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令和３年度財政援助団体等監査結果報告書 

 

１．監査期間及び実施日 

 １）監査期間 令和３年８月２３日から令和３年１０月２９日まで 

 ２）本監査実施日 

月  日 対 象 団 体 

１０月５日（火） 

小坂団地行政区 

牛久市観光協会 

牛久市保護司会 

特定非営利法人茨城 YMCA 

私立児童クラブやまびこ家族大志の家 

 

２．監査執行者 

   監査委員  早 川  広 行 

   監査委員  市 川  圭 一 

 

３．監査方法 

  地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき、補助金の出納その他の事務が適正かつ効

率的に執行されているか、監査調書及び関係書類について事前監査を行い、本監査では、

補助金の交付担当課長等より、関係資料の説明を受け、質疑応答による監査を実施した。 

 

４．提出を求めた関係書類 

  各団体及び補助金交付担当課に提出を求めた書類は次のとおりである。 

 １）令和３年度財政援助団体等監査調書 

 ２）補助金交付要綱（現行の牛久市例規データベースに掲載されていない場合） 

３）令和元年度・令和２年度分の補助金等交付申請書から補助事業等実績報告書までの一

連の書類（交付申請書、決定通知書（写し）、支出負担行為決議票、補助金請求書（写し）、

実績報告書と各々に係る起案書及び関係書類） 

 ４）補助金等交付台帳 

 ５）補助金・交付金調書（令和３年度当初予算資料） 

 ６）財政援助団体等に係る次の資料 

ⅰ）組織及び事業等の規程・規約 

ⅱ）令和元・令和２年・令和３年度総会資料（事業計画及び予算・事業報告及び決算書） 

  ⅲ）令和元・令和２年度分預金通帳、会計帳簿及び領収書 

  ⅳ）役員等の名簿 

  ⅴ）市と財政援助団体等とが締結している契約書及び協定書 

 ７）その他参考となる資料 
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５．団体等の概要 

１）小坂団地行政区（小坂団地水質浄化活動支援補助金について） 

小坂団地行政区は、小坂団地地区に居住する方々が、地域における諸問題の解決に取り

組むとともに自治活動を柱として住民の連帯意識の向上に努めている自治組織である。 

当該団体に交付された小坂団地水質浄化活動支援補助金は、小坂団地内における家庭排

水の水質浄化並びにヘドロ削減に継続して取り組むことで、排水先となる小野川の水質汚

濁を軽減することを目的とする。 

設立年月日 不明 

構成人数 ２，０６０人 

事業内容 

※小坂団地水質

浄化活動支援補

助金に係る事業 

・行政区内にある側溝の清掃活動 

・家庭浄化槽管理を徹底するための啓発運動 

・沈殿槽の堆積ヘドロの削減 

・沈殿槽及び排水施設の整備・管理 

補助金額 ２５０，０００円 

担当部署 環境経済部環境政策課 
 
 

２）牛久市観光協会 

牛久市観光協会は、市内の観光事業の振興を図り、併せて市民の文化厚生並びに地域産

業の発展向上に寄与することを目的とする団体である。 

主な活動として、観光宣伝及び紹介並びに観光客の誘致、主催事業の実施及び後援事業

への協力、土産品・特産品の推奨、斡旋などに取り組んでいる。 

設立年月日 昭和５３年８月２８日 

構成人数 １３３人 

事業内容 

 

・各種イベントへの協賛や観光ガイドマップの作成 

・観光協会ポータルサイトの運営 

・各種イベントの主催 

・観光案内所運営  

補助金額 １０，６１９，０００円 

担当部署 環境経済部商工観光課 
 
 

３）牛久市保護司会 

牛久市保護司会は、犯罪者、非行者の保護更生と青少年の健全育成、子育て支援を行う

保護司の職務に関する連絡及び調整、必要な資料及び情報の収集等を目的に活動している

団体である。 

主な活動として、保護司及び保護司会の活動に関する広報宣伝、保護司の人材確保の促

進に関する活動などに取り組んでいる。 

設立年月日 昭和５１年７月４日 

構成人数 １１人 

事業内容 ・保護司間の連絡協議 

・保護観察活動に関する調査 

・総会・研修会の開催 

・啓発活動の実施 
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補助金額 ２９８，０００円 

担当部署 保健福祉部こども家庭課 
 
 

