
  

 

令和元年度 

 

 

 

公の施設の指定管理者監査の  
 

結果報告書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

匝 瑳 市 監 査 委 員 

 

  



1 

 

令和元年度公の施設の指定管理者監査結果報告書 

 

第１ 監査の概要 

１ 監査の種類   地方自治法第１９９条第７項の規定による公の施設の指定管理者監査 

２ 監査の対象 

  （１）公の施設  匝瑳市就労支援事業所ほほえみ園 

  （２）指定管理者 特定非営利活動法人匝瑳市手をつなぐ育成会 

  （３）所管課   福祉課 

３ 事前調査期間  令和元年７月８日から令和元年８月２３日まで 

４ 監査の日    令和元年８月２６日 

５ 監査を実施した監査委員氏名 篠原 一郎、栗田 剛一 

６ 監査の場所   匝瑳市就労支援事業所ほほえみ園 

７ 監査の目的 

    平成３０年度の出納その他の事務の執行及び事業の管理が適正かつ効率的及び有効に

執行されているか、指定管理者に対する所管課の指導監督が適正に行われているか、公

正で能率的な運営の確保に資することを目的とした。 

８ 監査の方法 

    監査対象団体から事前に提出を求めた資料に基づき補助職員による資料の照合や確認

等の調査をし、監査当日には施設の管理者及び所管課から事務事業の執行状況及び事業

運営実態等について説明を求め質疑等を行い、会計経理に係る諸帳簿等の確認をし、監

査を実施した。 

 

第２ 監査対象概要 

１ 指定管理者の概要 

名    称  特定非営利活動法人匝瑳市手をつなぐ育成会 

代  表  者  理事長 山﨑 優子 

住    所  匝瑳市椿１０２１番地３７ 

設立認証年月日  平成２１年２月１３日 

目    的 

 障害者（児）に対し生活、就労支援などを行い、あわせてその親た

ちの連絡ならびに一般社会の啓発を行うことによって、障害者（児）

の福祉増進を図る 
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２ 指定管理の内容 

指定期間 平成２９年４月１日から令和４年３月３１日 

管理施設 

１ 匝瑳市就労支援事業所ほほえみ園施設 

敷地面積：1,293.669 ㎡ 

建築構造、建築床面積 

（１） 園舎 木造瓦葺平屋建 401.10 ㎡ 

（２） 新作業棟 木造金属板葺平屋建 34.12 ㎡ 

２ 敷地内の外構及び植栽 

３ 備品（備品台帳による） 

業  務 

１ 就労継続支援Ｂ型に関すること 

２ 上記のほか、就労支援事業所の設置の目的を達成するために 

必要な事項に関すること 

３ 就労支援事業所の維持管理の関すること  

４ その他、市長が必要があると認める事項に関すること 

指定管理料 消費税込 20,600,000 円（平成 30 年度） 

 

３ 平成３０年度実績 

 （１）在籍状況（平成３１年３月３１日現在） ２１名 

 （２）利用状況 

延べ人数（人） 開所日数（日） 
１日当たり平均 

利用者数（人） 

３，６３６ ２３９ １５．２ 

  （３）利用者支援の実績 

    ① 支払工賃 工賃総額 2,174,780 円（29 年度 2,509,380 円） 

           月一人当たり平均工賃 7,996 円（29 年度平均工賃 9,192 円） 

    ② 作業支援 玩具部品等の組立等６社より受注し作業支援を行った。 

    ③ 就労支援 女性１名が就労に結びついた。 

    ④ 生活支援 日常の生活態度や人間関係の確立、協調性を養えるよう努めた。 

           各種行事を実施し社会体験を広げるよう努めた。 

  （４）職員研修 

     会計簿記研修、障害者（児）福祉施設新任職員研修、食中毒・感染症対策研修会、

虐待防止・権利擁護研修  

  （５）平成３０年度活動計算書（平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日） 

 

  

Ⅰ　経常収益
　　　１　受取会費

正会員受取会費 60,000
60,000

　　　２　受取寄附金
寄附金 0

0
　　　３　受取助成金等

助成金 172,000
172,000

　　　４　事業収入
匝瑳市就労支援事業所指定管理料 20,600,000

20,600,000
　　　５　就労支援事業所工賃収入

工賃収入 2,174,780
2,174,780

科　　　　　目 金　　　　　額

（単位：円） 
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　　　６　その他収入
受取利息 70
雑収益 43,000

43,070
　　　経常収益計 23,049,850
Ⅱ　経常費用
　　　１　事業費

(1) 人件費
給料手当 14,005,779
法定福利費 1,870,222
福利厚生費 568,926
人件費計 16,444,927

(2) その他経費
研修費 15,000
旅費交通費 24,562
消耗品費 549,005
食料費 15,653
燃料費 295,210
光熱水費 796,090
修繕費 287,480
通信運搬費 261,182
保険料 316,370
手数料 203,720
指導訓練費 7,880
委託料 60,480
賃借料 103,680
租税公課 200
防災費 134,088
衛生管理費 176,256
雑費 0
減価償却費 256,864
その他経費計 3,503,720

　　　　　事業費　計 19,948,647

　　　２　管理費
旅費交通費 14,560
消耗品費 4,100
通信運搬費 6,247
慶弔費 0
会議費 4,552
行事費 184,189
負担金 40,000
租税公課 4,400
雑費 10,600
経費計 268,648

　　　　　管理費　計 268,648

　　　３　就労支援事業所工賃支出
工賃支出 2,174,780

2,174,780
　　　経常費用計 22,392,075
　　　当期経常額 657,775
Ⅲ　経常外収益
　　　１　固定資産売却益 0

0
　　　経常外収益計 0
Ⅳ　経常外費用
　　　１　過年度損益修正損 0

0
　　　経常外費用計 0

税引前当期正味財産額 657,775
法人税、住民税及び事業税 ‐　
当期正味財産額 657,775
前期繰越正味財産額 5,072,479
次期繰越正味財産額 5,730,254

科　　　　　目 金　　　　　額
（単位：円） 
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第３ 監査の結果 

   特定非営利活動法人匝瑳市手をつなぐ育成会における匝瑳市就労支援事業所ほほえみ園

の管理・運営に係る出納及びその他の事務の処理については、おおむね適正に執行されて

いるものと認められた。 

   福祉課における特定非営利活動法人匝瑳市手をつなぐ育成会への指定管理料に係る出納、

匝瑳市就労支援事業所ほほえみ園の管理・運営に係る出納及び関連する事務の指導監督は、

おおむね適正に執行されているものと認められた。 

 

 

 

 


