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【監査結果の処理区分】

１ 指摘事項

① 法律、政令、省令、条例、規則、規程又は要綱等に違反していると認

められるもの

② 人の身体、生命に重大な影響を及ぼすおそれがあるもの

③ 故意又は重大な過失により市に対して多大な損害を与えたもの

④ 公金の取扱いに関して重大な誤りがあるもの

⑤ 過去に検討事項とされたもので、改善されていないもの

２ 検討事項

① 効率性、経済性又は有効性の観点から検討する必要があると認められ

るもの

② 法令等には違反しないが、事務処理を行う上で改善する必要があると

認められるもの

３ 指導事項

① 事務処理上の記載誤り、記載漏れ等の軽易な誤りと認められるもの

② その他、事務処理に当たり留意すべきもの

※ 「１ 指摘事項」及び「２ 検討事項」については、監査結果報告書に記載

し、是正措置の通知を求めるものとし、「３ 指導事項」については、監査実

施時において口頭により注意し、改善指導を行ったので、記述を省略した。
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１ 基準に準拠している旨

監査委員は、真庭市監査基準（令和２年真庭市監査委員告示第４号）に準拠して

監査を行った。

２ 監査の種類

財政援助団体等に対する監査（地方自治法第 199条第７項）

３ 監査の対象

（１）対象団体等

財政援助団体等（財政援助団体、出資団体及び公の施設の指定管理者）のうち、

次の団体及びその所管課

ア 財政援助団体監査

イ 公の施設の指定管理者監査

（２）対象年度

令和２年度において執行した事業を対象とした。

団体名 対象補助金等名称 所管課

（1） 真庭市愛育委員会 真庭市愛育委員会補助金 健康福祉部 健康推進課

（2） 富原自主組織委員会 地域づくり事業補助金

総合政策部

交流定住推進課

勝山振興局 地域振興課

（3） 旭川北漁業協同組合
真庭市農林漁業団体等組織活

動促進事業補助金
産業観光部 農業振興課

団体名 対象監査 対象施設名 所管課

（1）
特定非営利活動法人

勝山・町並み委員会
指定管理

真庭市交流体験施

設匠蔵

生活環境部

スポーツ･文化振興課

勝山振興局 地域振興課

（2）
株式会社

グリーンピア蒜山

指定管理

出資団体

真庭市道の駅風の

家ほか
産業観光部 産業政策課

蒜山振興局 地域振興課

（3）
ひるぜんワイン

有限会社

指定管理

出資団体

真庭市ひるぜんワ

イナリー

産業観光部 産業政策課

蒜山振興局 地域振興課
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４ 監査の着眼点

令和３年度財政援助団体等監査実施計画に基づき、以下の点を主眼として、監

査を実施した。

ア 財政援助団体監査

財政援助に関する事務手続が関係法令等に基づき適正、適時に行われているか、

当該財政援助等の目的及び必要性が公益性の観点から明確となっているか、支出

後の効果の検証が行われているか。

イ 公の施設の指定管理者監査

公の施設の指定管理者監査については、対象施設が関係法令等及び協定等に基

づき適切に管理されているか、利用料金の収受を行っている施設においては、料

金が適正に収納され、適正な手続きにより減免等が行われているか、利用促進の

ための努力はなされているか。

また、所管課においては、指定管理者に対する指導等が適時かつ適切に行われ

ているか。

５ 監査の主な実施内容

実査、立会、確認、証拠突合、帳簿突合、計算突合、分析的手続、質問、閲覧

等の手法を組み合わせることにより、効果的かつ効率的に、十分かつ適切な監査

の証拠を入手して、監査を行った。

６ 監査の実施場所及び日程

実施場所：公の施設の指定管理者にあっては、当該指定管理施設。

財政援助団体にあっては、団体ごとに個別に記載。

日程 ：令和３年 9月 29日から令和３年 12 月６日まで。

（実施計画策定から監査結果の報告まで）

団体ごとの実施日は、団体ごとに個別に記載。
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７ 監査の結果及び意見