４）特定非営利法人茨城 YMCA 及び私立児童クラブやまびこ家族大志の家（新型コロナウイル  

ス感染症防止臨時休業特別開所補助金について） 

特定非営利法人茨城 YMCA は、幼稚園及び児童クラブの運営、スポーツ・カルチャー事業

などを手掛ける特定非営利法人である。 

私立児童クラブやまびこ家族大志の家は、保護者が共働き等により昼間家庭にいない小

学生を預かり、その遊びと生活を支援する児童クラブを運営する民間事業者である。 

 

特定非営利法人茨城 YMCA  

設立年月日 平成１６年６月２８日 

構成人数 １０５人 

事業内容 

※新型コロナウ

イルス感染症防

止臨時休業特別

開所補助金につ

いて 

・新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、国の要請によ

る小学校の臨時休業措置が取られたことへの特別措置として、午

前中から放課後健全育成事業を実施する。 

 

補助金額 ２９７，７００円 

担当部署 教育委員会教育企画課 
 
 
  私立児童クラブやまびこ家族大志の家 

設立年月 平成２９年４月 

構成人数 ４人 

事業内容 

※新型コロナウ

イルス感染症防

止臨時休業特別

開所補助金につ

いて 

・新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、国の要請によ

る小学校の臨時休業措置が取られたことへの特別措置として、午

前中から放課後健全育成事業を実施する。 

補助金額 ４６８，０００円 

担当部署 教育委員会教育企画課 
 
 

６．監査結果 

監査の結果、各団体とも概ね適正に執行されていることが認められ、改善を要求する〔指

摘事項〕に該当する案件はなかったが、「総括的講評」「団体別講評」に記述した事項につ

いて、注意・検討するなど対応を図られたい。 

また、軽微な事項については、事前監査において修正を促し、本監査時において、口頭で

の指導や修正の確認を行っているので、団体別講評への記載は省略した。 

 

１）総括的講評 

牛久市が交付する補助金等については、『牛久市補助金等交付規則』を支出根拠とするこ

とを原則とし、本規則に定めるもののほか、所管課において独自の補助金交付要綱や告示
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を制定することで補助制度の運用が図られている。 

本監査の対象とした一部の補助金交付団体においては、その経緯及び性質上、牛久市職

員が当該団体の事務局職員を兼ねているものがみられるが、補助手続き上必要となる書類

の不足や市組織と団体組織における決裁の混同、文書管理の不徹底など、牛久市補助金等

交付規則に則った運用が図られていない状況が散見された。人的行政支援をする課及び職

員は、組織の別を厳に自覚するとともに、決裁や文書管理、補助金申請・交付手続きなど事

務事業の流れを再度確認し、適正な事務の遂行に務められたい。 

一方、独立して補助事業を執行する団体においては、一部所管課における団体の執行管

理が十分でない状況が見受けられた。補助事業に係る金銭出納帳の金額誤りや記載漏れ、

金銭出納帳と通帳との不整合などの不備が確認されている。補助金支出の所管課に対して

は、最終的な補助金に係る実績報告の金額確認だけに重点を置くのではなく、必要に応じ

て出納検査を実施するなど、日常的な執行管理にも留意する必要があると考える。 

また、本年度の監査対象団体のなかには、比較的長期間にわたり補助金等の交付を受け

ている団体があるが、牛久市の『補助金等に関する基本方針』（令和４年度当初予算編成資

料）では、補助金等の見直し期限を３年としており、期限を経過した補助金の継続性の判

断として３つの観点から検証を行うことを示している。１点目として具体的な数値をもっ

て検証できるものであること、２点目に補助金額に見合うだけの費用対効果が認められる

こと、そして３点目に直接的な効果だけではなく間接的な効果についても考慮すること、

の３つの観点である。これらの効果検証を通じ、長期にわたる補助金交付の継続による、

既得権化や団体の自立性の阻害につながることのないよう、客観的にも公益上必要な補助

であることについて適正な判断のもとに補助事業が遂行されることを切に要望する。 

 

２）団体別講評 

各団体について、総括的講評で述べたほか、以下に〔意見〕として記載した事項について

は注意・検討されたい。 

 

小坂団地行政区（小坂団地水質浄化活動支援補助金について） 

補助事業に係る事務等は、概ね適正に執行されていた。 

 

牛久市観光協会 

補助事業に係る事務等は、概ね適正に執行されていた。 

〔意見〕 

市職員が当該団体に対する人的行政支援していることを踏まえ、補助金支出所管課と補

助金交付団体の組織の別を厳に自覚するとともに、牛久市補助金等交付規則ほか補助事業

の執行に関連する法令例規に規定する手続きの流れ、様式、決裁、文書管理等を再度確認

することで適正な補助事業の執行をされたい。 

 

