雄市で発生した「図書購入予算を他の備品等の購入に流用した」という問題につい

ては、まんのう町立図書館においても予算使途の透明性が確保できる体制が必要である。本事

業においては維持管理運営協議会が購入業務執行の適正性をチェックし、武雄市のような事態

を生じさせないための機能を果たす役割を担っていると考えられる。維持管理運営協議会はま

んのう町の職員及び複数社の PFI 事業者から構成されており、相互牽制ができる仕組みになっ

ているので問題はないと考えられる。
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第５章 満濃中学校に関する監査

１．監査の概要

 本事業は体育館及び図書館の施設整備に加えて、満濃中学校の校舎及び運動場等の整備（以

下、学校施設等という）並びに整備施設の維持管理に係る業務もその対象となっている。過去 3
年の個別外部監査においては、校舎等の建築期における監査を除き、学校施設等の監査は行っ

ていない。現在、新校舎による学校運営が始まってから 2 年が経過している。今年度の個別外

部監査において学校施設の管理状況の監査を行うと共に、学校活動と図書館運営業務及び地域

開放運営業務がどのように連携し、その結果どのような効果が生じているのかについての監査

を行った。

1)満濃中学校の概要

 満濃中学校は、校訓を「向学（根気よく学び続けられる生徒）、誠実（素直な心をもって人や

物事に接することができる生徒）、信愛（仲間を信じ、ともに成長できる生徒）」と定め、教育

目標を「自ら考え、自ら行動」として「本気、元気、根気」をスローガンに掲げている。学校

の構成要因は、平成 27 年 5 月 1 日現在以下の通りである。

男性 女性 合計

1 年生 87 人 69 人 156 人

2 年生 62 人 62 人 124 人

3 年生 84 人 62 人 146 人

教職員 20 人 31 人 51 人

注）教職員のうち、先生・講師は 38 名であり、残りは事務員・調理員（給食調理）・特別支援員

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、維持管理業務に関し業務要求水準を策定している。学校施設等の維持管理に関しても PFI
事業者は当該要求水準に則して業務を遂行していくべきであり、当職も当該要求水準書を監査

基準として今回の監査を行った。

今回の監査対象者はまんのう町教育委員会を通じ人選を行った。結果、篠原校長、渡辺教頭、

宮武教務主任及び吉川事務主任の 4 名に対してインタビューを実施した。

＜建物（校舎）施設＞ 学校関係者からの回答

１ 建物の性能・機能は適切に維持で

きているか

適切に維持できていると判断している

２ 建物の安全性に問題ないか いくつかの改善事項はあった（例 1：出入り口付近に車いす用の手

すりをつけていなかったため、PFI 事業者に依頼して取付けてもら

った。例 2：階段の手すりに隙間があり、指が入るような切れ目が

入っていたために修繕を依頼した）。このように問題点・改善事項

は発生の都度 PFI 事業者に対応を依頼し、都度対応ができているの

で問題はない

３ 建物の美観に関しては問題ないか 問題はない。年 1 回、大事な学校行事（卒業式、入学式）に向けて

床のワックスがけや窓の清掃等を行ってもらっている
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＜建物（校舎）施設＞ 学校関係者からの回答

