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25監査公表第１号 

 地方自治法第199条第12項の規定により，平成24年11月29日に福岡市長から行政監査の結

果に対する措置について通知を受けたので，同項の規定により次のとおり公表する。 

  平成25年１月24日 

福岡市監査委員 南 原   茂 

同         栃 木 義 博 

同       石 井 幸 充 

同       伯 川 志 郎 

 

 

 

１ 監査報告と措置の件数 

 24監査公表第７号（平成24年５月17日付 福岡市公報第5923号(別冊) 公表）分 

 平成23年度行政監査（指定管理者に対する指導監督体制について）・・・・・35件 

 

監査の結果に関する報告に添えて提出する意見           ・・・６件 

 

２ 講じた措置の内容 以下のとおり 

24監査公表第７号（平成24年５月17日付 福岡市公報第5923号(別冊) 公表）分 

１ 指定管理者の選定 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

(1) 選定委員会の審議について 

［把握した事実］ 

  ガイドラインによれば，指定管理者を

公募する場合，その候補者選考等を行う

ための機関（選定委員会）を設けること

とし，募集要項や選定の基準などについ

て，客観性・透明性を確保するため，選

定委員会による審議を経て定めるよう努

めることとなっている。 

しかしながら，選定委員会の審議を経

ないで募集要項及び採点基準が決定され

ているものがあった。 

［意見］ 

募集要項及び採点基準については選定

委員会による審議を経た後に公募を行う

募集要項及び採点基準については，ガイ

ドラインに基づき選定委員会による審議

を経た後に公募を行うよう担当職員に対

し再度周知徹底を図った。 

（こども未来局こども家庭課）
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ようにされたい。 

(こども未来局こども家庭課)

(2) 暴力団排除について 

［把握した事実］ 

  平成22年度から，福岡市暴力団排除条

例に基づき，福岡市暴力団排除事務処理

マニュアルが定められており，福岡市の

事務又は事業から暴力団を排除する措置

を講ずるため，契約の締結等を行おうと

する場合は，警察への照会を行うことと

されている。ガイドラインによれば，暴

力団員又は暴力団もしくは暴力団員と密

接な関係を有する者が指定管理事業者と

して参入することがないよう，応募の段

階から排除しなければならないとされて

いる。 

しかしながら，同年度以降に募集を行

ったもののなかで，警察への照会が行わ

れていないものがあった。 

［意見］ 

市の業務を委任され公の施設を管理す

る指定管理者については，暴力団排除は，

特に重要と考えられる。暴力団排除を行

うため，警察への照会を徹底されたい。

(市民局スポーツ振興課)

(道路下水道局道路管理課)

各所管課に対する周知を徹底するた

め，｢福岡市暴力団排除事務処理マニュア

ル｣に定められた対応方法等を，具体的に

ガイドラインに明示されたい。 

（総務企画局行政改革課）

指定管理者の選定にあたっては，暴力団

排除を行うため，警察への照会を徹底する

こととした。 

(市民局スポーツ振興課)

 

指定管理者の選定にあたっては，暴力団

排除を行うため，警察への照会を徹底する

こととした。 

(道路下水道局道路管理課)

 

 暴力団排除の事務処理について，「福岡

市事務事業からの暴力団を排除する措置

のための指針」に基づき，警察への照会を

速やかに行うよう所管課に対して指導を

行った。 

 また，公の施設の利用から暴力団を排除

するにあたり，所管課は「公の施設の利用

からの暴力団排除事務処理マニュアル」を

指定管理者に渡し，マニュアルに定めれら

れた対応を徹底させることとした。 

ガイドラインへの明示については，既に改

正作業に着手しており，改正が完了次第，

速やかに所管課に対して周知徹底を図る

こととした。 

（総務企画局行政改革課）

２ 業務内容の明確化 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

(1) 備品の管理について 

 ［把握した事実］ 

  指定管理業務における備品管理につい

前管理者が持ち込んだままになってい

る市の備品以外の備品については現管理

者に受入処理を行わせ，適切な備品管理を
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ては，以下のような不適切な事例が見受