ア 財政援助団体監査

補助金の交付申請、交付決定、実績報告等の事務については、真庭市補助金等交

付規則及び関係規程等に基づいておおむね適正に処理されており、各団体に交付

された補助金は、その事業目的に沿って執行されていると認めた。

なお、以下のとおり一部に改善を要する事項が認められたので、留意されたい。

（1） 真庭市愛育委員会補助金

・対象団体：真庭市愛育委員会

令和２年度補助金交付額 9,147,000 円

監査実施場所：真庭市監査事務局

監査実施日 ：令和３年 11月４日

【指摘事項】

特になし

【検討事項】

特になし

《委員意見》

近年、生活環境はますます多様化しており、愛育委員は母子支援に

とどまらず多様な役割を担っている。子育てしやすい、住みやすい地域

づくりのため、今後とも支部を中心に地域とのつなぎ役を期待する。

・所管課：健康福祉部 健康推進課

【指摘事項】

特になし

【検討事項】

特になし

《委員意見》

愛育委員は、ボランティア活動などに理解と熱意がある人が必要と

されるが、声かけなど支援活動において、委員の経験値も大事な要素

となる。愛育委員会発祥の意志を継承し、いかに持続可能な長続きす

る愛育委員会の組織と活動の質を維持していくかが今後の課題であり、

委員の選出についても検討されたい。
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（2） 地域づくり事業補助金

・対象団体：富原自主組織委員会

令和２年度補助金交付額 964,600 円

監査実施場所：真庭市勝山富原公民館

監査実施日 ：令和３年 11月 4日

【指摘事項】

特になし

【検討事項】

特になし

《委員意見》

地域住民の交流やコミュニティづくりを精力的に行っている。経理

をはじめとする事務については、文書の整理、事務手続きを正しく行っ

ている。これをいかに継続するかが重要である。コミュニティ協議会や

各種団体など多くの組織をまとめる苦労があるが、持続可能な地域社

会の形成が目的であるので、今後においても安定的な事業の継続が図

られるよう要望する。

・所管課：総合政策部 交流定住推進課

勝山振興局 地域振興課

【指摘事項】

特になし

【検討事項】

特になし

《委員意見》

特になし
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（3） 真庭市農林漁業団体等組織活動促進事業補助金補助金