４ 建物の破損や劣化に迅速かつ適切

に補修等の対応をしているか

適切に対応ができていると判断している

５ 建物に錆やカビの発生状況はどう

か

現時点ではカビや錆等の発生はない

６ 扉の開閉（自動扉を含む）に問題

はないか

問題はない

７ 施錠は適切にされているか 通常は学校関係者が施錠等行っている。休日に工事等を行う場合に

は PFI 事業者に依頼している。今までに施錠に関しての問題は発生

していない

８ 維持管理業務をする際に、学校の

活動に支障をきたしていないか

（邪魔になっていないか）

支障をきたしたという事例はない。PFI 事業者は学校と事前に打ち

合わせをして実施している

９ クレームや要望の届け先がどこな

のかわかっているか

一義的には町の教育委員会に届けている。緊急の場合には直接 PFI

事業者に通報し、その後町の教育委員会に届けている

10 クレームや要望は迅速に町に届け

られていると思うか

迅速に届けられていると判断している

11 クレームや要望への対応は適切に

処理されていると思うか

適切に処理されていると判断している

＜建物設備維持管理＞

１ 設備の維持方法・維持の現状に問

題はないか

問題はない

２ 冷暖房などの稼働状況に問題ない

か。快適に学校活動が行えるか

問題はない。PFI 事業者と連絡を取り合って、教室の特色・授業の

性質等を加味しながら、適切な温度調整を行っている。空調の温度

設定は夏 28℃、冬 22℃である

３ 設備の劣化に迅速かつ適切に対応

しているか

適切に対応していると思われる

＜外構施設維持管理＞

１ 外構施設の性能・機能は適切に維

持できているか

適切に維持できていると判断している

２ 外構施設の安全性に問題ないか 問題はない

３ 外構施設の美観に関しては問題な

いか

問題はない

４ 外構施設の破損や劣化に迅速かつ

適切に補修等の対応をしているか

迅速かつ適正に対応してくれている（例：校庭のヤシの木が傾いた

際、バリケードにより安全性を確保し、その後植え替えをした）

５ 扉の開閉（自動扉を含む）に問題

はないか

問題が生じた際には適切に対応をしてくれている

６ 施錠は適切にされているか 外構施設に関しては PFI 事業者が施錠することになっている。今ま
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＜建物（校舎）施設＞ 学校関係者からの回答

でにし忘れということはない

７ 維持管理業務をする際に、学校の

活動に支障をきたしていないか

（邪魔になっていないか）

支障をきたしたことはない

８ 植栽の状態は良好と思われるか 問題はないと判断している

９ 水遣り・除草・施肥は適切に行わ

れているかと思うか

適切に行われていると判断している

10 植栽は茂りすぎていないか。剪定

は適切に行われていると思うか

問題なしと判断している。学校の大事な行事（卒業式・入学式）に

合わせて剪定をしている

11 倒木の危険性はないか 危険性はないと判断している

＜清掃・環境管理＞

1 清掃は学校活動の妨げになってい

ないか

問題はないと判断している

2 清掃担当者の服装は適切と思われ

るか

適切であると判断している

3 各室の施錠の確認は行われている

か

通常は学校関係者が行う。休日に学校施設を利用する場合には PFI

事業者に依頼している。今までに問題はない

4 各室の消灯は適切に行われている

か

同上

5 各室の火気の始末は適切に行われ

ているか

同上

2)本事業のうち学校関係全般に関する監査

当職からの質問 学校関係者からの回答

1 PFI 事業者に対する日常業務遂行

上及びトラブル対応時の評価

維持管理業務実施者、情報処理業務実施者、図書館運営業務実施

者及び地域開放運営業務実施者のすべての業務者について、日常業

務及びトラブル時の対応に関し、学校側は満足している。高く評価

している

2 学校施設等、ハード面についての

評価及びこれからの要望点

 概ね満足している。ただし、いざ使ってみると「設計時にこうし

ておけばよかった」という箇所はいくつかある（例：校長室につい

て①網戸がなかった、②部屋が東向きであったため午前中は日光に

よりパソコン画面が見えにくい、③ブラインドをつけていないため

パソコン情報が外を通る人から見える可能性がある、等）。なお、

これらは PFI 事業者と協議をして無償にて追加設置してもらい現

在では解決している。

 今後出てくるであろう要望点は、これまでと同様、維持管理運営

協議会にて提言していくことを考えている。
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当職からの質問 学校関係者からの回答

