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公の施設における指定管理者制度の運用に係る指針 

 

平成２１年１０月１日制定 

平成２４年 ３月１日改正 

   総 務 課 

 

この指針は、公の施設における指定管理者制度の円滑な運用と、新たに指定管理者制度に移

行する際の検討事項、手順等を共通化するために作成したものである。指定管理者制度は、経

費節減、サービス向上のほか、市民との協働、地域活性化、団体の自立等の目的からも有効活

用が可能であり、これらの視点をもって積極的に制度導入を図ることとする。 

以下導入に当たって検討すべき事項等を記載しているが、各施設にはそれぞれ異なる設置目

的及び運用形態があるため、所管箇所においてこれらを考慮し、柳井市公の施設における指定

管理者の指定手続等に関する条例（平成１７年条例第５７号。以下「手続条例」という。）及

び本指針に沿って手続等を進めるものとする。 

 

§１ 指定管理者制度の概要 

 

１ 制度の趣旨 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）の一部改正（平成１５年９

月２日施行）により制度化された指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに、より効果的、

効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上や

経費の節減等を図ることを目的としたものである。 

※公の施設とは、次の３つの条件をすべて満たす施設をいう。 

・住民の福祉を増進する目的をもち、 

・住民の利用に供するもので、 

・地方公共団体が条例により設置する。 

したがって、市が事務を行う施設（市庁舎、一般廃棄物処理施設等）や３つの条件をす

べて満たしていない施設（都市公園以外の児童遊園、公衆便所等）は公の施設以外の施設で

ある。 

 

２ 制度の概要 

従前の地方公共団体の出資法人等に限定した管理委託制度から、出資法人以外の民間事業

者等を含めた地方公共団体が指定する団体（法人格の有無は問わないが、個人は不可。）に

施設の管理運営を行わせる制度に移行したものである。 
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指定管理者の指定は、行政処分の一種であり、契約ではない。したがって、売買、賃借、

請負その他の契約（法第２３４条）に関する規定は適用されない。 

・期間を定めて地方公共団体の指定（法第２４４条の２第５項）を受けた指定管理者が、

管理を代行する。 

・指定管理者の範囲については特段の制約を設けず、議会の議決（法第２４４条の２第６

項）を経て指定。 

・同時に複数の者を、同一施設の指定管理者に指定することはできない。 

・利用許可等処分性の認められる事務について、指定管理者が行うことが可能となった。 

・利用料金の強制徴収、不服申立に対する決定、行政財産の目的外使用許可等法令により

地方公共団体の長のみが行うことができる権限については、指定管理者に行わせることは

できない。 

 

３ 損害賠償責任 

市が設置した公の施設自体の瑕疵により第三者に損害が生じた場合は、市に損害賠償義務

が生じる。（国家賠償法第２条） 

公の施設の管理に瑕疵があり第三者に損害が生じた場合は、指定管理者に損害賠償義務が

生じる。（民法第７０９条） 

また、市にも損害賠償義務が生じ、損害を被った者は、指定管理者と市のどちらを相手に

賠償請求してもよいことになる。この場合、損害を被った者の請求に応じて両者のうち一方

が損害賠償金を被害者に支払った場合には、両者の事故に対する責任の割合に応じて求償す

ることができる。 
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§２ 指定管理者制度の導入 

 

１ 公の施設における導入の検討 

公の施設について、次の視点に立って、公の施設管理状況全般について不断の点検を行い、

法人その他の団体に委ねることにより、直営（嘱託及び一部業務委託を含む。）で管理する

よりも効率的、効果的な管理運営が可能な施設については、指定管理者制度の適正かつ積極

的な活用を図るものとする。ただし、道路法、河川法、学校教育法等個別の法律において管

理主体の制約があり制度導入ができない場合、業務の専門性、特殊性から市が管理を行わな

ければならない特段の理由がある場合等を除く。 

（１）事業者の存在 

同種、同様のサービスを提供する事業者が存在するか。 

（２）サービスの専門性等 

施設が提供するサービスの専門性、特殊性、施設の規模等の観点から、民間事業者等に

よる運営が可能か。 

（３）サービスの拡充 

住民のニーズにあったサービス内容の充実、向上及び民間事業者等のノウハウの活用が

期待できるか。 

（４）経費の縮減 

制度の導入に伴う管理運営に係るコスト縮減が期待できるか。 

（５）利用の平等性等 

施設の管理運営に当たり、利用の平等性、公平性について、行政でなければ確保できな

い明確な理由があるか。 

 