けられた。とりわけ指定管理者の交代の

際には備品の引継ぎが重要な事項であ

り，個々の備品の帰属の問題など備品管

理における課題が顕在化しスムーズに引

継ぎが行われない原因の一つになってい

た。備品管理については正確を期してお

く必要がある。 

 ［指定管理開始時］ 

・ 施設で使用されていた備品（指定管理

者が持ち込んだ物を除く）と所管課の備

品台帳が相違していた。 

（こども未来局こども家庭課，

体験・交流推進課）

（道路下水道局道路管理課）

（博多区自転車対策・生活環境課）

（中央区維持管理課）

（港湾局港湾管理課）

 ［指定管理期間中］ 

・ 指定管理者が行った市の備品の取得，

廃棄について，手続きが定められておら

ず，市の備品の増減及び現状を把握して

いない所管課があった。 

（こども未来局こども家庭課）

（経済振興局観光振興課）

（道路下水道局道路管理課）

（博多区自転車対策・生活環境課）

（中央区維持管理課）

（港湾局港湾管理課）

・ 市の備品以外に，前管理者が持ち込ん

だままになっている備品，現管理者が持

ち込んだ備品，施設に寄付された備品が

使用されているが，所管課がその状況を

把握していなかった。 

（市民局市民公益活動推進課，文化振興課，

スポーツ振興課）

指導した。 

また，指定管理期間終了時には，指定管

理者同席のもと管理物件一覧に基づき，施

設設置の備品について，正確な備品管理を

行うこととした。 

（市民局市民公益活動推進課）

 

指定管理者が行った市の備品の取得， 

廃棄について，現状把握を行い，備品リス

トを新たに更新した。 

また，指定管理者が指定管理料で購入し

た備品の指定期間終了後の帰属について

は，平成25年度の実施協定締結時に，規程

を設けることとした。 

（経済観光文化局観光振興課）

 

平成24年度以降の業務の基準において，

備品の取扱いを見直し，市の備品と指定管

理者が調達した備品を明確に区分（Ⅰ種，

Ⅱ種）し，管理簿を作成の上，管理するよ

う定めた。平成24年度以降の指定管理者の

モニタリング時に備品管理簿を確認し，状

況把握を行っている。 

（市民局スポーツ振興課）

 

備品管理については，備品台帳の照合に

着手した。また，正確な備品管理を行うよ

う担当職員に対し周知徹底を図った。 

（こども未来局こども家庭課）

 

備品の管理については，備品台帳の照

合に着手した。本市の備品台帳と突合し

整理を行う。 

（こども未来局青少年健全育成課）

 ※旧体験・交流推進課     
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（こども未来局こども家庭課，

体験・交流推進課）

（保健福祉局地域福祉課）

（経済振興局観光振興課）

（農林水産局農業振興課）

（住宅都市局公園管理課）

（道路下水道局道路管理課）

（博多区自転車対策・生活環境課）

（中央区維持管理課）

（港湾局港湾管理課）

 

 ［指定管理期間完了後］ 

・ 指定管理者が指定管理料で購入した備

品の指定期間終了後の帰属に関して，協

定書等に規定されていなかった。 

（こども未来局こども家庭課）

（経済振興局観光振興課）

（住宅都市局公園管理課）

（道路下水道局道路管理課）

（博多区自転車対策・生活環境課）

（中央区維持管理課）

（港湾局港湾管理課）

 ［意見］ 

  指定管理業務における備品管理の重要

性を十分に考慮し，管理運営及び市民の

利用に支障がないよう，正確な備品管理

を行われたい。 

（市民局市民公益活動推進課，文化振興課，

スポーツ振興課）

（こども未来局こども家庭課，

体験・交流推進課）

（保健福祉局地域福祉課）

（経済振興局観光振興課）

（農林水産局農業振興課）

（住宅都市局公園管理課）

（道路下水道局道路管理課）

備品の分類を，平成24年度モニタリン

グにおいて把握した。 

また，備品管理を正確に行うため，平

成25年度実施協定締結の際に備品台帳

を整理することとした。 

（保健福祉局地域福祉課）

 

前管理者が現管理者へ施設管理業務を

交代する際，寄付していた備品について，

現管理者の指定管理開始日である平成18

年４月１日付けで福岡市の備品として受

け入れた。 

（経済観光文化局文化振興課）

 