3 図書館運営業務と学校活動との連

携について

①図書館運営業務と学校活動との

連携事例

②学校図書館と町立図書館と一体

利用について、学校側の考え

③今後実施を期待される連携事業

は？

①学校と町立図書館との連携事業としては、図書館側から学校へ蔵

書の紹介や職場体験の受け入れ、学校からは読み聞かせのボランテ

ィア参加、図書館祭りのボランティア参加などがある。また、生徒

が興味ある本について POP（紙を媒体とした広告物あるいは商品説

明書）を作成して来館者に紹介しているコーナーがあるが、これは

大変好評を博している

②学校から教育委員会に対して両図書館の一体利用をお願いして

いる。学校側としてはぜひ実行したい。学校図書館に司書を配置し

てくれれば一体利用が進むのではないかと考え、図書館運営業務実

施者に司書設置の依頼と見積を依頼している

③現状の連携活動を続け、また新たな連携活動を期待したい。Kobo

の利用についての話は進んでいない

4 体育館運営業務と学校活動の連携

について

①MMクラブについて

②会議室・研修室の活用について

③今後実施が期待される連携事業

は？

①MMクラブにおける連携は機能していない。MMクラブが有意義

なものではない、というのではなく地域開放運営業務実施者と学校

側、双方の時間的・人的調整がうまく折り合っていないということ

である。

②学校側としては、運動大会や文化活動があった時の控室、他中学

校との会議、教師の研修場所として利用している

③体育館については優先的に使用させてもらっているので問題はな

い。今後の要望もとくにない

5 PFI 事業全体に関する、今後の要

望事項

本事業は 25年間に亘って続けられる。その間に担当者の交代は当

然にありうる。その際の引きつぎがスムーズに進むかどうか不安で

ある。例えば、学校側と PFI事業者との仕事内容の割り振りに関し、

話し合いをした当時の担当者間の合意が、果たして担当者が交代し

ていく間、正確に引き継がれるだろうか。合意書などの文書化はし

ておくのだろうが、文脈に記載されきれない内容や文字解釈の認識

のズレなどにより、合意当時と合意内容が異なっていくのではない

か、危惧している

２．監査の結果

 維持管理業務実施者、情報技術活用システム関連業務実施者、図書館運営業務実施者及び地

域開放運営業務実施者のすべての業務実施者について、日常業務及びトラブル時の対応に係る

業務の遂行状況に関して学校側は満足し高く評価している。満濃中学校に従事する PFI事業者
の業務品質は問題なしと判断する。これからも現状に満足することなく、さらに品質を向上さ

せてより高い評価を続けられるよう PFI事業者に期待したい。
しかしながら、より品質を高めるため、学校側の満足度を高めるために今回の監査において
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以下の事項が指摘できる。関係者間においての検討・改善等を期待したい。

1)町立図書館と学校図書館の一体利用
 過去の外部監査において指摘してきた事項である。まんのう町側も一体利用を実現するため

に学校図書館に人員を配置する予定であり、予算処置を行っている。一体利用に向けて前進し

ている。

今後の課題としては、蔵書の紛失防止ため ICチップをつけることによる蔵書管理が必要にな
る。学校の蔵書数は約 15,000冊、ICチップは 1個 100円であるから、150万円の予算も必要
になる。加えて、町立図書館との一体利用となると学校の図書館にも民間人が自由に立ち入る

ことができることになる。学校のセキュリティー管理も検討すべきである。

2)教育環境と学校教育
 本事業により新校舎が完成し、校舎あるいは周辺環境等のハード面は最新の施設になり多く

の人の満足度は高くなったと理解できる。さらに本事業においてはハード面の管理業務を PFI
事業者が行うという、制度としての PFIならではの付加価値が生じている。つまり学校の先生
が本来の目的である「教育」により集中できることである。例えば他の学校では、「体育館の電

球が切れた」場合には学校の先生が取替え作業をしなければならない。体育館の天井は高所に

あり、先生は身の安全を考慮した作業を強いられる。あるいは校舎の窓ふきも、高い場所の場

合には生徒の安全を考えて先生がしなければならない。本事業ではこのような作業は PFI事業
者に任されている。そのために先生の施設管理作業がなくなり本来の業務に専念できる。学校

側もこの点を高く評価している。

3)本事業遂行期間中の正確な引継ぎの実現について
PFI事業全体についての要望事項として「25年間に亘って続けられる本事業において、担当

者が交代した場合の引きつぎがスムーズに進むかどうか不安」というコメントがあった。

PFI事業者、教育委員会あるいは学校の教職員は、人事異動や退職等により担当者が交代す
ることは当然にありうる。実際、本事業が開始してからの 3年間でも複数の担当者が交代して
いる。引継事項の文書化と共に、申し渡し事項の引継を経験的に正確に行うことが求められる。

4)学校校舎新築に関する情報の共有化
 前述したように学校関係者の PFI事業者に対しての評価は大変高い。しかしながらハードと
しての学校校舎の建物自体については 100%満足ではなく「もっとこうした方がよかった。これ
を備えておくべきだった」という反省点は発生している。設計段階では設計者あるいは学校関

