
財政援助団体等監査報告書（株式会社日向サンパーク温泉） 

 

地方自治法第 199 条第７項の規定に基づき、市が出資等を行っている団体

に対して、団体の事業が出資等の目的に沿って適切に運営されているか、次

のとおり監査を実施した。 

 

第１ 監査の概要 

１ 監査の対象 

日向市が出資する株式会社日向サンパーク温泉（以下「サンパーク温

泉」という。）に係る平成 28 年度における出納、その他の事務の執行及

び産業経済部観光振興課の指導監督に係る事務の執行について監査を行

った。 

また、日向サンパーク温泉施設等の指定管理状況について監査を行っ

た。 

 

２ 監査の実施期間 

平成 29 年９月 25 日から平成 29 年 11 月６日まで 

 

３ 監査の方法 

平成 28 年度の決算報告書、事業関係書類、出納及びその他の事務事業

の執行状況に関する資料の提出を求め、関係職員からの聴取を行った。 

 

第２ 監査の結果等 

１ サンパーク温泉の概要 

サンパーク温泉は、地域の資源である温泉を活用し、憩いと交流の

場を提供することにより、市民の健康増進と心身のリフレッシュを図

り、併せて地域の活性化を図るため、日向市、日向市漁業協同組合等

が出資して設立されたものである。 

 

 ２ 市との関係 

  （１）出資金等の状況 

市は、資本金 5,000 万円のうち 4,600 万円（92％）を出資してい

る。（４分の１以上の出資団体） 

 

  （２）指定管理料の状況（11,408,040 円） 

①日向サンパーク温泉施設指定管理業務 

②日向サンパークオートキャンプ場指定管理業務 

③日向サンパーク体育施設指定管理業務 

 

  （３）貸付金の状況 

株式会社日向サンパーク温泉運転資金貸付要綱に基づき、運転資

金として 2,500 万円の貸し付けを行っている。 



 

３ 監査の結果及び意見 

平成 28 年度の利用者は、温泉館等において減少が見られたものの、

施設全体では 400,862 人となり、前年度に比べ 6,510 人の増加となっ

ている。 

しかしながら、経営面においては、昨年発生した熊本地震の影響に

よる観光消費の低迷、年度前半の天候不順及び７か月の稼働停止とな

った加温用バイオマスボイラー施設への対応に伴い一般管理費が増加

したため、全体では約 470 万円の純損失となっている。 

事業は、出資目的に沿って適切に運営されており、また、各種帳簿

類及び事務処理についてはおおむね適正に処理されていると認められ

た。 

今後については、施設の適正な延命化対策等を図りながら、引き続

き業績の回復に向けた取り組みを継続して進めていただきたい。 

なお、事業の運営にあたっては、次の点について留意あるいは改善

が必要と考える。 

 

（１）所管課においては、指定管理料のあり方も含め経営構造の改善に

ついて、持続、安定的な経営のための方策を早急に検討されたい。 

 

（２）所管課においては、トラブルが常態化している加温用バイオマス

ボイラー施設の正常化など、老朽化した設備については、厳しい財

政状況の中にあっても安全、安心が保たれた快適な施設として利用

できるように、計画的な維持補修、更新に取り組まれたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



財政援助団体等監査報告書（株式会社東郷町ふるさと公社） 

 

地方自治法第 199 条第７項の規定に基づき、市が出資等を行っている団体

に対して、団体の事業が出資等の目的に沿って適切に運営されているか、次

のとおり監査を実施した。 

 

第１ 監査の概要 

 １ 監査の対象 

日向市が出資する株式会社東郷町ふるさと公社（以下「ふるさと公社」

という。）に係る平成 27 年度、平成 28 年度における出納、その他の事務

の執行及び東郷総合支所東郷地域振興課の指導監督に係る事務の執行に

ついて監査を行った。 

また、日向市牧水公園交流施設の指定管理状況について監査を行った。 

 

２ 監査の実施期間 

平成 29 年９月 25 日から平成 29 年 11 月６日まで 

 