 指定管理業務における備品管理につい

ては，平成24年9月14日に，前指定管理者

から寄付された備品を含め，現物と備品管

理台帳との突合作業を指示しており，指定

管理者にて作業中である。 

（農林水産局農業振興課）

 

平成24年度末までに施設にある備品

の状況を確認し，指定管理者が持ち込ん

だ備品については，指定管理者毎に作成

する備品帳簿に，施設に寄付された備品

については，市の備品台帳に登載するた

め確認に着手した。 

 また，改正される「指定管理者の指定

の手続に関するガイドライン」に沿っ

て，指定管理者が指定管理料で購入した

備品の帰属については，協定書に明記す

ることとした。今後，市民の利用に支障

がないよう，適切な備品管理に努める。

（住宅都市局公園管理課）

 

備品台帳を整備し，所管課の備品と指定
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（博多区自転車対策・生活環境課）

（中央区維持管理課）

（港湾局港湾管理課）

 

指定管理業務における備品管理の重要

性を十分に考慮し，備品の帰属先，指定

管理期間中の備品の購入，調達，廃棄等

備品の管理のあり方について，市の備品

の取扱を定めている会計規則を踏まえた

上で協定書に明確に記載し，管理を徹底

するよう，ガイドラインに明記されたい。

（総務企画局行政改革課）

管理者が持ち込んだ備品を区別するなど，

正確な備品管理を行うこととした。 

（道路下水道局道路管理課）

（博多区自転車対策・生活環境課）

（中央区維持管理課）

 

 施設で備品を確認し，備品台帳の照合

を行うとともに，各備品の帰属や指定管

理期間満了後の備品の引継ぎ等に関し

ては，次期公募より，基本協定の中で明

確にする。 

なお，現指定管理者との備品等の帰属

の取り扱いについては，協議して決定す

る。 

（港湾局港湾管理課）

 

