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令和元年度 財政援助団体等監査報告書 

 

第１ 監査期間   

令和元年 10月４日（金）～ 10月８日（火） 

第２ 監査会場   

各団体事務局と菊川市役所本庁舎 402会議室 

第３ 対象と区分 

（1）社会福祉法人 菊川市社会福祉協議会 

（補助金交付団体、東部ふれあいプラザ指定管理者） 

（2）公益社団法人 菊川市シルバー人材センター (補助金交付団体） 

（3）株式会社 ＳＢＳプロモーション (菊川文化会館アエル指定管理者） 

（4）菊川市体育協会グループ 

（市体育館及び市体育施設を付帯する都市公園等指定管理者） 

（5）有限会社 菊川生活環境センター (出資金受給団体） 

（6）菊川市商工会 (補助金交付団体） 

(7) 中部ビル保善 株式会社 (菊川市営保養センター「小菊荘」指定管理者） 

（8）菊川市茶業協会（補助金交付団体） 

第４ 監査事項   

地方自治法第199条第７項の規定により、「市が補助金、交付金、負担金、

貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納そ

の他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの」また、「市が出資している

もので政令で定めるもの」及び「市が法第244条の２第３項の規定に基づき

公の施設の管理を行わせているもの」について、公金及び公の施設の管理に

係る事務が適正に執行されているかについて監査する。 

第５ 監査方法 

     平成 30年度事業報告書及び決算書に基づき、出納及びその他の事務事業 

の執行状況について、必要な資料の提出を求め、それぞれの責任者及び担当 

者から経理等について聴取するとともに、関係書類の抽出検査を行った。 

第６ 総括的所見  

監査対象となった財政援助団体等の予算及び事務事業の執行は、法令等に 

沿って執行されており、適正に処理されているものと認められた。事務処理

上の改善事項については、本監査での指摘等を真摯に受け止められ、所要の

取り組みをされるよう望む。 

なお、所管課は指定管理者及び財政援助団体の経営状態を継続的に注視す

る必要があり、補助金・負担金については適正な交付と補助目的・対象に沿

った活用状況の管理監督に努め、適度な緊張感を保ち安定した事業運営に向

けた指導をされたい。 
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第７ 団体毎の監査結果と所見 

(１) 社会福祉法人 菊川市社会福祉協議会 

ア 補助金等の名称、助成要綱及び指定管理に関する協定 

菊川市社会福祉協議会補助金 

社会福祉法人菊川市社会福祉協議会補助金要綱 

菊川市東部ふれあいプラザの管理に関する基本協定書 

 

イ 平成 30年度決算 

事業活動収入計 ２８０，８７７，２２０円 

（内補助金額   ４１，５７７，３０７円) 

事業活動支出計 ２８７，８２６，８０３円 

差引残額     △６，９４９，５８３円 

 

ウ 団体概要 

「菊川市社会福祉協議会」は地域福祉を推進する組織として、自治体や目的

を共にする様々な活動主体と協働し、住民が地域で支え合う環境づくりを進め

るため積極的な役割を果たし、公共福祉サービスや他の民間事業者等では対応

し難い人々の生活課題に対する相談支援の充実・強化に努め、福祉を基盤とし

た「まちづくり」に取り組んでいる。職員総数は 71名（正規職員 26名、嘱託

職員 12名、非常勤職員 33名）である。 

 

エ 補助金等 

平成 30年度市の補助金総額は 41,577千円で、うち法人運営費 36,747千円、

地域福祉活動推進事業 3,233 千円、ボランティア団体活動推進事業 270 千円、

福祉相談事業 1,328千円である。 

 

オ 事業内容 

「法人運営事業」は職員の人件費や事務費、「地域福祉活動推進事業」は福

祉団体への助成金や障がい者の地域活動支援・慰霊祭開催事業等、「ボランテ

ィア団体活動推進事業」はボランティアの養成・研修・支援、「福祉相談事業」

は心配ごと・結婚の相談員報酬や費用弁償等である。 

会務の運営として理事会を３回・評議員会を３回開催し、会計監査は決算監

査を５月に、月例会計監査を毎月 25日前後に実施している。 

「地域福祉活動推進事業」では、福祉のまちづくりを基本とした事業を実施

するため、小地域福祉活動の推進を図った。市内 11 地区の地区社会福祉協議

会と今後の地域福祉推進についての情報交換を行い、26 名が参加した。また、

職員が積極的に地域に出向き、各地区センターを拠点とし、地域住民と一緒に

その地域を考え、共に小地域福祉活動を展開した。その他、地域福祉計画・地
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域福祉活動計画の推進評価、市民福祉教育の推進事業、広報・啓発活動、総合