３ 監査の方法 

平成 27 年度、平成 28 年度の決算報告書、事業関係書類、出納及びそ

の他の事務事業の執行状況に関する資料の提出を求め、関係職員からの

聴取を行った。 

 

第２ 監査の結果等 

１ ふるさと公社の概要 

ふるさと公社は、市民の健康増進及び利便性の向上を図るほか、農

林産物の加工販売を通じて地場産業の振興など地域活性化に貢献する

ことを目的に、日向市、日向農業協同組合等が出資して設立されたも

のである。 

 

２ 市との関係 

（１）出資金等の状況 

市は、資本金 3,065 万円うち 3,000 万円（97.9％）を出資してい

る。（４分の１以上の出資団体） 

 

（２）指定管理料の状況 

平成 27 年度日向市牧水公園交流施設管理業務（19,028,704 円） 

平成 28 年度日向市牧水公園交流施設管理業務（19,028,704 円） 

 

３ 監査の結果及び意見 

牧水公園交流施設の利用者は、平成 27 年度が 14,166 人、平成 28 年度

が 16,910 人となっており増加傾向にある。 

また、経営面においては、積極的な事業展開や管理経費の節減などの



経営努力により、平成 27 年度が 75 万円、平成 28 年度が 230 万円の純利

益となっている。 

事業は、出資目的に沿っておおむね適切に運営されており、また、各

種帳簿類及び事務処理については適正に処理されていると認められた。 

なお、事業の運営にあたっては、次の点について留意あるいは改善が

必要と考える。 

 

（１）利用者数は増加傾向にあるものの、引き続き、地域と一体となっ

た取り組みを強化することにより、さらなる利用者増を図るなど収

益の確保に努められたい。 

 

（２）現状の業務形態に沿った定款及び諸規程の見直しが必要であり、

これについては遺漏のないよう整備を進められたい。 

 

（３）所管課においては、老朽化した設備について、厳しい財政状況の

中にあっても安全、安心が保たれた快適な施設として利用できるよ

う、計画的な維持補修、更新に取り組まれたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



財政援助団体等監査報告書（公益財団法人日向文化振興事業団） 

 

地方自治法第 199 条第７項の規定に基づき、市が出資等を行っている団体

に対して、団体の事業が出資等の目的に沿って適切に運営されているか、次

のとおり監査を実施した。 

 

第１ 監査の概要 

 １ 監査の対象 

日向市が出資する公益財団法人日向文化振興事業団（以下「文化振興

事業団」という。）に係る平成 27 年度、平成 28 年度における出納、その

他の事務の執行及び教育委員会文化生涯学習課の指導監督に係る事務の

執行について監査を行った。 

また、日向市文化交流センターの指定管理状況について監査を行った。 

 

２ 監査の実施期間 

平成 29 年９月 25 日から平成 29 年 11 月６日まで 

 

３ 監査の方法 

平成 27 年度、平成 28 年度の決算報告書、事業関係書類、出納及びそ

の他の事務事業の執行状況に関する資料の提出を求め、関係職員からの

聴取を行った。 

 

第２ 監査の結果等 

１ 文化振興事業団の概要 

文化振興事業団は、本市及び東臼杵南部町村圏域における文化芸

術・スポーツの振興及び交流を図り、もって健康で豊かな地域づくり

に寄与することを目的に財団法人として平成元年９月に設立され、平

成 24 年２月１日からは「公益財団法人日向文化振興事業団」として活

動している。 

 

２ 市との関係 

（１）出資金等の状況 

市は、基本財産 3,000 万円の全額を出捐している。 

（４分の１以上の出資団体） 

 

（２）指定管理料の状況 

平成 27 年度日向市文化交流センター指定管理業務（54,016,360 円） 

平成 28 年度日向市文化交流センター指定管理業務（54,016,360 円） 

３ 監査の結果及び意見 

日向市文化交流センター利用者は、平成 27 年度が 91,996 人で前年度

より 8,566 人の減少、平成 28 年度が 91,587 人で前年度より 409 人の減

少となっている。 



経営面においては、自主文化事業の収支不足等により、平成 27 年度が

372 万円、平成 28 年度が 277 万円の純損失となっている。 

事業は、出資目的に沿っておおむね適切に運営されており、また、各

種帳簿類及び事務処理については適正に処理されていると認められた。 

なお、事業の運営にあたっては、次の点について留意あるいは改善が

必要と考える。 

 