係者が自身の経験を踏まえて「これが理想の学校校舎だろう」と考えて建築したが、実際に使

ってみると、前述のような反省点が発生することは、ある程度仕方がないことである。使って

みて初めて気づくことが現実であり、この点については誰の責任でもないであろう。

 ここで重要なことは、この反省点なり改善点等の情報の共有化である。これらの情報を満濃

中学校内、あるいは当事者間内のみで所有するのではなく、評価すべき点と反省点のまとめを
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文書化し、これから校舎新築を計画している他の学校関係者と情報共有ができないものであろ

うか。満濃中学校には複数の他の学校関係者が、新校舎建築の参考にと見学に来ているようで

ある。各学校単位での情報収集ではなく、情報をとりまとめて多くの学校関係者が新築に関す

る情報を共有できる場があれば、より理想に近い校舎が建築できるのではないか。

5)情報処理システムの利用について
 昨年の監査において図書館運営業務実施者から「kobo利用が低迷している。その改善策とし
て中学校への kobo貸出を検討中」との報告を受けた。今回学校関係者に対して koboの利用に
関して質問したところ、まだ図書館運営業務実施者から具体的な提案はなされていないようで

ある。図書館運営業務実施者は IT教育の一環あるいは並行読書のツールとして学校側に積極的
な提案をすべきであろう。 

一方、学校においては i-Padの利用は進んでおり、時としてダブルブッキングが発生してい
るようである。IT教育を進めるためにも i-Padの利用が増加している現状を踏まえ、まんの
う町は新規購入のための予算措置を考えるべきであろう。

さらに重要なことは、使用開始から 3年を経過しつつあるパソコンである。すでに何台かの
パソコンでは故障が発生している。パソコンの寿命は 5年と言われており、今後故障等のトラ
ブルの発生頻度が増加してくると予想される。修繕等の予算措置と同時に、新規パソコンに取

り替えるための予算措置が必要であろう。ある時期に現有のパソコンを一気に取り替えるか、

あるいは毎年数台ずつ取り替えていくか、まんのう町はパソコン取替に係る更新計画を定め、

実行していくべきである。これらの対応しておかないと、数年後には使えなくパソコンが続出

して授業に支障をきたすことになるだろう。

第６章 SLA等に対する監査
１．SLA等に対する実施監査に至った経緯
本事業は施設整備を終え、業務開始後 3期目を迎えた。施設利用の現状把握が進み、今後の

目標設定を精緻化する時期にあることから、町は平成 23年 10月 3日に締結した『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 事業契約書に関するサービス基準合意書』

の内容を変更し、平成 27年 10月 15日付で『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 事業契約書に関するサービス基準合意書に係る変更合意書』を締結し、平成 27
年 10月 1日より適用することとしている。
この事実を受け当職は町と PFI事業者（SPC）が合意した SLAと KPIの設定および町によ

る KPIの評価について監査をすることとした。

２．監査対象

地方自治法第 2条 14項「最少の経費で最大の効果を上げるようにしなければならない」の趣
旨を鑑み、以下の要点を監査することとした。

(1)要求水準に照らした SLA・KPIとなっているか。
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(2) PFI事業者は不適切な財産管理を行っていないか、不適正な現金出納・保管となっていない
か。具体的には内部統制1の観点から以下の項目を監査する。

1)図書館運営業務実施者は、備品の管理（取得・現物管理・除却）を台帳に適正に記録してい
るか。また、町は当該台帳記録の正確性をチェックしているか。

2)納品図書等の検収は適切に実施されているか。また、町は当該検収結果をチェックしている
か。

3) 地域開放運営業務実施者は、個人情報が保管されているシステム機器（以下、PCという）
のパスワードの設定等の確認を実施したか。また、町は PC点検の実施結果に対する確認を実
施したか。

4) 施設利用料金管理基本マニュアルに沿った運用（ダブルチェック）がなされているか。また、
町は料金徴収業務にかかるチェックを実施しているか。

5)町は業務運営を契約する PFI事業者（SPC）の経営状況およびガバナンス体制を把握してい
るか。

３．監査結果

(1) SLA・KPIに関連する指摘は以下のとおりである。
運営業務開始後２年が経過し、これまでの現況を鑑み『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 事業契約書に関するサービス基準合意書に係る変更合意書』を締