相談及び生活支援事業、福祉サービス事業、補助金及び助成金交付事業、ボラ

ンティア活動の推進事業が展開されている。 

児童館事業では、18歳未満のすべての子どもを対象とし、地域における遊び

や生活の援助と子育て支援を行い、子どもを心身共に健やかに育成することを

目的に運営されている。事業としては、乳幼児親子対象事業、小中高生対象事

業の他、ママとプレママのための情報交換会等の事業が実践されている。菊川

児童館の年間利用者数は 32,899人、小笠児童館の年間利用者数は 22,991人で

あった。 

子育て支援センター事業では、子育て家庭の家族の居場所・友達づくりの

場・相談の場として育児支援を行い、子どもの健やかな成長の支援を目的とし

て運営されている。事業としては、子育て親子の交流の場の提供と交流促進事

業、子育て等に関する相談・援助、子育て及び子育て支援に関する講習会等の

事業が実施されている。 

その他、居宅介護支援・訪問介護等の介護保険事業と居宅介護・地域生活支

援等の障害者総合支援事業を実施している。 

 

カ 所見 

基本理念である「誰もが安心していきいき暮らせるまち」を目指し、地域の

特性・多様な福祉ニーズを的確に捉えて、よりよいサービスを展開することに

より、高齢者から子どもまで幅広い世代を対象とした生活課題に対する支援を

お願いする。今後の福祉活動を見据えた中で、社会福祉協議会の存在意義・役

割はどうあるべきかを改めて発信し、社会情勢等の福祉環境の変化に対応でき

るよう適正な人員と職員配置を検討されたい。また、当該補助金要綱に基づく

事業内容が妥当か点検し、所管課と共に必要に応じて実施事業の見直しを図ら

れたい。 

 

＊ 菊川市中部デイサービスセンターの指定管理者 

平成 27年度から平成 29年度までの３年間の指定管理期間を、事業廃止に

向けた整理期間として１年延長し、平成 30 年度末まで菊川市社会福祉協議

会が指定管理者に指定されている。 

デイサービスセンターには指定管理料は交付されず、利用者の料金収入に

よる管理とする利用料金制を採用している。利用定員 45 人、延べ利用者数

5,145人（前年度比 32.6％減）、１日平均利用者数 22.1人であった。 

平成 30年度末の指定管理期間満了により、「菊川市中部デイサービスセン

ター」は廃止された。 

 

＊ 菊川市東部ふれあいプラザの指定管理者 

平成 27年度からの３年間に引続き、平成 30年４月１日から平成 33（令和

３）年３月 31 日までの３年間、菊川市社会福祉協議会が指定管理者に指定
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され、指定管理料の年額 229 千円が光熱水費等経常経費に充てられている。

要介護認定を受けていない又は、要介護認定において「自立」と判定された

65歳以上の人で介護予防の必要な高齢者を対象とし、社会的孤立の解消や生

きがいづくりと心身の健康増進を図っている。利用実績は延べ利用者数 971

人、１日平均利用者数 6.8人となっており、利用者の 96％が女性である。引

続き、積極的な男性利用者の受け入れや健康体操・レクリエーション・手工

芸等の活動提供により、高齢者の社会参加を促し、一層の高齢者介護予防に

努めていただきたい。 

 

 

(２) 公益社団法人 菊川市シルバー人材センター 

ア 補助金等の名称、助成要綱及び指定管理に関する協定 

菊川市シルバー人材センター育成事業費補助金 

公益社団法人菊川市シルバー人材センター育成事業費補助金交付要綱 

 

イ 平成 30年度決算 

事業活動収入計 ２１４，３０２，７０７円 

事業活動支出計 ２１３，５８２，２１４円 

収支差額 ７２０，４９３円  

前期繰越収支差額 ２７，６８０，３６５円  

次期繰越収支差額 ２８，４００，８５８円  

補助金額 １０，６３２，０００円 

 