・対象団体：旭川北漁業協同組合

令和２年度補助金交付額 1,200,000 円

監査実施場所：真庭市蒜山振興局

監査実施日 ：令和３年 11月 5日

【指摘事項】

特になし

【検討事項】

補助金交付申請書別紙様式 1号の申請額に誤りがある。申請書と添

付書類に誤りがないか確認を要する。又、支払に係る書類の管理に不十

分な点が見られた。請求書や明細書を受領した上で整理し、求められた

際に提示できるよう工夫されたい。

《委員意見》

帳簿付け、説明に手惑うことがあった。誰にも説明できるような帳

簿付け、後任者に替わっても分かるように説明書きを付けておく配慮

が必要である。これからも持続可能な種の保存、繁殖保護を担う多くの

自然保護の活動を継続されたい。

・所管課：産業観光部 農業振興課

【指摘事項】

特になし

【検討事項】

特になし

《委員意見》

補助金交付に係る書類について、誤りがないか主管課においても確

認を要する。
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イ 公の施設の指定管理者監査

指定管理に係る収支経理は適切に行われており、関係帳票等の整備、記帳及び保

存はおおむね適切と認めた。

また、施設の設置に関する条例、基本協定及び年度協定等に基づき、創意工夫を

こらした自主事業の創造等による利用促進や経費削減、サービス向上に向けた経営

努力も行われており、一定の評価ができる。

課題としては、施設管理において設備の老朽化に伴う修繕、改修、備品購入等に

どのように対応していくかであり、これらが経営に大きな影響をもたらしているよ

うである。

真庭市公の施設の指定管理者については、市内各地域の産業振興等を背景に、そ

れぞれの施設で設置目的や運営形態に複雑な条件が存在するため、市民も大きな関

心を寄せているところである。

このような状況にかんがみ、所管課においても、指定管理者の管理体制、経営成

績等を適時に、かつ、適切に指導、監督する必要がある。

今後においても、利用者へ提供するサービス水準を維持できるよう、指定管理者

に対して、適切に報告を求めるとともに、的確な指示、調査等の実施に努められた

い。

なお、以下のとおり一部に改善、検討を要する事項が認められたので、留意され

たい。
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（1）真庭市交流体験施設匠蔵

・指定管理者：特定非営利活動法人 勝山・町並み委員会

指 定 期 間：平成 31年 4月 1日～令和６年 3月 31日

指定管理料：9,089,000 円

施設納付金：0円

監査実施日：令和３年 11月４日

【管理に係る収支の状況】

【指摘事項】

特になし

【検討事項】

収入の管理を通帳の記帳のみで行っているものが見受けられた。経

緯や内容が第三者にわかるよう方法を検討されたい。

《委員意見》

施設、備品を良い状態できれいに使用し、補修もできている。利用

者が安全に利用できるよう今後においても、良好な管理を継続された

い。

知恵を絞って事業計画を立ていろいろな催し物をし、この施設なら

ではという展示会を実施し好評を得ているので、これからもこのスタ

イルでいくのが非常に良い。

勝山の観光、文化の中心になるように継続されたい。

収 入 支 出

利用料金 437,010円 人件費 4,239,765円

指定管理料 9,089,000円 事務費 1,832,295円

その他収入 1,291,700円 管理費 2,592,630円

自主事業収益金

の充当
353,882円

その他 2,506,902円

施設納付金 0円

合計(①) 11,171,592円 合計(②) 11,171,592円

収支決算 （①－②) 0円
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・所管課：生活環境部 スポーツ・文化振興課

勝山振興局 地域振興課

【指摘事項】

特になし

【検討事項】

特になし

《委員意見》

運営に関する案件の協議書について、回答が口頭のみであるものが

見受けられた。指定管理者に対しては十分協議のうえ、正確に対応さ

れたい。



9

（2）真庭市道の駅風の家ほか

・指定管理者：株式会社グリーンピア蒜山

指 定 期 間：平成 31年 4月 1日～令和６年 3月 31日

指定管理料：0円

施設納付金：7,472,047 円

監査実施日：令和３年 11月５日

【管理に係る収支の状況】

【指摘事項】

特になし

【検討事項】

特になし

《委員意見》

施設の状態は、清掃もできていてよく管理されており、会計書類等

においても整理されており、良好な状態である。

冬季に閑散期となる施設から他の施設に社員を派遣して雇用を維

持するなど、地域の雇用確保に貢献するとともに、施設を拠点に集客

力向上の工夫が見られる。

残念だったのは、集客力のあった「そばの館」の焼失であるが、再

建の目処も立ち、今後も真庭の観光事業の一環を担って観光の拠点と

して県外からの集客力を高めるようにして施設を有効に利用し今後

の発展に期待する。管理施設の防火対策を徹底し、再発防止に努めら

れたい。

収 入 支 出

利用料金 68,157,657円 人件費 67,898,477円

指定管理料 0円 事務費 3,813,866円

その他収入 27,123,131円 管理費 10,672,935円

自主事業収益金

の充当
51,284,562円

その他 61,267,025円

施設納付金 2,913,047円

合計(①) 146,565,350円 合計(②) 146,565,350円

収支決算 （①－②） 0円
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・所管課：産業観光部 産業政策課

蒜山振興局 地域振興課

【指摘事項】

特になし

【検討事項】

特になし

《委員意見》

特になし
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（3）真庭市ひるぜんワイナリー

・指定管理者：ひるぜんワイン有限会社

指 定 期 間：平成 31年 4月 1日～令和 6年 3月 31日

指定管理料：0円

施設納付金：553,406 円

監査実施日：令和３年 11月 5日

【管理に係る収支の状況】

【指摘事項】

特になし

【検討事項】

平成 21 年度以降備品台帳が整理されていない。現状把握ができて

いないと思われるので、振興局が管理する備品一覧表と照合し、管理さ

れたい。

《委員意見》

施設の状態は、清掃もできていてよく管理されており、会計書類等

においても整理されており、良好な状態である。

新商品の開発、様々な賞の受賞からも経営努力が感じられる。今後

も市の協力を仰ぎながら、真庭特産のものとして広く PRされたい。

・所管課：産業観光部 産業政策課

蒜山振興局 地域振興課

【指摘事項】

特になし

【検討事項】

基本協定書別紙の備品一覧表を整理されたい。

《委員意見》

特になし

収 入 支 出

利用料金 89,329,470円 人件費 15,541,427円

指定管理料 0円 事務費 2,791,543円

その他収入 0円 管理費 17,085,780円

自主事業収益金

の充当
０円

その他 49,086,949円

施設納付金 553,406円

合計(①) 89,329,470円 合計(②) 85,059,105円

収支決算 （①－②) 4,270,365円