２ 導入に当たっての留意事項 

公の施設は、住民の福祉の増進を目的に設置したものであることを十分に踏まえ、制度導

入から運営までのすべての行程において、この視点のもと必要な取組を図らなければならな

い。特に、利用者を始めとした住民ニーズの把握及びこれを十分に反映した施設運営が実現

できるように努めるとともに、市民に必要な情報提供等を行い、透明性の確保を図り、説明

責任を果たすこと。 

現在管理委託制度を導入している公の施設については、速やかに必要な情報の収集や検討

等を進め、円滑な制度の移行に努めるとともに、現行の管理受託者と十分調整を図ること。 

直営により管理運営を行うこととした公の施設については、当該施設の持つ役割、運営方

針等について整理し、引き続き直営とすることの説明ができるようにしておくとともに、部

分的な業務の委託化や嘱託制度の活用等経費の節減方策について検討を行うこと。 
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市民参画、市民協働の推進、地域の活性化等を図るという観点から、指定管理者の候補者

選定に当たっては、地元の企業、団体等の活用に努めるとともに、ＮＰＯ、市民団体等が持

つきめ細かな住民ネットワークの活用により、効果的かつ効率的な管理の運営が期待できる

施設については、ＮＰＯ等の積極的な活用について検討すること。 

 

３ 新設施設の取扱い 

新規に設置する公の施設については、指定管理者制度の導入を検討することとし、導入に

当たっては、その設置時期に合わせることとする。 

 

４ 指定の期間 

指定の期間は、指定管理者が管理業務を開始する日から起算して３年から５年までを原則

とし、指定管理者制度の趣旨を十分に活かせるよう、競争性を確保しつつ、施設の設置目的、

利用状況、サービス提供の継続性、安定性を勘案し、各施設ごとに適切な期間を設定する。 
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§３ 指定管理者制度導入に係る規定の整備 

 

指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項に

ついては、条例で定めることとされている。現在本市では、指定手続等に係る共通事項につい

て手続条例を制定しているところであり、指定管理者制度を導入する各施設ごとの個別規定に

ついて、設置条例の制定又は改正を行うこととする。 

なお、条例において整備が必要な事項は、次に示すとおりであり、各施設の態様、性格等

に応じて適宜必要な事項を整備するものとする。 

（１）指定手続 

申請方法、選定基準、事業報告書の提出等について定めるもので、手続条例に規定され

ている。 

（２）管理基準 

住民が施設を利用するに当たっての基本的な条件（休館日、開館時間、利用制限の要件

等）のほか、当該施設の適正な管理の観点から必要不可欠である業務運営の基本的事項を

規定する。 

管理基準は、主たるものを条例に規定するとともに、その具体的事項は、募集要項や協

定書に規定することとなるため、詳細に検討する必要がある。 

（３）業務範囲 

指定管理者が行う業務範囲について、施設の維持管理に関する事項のほか、通常の利用

許可（取消しを含む。）に関する事項を含める場合は、その旨を規定する。 

（４）利用料金制度 

利用料金制度は、公の施設の利用料金（入場料、駐車料等）を指定管理者が収入として

収受できる制度であり、指定管理者の有するノウハウを活用した自主的な運営の促進が期

待されていることから、施設の収受性、業務の効率性等を考慮し、より効果的な運用が図

られるよう制度の活用を検討するものとする。 

利用料金制度を導入する施設については、利用料金に関しその基本的枠組（利用料金の

金額の範囲、算定方法等）について規定する。 

（５）個人情報保護について 

指定管理者が取り扱う個人情報に関し必要な措置を構ずべきことや、従事者の秘密保持

義務については、手続条例に規定されている。なお、指定管理者と締結する協定書におい

ても、個人情報保護に関して取るべき措置について重ねて定めることとする。 

（６）その他 

指定管理者による管理の期間を規定する。 
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§４ 指定管理者の指定に関する手続 