 備品の帰属先，指定管理期間中の備品の

購入，調達，廃棄等備品の管理のあり方に

ついて，新たなルールを定め，管理を徹底

するよう所管課に対して指導を行った。 

 ガイドラインへの明記については，既に

改正作業に着手しており，改正が完了次

第，速やかに所管課に対して周知徹底を図

ることとした。 

（総務企画局行政改革課）

(2) 指定管理者の文書等の管理について 

 ［把握した事実］ 

  ガイドラインに示されている基本協定

書（例）によると指定管理者が公の施設

の管理運営のため作成した文書は管理運

営の状況把握，確認に重要なものである

ため，適正な管理保存が求められるが，

指定管理者に対して保存管理すべき文書

の範囲や期間等についての指示が行われ

ていなかった。そのため，指定管理者が

書類の廃棄時期がわからないまま長期間

 指定管理者が管理すべき文書について，

施設の性格，業務内容に応じて，管理保存

すべき文書の範囲や，保存年限を定めたう

えで，文書の管理・保存方法を指定管理者

に明示するよう，所管課に対して指導を行

った。（施設の性格，業務内容は様々であ

るため，統一的な対応は好ましくないと判

断した。） 

 ガイドラインへの明記については，既に

改正作業に着手しており，改正が完了次

第，速やかに所管課に対して周知徹底を図



 6

保管している事例や，指定管理者交代後

も前指定管理者が文書を引継がないまま

保管している事例があった。 

 ［意見］ 

指定管理者が管理すべき文書につい

て，市の公文書規程に準じて管理や保存

方法等を協定書等に明記するようガイド

ラインに定められたい。 

（総務企画局行政改革課）

ることとした。 

（総務企画局行政改革課）

(3) 施設の維持補修について 

［把握した事実］ 

  公の施設の維持補修は，最終的には市

が責任をもって行うものであるが，軽微

な修繕は指定管理者が実施するように協

定書等で定められているものがあった。

  しかしながら，｢軽微な修繕｣の範囲が

明確に定められていないため，客観的に

判断ができずに市と指定管理者の責任区

分が不明確になっているものがあった。

また，軽微な修繕の１件当たりの修繕

費の上限が定められるなど範囲が定めら

れている場合でも，その総額の上限が定

められていないため，結果として指定管

理者の修繕料の負担の上限が不明確とな

っているものがあった。 

 ［意見］ 

  軽微な修繕の範囲が明確にされていな

いことにより，結果的に必要な修繕が行

われないことがないよう，あらかじめ市

と指定管理者との間で負担の範囲・程度

等を協定書で可能な限り具体的に定める

よう検討されたい。 

（農林水産局農業振興課）

（道路下水道局道路管理課）

（港湾局港湾管理課）

施設の修繕は，事前に予測したもの以

軽微な修繕の範囲については，平成25

年度から実施協定書に盛り込むこととし

た。 

（農林水産局農業振興課）

 

軽微な修繕の範囲・程度等を協定で具体

的に定めるよう，見直しを行うこととし

た。 

(道路下水道局道路管理課)

 

 軽微な修繕の範囲に関して実施協定

書に１件10万円未満について明文化し

た。 

なお，当該年度内における軽微な修繕

業務の金額が事業計画の中で設定する

金額を超える可能性が生じた場合は，指

定管理者とその取り扱いについて協議

して，個別対応することとする。 

また，次期公募においては，ガイドラ

インに沿って事務処理していく。 

（港湾局港湾管理課）

 

 市と指定管理者の費用負担を含め，修繕

に係る仕組みについて，原則として実費精

算方式を取り入れることとし，修繕の際は

金額の多少に関わらず，事前協議を行うこ

と等の新たなルールを定め，所管課に対し
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外にも発生することがあり，実費精算方

式を取り入れていない施設については，

必要な修繕が先送りされてしまうおそれ

がある。適切な修繕が行われないことが

重大な事故等につながりかねないとい

う，公の施設における維持補修の重要性

を考慮し，市と指定管理者の費用負担を

含め修繕に係る仕組みを関係局と協議し

検討されたい。 

（総務企画局行政改革課）

てルールにのっとった対応を行うよう指

導した。 

（総務企画局行政改革課）

(4) 指定管理者の交代に伴う引継ぎについ

て 

 ［把握した事実］ 

  指定管理者が変更となる場合，施設利

用者へのサービスの継続性の確保は極め

て重要であり，適切な引継ぎが行われる

べきであるが，一部の施設で新旧の指定

管理者の交代に伴う引継ぎがスムーズに

行われていなかった。 

  ガイドラインに示されている基本協定

書（例）には，「指定管理者は管理運営業

務が円滑に執行されるよう，市又は後任

の指定管理者と管理運営業務の引継ぎ等

を行わなければならない」とされており，

所管課は引継ぎが適切に行われるよう主

体的に関わりをもって新旧の指定管理者

を指導する必要がある。 

［意見］ 

指定管理者の交代時に所管課は新旧の

指定管理者にまかせるのではなく，主体

的に関わりをもって円滑な引継ぎが行わ

れるよう指導されたい。 

(市民局市民公益活動推進課，

スポーツ振興課）

（道路下水道局道路管理課）

指定管理者の交代時には，新旧の指定管

理者と十分に協議を行い，円滑な引継ぎが

行われるよう指導を行うこととした。 

（市民局市民公益活動推進課）

 

指定管理者の交代時には，職員が新旧指

定管理者の引継ぎに立ち会い，両者の間で

スムーズに引継ぎが行われるよう，調整を

図ることとした。 

(道路下水道局道路管理課)

 

平成23年度と平成24年度の指定管理者

が異なる施設の後任の指定管理者への引

継ぎにあたっては，市が引継ぎに関する説

明会を開催し，引継書の作成及び提出，施

設現地での引継ぎ状況の確認を行い，円滑

な引継ぎが行われるよう図った。 

（市民局スポーツ振興課）
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３ 業務の進行管理 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