結した点は評価できる。総括マネジメント業務、維持管理業務、図書館運営業務、地域開放運

営業務は 25年間の長期的な契約であり、時代に合わせたサービス提供となるよう、必要に応じ
て将来的にも見直すことが重要である。

1)業務の効率性・有効性を図る指標の設定と業務へのフィードバック
改定された SLAと KPIは当初の要求水準に沿ったものであると考え、どれも必要な項目であ

る。しかしながら現況の KPIの多くは業務の未実施か否か、期日通りの報告となっているか、
という項目が大半である。つまり委託業務に対するアベイラビリティの確保（PFI 事業で整備
した公共施設等が経済的に利用可能な状態に保つこと）に重点がおかれ、パフォーマンスの確

保（提供されるサービスの質・性能が要求水準を満足する）の観点からの KPIは少ないため、
当職としては物足りなさを感じる。当職としては、より民間活力を生かすような成果指標があ

ってもいいのではないかと考える。本事業は官民連携事業であり、①財政負担の軽減、②民間

活力を生かした公共サービスの質的向上の発揮の２つが期待されている。財政負担の軽減とい

う観点からは、従前の単一委託契約から複合施設整備・運営一括委託による手法により、負担

費用が 19.81％（約 996百万円）削減されるとのことである（契約時における VFM(Value For 
Money)の算定結果より）。PFI の手法により財政的負担額が軽減されたとしても、真の意味で
の削減を考えれば、住民等への公共サービスの質の高低も合わせて評価する必要があろう。

1内部統制とは、民間企業同様、公金を扱う主体である地方公共団体においても、地方公共団体における事務が

適切に実施され、住民の福祉の増進を図ることを基本とする組織目的が達成されるよう、事務を執行する主体

である長自らが、行政サービスの提供等の事務上のリスクを評価及びコントロールし、事務の適正な執行を確

保する体制を整備及び運用することをいう。現在、国では地方制度調査会の答申や平成 20年次からの会計検査
院の検査による地方公共団体の不適正な予算執行が指摘されたことも踏まえ、地方公共団体のガバナンスのあ

り方「内部統制制度」の検討が進められている。
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図書館運営業務を例にとれば、中長期的な業務運営の効率性の観点からは「貸出冊数当り図

書館費を前年より小さくする」などを管理していくことが考えられる。

2) 行政評価の視点とコミュニケーションの充実
本業務は従来の業務委託契約や指定管理契約を包括的に契約したことでコスト削減効果はあ

るものと想定されるが、これだけでは PFIを活用した意義としては物足りない。当然のことな
がら本事業も町全体の『後期総合計画「元気まんまん まんのう町－改革と協働、輝きのまち」』

や『まんのう まち・ひと・しごと総合戦略』などの中長期的な計画における事業のひとつを

担っていることから、まんのう町は PFI事業者とより密接な連携（意見交換）を行い、政策・
施策の単位での評価をフィードバックすることで、PFI事業者が提供するサービス等の改善を
図る取組を強化すべきであると考える。なお、当職は町の本事業に関連する政策・施策等は下

記と考えている。

政策）２ 心豊かな人材を育てるまちづくり（教育・学習）

【関連する数値目標（平成 27年度目標）】
生涯学習活動への参加率（34％）
生涯学習クラブ・サークル数（114グループ）
少年スポーツクラブ種目数（３種目）

スポーツ活動への参加率（10％）
体育協会の種目数（９種目）

スポーツ施設延利用者数（90,000人/年）
施策）施策目標３ 学校教育の充実

施策目標４ 生涯学習の支援

施作目標５ スポーツ活動の支援

政策）４ 誰もが安心して暮せるまちづくり（健康・福祉）

【関連する数値目標（平成 27年度目標）】
運動不足の住民の割合（45％) 
子育てサークル数（７グループ）

施策）施策目標 10 健康づくりの推進
出所：後期総合計画「元気まんまん まんのう町-改革と協働、輝きのまち」平成 25年 3月

政策）基本目標（１）心豊かな人材を育て、すべての人が輝くまんのう（ひとの創生）

【関連する数値目標（平成 31年度目標）】
生涯学習活動への参加率：40％
 スポーツ活動への参加率：12％
施策）（２）生涯学習・生涯スポーツの推進

【関連する KPI（平成 31年度目標）】
 町立図書館登録者数：8,000名
 スポーツセンター登録者数：1,500名
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政策）基本目標（２）子どもから高齢者まで誰もが安心できるまんのう（まちの創生）