 

指定管理者の指定に関する手続は、施設を取り巻く社会環境や管理運営の安全性、継続性、

費用対効果等を総合的に勘案しながら進めることとする。 

 

１ 指定管理者の候補者の選定 

  指定管理者の募集及び候補者の選定に当たっては、公正性、透明性の確保に十分留意する。 

（１）募集 

指定管理者の募集は、公正かつ透明性の確保、能力ある事業者の幅広い参入の機会を与

える等制度の趣旨から、原則として公募により行う。 

指定管理者の募集は、原則として各施設ごとに行う。ただし、サービスの向上、経費の

節減、管理運営の一体性等の観点から、複数の類似施設の管理を同一の指定管理者にまと

めて行わせることが適当と判断できる場合は、一括して募集することができるものとする。 

ただし、公募によらない場合は、次に示すような合理的な理由があるものとする。 

・専門的かつ高度な技術、ノウハウ等を有する特定の団体を指定することが適切な施設

の管理運営に資すると認められる場合 

・施設管理上緊急に指定管理者を指定しなければならない場合 

・ＰＦＩ法の活用により、一定期間施設の管理運営をする団体を指定する場合 

・指定管理者の指定を受けようとする団体がなかった場合 

・施設の性質又は目的から特定の団体を指定することが適切な施設の管理運営に資する

と認められる場合その他市長が特別の事情があると認める場合 

 ア 募集要項の策定 

指定管理者の募集に当たっては、募集要項を作成するものとする。募集要項への記載事

項は、次の事項を基本とし、各施設の性格等を勘案して設定することとする。 

 （ア）施設概要 

施設の名称、位置、設置目的、内容、構造、設備、備品の内容 

 （イ）業務範囲及び具体的内容 

指定管理者に行わせる業務の範囲、その具体的内容及び業務の運営方針を主な項目ご

とに記載すること。 

・事業に関すること。 

・施設等の管理に関すること。 

・協定の締結に関すること。 

 （ウ）指定期間 

指定管理者に管理を行わせる期間（指定期間）を明示すること。 
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 （エ）管理経費に関する事項 

指定期間中において、市が支払う管理経費（委託料）の総額の上限額、利益が生じた

場合の取扱い等を明示すること。 

ただし、施設の性格等から、年度ごとの委託料の額が増減する場合で、基本協定に定

めることが困難な事項については、年度協定において定めることができる。 

 （オ）利用料金に関する事項 

利用料金制度の適用の有無、利用料金の額に関する事項について明示すること。 

 （カ）応募資格 

応募者の資格要件は、次の事項を参考に、各施設の性格、規模、機能、特殊性等を勘

案して設定すること。 

Ⅰ 法人等の団体であること。（法人格の有無は問わないが、個人は不可。） 

Ⅱ 法人等又はその代表者が、次に該当しないこと。 

ⅰ 法律行為を行う能力を有しない者 

ⅱ 破産者で復権を得ない者 

ⅲ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項（同項を準

用する場合を含む。）の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限され

ている者 

ⅳ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定による指定の取消しを受けたことがあ

る者 

ⅴ 地方自治法第９２条の２、第１４２条（同条を準用する場合を含む。）又は第１

８０条の５第６項の規定に抵触する者 

ⅵ 本市における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨げた者又は

公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

ⅶ 国税、県税、市税（個人市県民税を含む。）を滞納している者 

Ⅲ 法人等の団体の人員の数、資産の額その他の経営の規模及び能力があること。 

Ⅳ 事務所の所在地に関する事項（市内に拠点を置いている又は置こうとする法人その

他の団体であること。） 

Ⅴ 施設の管理に当たっての資格、免許等が必要な場合は、その資格を有すること。 

Ⅵ その他公の施設の性質又は目的並びに管理に当たって不可欠となる事項 

 （キ）審査項目等 

指定管理者の候補者の選定は、申請の内容を総合的に審査して行うこととする。その

具体的な審査項目については、募集要項に明示すること。 

なお、審査に当たって、選定委員会を設置する旨を明示すること。 

 （ク）募集日程等 
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・募集要項の配布（配布日時、配布場所等） 