（１）自主文化事業については、収支不足が続いており、自主文化事業積

立資金を毎年取り崩して補てんしている。 

このため、事業の選択にあたっては、収支面を含め、十分な事前調

査を実施するとともに、実施後においても検証を行うなど、適切かつ

合理的な対応を検討され、収支均衡が達成されるように努められたい。 

 

（２）所管課においては、「日向市文化交流センター維持管理計画」に基

づいた施設老朽化への対応が遅れている。 

厳しい財政状況の中にあっても、真に緊急性のあるものについては、

安全、安心な施設の確保に努められたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



財政援助団体等監査報告書（公益社団法人日向市シルバー人材センター） 

 

地方自治法第 199 条第７項の規定に基づき、市が補助金等を交付した団体

に対して、補助金等の額の算定、交付方法、手続等は適正か、事業は目的に

沿って適切に執行されているか、次のとおり監査を実施した。 

 

第１ 監査の概要 

 １ 監査の対象 

日向市が補助金を交付している公益社団法人日向市シルバー人材セン

ター（以下「シルバー人材センター」という。）に係る平成 27 年度、平

成 28 年度の財政援助に係る出納、その他の事務の執行及び健康福祉部高

齢者あんしん課の指導監督に係る事務の執行について監査を行った。 

 

２ 監査の実施期間 

平成 29 年９月 25 日から平成 29 年 11 月６日まで 

 

３ 監査の方法 

平成 27 年度、平成 28 年度の決算報告書、事業関係書類、出納及びそ

の他の事務事業の執行状況に関する資料の提出を求め、関係職員からの

聴取を行った。 

 

第２ 監査の結果等 

１ シルバー人材センターの概要 

シルバー人材センターは、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法

律」に基づき、高年齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりに

寄与すること等を目的に社団法人として平成元年３月に設立され、平

成 24 年４月１日からは「公益社団法人日向市シルバー人材センター」

として活動している。 

 

２ 市との関係 

（１）補助金等の状況 

市は、シルバー人材センター運営補助金交付要綱に基づき、運営補

助金を交付している。（補助金交付団体） 

平成 27 年度 1,074 万円 

平成 28 年度 1,074 万円 

 

３ 監査の結果及び意見 

シルバー人材センターは、平成 26 年度をもって市の指定管理者制度に

係る受託事業が終了し、平成 27 年度からは新たな事業として、シルバー

派遣事業（一般労働者派遣事業）に取り組んでいる。 

会員の状況は、平成 27 年度末 430 名、平成 28 年度末 432 名であり、

会員数に大きな変動はないが、会員の高齢化が進んでいる。 



経営面においては、受託事業収益等の増減により平成 27 年度が 215 万

円の純損失となり、平成 28 年度は 217 万円の純利益となっている。 

事業は、補助金の交付目的に沿っておおむね適切に執行されており、

また、各種帳簿類及び事務処理については適正に処理されていると認め

られた。 

なお、事業の執行にあたっては、次の点について留意あるいは改善が

必要と考える。 

 

（１）市指定管理施設の受託事業終了に伴い、新たにシルバー派遣事業に

取り組むなど事業内容が大きく変わり職員数も減少したなか、決算収

支においては純損失から純利益に転じている。 

しかしながら、これは退職者の不補充等が大きく影響している面も

あり、経営面にあっては財政基盤の脆弱化が進んでいる。 

今後とも、経費削減や効率的な事業執行にとどまることなく、自主

財源のさらなる確保など、財政基盤の安定化に向け、なお一層の事業

推進に努められたい。 

 

（２）所管課においては、シルバー人材センターが地域包括ケアシステム

などの社会福祉施策に貢献する役割を重視した上で、補助金の算定に

生かすなど、運営補助金の充実に努められたい。 

 