施策）（２）健康で暮らせるまちづくりの推進

【関連する KPI（平成 31年度目標）】
 一人当たり医療費の抑制：32,400円/人

出所：「まんのう町まち・ひと・しごと総合戦略」平成 27年 10月

(2) 内部統制の観点からの指摘事項は下記のとおりである。
1)検収証跡の記録
納品図書等の検収は、毎月のモニタリング時に現場で抽出調査（検収リスト・現物・図書シ

ステムの照合）を実施している旨の回答を得た。当職は平成 27年 11月度の購入計画及び発注
したもののリストの中から 1件サンプルを抽出し、当該購入に係る承認結果・現物の有無・実
際に図書館のデータベースに反映されている旨を確認し、問題事項は発見されなかった。

しかしながら図書館運営業務実施者は、検収の事実を証跡として残すとともに総括マネージ

ャーのチェックを受けるべきであろう。併せて業務全体の効率性を高めていくべき施策を実施

すべきであろう。具体的には、宮脇書店から入手する納品明細書に納品の読み合わせ時にチェ

ック証跡を残すことが考えられる。また、町ないし総括マネージャーは、当該納品書のチェッ

ク証跡を確認することで効率的なチェックが行えると考えられる。

なお、備品管理においては下記のとおりであり、問題事項は発見されなかった。

備品管理台帳（固定資産・物品管理台帳）及び実査報告書（BOT施設・物品に関するもの、
平成 22年 10月 4日付け要求水準書Ｐ39記載の満濃中学校設置備品等リスト、町立体育館設置
備品等リスト、町立図書館設置備品等リスト）については、各業務実施者にて備品管理台帳を

作成している。年度末には各業務実施者が棚卸作業を行っており、町は棚卸結果の確認を実施

している。当職が町立図書館設置備品等リストの直近のもの（平成 26年度）を閲覧したところ、
すべて該当ありにチェックが付されていた。当該リストをもとに当職がサンプルチェックとし

て 5件突合したところ、当該備品は存在していた。

2)PC点検の実施
当職が地域開放運営業務の PC管理体制をヒアリングしたところ、個人情報が保管されてい
る PCにパスワードが設定されていること、毎月パスワードの変更を実施していること、ファ
イルにもパスワードが設定されていること、月次モニタリング時に総括マネージャーからパス

ワードの変更と個人情報管理ができている旨の確認を受けている、とのことであった。現状、

情報漏えい等の事案は生じていないが、まんのう町及び総括マネージャーは、施設運営業務者

職員への相互けん制も含め、必要に応じて PC管理の抜き打ちチェックなども検討してもらい
たい。

3)回数券等の導入に合わせた施設利用料金管理基本マニュアルの改定
現状の施設利用料金にかかる公金管理は、マニュアルに沿って運用されており問題はないと

判断する。当職は、①金庫開閉管理台帳の 12月 14日以降、②地域開放運営業務 業務日報の
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12月 17日付け、③運営事業所現金チェック表 2015年 12月、を閲覧し、業務責任者及び副業
務責任者がチェックを実施している旨を確認した。また町は毎週、社会教育課担当にて領収書・

レジ入力・現金を照合し、町の会計へ入金しているほか、月次モニタリング時に領収書・レジ

入力・帳簿等の抽出検査を行っている。第 1章２．(4) 1)で記載したように、今後回数券等の導
入が実施されれば、新たな事務処理誤りリスクや不正リスクに対応した事務マニュアルを作成