・現地説明会（開催日時、集合場所等） 

・公募に関する質問及び回答（受付期間、受付時間、受付・回答方法等） 

・提出書類の受付（受付期間、受付時間、提出方法等） 

・選定委員会が行うヒアリング（開催日時、開催場所等） 

・選定結果の通知（通知日の目途等） 

・指定管理者の指定及び協定の締結（指定及び協定の目途等） 

 （ケ）申請書類の内容 

Ⅰ 指定申請書 

Ⅱ 事業計画書 

ⅰ 施設の管理運営に係る基本方針 

ⅱ 指定管理期間内の年度ごとの業務の実施計画書 

ⅲ 指定管理期間内の年度ごと及び合計の収支計画書 

ⅳ 管理運営体制（組織、人員の体制、雇用計画等） 

ⅴ その他施設ごとに必要と認められる事項 

Ⅲ 関係書類 

ⅰ 資格を証明する書類等 

 （コ）協定に関する事項 

指定管理者の指定の後に、管理に係る細目的事項、市が支払うべき管理経費の額等を

具体的に定めるため、指定管理者と協定を締結し、協定書を作成する旨を明示すること。 

なお、協定は、可能な限り基本協定において定めることとし、年度ごとの事業実施に

係る事項等については、別途年度協定を締結する旨を明示すること。 

 （サ）その他 

次の事項を参考に、施設の性格等を勘案しながら作業を進めること。 

・応募に関する費用は、申請者の負担とすること。 

・毎年度事業報告を求めるとともに、必要に応じて業務報告を求めること、指定の取

消し又は管理業務の停止があり得ること。 

 イ 周知方法 

公募の場合は、原則として、本庁、当該施設等での資料掲示のほか、市ホームページ及

び市広報への掲載、報道発表の実施等幅広い手段を活用し、周知を行うこと。 

応募期間は、応募しようとする民間事業者等が事業計画書を作成するのに必要な時間を

考慮し、十分な期間（少なくとも１月）を確保すること。 

 ウ 参入事業者等への対応 

募集要項に定める受付期間、受付時間、受付方法（郵便、ＦＡＸ、電子メール）により
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照会を受け付けることとし、その回答については、周知に努めるものとする。 

（２）候補者の選定 

 ア 選定委員会の設置 

指定管理者の適切な選定を行うため、施設所管箇所ごとに選定委員会を設置する。ただ

し、施設の性格等が類似するものについては、兼ねることができるものとする。 

選定委員会は、原則として施設所管箇所の長その他の関係職員により構成するものとす

る。 

なお、公募によらない場合においても、施設所管箇所は、募集要項の内容に準じて指定

管理者に行わせる業務範囲、管理基準等を定めるとともに、指定管理者の候補者から指定

申請の書類を提出させ、選定委員会において審査基準に基づき審査を行い、指定管理者の

候補者を選定する。 

 イ 審査基準 

選定委員会は、次に掲げる審査基準により事業計画書等を基に総合的、客観的に検討、

判断し、指定管理者の候補者を選定するものとする。なお、審査基準は、項目ごとに点数

化するなど個別具体的に定め、他の類似施設との整合性にも配慮するものとする。 

（ア）公の施設の利用に監視、住民の平等な利用を確保し、住民サービスの向上が図られる

こと。 

（イ）公の施設の設置目的を効果的に達成するとともに、その適正な維持管理が図られるこ

と。 

（ウ）公の施設の管理に係る経費の縮減が図られること。 

（エ）公の施設の管理を安定して行うことができる物的及び人的能力を有すること。 

（オ）ＮＰＯ等の市民団体、地元企業等を優先する施設にあっては、その基準を満たすこと。 

（カ）その他市長が認める特別の基準を満たすこと。 

 ウ 選定結果の通知 

候補者の選定後は、速やかにその結果をすべての申請者に通知する。 

なお、候補者に対する通知は、単に事実上の行為であり、指定管理者として指定したも

のではないことに留意すること。 

また、選定委員会で選定された事業者等については、指定管理者の候補者であり、議会

の議決により指定管理者に指定されるものであることに留意すること。 

 エ 再度の選定 

選定の結果を通知した後に、選定した候補者を指定管理者に指定することが不可能とな

り、又は著しく不適当と認められる事情が生じた場合に、既に申請を行った他の法人等の

中に指定管理者として適当な法人があれば、その法人等を新たに候補者とすることができ

る。 
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 オ 情報公開 

選定委員会、審査基準、審議内容等の選定手続、選定結果等の情報について、可能な限

りホームページ等で公開し、公正性、透明性の確保に努めることとする。 

 