指定管理業務の再々委託について 

［把握した事実］ 

 ガイドラインによれば，指定管理業務の

一部や専門的な業務（警備，設備機器の保

守点検等）に関しては，市の承認を受けた

上で第三者に業務を委託（再委託）できる

と定められている。しかしながら，施設に

よっては，委託（再委託）が行われた後，

さらに一部の専門的な業務（警備，設備機

器の保守点検等）について再委託（再々委

託）が行われているという実態が見られた。

ガイドラインには，再々委託については何

も記載されていなかった。 

［意見］ 

再々委託に関して，あり方を含め取扱等

について検討され，ガイドラインに明示さ

れたい。 

（総務企画局行政改革課）

指定管理者が第三者に委託する場合（再

委託）及び再々委託など，直接，指定管理

者が業務に従事しない場合は，全て市から

事前に文書によって承諾を受けること，原

則，再々委託から先の委託は認めないこと

の新たなルールを定め，所管課に対してル

ールにのっとった対応を行うよう指導し

た。 

ガイドラインへの明記については，既に

改正作業に着手しており，改正が完了次

第，速やかに所管課に対して周知徹底を図

ることとした。 

（総務企画局行政改革課）

４ 業務実績の評価 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

(1) 実地調査について 

 ［把握した事実］ 

  日常の管理運営の状況を把握すること

を目的として，ガイドラインには実地調

査について以下のことが記載されてい

る。 

・ 指定管理者とあらかじめ日程を調整

した上で行う定期調査 

・ 利用者から苦情，要望等が寄せられ

たときに必要に応じて行う随時調査 

・ 少なくとも３ヶ月に１回以上は，市

職員が実地に赴くこと 

・ 定期調査においては，指定管理者か

ら提出された月次報告書等の内容を踏

平成24年度管理運営業務に係る定期モ

ニタリングを５月末から６月にかけ，実施

した。 

定期的な実地調査のほか，利用者からの

苦情・意見などが寄せられた場合や施設・

設備等に不具合が確認された場合などに

も，随時，施設を訪問し，現状把握を行っ

ている。また，施設専門員（嘱託員）によ

る施設の巡回を行い，建築物の保全に関し

て，指導も行っている。 

（市民局スポーツ振興課）

 

実地調査については，現在３カ月に１回

程度，各自転車駐車場の巡回実地調査を実
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まえながら，管理業務が協定書，仕様