牛久市保護司会 

補助事業に係る事務等は、概ね適正に執行されていた。 
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〔意見〕 

 現金出納帳の金額や日付の誤りなどの誤記や通帳の金額との不整合が散見されたので、

注意されたい。 

 

特定非営利法人 YMCA 及び私立児童クラブやまびこ家族大志の家（新型コロナウイルス感  

染症防止臨時休業特別開所補助金について） 

補助事業に係る事務等は、概ね適正に執行されていた。 
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令和３年度指定管理者監査結果報告書 

 

１． 監査期間及び実施日 

１） 監査期間 令和３年８月２３日から令和３年１０月２９日まで 

２） 本監査実施日 

月  日 対 象 

１０月５日（火） 

牛久都市開発株式会社 

（牛久市営駐車場及び駐輪場指定管理者） 

建設部都市計画課 

（指定管理に関する所属所管課） 

 

２． 監査執行者 

 

   監査委員  早 川  広 行 

   監査委員  市 川  圭 一 

 

３．監査方法 

  地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき、公の施設の管理運営に係る出納その他の

事務の執行状況について、所管課及び指定管理者にあらかじめ監査調書及び関係書類につ

いて提出を求め、主に下記の点に主眼を置いた事前監査を行うとともに、直接施設におい

て施設管理の状況について現地確認を行い、事業内容及び経理内容の実態等について聞取

りを行った。また、本監査では、公の施設の指定管理所管課長等より、関係資料の説明を受

け、協定書等に沿って適正な管理が行われているか、所管課において、指定管理者への指

導監督が適切に行われているかに重点を置いて監査を実施した。   

 

（所管課） 

 １）指定管理者を導入した目的、趣旨はいかされているか。 

 ２）公の施設の管理を行わせる団体等の指定は、関係法令等に根拠をおいているか。 

 ３）指定管理者の指定は、適正・公正に行われているか。 

 ４）管理に関する協定等の締結は、適正に行われているか。 

 ５）協定書等には必要事項が適正に記載されているか。 

 ６）管理に関する経費の算定、支出の方法、時期、手続き等は適正になされているか。 

 ７）業務履行確認は事業報告書によりなされているか。 

 ８）指定管理者に対する指導監督は適切に行われているか。 

 ９）指定管理者が利用料金を定める場合、利用料金は合理的なものになっているか、その

承認手続きは適正に行われているか。 

（指定管理者） 

 １）施設は関係法令等の定めるところにより適切に管理されているか。 



 - 8 - 

 ２）協定等に基づく義務の履行は適切に行われているか。 

 ３）公の施設の管理に係る会計処理は適正に行われているか。 

 ４）公の施設の管理に係る出納関係帳簿、記帳は適正に行われているか。また、領収書類の

整備、保存は適正に行われているか。 

 ５）収納事務は適正に行われているか。 

 ６）利用料金の設定等は適正になされているか。 

 ７）利用促進のための努力はなされているか。 

 ８）施設の管理運営は適切に行われているか。 

 

４．提出を求めた関係書類 

  指定管理所管課及び指定管理者に提出を求めた書類は次のとおりである。 

 １）令和３年度財政援助団体等（指定管理者）監査調書 

 ２）指定管理者の指定申請に係る資料 

 ３）議会の議決に係る資料 

 ４）公募した場合は、公募に係る資料（公募資料及び応募資料） 

 ５）指定管理者の指定に係る資料 

 ６）指定後の事業報告書 

 ７）利用料を徴収している場合は、利用料金徴収の経緯 

 ８）管理に関する協定を締結している場合は、協定書に係る資料 

 ９）指定管理費用の算定に係る資料 

 10）令和元年度・令和２年度会計処理に係る次の資料 

   ・出納関係帳簿 

   ・支出決議票 

   ・収入決議票 

   ・現金出納簿 

   ・領収書 

   ・預金通帳（コピー可） 

11）その他参考となる資料 

 

 

