
平成 30 年度 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 

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 29 年度の財政援助に係る出納、その他の事務の執行及び商工観光部観光交

流課の指導監督に係る事務の執行について監査を実施した。 

また、指定管理業務の状況について監査を実施した。 

 

２ 監査の実施期間 

平成 30 年９月 21 日から平成 30 年 10 月 30 日まで 

 

３ 監査の方法 

平成 29 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、関係職員から説明を聴取した。 

 

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（総額 11,408,040 円） 

ア 日向サンパーク温泉施設指定管理業務 

イ 日向サンパークオートキャンプ場指定管理業務 

ウ 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 29 年度の利用者は、オートキャンプ場及び体育施設においては減少

したものの、温泉館及び物産館はともに増加したことにより、施設全体で

は 399,811 人となり、前年度に比べ 1,051 人の減少に止まった。 

経営面においては、一昨年に発生した熊本地震の影響による観光消費の

低迷傾向は回復してきたものの、年度中盤の天候不順及び前年度に引き続

き、加温用バイオマスボイラー設備のトラブルによる維持管理面のコスト

増が重なったため、全体では約 850 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、並びに所管課における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、施設の持続性と安定性を確保するため、指定管理料

の積算根拠の洗い直しを含め経営構造の改善についての方策を早急に検討

されたい。 

 

（２）所管課においては、温泉施設設備改善に係る短期・中期・長期計画を策

定し、当該計画に基づいた施設改善に努められたい。 



平成 30 年度 財政援助団体等監査報告書（一般社団法人日向市観光協会） 

 

地方自治法第 199 条第７項の規定に基づき、市が交付した補助金等の財政援助

について、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 

一般社団法人日向市観光協会（以下「観光協会」という。）に係る平成 28

年度、平成 29 年度の財政援助に係る出納、その他の事務の執行及び商工観光

部観光交流課の指導監督に係る事務の執行について監査を実施した。 

 

２ 監査の実施期間 

平成 30 年９月 21 日から平成 30 年 10 月 30 日まで 

 

３ 監査の方法 

平成 28 年度、平成 29 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、関係職員から説明を聴取

した。 

 

第２ 監査の結果等 

１ 観光協会の概要 

観光協会は、本市及びその周辺地域との連携のもと、観光に関する事業

の振興及び促進並びに自然環境の健全な保全を図り、地域経済の発展及び

地域文化の向上に寄与することを目的に設立されたものである。 

 

 ２ 市との関係 

（１）補助金の状況 

市は、各補助金交付要綱に基づき、補助金を交付している。 

ア 日向市観光協会運営等補助金       19,923,000 円 

イ 日向市観光ボランティア育成事業補助金    300,000 円 

 

３ 監査の結果及び意見 

観光協会の補助金に係る出納その他の事務及び所管課における補助金交付

事務は、おおむね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） 「新しい日向市観光推進計画」の柱としても位置付けられる「DMO」（観

光地域づくりのかじ取り役を担う法人）については、「地域連携による

DMO」が望ましい形態であると考えられるため、これの実現に向けた工程



表が策定されることを望みたい。 

 

（２） 平成 29 年度の未収金が、平成 28 年度に比べ大幅に減少している。今

後とも、未収金を減らすためのマニュアルを作成するなど継続して取り

組んでいただきたい。 

 

（３） 決裁伺書の決裁日、施行日、決裁区分等の記入のないものや、契約書

類で相手方から提出された着手届、業務完了届等及び補助金等交付決定

通知に供覧のないものが見受けられたので、処務規程に基づき適正に処

理されたい。 

 

（４） 支払伝票に添付された請求書、領収書等について、日付の漏れや、内

容の不明瞭なものが見受けられた。その都度確認しているとのことであ

るが、その明細の添付も必要と思われるため適切に処理されたい。 

 



平成 30 年度 財政援助団体等監査報告書 

（社会福祉法人日向市社会福祉協議会） 

 

地方自治法第 199 条第７項の規定に基づき、市が交付した補助金等の財政援助

について、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 

社会福祉法人日向市社会福祉協議会（以下「社会福祉協議会」という。）に

係る平成 28 年度、平成 29 年度の財政援助に係る出納、その他の事務の執行

及び健康福祉部福祉課、高齢者あんしん課の指導監督に係る事務の執行につ

いて監査を実施した。 

また、指定管理業務の状況について監査を実施した。 

 

２ 監査の実施期間 

平成 30 年９月 21 日から平成 30 年 10 月 30 日まで 

 