書等に基づき適正かつ確実に履行され

ているかどうか調査・確認を行う。そ

の際，必要に応じて指定管理者に対し，

業務日誌，経理関係帳簿等の提出を求

めたり，口頭による説明を受けたりす

るなどして，管理業務の実施状況を詳

細に把握するよう努める 

以上のように定められているにもかか

わらず，多数の施設を所管する課では，

各施設を定期的に訪問することが困難な

状況にあり，実地調査が十分に行われて

いなかった。 

 ［意見］ 

  日常の管理運営の状況を把握するには

実地調査は重要であることから，実施を

徹底されたい。 

（市民局スポーツ振興課）

（博多区自転車対策・生活環境課）

施しており，管理状況の実施状況等を把握

するため，平成24年２月に「自転車駐車場

指定管理者モニタリング」を実施してい

る。 

また利用者や市民から苦情，要望が寄せ

られた時にも，随時現地調査を実施し苦

情，要望に対する状況の確認等を行ってい

る。 

（博多区自転車対策・生活環境課）

(2) 所管課が行う評価について 

［把握した事実］ 

  ガイドラインによると所管課は指定管

理者に対し改善のための指導，助言を行

うとともに，次期の指定に向けて，公募

条件，管理手法，リスク分担等の見直し

を行うことにより，指定管理者制度のよ

り効果的，安定的な運用を図るため，指

定管理者による公の施設の管理運営の状

況に関しデータを収集し，その評価を行

うことが必要であるとされている。 

しかしながら，所管課における評価を

行っていないところがあった。 

 ［意見］ 

指定管理者による公の施設の管理運営

のより効果的，安定的な運用を図るため，

適宜適切な評価を徹底されたい。 

 所管課が行う評価については，平成24

年２月に「自転車駐車場指定管理者モニタ

リング」を実施し評価を実施しており，今

後も継続していく予定である。 

（博多区自転車対策・生活環境課）

（中央区維持管理課）
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（博多区自転車対策・生活環境課）

（中央区維持管理課）

(3) 指定管理者の財務諸表について 

 ［把握した事実］ 

  ガイドラインによれば，指定管理者が

安定的，継続的に公の施設の管理運営業

務を実施できる状況にあるかどうかを判

断するため，毎年度指定管理者から財務

諸表を提出させることとされているが，

一部において提出を義務づけていなかっ

たり，義務づけていても提出がなされて

いない事例が見受けられた。 

 ［意見］ 

  財務諸表を通じて指定管理者が安定

的，継続的に公の施設の管理運営業務を

実施できる状況にあるかどうか，所管課

において確認する必要があることから財

務諸表の提出を求めているものであり，

全国的に見ると指定管理者の財務状況の

悪化により，指定管理を続けられなくな

った指定管理者が出てきている。指定管

理者から財務諸表の提出を受けられるよ

う徹底されたい。 

（こども未来局こども家庭課）

（経済振興局観光振興課）

（住宅都市局公園管理課）

（港湾局港湾管理課）

指定管理者の財務諸表については，基本

協定の規定に基づき決算書及び関係書類

の提出を受けた。 

（こども未来局こども家庭課）

 

 財務諸表の提出については，前年度まで

の指定管理期間中の財務諸表について，既

に提出を受けており，今後も毎年度，提出

を受けられるよう徹底することとした。 

 （経済観光文化局観光振興課）

 

指定管理者の財務諸表については，平成

23年度分より提出させている。 

（住宅都市局公園管理課）

 

共同事業体本体の財務諸表の提出に

ついては，既に提出を受けているが，今

後は，共同事業体の構成団体の財務諸表

の提出を義務付けるよう次期公募より，

基本協定を見直すこととした。 

（港湾局港湾管理課）

 

（監査の結果に関する報告に添えて提出する意見） 

監 査 の 結 果 市 の 見 解 

指定管理者制度が，本市行政において既

に重要な役割を担っている中において，一

段と厳しさを増している行財政の現状や多

様化・高度化している市民ニーズに的確に

対応し，市民満足度を高めるためには，今

後，なお一層の工夫や改善を行いながら指
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定管理者制度の推進がなされなければなら

ない。そのためには，行政と指定管理者が

一体となった事業推進が達成されることが

前提であり，常に市民のニーズを意識した

運営が必要である。 

「指定管理者に対する指導監督体制」を

テーマとした今回の監査で把握・確認され

た運用面での実態や具体的課題は，前述の

監査結果に記載の通りである。今後は，監

査結果を踏まえた適正な事務執行に一層努

められたい。 

とりわけ，指定管理者の業務実態を判断

するための実績評価や当該管理者を含む法

人の経営状況を把握するための財務諸表の

確認のほか，暴力団排除の徹底などについ

ては，本制度の安定的・継続的な管理運営

の根幹に係わるものである。しかしながら，

一部の施設においてはこうした基本的事項

が実施されていない状況が認められたこと

は遺憾であり，速やかに是正に向けて取り

組まれたい。 

また，将来的に本制度が市民ニーズ(施設

利用者)に的確に対応し，制度運営の改善が

図られるために必要と考えられる事項につ

いて，地方自治法第199条第10項の規定に基

づき，前述「第8 監査結果」に記載した監

査の結果に関する報告に添えて，意見を提

出するものである。 

(1) 情報交換の強化 

本制度を効果的・効率的に運用するた

めには，事業の実施主体である指定管理

者と行政（施設所管課等）が密接な連携

の下，事業の円滑化に取組む必要がある。

このため，常時，事業の進行状況を把握・

確認することが重要であり，定期的な情

報交換の場に加え随時の情報交換の場の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 情報交換の強化 

 指定管理者と施設所管課の密接な連

携については，市職員が３ヶ月に１回以

上，実地に赴く定期調査や，利用者から

苦情，要望等が寄せられたときに必要に

応じて行う随時調査などで，情報交換の

場を設けるとともに，指定管理者から月

次の報告書が提出されたときに，管理業
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設定を行うなど情報交換の場を確立し，