する必要がある。

4)PFI事業者（SPC）の財務状況の把握
まんのう町は会計監査人による監査証明付の決算書類を入手し、当該監査人の監査意見が適

正であることの確認をしている。しかしながら現状の作業だけでは、運営委託企業の財務状況

および円滑な事業遂行に対する適切なモニタリングとは言えない。なぜなら監査人の監査証明

は決算書が正しく作成されていることを示したものに過ぎず、健全な経営状況にあることを証

明するものではないためである。

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の契約期間及び今年度のサービ

ス購入費は下表①のとおりであり、また本事業の資産（いわば、これまでの施設整備費用累計）

は町全体（下水道などの特別会計等を除く）の公共資産の約５%2を占めることから重要な施設と

いえる。 

①契約期間および今年度費用（出所：町「支出負担行為書 No9328」平成 27年 4月 1日を加工）

業務
総括的マネジ

メント業務

維持管理業務

※１

情報技術活用

システム業務※２

図書館運営

業務

地域開放運営

業務

契約

満了日

（期間）

平成 50年 3月

31 日まで（25

年間）

平成 50 年 3 月

31日まで（25年

間）

学校：平成 30年 3月

31日まで（5年間）

地域：平成 35年 3月

31日まで（10年間）

平成 45年 3月 31

日まで（20年間）

平成 50 年 3 月

31日まで（25年

間）

Ｈ27年度
支出見込

7,500,000円 77,516,430円 8,220,000円 24,026,600円 36,000,000円

（参考）住民一

人当りコスト

※３

406.2円 4198.5円 445.2円 1301.3円 1949.8円

※１：建物、建築設備、外溝施設、清掃・環境、警備・安全、法定・点検（当該施設外の町内 61施設の保守点

検業務含む）、その他

※２：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

※３：平成 26年 10月 1日時点人口 18,463人を用いて当職が試算。出所：「まんのう町人口ビジョン」平成 27

年 10月

町の重要な施設の維持管理及び運営を契約しているのであるから、契約先の経営をモニタリ

2 まんのう町平成 25年度決算の財務諸表（普通会計）をもとに算出。算出割合は、下記①÷下記②。
‘①施設整備費合計額：2,069,698千円（内訳 校舎：1,063,836千円、体育館：817,689千円、図書館 188,172
千円）、②町の公共資産（有形固定資産）の額：41,950,670千円



42 

ングすることは本業務契約の前提であるものと考える。町は当該決算書情報（たとえば、経営

状況、株主構成の変更、重要な後発事象の有無、等）から本業務遂行上で問題となる事象がな

いか、下表の観点から確認を実施すべきと考える。また、先方の決算書における債権と町が把

握する債務と乖離が生じている場合など、決算書の内容に加え、必要に応じて株主総会議事録・

取締役会議事録・会計監査人の監査実施報告書・税務専門家による税務意見書等の確認につい

ても検討すべきである。

②決算書類ごとの確認すべき事項（例） 

貸借対照表 ① 資産・負債・資本の各項目に当初の計画値から大きく乖離している数

値はないか

② 事業と関係の無い勘定科目（資産、負債）はないか

③ 資本構成の変化はないか

④ 資産・負債の前年比の著増減理由は合理的なものか

損益計算書 ① 収益・費用項目に当初の計画値から大きく乖離している数値はないか

② 事業と関係の無い勘定科目（費用）はないか

③ 当初想定された利益率か

④ 特別損益項目に異常性はないか

利益処分計算書 社外流出額は適正な金額か

注記事項 重要な後発事象や株主構成の変更などの異常な事項はないか

監査報告書 独立監査人の監査意見は適正意見となっているか、追加事項等の記載事項

はないか

(3)その他
1) 事業終了後の費用負担リスクに向けた対応 
契約期間は、平成 50年３月 31日まであるものの、SPCが解散すれば、SPCに対して修繕等

を請求することはできないものと推定される。町は、平成 28年 2月 29日付けで整備施設の構
造部分に係る瑕疵は事業契約に関わらず瑕疵担保責任を履行する旨の確約書を、大成建設四国

支店から取り付けており、将来的な費用負担リスクに向けた対応に進展が見られた。

第 7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
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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。

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 27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 27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、当年度においても第 3四半期まで、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た。

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、まん
のう町からの支払いが留保された都度、必要な資金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。

また、②にあるように、当年度においても第 3 四半期まで維持管理運営費等の支払留保が
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継続されたことにより 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。しかし、「(2)支払留保・
追加的費用の状況について」に記載のとおり、品質問題の解決により当年度末までに支払留

保の状況は解消される見込みであり、支払いが留保されていたサービス購入費が支払われた

場合は、代表企業（大成建設）からの劣後ローンを返済する予定である旨、PFI 事業者への
ヒアリングにより確認した。

したがって、支払留保の解消により、今後 PFI 事業者の資金繰りが正常化することが見込
まれる。

(2)支払留保・追加的費用の状況について
前年度までの監査において、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。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