ウ 団体概要 

「シルバー人材センター」は、定年退職者等の高齢者の希望に応じた、臨時

的かつ短期的な就業またはその他の軽易な業務の就業の機会を確保するとと

もに、生きがいの充実及び社会参加の推進により、高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公益法人である。本市のシルバー人材センタ

ーは、昭和 55 年 11 月１日菊川町便利組合設立（昭和 62 年４月１日「菊川町

シルバー人材センター」と改称）、昭和 62年 10月５日小笠町便利組合設立（平

成３年４月 14 日「小笠町シルバー人材センター」と改称）、平成 18 年４月１

日統合により「社団法人菊川市シルバー人材センター」と改称したもので、平

成 24年４月１日公益法人制度改革により公益社団法人の認定を受け、「公益社

団法人菊川市シルバー人材センター」と改称している。 

平成 31年３月末の会員数は 375人で年度当初比 15人減となっており、就業

率は 94.1％である。 
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エ 補助金等 

平成 30年度の市補助金額は 10,632千円、この内訳は人件費 4,300千円、管

理費 2,332 千円、事業費 4,000 千円である。補助事業に要した費用は 20,912

千円で補助割合は 50.8％である。 

 

オ 事業内容 

定年退職者等の高齢者の希望に応じた就業の機会を確保するとともに、その

就業を援助して、これらの者の生きがいの充実及び社会参加の推進を図ること

により、高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ため、多

様な就業機会を提供しているシルバー人材センター事業の果たす役割は重要

であり、自立的・効果的な事業を推進している。このような中、企業における

定年の引き上げ、継続雇用制度の導入などにより、当センターの新規入会者が

伸び悩みの傾向となっている。 

平成 30 年度の事業実績は、受注件数は 2,702 件（前年度比 3.9％減）、就業

延べ人員 48,159 人日（前年度比 5.1％減）、事業収入は 191,180 千円（前年度

比 6.6％減）となった。 

主な事業では、新規会員確保のための自主的な事業活動の強化、就業機会の

確保と適正就業の推進、安全就業対策の徹底、さらに労働者派遣事業の推進強

化に取り組んだ。 

また、会員を講師とした親子三世代手芸教室、正月飾り作り教室の開催や公

共施設の清掃・除草等の奉仕活動や会員以外も対象にした樹木剪定、襖・障子

張り講習会を通して、市民から愛され親しまれるセンターづくりを目指してい

る。 

公共・民間別事業実績の主なものは、受注件数では個人・家庭の 2,027件（構

成比 75.0％、前年度比 70 件の減）、就業延べ日数は一般企業等の 27,157 人日

（構成比 56.4％、前年度比 2,967人日の減）、事業収入は一般企業等の 110,927

千円（構成比 58.0％、前年度比 12,783 千円の減）となっており、前年度比較

で、受注件数、事業収入ともに減少している。 

 

カ 所見 

受注件数、事業収入の減少によりシルバー人材センターの事業運営は厳しく

なっている。引続き、効率的な事業運営のため、事務経費の節減等経営の健全

化を推進するとともに、会員の加入促進のための啓発活動と事業内容の見直し

等に取り組まれたい。また、仕事を通して社会に貢献したい思いがあり、働く

意欲のある高齢者の受け皿として多様で多彩な就業開拓等、活動の強化に努め

られたい。今後も、市民から愛され親しまれ、地域に密着した団体づくりを目

指して進んでいただきたい。 
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(３) 株式会社 ＳＢＳプロモーション  

ア 指定管理に関する協定 

菊川文化会館アエルの管理運営に関する協定書 

 

イ 平成 30年度決算 

収入合計 １０１，４９２，２２４円(指定管理料 ６３，３２０，４００円) 

支出合計 １０１，１５３，０３８円 

収支差額     ３３９，１８６円 

 

ウ 団体概要 

指定管理者の「株式会社ＳＢＳプロモーション（静岡市駿河区）」は、昭和

48 年 10 月設立され、主な業務は新聞・テレビ・ラジオ・雑誌・インターネッ

トなど各種メディアのプランニング、グラフィック・Ｗｅｂデザインなどのク

リエイティブワーク、イベント、セールスプロモーション、エンタテイメント

事業、企業・事業戦略に関わる総合プランニング、マーケティング業務や生命

保険・損害保険業務、国内外の旅行業務等を行っている。 

 