認識を共有して，相互の直面する課題・

問題の解決をはじめ将来展望を踏まえた

取組みが必要である。 

(2) 業務遂行状況の的確な把握・確認 

  事業の実施主体は民間事業者等である

が，本制度は民間事業者のノウハウ等を

最大限に活かした運用により市民（施設

利用者）へのサービスの最大化を図るこ

とを目指したものである。 

このためには，管理主体である行政は，

施設に赴くなど運用の状況を定期的に把

握し，直面する課題・問題に必要な助言・

指導を行うことが求められる。 

しかし，事業遂行状況の的確な把握に

ついては，必ずしも十分ではないことが

市民へのサービス提供に影響していると

考えられることから，的確な状況把握等

のための基準や手法の整備に取組まれる

ことを要望する。 

(3) ガイドラインの充実 

指定管理業務の目的達成のためには当

該制度の当事者である所管課の対応のみ

では不十分であり，制度全般の運用に係

るガイドラインが果たす役割は極めて重

要である。しかし，実情としてガイドラ

インに定める対応方針が抽象化されてい

るため所管課において必ずしも円滑な運

用ができていない面が見受けられた。 

ガイドラインの担当課と所管課が緊密

に連携し，ガイドラインの内容の充実を

図っていただきたい。 

 

(4) 本制度及び当該事業の習熟度向上 

本制度はいまだ未成熟の制度である

が，その目的や仕組み等とともに当該事

務の実施状況を把握するために情報交

換を行うなど，現行制度においても連携

強化は可能であるが，より，密接な連携

を築くことを念頭に，所管課に対して指

導を行っていく。 

 

(2) 業務遂行状況の的確な把握・確認 

施設の運用状況等を的確に把握し，課

題・問題に必要な助言・指導を行うため，

ガイドラインに準じた実地調査等を行

うよう指導を徹底する。 

また，モニタリングの基準等の仕組みを

今後検討していく。 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ガイドラインの充実 

ガイドラインについては，所管課での円

滑な運用が可能となるよう，平成24年度中

に改正し，内容を充実させる予定である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 本制度及び当該事業の習熟度向上 

(5) 推進体制の整備 

指定管理者制度の基本的な内容に関す
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業についてこれまでの運用実態，経験等

の学習によりその導入目的である民間事

業者のノウハウを最大限導き出し，市民

サービスの向上を目指すことが必要であ

る。 

しかしながら，現状では研修等の実施

は行われているものの，十分とは言えな

い状況にある。従って，所管課において

は，研修を実施するとともに指定管理者

との情報交換等より管理運営の実態を学

習し，また，制度所管課はガイドライン

の周知を図り，本制度の理解を深めるた

めの職員養成が必要である。 

(5) 推進体制の整備 

指定管理者が行う業務の遂行状況を的

確に把握し，指定管理者に必要な指導・

助言を行うことができる職員を育成する

とともに，当該職員に対し常に支援する

ことのできる組織体制等の整備が必要で

あるが，現状では，必ずしも十分でない

状況がみられる。 

とりわけ，多くの施設を管理している

部署の指定管理業務については，多大な

事務量への対応に苦慮している現状がみ

られた。 

このため，制度を健全に運営していく

ためにも研修等の実施，組織としての業

務支援の方策や経験ある職員配置への一

定の配慮など効果的な取組みを行うよう

要望する。 

(6) さらなる指定管理者制度の改善に向け

て 

指定管理者の努力による施設利用者の

増加やサービスの質の向上が行われて

も，指定管理料には反映されない。より

良い指定管理業務を実現するためには，

る研修会や施設を管理するうえでの専門

的な研修（財務諸表の分析や施設管理する

うえで，習得すべきことなど）を実施する

とともに，併せて情報交換や意見交換の場

を設けるなど，所管課への支援を強化して

いく予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) さらなる指定管理者制度の改善に

向けて 

 指定管理者が優秀な実績を上げている

場合は，一定のインセンティブを積極的に

取り入れるよう，インセンティブに関する

具体例を示したうえで，ガイドラインに明
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利用者を増加させる等成果を上げれば指

定管理料に反映する仕組みや次回の選定

の際の評価ポイントが高くなるといった

ような，良好な管理を行った指定管理者

が報われるインセンティブ制度を検討さ

れたい。 

記する予定である。 

（総務企画局行政改革課）

 


