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指定管理者制度の運用について 
 

 

１ 新たな基本方針の策定について 

   平成１７年３月議会の総務常任委員会での指摘により、急遽「指定管理者の導入計画と選定の方

針」を策定したが、この方針には基本的な部分しか規定しておらず、実際の運用に当たってはその

都度対応してきたところであり、この間様々な課題や問題点も生じてきたので、それらを踏まえて、

全体を網羅した「指定管理者制度に関する基本方針」を新たに策定するもの 

 

２ 現行方針又は運用における課題・問題点と新たな基本方針の方向性 

   現行の方針又はその都度対応してきた運用における課題・問題点を踏まえた新たな基本方針の方

向性は次のとおりであるが、この行政改革推進本部会議での意見や関係課等に照会した意見を踏ま

え、次回の同会議（2月 25 日開催予定）で基本方針（案）を提案したい。 

 

項  目 現行方針・運用 課題・問題点 新たな基本方針の方向性 

導入の考え方 ・積極的に導入 

 

・経費縮減効果の考え方

が不明確 

 

 

・導入の効果が見込める施設

に導入 

・「直営から指定管理」、「指

定管理の更新」それぞれの

場合の経費縮減効果の考

え方を明確化 

基本的事項 

(1)指定期間 

・３年、５年、１０年 

 

 ・原則５年 

・地域利用限定施設 １０年

（公募例外規定該当） 

(2)利用料金制 ・使用料収入がある施設

は原則採用 

・収支計画において大幅

な黒字が見込まれる

場合の取扱いが不統

一 

・現行運用通り規定 

・収支計画において大幅な黒

字が見込まれる場合は、収

益の還元等を検討 

(3)指定管理料 

（委託料） 

・指定管理料のうち減免

に係る利用料金補てん

分及び修繕料分を清算 

・清算を行う目的の再検

証が必要（市の利用も

減免補てん分に含ま

れること等） 

・減免に係る利用料金補てん

分及び修繕料分は原則と

して清算しない 

(4)債務負担行為

の設定 

・指定期間の指定管理料

総額について債務負担

行為を設定 

 ・限度額の表現方法を工夫 

指定管理者の募集 

(1)募集条件 

・現行方針では「地域の

活性化に貢献できる事

業者・団体」という規

定のみ 

・募集要項中に「本社が

市内等」の条件を記載 

・募集範囲の考え方が不

明確 

・現行の経費負担を上回

る提案の取扱い 

・管理の安定が図られな

い申請者の取扱い 

 

・原則本社（法人以外は活動

拠点）が市内とし、施設の

規模や性質に応じて範囲

を拡げる 

・指定管理料提案額に上限を

設定 → 選定基準参照 

・管理の安定の条件として、

法人に債務超過でないこ

とを求める 

資料４ 
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項  目 現行方針・運用 課題・問題点 新たな基本方針の方向性 

 (2)募集方法 

 

・原則公募 

［例外規定］ 

 ①三セク管理施設 

  ※実際には一部の施

設で公募で運用さ

れている 

 ②地域利用限定施設 

 ③特定団体利用施設 

 ④公募が不適当とする

特別の理由ある施設 

・三セクの存廃に関わる

問題であり、２０年度

に更新作業を要する

三セク施設も多い 

・公募が不適当とする 

特別の理由の精査 

※別途、関係各課等と

協議予定 

・原則公募 

［例外規定］ 

 ①地域利用限定施設 

 ②特定団体利用施設 

 ③公募が不適当とする 

特別の理由ある施設 

 ※ 施設管理の三セクに対

する市の方向性の検討

結果により変更の場合

あり 

指定管理者の選定 

(1)選定委員会 

・各課ごとに選定委員会

を設置 

 

・公募によらす随契によ

り指定する場合にも

選定委員会の設置が

必要か（経費縮減の視

点から） 

・公募例外規定該当の場合は

選定委員会の設置を要し

ない 

・すべての申請者に選定結果

を速やかに通知 

(2)選定基準 ・次の４点を基本とする 

 ①平等な利用の確保 

 ②適切な管理及びサー

ビスの向上 

 ③安定的な管理能力 

 ④経費の縮減 

・選定における指定管理

料とサービス向上と

の関係（どんなに高額

な提案でも選定対象

とするか） 

 

・原則として現行の経費負担

を上回る提案は選定対象

外とする 

 

(3)選定方法 

 

・施設の性質に応じて各

課で作成する評価表に

基づき選定委員が採点 

・点数による順位付けを

行い、委員の過半数の

第１位を得た者を最適

者として選定 

 ・現行運用どおり規定 

 

指定管理者の決定 

(1)指定の議決 

 

・選定委員会の結果と市

の選定理由を付して議

会に提案 

 ・現行運用どおり規定 

 

(2)指定管理者の

指定及び協定の

締結 

・指定管理に係る全般的

事項を定め、協定を締

結 

 ・現行運用どおり規定 

・協定事項の明確化 

指定管理者の評価 

 