エ 指定管理料 

指定の期間は、平成 23年４月１日からの５年間に続き、平成 28年４月１日

から平成 33（令和３）年３月 31 日までの５年間の指定管理者に指定され、指

定管理料は 318,361,200 円（平成 28 年度から平成 30 年度までは各年度

63,320,400円、平成 31（令和元）年度は 63,907,000円、平成 32（令和２）年

度は 64,493,000円）である。 

 

オ 事業内容 

本市の地域性・実情に即した施設運営を行い、地域住民やコミュニティセン

ターとのつながりを深め、優れた芸術文化の鑑賞機会を提供し、文化の育成・

発信・継承をすることを基本方針とし、公の施設として公平・公正な運営を行

い、利用者に快適で安心して利用できる施設の維持管理に努めている。 

「広報菊川」、会報「ＯＫ！ワーク」への告知掲載や自治会配布文書、ＳＢ

Ｓテレビ・ラジオ番組での告知、静岡新聞の広告、フェイスブック、メルマガ

配信等を利用した広報活動を積極的に展開している。 

施設の利用状況については､開館日数が 306 日で前年度と変わらない。貸館

利用回数は 3,547 回で前年度比 66 回の減、利用人数は 129,912 人で前年度比

6,003 人の減となっている。利用人数減少の要因は、特定天井耐震改修工事に

伴う休館によるものである。これにより、貸館金額は前年度より 1,482千円減

額となった。なお、自主事業を含む事業収入は、前年度比 2,608千円の減額で

あったが、収支状況は 339 千円黒字となった。収入では、予算額 99,156 千円

に対して実績額 101,492千円で、予算比 2,336千円収入増となった。支出では、
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予算額 98,377 千円に対して実績額 101,153 千円で、予算比 2,776 千円の支出

増であった。 

 

カ 所見 

これまでどおり所管課との連携を密にし、日常の維持管理と緊急時の対応を

徹底されたい。今後も、菊川市の人口規模に合わせた独自で魅力ある、立地条

件を活かした、バラエティに富んだ自主事業や講座を開催されたい。また、展

示ロビーを活用したイベントの開催等、市民参加を考えた会館運営を展開して、

幅広い芸術文化の提供に努めることにより、知名度の向上となお一層の集客

力･利用率の向上を目指していただきたい。 

 

 

(４) 菊川市体育協会グループ 

ア 指定管理に関する協定 

菊川市体育館、体育施設を付帯する都市公園等の管理運営に関する協定書 

 

イ 平成 30年度決算 

歳入合計 ８７，１１４，８２８円(指定管理料 ７５，８８６，０００円) 

歳出合計 ８６，５０５，３６６円 

収支差額    ６０９，４６２円 

 

ウ 団体概要 

指定管理者の「菊川市体育協会グループ」は、代表の「特定非営利活動法人

菊川市体育協会」と、その他の構成員である「株式会社オーチュー」により構

成されている。 

   「株式会社オーチュー」は神奈川県横浜市に昭和 60年 11月設立。官公庁を

はじめとする施設の維持管理や環境整備を主たる事業としている。菊川市にお

いては、平成 19 年度から和田公園コミュニティプールの管理業務を受託して

いる。 

菊川市民総合体育館、菊川市小笠体育館及び菊川市堀之内体育館の指定管理

者である「特定非営利活動法人菊川市体育協会」に対する指定期間（平成 24

年４月１日から平成 27年３月 31日）満了に伴い、当該体育館の次期指定管理

者の候補者について検討した。次期指定管理に関しては、体育協会が独立した

運営のできるスポ－ツ団体となっていくためにも、実績を出した体育館だけで

なく、グラウンドなど屋外体育施設にも運営管理を広げることで、より一層の

スポーツ振興を担える団体に成長できるものと考え、体育館に加えて体育施設

を付帯する都市公園等９施設へ指定管理の導入を行うこととし、施設管理業務

を担う株式会社オーチューをその他の構成員とする、菊川市体育協会グループ

を、平成 27年４月１日から平成 32（令和２）年３月 31日までの５年間、指定
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管理者として指定した。 