【税込】（単位）：千円

費目 内容 H25.4-H27.3 H27.4-12 合計

維持管理費 維持管理業務費用  122,071 46,416 168,487 
情報技術活

用システム

関連業務費

学校システム、地域

開放システム 
17,508 6,658 24,166 

運営費 

統括マネジメント業

務費
31,725 6,075 37,800 

地域開放運営業務費 76,680 29,160 105,840 
図書館運営業務費 50,429 19,462 69,891 

提案事業・

業務費
任意提案業務費 3,844 － 3,844 

合 計（税込） 302,257 107,771 410,028 
平成 28年 2月 8日付請求書に基づく支払額 ※1 200,000 

差引額 ※1 210,028 
※1．上表のサービス購入費について、当年度の第 3四半期分まで、前年度に引き続き支払
留保されていた。

しかし、平成 28年 2月 8日に開催されたまんのう町臨時議会にて留保金支払に係る
補正予算が可決されたことに伴い、留保金の一部である 200,000千円が平成 28年 2月
15日に PFI事業者に支払われた。
残額の 210,028千円についても、PFI事業者と「品質問題に関する合意書」を平成 28
年２月 22日に締結したため、本年度内（平成 28年 3月末まで）に PFI事業者に支払
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予定である旨、まんのう町へのヒアリングにより確認した。

② 追加的費用

【税込】（単位）：千円

内容 請求額 備考

内壁仕様に関する品質保証（ポイント検証）業務 1,376  
修補に係る電気代・上下水道代 1,566  
重大な瑕疵に伴う調査業務（変更増額分含む） 8,280  
施設目視調査業務 410  
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  

品質問題解決のための委託業務(H26年度、H27年
度) 

4,309  

第三者委員会費用 1,383  
議会特別委員会費用 1,110  
対策室増加人件費 (H26年度、H27年度) 20,398  
職員旅費等 912  

合 計 43,864 ※1 
※1．当年度において、PFI 事業問題第三者検討委員会を経て、品質問題に係るすべての
問題は解決した。

これを踏まえて、平成 28年 2月 22日に「品質問題に関する合意書」を締結し、本
年度内（平成 28年 3月末まで）に上記追加的費用の総額 43,864千円から前年度まで
に入金済みの 12,084千円（下表参照）を差し引いた 31,780千円が PFI事業者からま
んのう町に支払われる予定である旨、まんのう町へのヒアリングにより確認した。

＜前年度までに入金済み金額の内訳：詳細は前年度報告書参照＞

【税込】（単位）：千円

項目 金額

内壁仕様に関する品質保証（ポイント検証）業務 1,376 
アリーナ内壁補強工事に係る使用電気料金 708 
「調査費用負担に関する確認書」に基づく入金額 10,000 

合 計 12,084 

③ まとめ

当年度末までに体育館の壁面不良に端を発する一連の品質問題が解決し、①及び②に記載

のとおり、支払留保状況の解消及び追加的費用の精算が予定されている。この支払留保金及

び追加的費用については、平成 28年 2月 23日にそれぞれ町又は PFI事業者から相手側に
対して支払が完了している。
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これにより、これまで資金不足をカバーするために代表企業である大成建設から調達した

劣後ローンの返済が予定されており、PFI事業者の資金繰りが正常化することが見込まれる。
そのため現時点では、来年度以降に新たな資金調達計画はない旨、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。

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 27年

4月～平成 28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
H27.4/27 1,147,227円
H27.10/26 1,099,516円

当年度支給額合計 2,246,743円
前年度までの支給額合計 10,015,097円
当年度までの支給額累計 12,261,840円
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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。

④ 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ことが期待されている。

利子補給金の活用実績として、前年度において読書通帳機の導入が行われ、読書通帳の利用

者は現在 1,000 名近くになっているとの報告を受けている。また、様々な情報を町民に発信し
情報の周知や地域活性化に繋げることを目的として、当年度において PONTANA（デジタル情
報スタンド）の導入が行われたとの報告を受けている。

なお、直近の利子補給金受取口座の状況は以下に記載のとおりである旨、愛媛銀行担当者か

ら回答を得ている。

【利子補給金受取口座】

① 入金 12,265,433円
（内訳：利子補給金 12,261,840円、新規 1,000円、利息 2,593円）

② 支出 3,514,016円
（内訳：かりんカードポイント 98,840 円、読書通帳機 3,294,000 円、読書通帳機の管理保
守費 109,728円、読書通帳機インクリボン費 11,448円）

③ 残高 8,751,417円（平成 28年 2月 24日現在）
以上