２ 指定管理者の指定 

（１）議会の議決 

指定管理者の指定に当たっては、次の事項について議会の議決を得る必要がある。 

・指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地 

・指定管理者となるべき法人等の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 

・指定期間 

（２）指定通知、告示等 

議会の議決を得た後、指定管理者に対して指定通知を行うとともに、告示する。 

また、施設利用者への周知のため、必要に応じ、各施設での告示事項の掲示、市ホーム

ページ等により住民に周知すること。 

（３）債務負担行為 

指定管理者の指定の期間が複数年にわたる場合は、市が負担する管理経費の限度額につ

いて、原則として債務負担行為を設定するものとする。債務負担行為に係る予算の提出時

期は、指定に係る議決を得る時点とする。 

 

３ 協定の締結 

指定管理者の指定と同時に、委託料の額、管理に係る細目的事項等を定めるため指定管理

者と協定の締結を行わなければならない。 

単年度ごとに実施する内容を具体的に協定で定める場合は、指定期間全体に及ぶ事項に関

する協定（基本協定）と毎年度取り決めるべき詳細事項を定める協定（年度協定）の２段階

に分けて締結することも可能とする。 

なお、協定の締結に当たっては、事前に指定管理者と十分協議するものとする。 

 

－協定事項の例－ 

【基本協定】 

・指定期間に関する事項 

・管理業務の内容に関する基本的事項 

・利用料金に関する事項 

・減免の取扱いに関する事項 

・市が支払うべき管理経費に関する基本的な事項 
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・利益が生じた場合における取扱いに関する事項 

・守秘義務及び個人情報保護に関する事項 

・管理の業務に関して保有する情報の公開に関する事項 

・事業報告に関する事項 

・指定の取消し又は管理業務の停止に関する事項 

・危機管理及び責任分担に関する事項（管理業務上の事故への対応、損害賠償に関す

る責任分担等） 

（例） 

項   目 指定管理者 市 

施設の維持管理 ○  

機械設備の維持管理 ○  

備品の維持管理 ○  

利用料金の徴収 ○  

施設の利用許可等 ○  

施設の小規模修繕 ○  

施設の大規模修繕  ○ 

事故、火災等による施設及び備品の修繕 ○ ○ 

利用者の被災及び損害 ○ ○ 

施設に係る各種保険加入等 ○ ○ 

包括的管理責任  ○ 

・その他必要と認める事項 

【年度協定】 

・年度協定の期間に関する事項 

・当該年度の管理業務の内容に関する事項 

・当該年度の事業の実施に関する事項 

・当該年度の市が支払うべき管理経費に関する事項 

・事業報告に関する事項（市との連絡体制、随意の事業報告、立入調査等） 

・その他必要と認める事項 
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§５ 指定管理者制度導入後の対応 

 

１ 業務の実態把握 

施設を所管する部等は、指定管理者制度導入後、公の施設の効用が最大限発揮されるとと

もに、指定管理者による適正な管理運営に努めるため、 

・指定管理者の施設の管理運営状況の把握、実地調査及び必要な指示 

・アンケート等による施設利用者意見の継続的な聴取、検証及びその反映 

・制度導入後の検証を踏まえた指定管理者の要件、指定期間等の検討 

を行う。 

 

２ 事業報告書の提出 

毎年度終了後、指定管理者から次の事項を記載した事業報告書を提出させる。 

・管理業務の実施状況及び利用状況に関する事項 

・利用料金の収入の実績に関する事項 

・管理に係る経費の収支状況に関する事項 

・その他市長が必要と認める事項 

 

３ 指定の取消し等 

指定管理者が市の指示に従わないとき又は指定管理者による管理を継続することが適当で

ないと認められるときは、指定の取消し又は業務の停止を命じることができる。 