 

エ 指定管理料 

指定の期間は、平成 27年４月１日から平成 32（令和２）年３月 31日までの

５年間で、指定期間における指定管理料は 379,339 千円（平成 27 年度から平

成 30年度までは各年度 75,886千円、平成 31（令和元）年度は「おおぞら農村

公園」の廃止並びに消費税率の変更により 75,795千円）である。 

 

オ 事業内容 

スポーツ施設の管理運営事業に関しては、株式会社オーチューとの共同によ

り菊川市体育協会グループとして、新たに体育館、体育施設を付帯する都市公

園等指定管理事業を受託したことから、通算５年間の体育館指定管理の経験と

株式会社オーチューの施設管理・運営のノウハウを取り入れて、市民サービス

の向上と経費の節減、施設の安全管理に努めている。また、施設予約の受付時

間を市民総合体育館で月曜日から金曜日まで、堀之内体育館で水曜日に２時間

延長するなど、利用者の利便性を図るとともに、仮申請者への施設利用確認を

行うことで、施設の未使用や料金の未払い防止により施設の有効利用と収入増

に取り組んでいる。また、講座利用者へのアンケートによる状況把握調査によ

り改善を図ったことで利用率も向上し、事業収入は増加傾向にある。 

収入では、予算額 86,622 千円に対して実績額 87,114 千円で、492 千円の収

入増となった。支出では、予算額 86,622 千円に対して実績額 86,505 千円で、

117千円の減であった。 

 

カ 所見 

市のスポーツ振興を推進する組織として､体力及び競技力の向上と健康増進

を図る当協会の役割は大きい。16の競技団体とスポーツ少年団本部、スポーツ

クラブアプロス菊川で組織された中で、施設の運営管理のほか各種事業の企画

と運営も研究され､「スポーツをとおして市民が健康で、生きがいをもって生

活できるまち」の実現に向けて取り組み、安定的で継続的なサービスの提供を

図られたい。また、指定管理者のグループである株式会社オーチューの知見や

経験を十分活かした企画等に大いに期待する。 

なお、施設の老朽化及び備品の劣化が見られることから、安全管理に注意し

所管課との連携により適切な対応をしていただきたい。 
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(５) 有限会社 菊川生活環境センター 

ア 出資金に係る規約等 

有限会社 菊川生活環境センター定款 

 

イ 平成 30年度決算 

出資金    ６，４５０，０００円（持株数 ６，４５０株） 

売上高  ２３０，６７０，９９６円 

当期利益  ４５，２４７，９０８円 

ウ 団体概要 

平成元年４月、旧菊川町等が出資し「有限会社菊川生活環境センター」が設

立され、し尿等一般廃棄物の収集・運搬及び浄化槽の清掃・維持点検業務等を

行っている。従業員数は平成 31年３月末現在、清掃関係６人、点検関係７人、

管理・事務関係４人の合計 17人である。 

 

エ 出資金 

市所有の株式は、生活環境センター設立当初、旧菊川町所有の車両９台（価

格換算6,450千円相当）を現物出資したもので、それ以後増資はされていない。

株式の総数は 7,500株、資本総額は 7,500千円で、菊川市の持ち株は 6,450株

（持株比率 86％）6,450千円である。（1株当たりの額面価格 1,000円） 

 

オ 事業内容 

平成 30 年度は経費削減志向に加え、市の施策による公共下水道の普及及び

下水道区域が拡大される中、業務の効率化・円滑化を推進し、快適な環境づく

りに努めた結果、総売上高は 230,671 千円で前年度比 100.1％、157 千円の増

となった。 

主な内訳として、し尿収集業務は菊川市から委託を受けている。件数・売上

はともに年々減少傾向にあり、売上は 8,441千円で前年度比 96.5％、304千円

の減となった。 

浄化槽清掃業務は、各家庭等の公共下水道への加入もある中、件数・売上は

増となり、売上は 136,602千円で前年度比 100.9％、1,158千円の増であった。 

浄化槽点検業務は、件数・売上ともに減となった。売上 65,928 千円で前年

度比 99.0％、683千円の減であった。 

また、浄化槽薬剤の売上は 11,221千円で前年度比 102.4％、263千円の増と

なったが、浄化槽部品の売上は 8,479千円、前年度比 96.8％、276千円の減で

あった。 

 