・協定書により、年度ご

との事業計画書・収支

計画書・実績報告書等

の提出を義務付けてい

る 

・選定委員会による評価 

・「安定的な管理能力」

の確認も必要 

・選定委員会による評価

の必要性 

・指定管理者の本来の事業の

経営状況確認を追加 

・選定委員会によらず、評価

基準を定め、それに基づい

て評価する 

指定の取消し等 ・協定書に記載  ・現行運用どおり規定 

導入効果の検証 ・規定なし 

 

・導入効果が認めなけれ

ば直営に戻すことも

検討（更新時） 

・導入効果の検証を規定 
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３ 新たな基本方針の方向性のポイント 

 

（１）指定管理者制度導入の考え方 

 

［導入効果］ 

  ・指定管理者制度の導入に当たり検証すべき導入効果は、①経費の縮減、②サービスの向上 の２

点とし、直営管理との比較において効果があると判断されるものについては、原則として指定管

理者制度を導入すべき施設とする。 

  ・新規施設の場合は「直営管理の実績」がなく、指定管理者制度導入の効果を検証することができ

ないため、一定期間（３年）の直営管理を行い施設の管理ノウハウを蓄積してから導入を検討す

ることとし、設置当初からの指定管理者制度導入は原則として行わない。 

 

［経費縮減基準額］ 

  ・経費縮減効果を算定するための基準額を「経費縮減基準額」とする。 

 

 直営 → 指定管理の場合  

  「直営管理に係る一般財源投入額」 

… 人件費を含めた施設管理に係るすべての支出と使用料等の収入との差額とする。 

 

 指定管理 → 指定管理の場合  

「直営管理と仮定した一般財源投入額試算額」 

    … 最初の指定管理者導入時に算定した「直営管理に係る一般財源投入額」を基本として、指

定管理者の実績等を参考に、現時点で直営管理を行うと仮定した場合の施設管理に係る一

般財源投入見込額とする。 

   ※「直営管理と仮定した一般財源投入額試算額」については算定方法等で検討の余地はあるが、

仮に「指定管理者の応募がない」など直営で管理しなければならない場合には、直営管理とし

ての予算措置が必要であり、そうした点からも試算しておかなければならない。 

 

  ・経費縮減効果は、常に、経費縮減基準額を基準として算定することとし、導入検討時では方針決

定のための経費縮減効果見込みであり、指定管理者が選定され指定管理料が確定した時点で経費

縮減効果も確定し、指定の議決等で議会に対し報告する額となる。 

 

［導入すべき施設の例及び判断の目安］ 

  ・次に該当する場合は指定管理者制度の導入を検討する。 

 判断の目安 施設例 

①経費の縮減 ・職員（臨時職員等を含む。）が常駐している 

・職員の事務量の縮減が期待される 

・業務の一括管理等の合理化が期待される 

・維持管理経費が多い施設 

・こどもの家 

・地区集会施設 等 
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・将来的な譲渡を前提として地元町内会等に管理

経費負担を求めることができる 等 

 

②サービスの

向上 

・民間ノウハウの活用が期待される 

・利用料金制を採用できる 

・指定管理者の自主事業を行うことができる 

・民間の類似施設がある 

・既に同種の施設に指定管理者が導入されて一定

の成果が確認されている 等 

・貸館施設 

・スポーツ施設 

・観光・宿泊施設 

・入浴施設  等 

 

 

（２）指定期間について 

・市民サービスの継続性や、指定管理者の計画的な管理運営の視点から、原則５年とする。 

 ・町内会等が指定管理者となる施設は、当該団体以外の指定管理者が見込めず、ほとんどが公募

によらず随意契約としているため、公募の例外規定に該当することを条件として１０年とする。 

 

（３）利用料金制について 

   ・収支計画の段階で大幅な黒字が見込まれる収益性の高い施設については、収益の還元等につい

て検討するとともに、施設のあり方の見直しを行う。（民間譲渡等） 

 

（４）減免利用に係る利用料金補てん分及び修繕料分の清算の取扱い 

   ・現行の運用では、指定管理者の経営手腕が発揮されるよう、指定管理料（委託料）について管

理に係る収支の過不足の清算は行わないが、施設の公平な利用と安全な管理の確保を図るため、

減免に係る利用料金補てん分及び修繕料分については例外的に清算対象としているが、 

    ①減免利用に係る利用料金補てん分及び修繕料分については、過去の実績に基づき算定した金

額が、あらかじめ指定管理料に含まれている。（想定される見込み額が措置されている。） 

    ②減免利用については、利用の増減（変動）が直接的に施設管理費の増減を招くものではなく、

また、極端な変動があったのも一部の施設であり、多くの施設では実績見込みの範囲で対応

されている。 

③修繕については、協定書において一定額以上は市が行うものと規定（金額は施設の性質によ

り異なる）しており、清算まで行わなくても安全な管理を確保することが可能と考えられる。 

↓ 

   ・以上のことから原則として減免利用に係る利用料金補てん分及び修繕料分については清算対象

とせず、施設の性質等により特に清算が必要と認められる場合には個別に検討する。 

 