３ 監査の方法 

平成 28 年度、平成 29 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、関係職員から説明を聴取

した。 

 

第２ 監査の結果等 

１ 社会福祉協議会の概要 

社会福祉協議会は、本市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的

とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域

福祉の推進を図ることを目的に設立されたものである。 

 

 ２ 市との関係 

（１）補助金の状況 

市は、日向市社会福祉関係団体運営補助金交付要綱等により補助金を交

付している。 

ア 日向市社会福祉協議会運営補助金 （合計 46,963,000 円） 

（ア）事務局人件費             40,838,000 円 

（イ）総合福祉センター管理運営費      3,959,000 円 

（ウ）東郷支所管理運営費           810,000 円 

（エ）福祉推進員事業費            703,000 円 

（オ）東郷地域総合福祉センター管理運営費   653,000 円 

イ 民生委員活動費補助金      （合計 23,344,000 円） 

   （ア）民生委員・児童委員活動補助      20,059,000 円 



   （イ）民生委員・児童委員協議会事務局補助  3,285,000 円 

ウ ボランティアまちづくり事業補助金    1,840,000 円 

エ ふれあいのまちづくり事業補助金     2,004,000 円 

 

 （２）指定管理料の状況          （合計 27,552,000 円） 

   ア 日向市老人福祉センター指定管理業務    6,253,000 円 

   イ 日向市平岩ふれあい館指定管理業務    5,990,000 円 

   ウ 日向市日知屋児童センター指定管理業務  5,424,000 円 

   エ 日向市大王谷児童館指定管理業務     5,424,000 円 

   オ 日向市駅駐車場指定管理業務       4,461,000 円 

 

３ 監査の結果及び意見 

社会福祉協議会の補助金等に係る出納その他の事務及び所管課における補

助金等交付事務については、おおむね適正に処理されていると認められた。 

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） 社会福祉協議会 

ア 地域福祉の担い手として持続安定的に福祉事業を実施していくため

には、自己財源により実施する分野と行政からの財政援助の拡充に頼る

べき分野等の範囲について、所管課との協議を進めつつ、円滑な事業の

進展が図られるよう努められたい。 

 

イ 指定管理施設において整備した危機管理マニュアルを活用し、訓練等

の実施に取り組んでいただきたい。 

 

（２） 所管課 

ア 福祉課所管の補助金については「日向市社会福祉関係団体運営補助金

要綱」により補助金を交付しているが、当要綱は当該関係団体に対し補

助金を交付することを包括的に規定しているだけで、補助金の交付目的、

対象経費等が不明確である。補助金ごとに個別具体的な要綱を制定され

るよう努められたい。 



平成 30 年度 財政援助団体等監査報告書 

（特定非営利活動法人日向市障害者団体連絡協議会） 

 

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 

特定非営利活動法人日向市障害者団体連絡協議会（以下「障害者団体連絡

協議会」という。）に係る平成 28 年度、平成 29 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福祉課の指導監督に係る事務の執行につ

いて監査を実施した。 

また、指定管理業務の状況について監査を実施した。 

 

２ 監査の実施期間 

平成 30 年９月 21 日から平成 30 年 10 月 30 日まで 

 

３ 監査の方法 

平成 28 年度、平成 29 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、関係職員から説明を聴取

した。 

 

第２ 監査の結果等 

１ 障害者団体連絡協議会の概要 

   障がいのある人の自立、社会参加を支援し広く市民に対して障がい者への

理解と交流の促進を図ることにより、地域福祉の発展に寄与するための活動

を行っている。 

 

２ 市との関係 

（１）補助金の状況 

市は、日向市社会福祉関係団体運営補助金交付要綱等に基づき、補助金

を交付している。 

ア 障害者団体連絡協議会事務局運営補助金    251,000 円 

イ 身体障害者スポーツ交流事業補助金      109,000 円 

 

（２）指定管理料の状況 

ア 日向市障がい者センター指定管理業務   14,000,000 円 

 

３ 監査の結果及び意見 

障害者団体連絡協議会の補助金等に係る出納その他の事務及び所管課にお



ける補助金等交付事務については、おおむね適正に行われているものと認め

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） 事務の適正化及び効率化を図るため、事務取扱に関して必要事項を定

めた規程等の整備を検討されたい。 

 

（２） 会計処理について、仮払いの処理の活用がなされていないものが見受

けられるので、適正に処理されたい。 

 