カ 所見 

経営部門と現場の意思疎通をより高め、現場の声を経営に素早く反映し、会

社の一層の発展を図ることを目的に、経理部門を総務部、現業部門を業務課と
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し、総務部長が統括している。月に一度、幹部とのミーティングの開催により、

作業現場での接遇教育、交通安全意識の高揚や健康管理面からの人事管理、業

務の進捗状況の把握に努めた。また、これまで以上に社員においても両部門の

意思疎通が図られ、相互協力が得られやすくなった。 

引続き、厳しい経済環境の中ではあるが、社員の労務管理及び資質の一層の 

向上に加え、効率的な運営により市民の快適な環境づくりに努められたい。 

 

 

(６) 菊川市商工会 

ア 補助金等の名称及び助成要綱 

菊川市商工業観光振興事業費等補助金 

菊川市商工業観光振興事業費等補助金交付要綱 

 

イ 平成 30年度決算 

収入合計 １２１，２９３，５０１円（補助金額 １５，４４６，０００円） 

支出合計 １０９，１０９，１２３円  

収支差額  １２，１８４，３７８円 

 

ウ 団体概要 

「菊川市商工会」は、地域内における商工業の総合的な改善と発展を図り、

あわせて社会一般の福祉の増進に資し、もって国民経済の健全な発展に寄与す

ることを目的として会員によって運営されている組織である。主な事業は、融

資の斡旋、経理・税務の指導、経営指導、情報発信などである。 

平成 31年３月末の会員数は 1,145会員（個人 665、法人 480）で、前年比個

人６会員の減、法人６会員の減、組織率は 68％で前年度同率となっている。 

 

エ 補助金 

平成 30年度の市補助金額は 15,446千円である。この内訳は、経営改善支援

事業 11,046千円、消費拡大事業 3,600千円及び工業振興費 800千円である。 

 

オ 事業内容 

菊川市商工会では平成 30 年度の重要課題として、①中小・小規模事業者へ

の伴走型支援、②経営指導員等を中心に巡回訪問や窓口相談、③インター前広

場利活用の推進、④組織強化と財政基盤強化に取り組んでいる。 

小規模事業者への伴走型支援として、「創業支援」「事業承継」を重要な課題

として取り組んだ結果、実施した「事業承継セミナー」では経営者・後継者と

もに事業承継への意識を醸成することができた。また、セミナー「創業塾」か

らは新規開業者を出すことができた。巡回訪問、窓口相談では、個々の経営状

況や課題を把握するとともに、課題解決に向けたキメ細かな相談を展開し、専
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門家を活用した「経営計画作成セミナーの開催」や「経営革新申請」、さらに

「静岡県商工会連合会小規模企業経営力向上事業費補助金」他の申請相談に積

極的に応じた。 

また、インター前広場利活用の推進としては、アエル第２駐車場と商工会館

前を一体的に活用した地域活性化策として、地域ブランド認定商品や個店商品

の販路の拡大を目的に、「菊川元気まつり」を開催し、意欲的事業者の支援に

努めた。 

組織強化と財政基盤強化では、役職員が一体となって会員加入運動を進め、

本年度 34 事業所の新規加入者を迎えた。また、自己財源確保に向けては会館

利用収入や太陽光発電システムにおける売電収入など成果を上げている。 

 

カ 所見 

今後も、地域内の商工業の総合的な発展を図り、異業種参入など新規加入に

よる会員数の増加に努め、地域の特性を活かした事業の展開、独自の商業施策

に取り組まれたい。また、中小・小規模事業者への伴走型支援に取り組み、組

織強化と財政基盤の強化を図ることを期待する。 

なお、インター前広場の積極的な利活用を研究し、年間を通した賑わいの創

出を図られたい。 

 

 

(７) 中部ビル保善 株式会社 

ア 指定管理に関する協定 

菊川市営保養センター「小菊荘」指定管理基本協定書 

 

イ 平成 30年度決算 

歳入合計 ５６，５９３，５９５円(指定管理料 ４，７６９，０００円) 

歳出合計 ５５，６２６，０５６円 

差引残額       ９６７，５３９円 

 