５．監査対象の概要 

 １）牛久都市開発株式会社（指定管理者） 

当該団体は、昭和６１年に牛久駅西口再開発により建設されたエスカード牛久ビルの管

理運営会社として設立された第三セクターで、牛久市長が代表取締役を務める株式会社で

ある。平成２５年９月２５日に、牛久市から都市再生特別措置法に基づく都市再生整備推

進法人の指定を受けており、コロナ禍により事業の実施が控えられているが、地域の賑わ

い・交流の創出に貢献するまちづくり事業の企画運営も行っている。 

主な業務として、エスカード牛久ビルの管理、都市再生整備推進法人として牛久駅前・

ひたち野うしく駅前の賑わい創出のためのイベント開催等を行っている。 
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設立年月日 昭和６１年４月１５日 

代表者 代表取締役  牛久市長 

構成人数 役員数９人 職員数３３人 

事業内容 ・エスカード牛久ビルの管理、運営 

・ビル内店舗の販売促進支援 

・地域又は住民生活の活性化に資するコンサルタント業務及びコ

ーディネート業務 

・市営駐車場及び駐輪場の管理 

 
 

 

６．指定管理の内容 

１）公の施設の概要 

① ひたち野うしく駅東口広場駐車場 

所在地 牛久市ひたち野東１丁目９番地２ 

面積等 ３５２．６２㎡  １４台（定期利用） 

構造等 アスファルト舗装、区画線、車止め 

 

② ひたち野うしく駅西口広場駐車場 

所在地 牛久市ひたち野西３丁目９番地１ 

面積等 ７１６．１０㎡  ２６台（定期利用） 

構造等 アスファルト舗装、区画線、車止め 

 

③ 東みどり野東第１駐車場 

所在地 牛久市南３丁目２８番地２９ 

面積等 ２６２．５０㎡  １８台（定期利用） 

構造等 砕石敷き、トラロープ、車止め 

 

④ 東みどり野東第２駐車場 

所在地 牛久市南３丁目２７番地４ 

面積等 ９５．００㎡  ７台（定期利用） 

構造等 砕石敷き、トラロープ、車止め 

 

⑤ 東みどり野南駐車場 

所在地 牛久市南７丁目４３番地１３ 

面積等 １６０．００㎡  ９台（定期利用） 

構造等 砕石敷き、トラロープ、車止め 

 

⑥ 東みどり野西駐車場 

所在地 牛久市南７丁目９番地５３ 

面積等 ３９０．５０㎡  ２８台（定期利用） 
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構造等 アスファルト舗装、区画線、車止め 

 

⑦ ひたち野うしく駅東駐車場 

所在地 牛久市ひたち野東１丁目３４番地 

面積等 ２０８．１８㎡  ８台（定期利用） 

構造等 アスファルト舗装、区画線、車止め 

 

⑧ 田宮第１駐車場 

所在地 牛久市中央１丁目２４番地 

面積等 ６０１．３６㎡  ２１台（定期利用） 

構造等 砕石敷き、トラロープ、車止め 

 

⑨ 田宮第２駐車場 

所在地 牛久市田宮２丁目４９番地１ 

面積等 ４９６．８２㎡  １８台（定期利用） 

構造等 砕石敷き、トラロープ、車止め 

 

⑩ 牛久駅かっぱ口第１駐車場 

所在地 牛久市田宮３丁目１５番地６ 

面積等 ３１３．０１㎡  １０台（定期利用） 

構造等 アスファルト舗装、区画線、車止め 

 

⑪ 牛久駅かっぱ口第２駐車場 

所在地 牛久市田宮３丁目１２番地２ 

面積等 １５９５．７２㎡  ３８台（定期利用）１１台（一時利用） 

構造等 アスファルト舗装、区画線、カーゲート、精算機 

 

⑫ 柏田第１駐車場 

所在地 牛久市栄町２丁目１４４番地 

面積等 ８５６．００㎡  １６台（定期利用） 

構造等 砕石敷き、トラロープ、車止め 

 

⑬ 柏田第２駐車場 

所在地 牛久市柏田町無番地 

面積等 ８５７．８０㎡  １６台（定期利用） 

構造等 砕石敷き、トラロープ、車止め 

 

⑭ 刈谷駐車場 

所在地 牛久市牛久町２９７０番地２ 
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面積等 ４１０．００㎡  １２台（定期利用） 

構造等 砕石敷き、トラロープ 

 

⑮ 花水木通り駐車場 

所在地 牛久市中央１丁目１６番地２ 

面積等 ８６０．９１㎡  ３０台（定期利用） 

構造等 砕石敷き、トラロープ 

 

