
監査公表

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定に基づき､平

成２９年度公の施設の指定管理者監査を実施したので、同条第９項の規定により、

その結果を次のとおり公表する。

平成３０年３月２８日
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秋田市監査委員 三 浦 清
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１ 監査の種類

地方自治法第１９９条第７項の規定に基づく公の施設の指定管理者監査

２ 監査の実施日

平成２９年１２月２０日から平成３０年２月２６日まで

３ 監査の対象とした施設名、指定管理者および所管課所室名

(1) 施設名 秋田市公設地方卸売市場

(2) 指定管理者名 あきた市場マネジメント株式会社

(3) 所管課所室名 中央卸売市場市場管理室

４ 監査の対象とした事項および範囲

平成２８年度における当該公の施設の管理業務に係る出納その他の事務

５ 監査の着眼点

(1) 所管部局関係

ア 公の施設の管理を行わせる団体の指定は、法、条例等に根拠をおいてい

るか。

イ 指定管理者の指定は、適正・公正に行われているか。

ウ 管理に関する協定等の締結は、適正に行われているか。

エ 協定書等には、必要事項が適正に記載されているか。

オ 管理に関する経費の算定、支出の方法、時期、手続等は適正になされて

いるか。

カ 事業報告書の点検は適切になされているか。

キ 指定管理者に対して適時かつ適切に報告を求め、調査し、又は指示を行

っているか。

ク 指定管理者において施設の利用促進を図ることとしている場合は、利用

状況に注意を払い、利用の奨励に努めているか。

(2) 指定管理者関係

ア 施設は関係法令（条例を含む。）の定めるところにより適切に管理され

ているか。

イ 協定等に基づく義務の履行は適切に行われているか。

ウ 利用料金制を採用しており、かつ指定管理者が定める場合、利用料金の

設定等は適正になされているか。

エ 利用促進のための努力はなされているか。

オ 公の施設の管理に係る収支会計経理は適正になされているか。また、他

の事業との会計区分は明確になっているか。

カ 公の施設の管理に係る出納関係帳簿、記帳は適正になされているか。ま

た、領収書類の整備、保存は適切になされているか。

キ 公の施設の管理に係る管理規程、経理規程等の諸規程は、整備されてい

るか。
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６ 監査の結果

監査結果の概要は次のとおりである。

なお、監査の際に見受けられた事務処理上留意すべき事項のうち、軽微なも

のについては、担当者に対して改善又は検討を要望したので、記述を省略した。

(1) 施設の概要

施設名称 秋田市公設地方卸売市場

所在地 秋田市外旭川字待合２８番地

指定管理者名 あきた市場マネジメント株式会社

指定期間 平成２４年４月１日～平成２９年３月３１日

指定管理料 74,755,000円（平成２８年度）

内訳 指定管理料 74,155,000円

市場活性化業務 600,000円

開場時間 午前２時から午後３時まで

休場日 日曜日（１月５日および１２月２７日から同月３０日ま

での日曜日を除く）、祝日、１月２日から同月４日まで

および１２月３１日

施設の概要 敷地面積 136,376平方メートル

延床面積 42,404平方メートル

青果棟、水産棟

鉄筋コンクリート一部鉄骨造２階建

管理棟

鉄筋コンクリート一部鉄骨造５階建地下１階PH３階

入場業者数 平成２９年３月３１日現在

買出人 計７９社、関連事業者 計２２者

取扱高 開場日数２６５日

青果部

水産物部

卸売業者 仲卸業者 売買参加者
青果部 ２社 ６社 ９９社
水産物部 ２社 ６社 １１３社

種別 数量 金額
鮮魚 7,513t 5,518,918千円
冷凍品 1,402t 1,470,289千円
塩干加工品 4,211t 3,429,017千円
合計 13,126t 10,418,224千円

種別 数量 金額
野菜 31,935t 8,547,726千円
果実 13,363t 4,251,094千円
加工品 719t 204,232千円
合計 46,017t 13,003,052千円