ウ 団体概要 

指定管理者の「中部ビル保善株式会社」は、昭和 47年５月１日設立された。

主な事業として、不動産・ビル管理及び清掃を請け負っており、平成 29 年度

の指定管理者公募に応募し、平成 30 年度から小菊荘の指定管理者となった。

本施設は、２名の正職員と嘱託職員、パート従業員により運営されている。 

 

エ 指定管理料 

指定の期間は、平成 30年４月１日から平成 35（令和５）年３月 31日までの

５年間である。指定期間における指定管理料は 22,045 千円（平成 30 年度は

4,769 千円、平成 31 年度から平成 35（令和５）年度の各年度 4,319 千円）で
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ある。 

 

オ 事業内容 

菊川市営保養センター「小菊荘」は、地域住民に健全な憩いの場所を提供し、

もって地域住民の心身の健康保持及び福祉の増進を図ることを目的として設

置された施設である。今回の指定管理から、蓮池公園を指定管理施設に含め、

一体化した運用により公園や体育施設を併設した宿泊施設として、利用の促進

を図っている。指定管理者のうち、小菊荘施設は指定管理料を交付せず、利用

者の料金収入による利用料金制を採用している。蓮池公園については、4,769

千円の指定管理料を交付している。小菊荘施設の利用状況は、小菊荘利用者

9,015人、公園利用者 9,232人、合計 18,247人であった。前年度の小菊荘利用

者は 12,316人、前年度比では 27％の減となった。 

 

カ 所見 

小菊荘の利用者が大幅に減少した。利用者数が減少した原因を分析し、今後

の運営に反映されたい。引続き、職員体制の充実、展示スペースの利用促進等

サービスの向上を図られるとともに、市内外への情報発信を強化し、さらなる

経営改善に取り組まれたい。市内及び地域の心身の健康増進に寄与し、健全な

憩いの場の提供に努められたい。 

 

 

(８)  菊川市茶業協会 

ア 補助金等の名称及び助成要綱 

菊川市茶業協会負担金 

菊川市茶業協会規約 

 

イ 平成 30年度決算 

歳入決算 ２６，４８５，２１３円（負担金額 １１，１３８，２１４円） 

歳出決算 ２２，２６８，４９３円 

差引残高   ４，２１６，７２０円 

 

ウ 団体概要 

「菊川市茶業協会」は、市の基幹産業である菊川茶の名声を高めるため、市

内茶業関係団体が互いに連絡を協調し、茶の宣伝及び消費拡大事業等を実践し、

市の茶業の安定及び発展を図ることを目的に設立された。 

 

エ 補助金等 

平成 30 年度市の負担金は 11,138,214 円である。この内訳は、事業費分

3,400,000 円、職員３名の人件費分 6,813,410 円、各種事業負担金 924,804 円
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である。 

茶業協会規約に定める事業費の市分担金額は 4,000千円であるが、役員会に

諮り分担金の 85％とすることが決定されている。 

 

オ 事業内容 

消費拡大対策事業として、ノベルディグッズの活用・販売による啓発ＰＲ事

業、深蒸し菊川茶ペットボトルの販売支援、日本橋プラザ菊川市物産展、「菊

川産業祭」・「アグリフード EXPO 2018」等のイベントへの参加によるＰＲ事業

を積極的に展開している。 

茶普及・文化事業としては、茶交流促進事業（グリーンツーリズム事業）や

Ｔ－１グランプリｉｎ菊川、婚姻届提出者への急須及びお茶のプレゼントなど

の事業を実施している。 

広告宣伝事業では、「小山ゆう駅広ギャラリー」や「深蒸し茶発祥の地菊川

市」のＰＲサインなどの屋外広告物による啓発と、テレビ・ラジオ番組を活用

した啓発などの啓発事業を実施している。 

 

カ 所見 

リーフ茶の消費量は減少傾向にあるが、緑茶飲料は安定した需要があるなど、

多様化する消費者ニーズを背景に菊川茶のブランド力をさらに高め消費拡大

に繋がる事業実施に努められたい。 

生産から加工、販売までの関係者による茶業協会であることから、茶業関係

者が一体となった事業展開により、消費者に好まれ、親しまれるお茶の提供と

茶業の発展に期待する。 

 

 