⑯ 牛久駅東口自転車駐車場 

所在地 牛久市中央５丁目２７番地１０ 

面積等 ５８１．００㎡ 

構造等 鉄骨造２階建 

収容数 自転車 ３６１台（定期利用） ４２台（一時利用） 

     原付   １６台（定期利用）  ４台（一時利用） 

     自動二輪  ６台（定期利用）  ４台（一時利用） 

 

⑰ ひたち野うしく駅東口自転車駐車場 

所在地 牛久市ひたち野東１丁目９番地２ 

面積等 １９９８．０６㎡ 

構造等 鉄骨・鉄筋コンクリート造２階建 

収容数 自転車１２０８台（定期利用） ８１台（一時利用） 

    原付   ６５台（定期利用）  ７台（一時利用） 

    自動二輪  ５台（定期利用）  ５台（一時利用） 

 

⑱ ひたち野うしく駅西口自転車駐車場 

所在地 牛久市ひたち野西３丁目９番地１ 

面積等 １８８０．０８㎡ 

構造等 鉄骨・鉄筋コンクリート造２階建 

収容数 自転車１２６７台（定期利用） ６５台（一時利用） 

    原付   ５７台（定期利用）  ６台（一時利用） 

    自動二輪  ５台（定期利用）  ４台（一時利用） 

 

  設立目的    自動車利用者または自転車利用者の利便に資する。 

指定管理期間  令和２年４月１日から令和７年３月３１日（５年間） 

  指定管理料   （令和２年度）０円 

（令和３年度）０円 

  所属所管課   建設部都市計画課 
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２）指定管理の業務範囲 

  ①駐車場及び自転車駐車場の利用の許可に関する業務 

  ②駐車場及び自転車駐車場の利用料の徴収に関する業務 

  ③駐車場及び自転車駐車場の施設、設備及び物品等の維持管理に関する業務 

  ④前３号に掲げるもののほか、牛久市が必要と認める業務 

 

３）指定管理者による主な事業・活動 

  ①[駐車場管理] 定期的な雑草除去、砂利流出軽減・路面標示等の修繕 

  ②[駐輪場管理] 前受収益集計のためのシステム改修、施設内照明・電気設備修繕 

  

 

４）指定管理施設の利用実績 

駐車場       （単位：台、円） 

区分 駐車場略称 
月極区画契約 令和 2 年度 

収入額 

令和元年度 

収入額 2 年度末 区画数 

月極 

ひたち野うしく駅東口広場 14 14 1,322,160 1,309,560 

ひたち野うしく駅西口広場 25 26 2,431,830 2,432,040 

東みどり野東第 1 18 18 677,250 648,960 

東みどり野東第 2 5 7 261,450 249,480 

東みどり野南 9 9 340,200 336,960 

東みどり野西 28 28 1,377,600 1,389,360 

ひたち野うしく駅東 7 8 747,650 748,320 

田宮第 1 21 21 1,045,800 1,044,200 

田宮第 2 17 18 856,800 848,640 

牛久駅かっぱ口第 1 10 10 1,248,310 1,246,800 

牛久駅かっぱ口第 2 37 38 3,809,060 3,789,360 

柏田第 1 16 16 601,650 599,040 

柏田第 2 16 16 604,800 599,040 

刈谷 12 12 302,400 299,520 

 計 235 241 15,626,960 15,541,280 

一時貸 牛久駅かっぱ口第 2   544,390 777,000 

収入額合計   16,171,350 16,318,280 

 

自転車駐輪場         （単位：円） 

駐輪場略称 
令和 2 年度収入額 令和元年度収入額 

定期 一時貸 計 定期 一時貸 計 

牛久駅東口 1,076,020 211,900 1,287,920 1,229,190 290,800 1,519,990 
ひたち野うしく駅東口 3,999,790 1,300,600 5,300,390 5,417,900 1,734,500 7,152,400 

ひたち野うしく駅西口 4,592,900 911,200 5,504,100 5,697,480 1,346,500 7,043,980 

計 9,668,710 2,423,700 12,092,410 12,344,570 3,371,800 15,716,370 
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５）指定管理の収支状況 

収入                                （単位：円） 

区分 
令和 2 年度 令和元年度 備考 

予算額 決算額 予算額 決算額  

駐車場（月極） 15,762,000 15,635,360 15,204,000 15,508,880  

駐車場（一時貸） 660,000 544,390 900,000 777,000  

駐輪場（月極） 13,220,000 9,668,710 13,200,000 12,344,570  

駐輪場（一時貸） 3,814,000 2,455,900 3,500,000 3,400,500  

還付金 - △176,750 - △74,980  

預金利息 0 48 0 77  

計 33,456,000 28,127,658 32,804,000 31,956,047  

 