（５）債務負担行為の設定について 

   ・リスク発生等の場合に市が指定管理料（委託料）を増額せざるを得ない事態も想定されること

から、限度額の表現方法（金額ではなく言葉で表現する等）については財政課と協議の上、決

定する。 
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（６）募集条件について 

［募集範囲］ 

  ・最適な募集の範囲は施設の規模や種類により異なるので、地元企業育成の視点から市内での募集

を基本とし必要に応じて範囲を拡げることとする。 

 

［指定管理料基準額］→ （７）選定基準について 参照 

・申請者が提案する指定管理料の目安として、当該施設管理に係る従前の一般財源投入額を基本と

する「指定管理料基準額」を示し、原則として「指定管理料基準額」以下での提案を求める。 

 

 直営 → 指定管理の場合  

  「直営管理に係る一般財源投入額」＝ 経費縮減基準額 

 

 指定管理 → 指定管理の場合  

「従前の指定管理者に対する指定管理料（委託料）」 

 

［管理の安定の条件］ 

  ・法人にあっては過去３か年のいずれかの期において債務超過でないことを規定する。 

 

（７）選定基準について 

   ・選定において、次のような場合の取扱いをどうするか、が問題と考えられる。 

（例）施設管理に係る従前の一般財源投入額 1,000 万円 

     公募の応募者 ２社 

Ａ社：提案内容が優れており、現状より大幅なサービス向上が見込まれる 

指定管理料の提案額 1,500 万円 

       Ｂ社：提案内容は可もなく不可もなし 

指定管理料の提案額  900 万円 

   ・サービスの向上は、具体的に測定することが困難であり、利用者の増加が最も分かりやすい指

標と考えられるが、利用料金制を採用している場合は、利用者の増加が指定管理者の収入の増

加に結びつくことから、サービスの向上が必ずしも指定管理料の増額を必要とする理由になる

とは言えない。 

   ・したがって、原則的には、当該施設管理に係る従前の一般財源投入額をベースに選定評価が行

われるべきであることから、あらかじめ、募集時から従前の一般財源投入額を基本とする「指

定管理料基準額」を示し、「指定管理料基準額」以下での提案を求める。（Ａ社のような提案は

選定対象外） 
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（参考） 指定管理者の導入計画と選定の方針（現行の基本方針） 

 

１ 基本的考え方 

公共施設の管理業務が民間に開放されたことにより、民間のノウハウを活用し、施設のサービ

スの向上と経費縮減を図る指定管理者制度を積極的に取り入れる。 

 

２ 導入計画 

  公共的団体等に管理委託を行っている施設については、指定管理者による管理に移行するこ

とを原則に、平成 17 年度、集中的に導入作業を進める。 

      管理委託施設 178 施設(旧上越市 52 施設、13 区 126 施設) 

  

  直営管理を行っている施設のうち、学校、図書館、博物館、公営住宅など、直営管理が望ま

しいものを除き、指定管理者制度の導入を進めるものとし、以下の優先順位をつけて計画的に

進めるものとする。 

① 導入による効果が大きい施設(職員が常駐して管理している施設) 

② 同種の施設でありながら、指定管理と直営管理が混在している施設 

    （集落の集会施設など） 

  ③ 臨時職員、業務委託職員が管理を行っている施設で、サービスの向上・経費の縮減におい

て導入効果が見込めるもの 

   今後新設する施設については、計画段階から指定管理者制度の導入を検討する。 

 

３ 指定管理者の選定方針 

  指定管理者の対象範囲は、施設の設置目的を果たすにふさわしいノウハウを持つ事業者・団

体であること、さらに地域での雇用の確保、地元企業の活性化、公共サービスを担う団体の活

動基盤の強化など地域の活性化に貢献できる事業者・団体を原則とする。 

   指定管理者は、上記を踏まえ、原則公募とする。ただし、次の施設は公募によらず、現に管

理委託を受けているものを選定することとする。 

① 施設管理のために設立した第三セクターが管理する施設 

② 利用が地域住民に限定され当該住民で組織する団体が管理している施設 

   例:集落の集会施設(集落)、農村公園(集落)など 

③ 施設の性格から特定団体の利用が予定されている施設 

   例:さけふ化場(桑取川漁協)、認定職業訓練校(上越職業訓練協会)など 

④ その他、公募が不適当とする特別の理由のある施設 

   例:社会福祉協議会が、施設に事務所を置き協議会の事業を行うかたわら、当該施設の

管理を行う施設(上越市社会福祉協議会) 

  地域自治区に所在する公の施設の指定管理者については、地域協議会の答申を踏まえ、選定

するものとする。 

 