- 3 -

(2) 施設の設置目的

生鮮食料品等の取引の適正化ならびにその生産および流通の円滑化を図

り、もって市民等の生活の安定に資することを目的とする。

(3) 指定管理者の概要

あきた市場マネジメント株式会社は、秋田市公設地方卸売市場における

管理運営業務および業者間売買代金精算受託業務などを行う企業である。

指定管理者の選定にあたっては、「秋田市公の施設に係る指定管理者の

指定の手続等に関する条例」第２条に基づき公募としたところであり、審

査の結果、同社が候補者として選定され、議会の議決を経て指定管理者に

指定されたものである。

現在は、平成２９年度から５年間の指定管理者に選定されている。

(4) 指定管理者の業務の範囲

ア 仲卸業者、売買参加者および関連事業者に係る承認の申請等に関するこ

と。

イ 仲卸業者、売買参加者および関連事業者の名称変更等の届出に関するこ

と。

ウ 売買取引に係る承認等に関すること。

エ 市場施設の使用の指定および許可ならびに使用の取消しに関すること。

オ 市場施設、附属設備等の維持管理に関すること。

カ 前各号に掲げるもののほか、市長が市場の管理運営上必要と認める業務。

(5) 決算状況

平成２８年度の業務実施状況および収支状況は次のとおりである。

ア 主な業務実施状況

売買参加者の登録 １件、名称変更 ３件、事業廃止 １件

買出人の新規登録 ３件、更新 ７６件

第三者への販売承認申請受理 ４５１件

施設使用許可 ６件

施設使用料の徴収 卸売業者４社他 計４５社

施設修繕 １０５件（建物、構造物、道路関連、水道関連等）

市場見学者の受け入れ ４４件、２，５３６人

イ 市場活性化事業実施状況

(ｱ) 市場開放デー

１０月（市場まつり開催）を除く毎月第３土曜日開催

(ｲ) 料理教室の開催

２８年度実施回数 ３７回

(ｳ) 大学・野菜ソムリエ・管理栄養士との連携
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ウ 収支状況

収入

注：収入には、秋田市中央卸売市場の市場使用料等徴収事務に係る

業務委託料が含まれている。

支出

収支差引額

項目 決算額
人件費 28,151,894円
　人件費内訳　役員等報酬 3,120,000円
　人件費内訳　人件費（社員・嘱託・作業員） 20,177,550円
　人件費内訳　賞与 380,000円
　人件費内訳　退職積立 210,080円
　人件費内訳　顧問報酬 213,840円
　人件費内訳　法定福利費 3,488,786円
　人件費内訳　福利厚生費 561,638円
運営費 46,719,253円
　運営費内訳　報償費 0円
　運営費内訳　旅費交通費 81,816円
　運営費内訳　租税公課 2,272,598円
　運営費内訳　使用料及び賃借料 1,322,736円
　運営費内訳　需用費　消耗品費 2,639,728円
　運営費内訳　需用費　燃料費 72,921円
　運営費内訳　需用費　図書印刷費 293,976円
　運営費内訳　需用費　物品修繕料 109,012円
　運営費内訳　需用費　修繕料 15.895,391円
　運営費内訳　役務費　通信運搬費 11,870円
　運営費内訳　役務費　手数料 3,616,837円
　運営費内訳　役務費　保険料 154,360円
　運営費内訳　委託料 19,648,008円
　運営費内訳　委託料（市場活性化分） 600,000円

支出合計(B) 74,871,147円

収入合計(A)－支出合計(B) 244,853円

項目 決算額
指定管理料（公設地方卸売市場分） 74,155,000円
指定管理料（市場活性化事業分） 600,000円
業務委託料（中央卸売市場分） 361,000円

収入合計(A) 75,116,000円
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(6) 監査の結果

ア 指定管理者関係（あきた市場マネジメント株式会社）

(ｱ) 経理規程の策定について

会計経理に係る事務について、決裁に関する事項など、社内規程で定

めた一部を除き、規程等の根拠がないまま処理を行っている状態となっ

ていた。

財務の正確性を担保する体制を整備する必要があると考えることか

ら、経理規程を策定されたい。

(ｲ) 指定管理業務の実施に係る経理について

人件費等指定管理者が行う他の業務と共通的に発生する経費につい

て、指定管理業務と他の業務に按分する際の費目ごとの按分基準が明文

化されていなかった。

区分経理の根拠を検証できるよう按分基準について明文化されたい。

また、指定管理料の収支差引額は翌年度に繰越されているが、決算書

では繰越に関する科目が計上されておらず、不明確となっていた。

指定管理料の使途について明確にするため、明記するよう改善された

い。

(ｳ) 危機管理対策について

施設管理上必要と認められる業務として、基本協定書の業務管理仕様

書では、年１回以上防災訓練を行うことを定めているが、実施されてい

なかった。

施設利用者の安全の確保は、施設管理者の責任であることから、不測

の事態に備え定期的に訓練を実施されたい。

(ｴ) 預金の管理について

指定管理者は、指定管理業務用の口座を含め、同一金融機関に複数の

口座を設けており、預金総額が１千万円を超えているため、当該金融機

関が破綻した場合、預金額が全額保護されないおそれがある。

業務運営に必要な資金のリスク管理として、預金保護の対策を講じら

れたい。

イ 所管課所室関係（中央卸売市場市場管理室）

(ｱ) 業務内容の確認について

アに記載のとおり、指定管理者の会計経理事務および危機管理対策に

改善を要する事項について、指定管理者に対する確認が不十分であった

ことから、その状況が看過されていた。

基本協定書等の遵守について、収支状況や定められた管理運営業務の

履行状況などを的確に把握し、指定管理者に対し必要に応じて指導を行

い、適切な管理監督をされたい。
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最後に、今回監査の対象とした秋田市公設地方卸売市場は、市民に安定的に

生鮮食料品等を供給することを目的として設置された施設であり、指定管理者

には、卸売業者等の関係業者が円滑に業務を遂行でき、同市場が適正かつ健全

に機能するよう管理する役割が求められている。

このことを踏まえ、指定管理料が公費により賄われていることを念頭に、指

定管理者と所管課所室が一体となって現状の課題や将来の展望を検討しなが

ら、同市場が今後も市民へ良質で安全な生鮮食料品等を提供することができる

よう施設の管理運営に努めることを望むものである。