支出                                （単位：円） 

区分 
令和 2 年度 令和元年度 備考 

予算額 決算額 予算額 決算額  

人件費 12,300,000 11,486,456 9,300,000 10,705,450  

需用費 2,235,000 1,969,070 2,007,000 1,837,401  

役務費 1,939,000 1,663,075 1,933,000 1,757,733  

委託料 3,019,000 2,581,491 1,998,000 2,251,276  

土地使用料 4,160,000 4,159,500 4,160,000 4,159,500  

修繕料 1,920,000 0 1,500,000 1,251,269  

本部費 3,346,000  3,000,000 0 3,000,000  

消費税 2,300,000 2,010,300 2,250,000 2,339,000  

差引収益 2,237,000 1,257,766 9,656,000 4,654,418  

計 33,456,000 28,127,658 32,804,000 31,956,047  

 

 

７．監査結果 

 １）総括的講評 

市営駐車場及び市営自転車駐車場の指定管理者、牛久都市開発株式会社における出納及

びその他関連する事務並びに所管課の指定管理者に対する指導状況等について監査した結

果、大きな問題は無く、概ね適正に執行されていることが認められ、改善を要求する〔指摘

事項〕に該当する案件はなかったが、「個別講評」に記述した事項について、注意・検討す

るなど対応を図られたい。 

また、軽微な事項については、事前監査において修正を促し、本監査時において、口頭で

の指導や修正の確認を行っているので、講評への記載は省略した。 

 

２）個別講評 

  ①所管課関係（建設部都市計画課） 

牛久市は、同市が設置した市営駐車場及び市営自転車駐車場について、地方自治法第

244 条の 2 第 3 項の規定に基づく指定管理者として牛久都市開発株式会社（以下「牛久都

市開発」という。）を指定し、管理しているところであるが、指定管理に係る基本協定書

第 53 条の規定によれば、当該施設の管理とともにまちづくりに係る「自主事業」を実施
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するとされている。この「自主事業」とは、同条が定める通り「本施設の設置目的に合致

し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において自己の責任と費用により」取り組むもの

である。 

一方で、牛久都市開発は、平成 25 年 9 月 25 日に牛久市から都市再生整備推進法人（以

下「まちづくり会社」という。）の指定を受けており、牛久市などの公的機関、地元企業

や住民との協働により地域の賑わいと交流の創出などのまちづくり事業を手掛けている

ところである。そのためであると推察されるが、同社において、指定管理者としての自主

事業とまちづくり会社としての事業を、指定管理者が提出する事業計画書に「まちづく

り会社」の事業に関する記載がなされるなど別な主体として事業を実施することについ

て、十分な認識がなされていない点がみられる。 

指定管理者が行う自主事業は、「市営駐車場及び自転車駐車場の設置目的に合致」する

事業であり、まちづくり会社が行うまちづくり事業と同じではないと考えられる。今後、

指定管理者の認識を再度徹底させるために、所管課は指定管理者から事業報告書や自主

事業計画書の提出を受けた際に、事業に混同がないかよく確認を行い、指導・助言を与え

られたい。 

 

  ②対象団体関係（牛久都市開発株式会社） 

施設の管理・運営については、概ね良好に行われていた。 

指定管理の状況としては、令和 3 年 3 月、新たに管理する駐車場が追加され、駐車場

周辺地域へのパンフレット配布や近隣事業所・店舗に直接足を運ぶなど、契約者獲得に

努めている。また、収支の状況は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言発

令など、学生の利用者減少による駐輪場の収益の落ち込みがみられたが、感染症対策の

徹底や学校の再開により利用者の回復の兆しが見えている。 

一方、自主事業については、マルシェの開催支援やイルミネーション事業への協賛な

どを実施した一方で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響は大きく、当初計画してい

たレンタサイクル事業やコンサートなど、実施に至らなかった事業もみられた。 

最後に、指定管理者として実施する自主事業とまちづくり会社として実施するまちづ

くり事業については、一部混同している部分も見られた。指定管理者と都市再生整備推

進法人の双方の指定を受けているが、二つの法人格は別であり、会計だけでなく事業の

管理も別々に行われるべきものであるので、所管課と相談のうえ適切な事業管理に努め

られたい。 

 


