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第１部 包括外部監査の概要 
 

 





第１部 包括外部監査の概要 

 

１ 監査の種類 

  地方自治法第２５２条の３７第１項に規定する包括外部監査契約に基づく監査 

 

２ 監査人 

  包括外部監査人  牟 田 哲 朗（弁護士） 

  同 補 助 者  小 野 裕 樹（弁護士） 

  同 補 助 者  北古賀 康 博（弁護士） 

同 補 助 者  服 部 博 之（弁護士） 

同 補 助 者  渡 部 有 紀（弁護士） 

同 補 助 者  藤 本 聡 子（弁護士） 

同 補 助 者  岡   香 織（弁護士） 

 

３ 選定した特定の事件 

  指定管理者制度に関する事務の執行及び対象施設の管理運営について 

 

４ 監査対象事件を選定した理由 

(1) 住民のニーズにより効果的，効率的に対応するため，「公の施設」の管理運営に民間の

能力を活用して，住民サービスの向上や経費の削減等を図ることを目的として，平成１

５年６月に地方自治法が改正されて「指定管理者制度」が導入された（地方自治法第２

４４条の２第３項）。そして，管理委託（同法旧第２４４条の２第３項）をしている公

の施設については，改正法施行後３年以内の平成１８年９月１日までに，指定管理者制

度に移行するか，直営に戻して管理するかの選択をする必要があるとされた。 

  福岡市においては，平成１６年２月に「福岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等

に関する要綱」（巻末資料２）を，翌年５月には「指定管理者の指定の手続に関するガ

イドライン」を作成し，その後，随時改訂するなどして，指定管理者制度の適切かつ円

滑な導入・運営に努められ，平成２５年４月１日現在においては，公の施設一覧表（巻

末資料１）のとおり，３８７施設が７３団体の指定管理者によって管理運営されている。

また，組織調整課と会計管理課の共同で指定管理者施設所管課職員に対する研修を実施

され，監査事務局においては，平成１８年度から，毎年，公の施設の指定管理者に対す

る監査を実施されており，さらに，平成２３年度には「指定管理者に対する指導監督体

制について」をテーマに選択して行政監査を実施されている。 

(2) ところで，公の施設とは，「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するため

の施設」（地方自治法第２４４条第１項）であるから，「住民の福祉増進」を目的とする
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施設である。それゆえ，指定管理者制度も，民間の能力活用による「競争原理」と「協

定・契約による行政のコントロール」を通して「公の施設の効用の最大化」を図るため

の制度であるから，公の施設による住民サービスの充実・向上を第一の目的とし，併せ

て，施設の管理運営経費の縮減の効果を期待するものである。その意味から，指定管理

者制度は，公の施設の効用の最大化を図るために，民間の能力を活用して公の施設の管

理運営の担い手の多様化を図り，もって，住民の多様なニーズに応えるサービスの向

上・充実を図るための一つの方法であるということができる。 

  他方，地方自治法第２４４条の２第３項が「公の施設の設置の目的を効果的に達成す

るため必要があると認めるときは，条例の定めるところにより，法人その他の団体であ

って当該地方公共団体が指定するもの（指定管理者）に，当該公の施設の管理を行わせ

ることができる。」と規定しているように，指定管理者制度の具体的な制度設計は自治

体に委ねられている。そのためか，また，政府が規制緩和と地方行政改革の一環として

指定管理者制度の導入を促進させたことから，全国各自治体で一斉に指定管理者制度の

導入が実施されたが，果たしてこれが，「公の施設による住民サービスの充実・向上」

に適合したものであるかどうか，多くの施設に一律的に指定管理者制度を導入した結果，

却って，効率的・効果的な管理運営を損なうことになっていないかが問題である。 

(3) また，平成２５年４月１日現在で，福岡市においては，公の施設一覧表（巻末資料１）

のとおり，指定管理に係る公の施設が３８７施設あるが，これと別に市直営の公の施設

が２４８６施設（河川及び道路等は各１施設として算入）あり，併せて２８７３の公の

施設がある。 

  指定管理者制度導入にあたっては，当該公の施設の設置目的を確認し，その目的を効

果的に達成するための有効な方法として指定管理者制度が採用されたはずである。しか

し，政府の要請により急いで導入されたためか，全庁横断的な取組みでなく，所管課に

委ねられて，一律的，機械的に指定管理者制度が導入された感も否めない。 

  市直営の施設については監査の対象とはしなかったが，指定管理に係る公の施設を監

査することは，当該公の施設の設置目的を再確認して，その存続の必要性と効果的・効

率的な管理運営の在り方を検討することであるので，検討結果の監査報告が，今後，福

岡市において，公の施設の在り方を検討されるときの参考に資すれば有意義と考えた。 

  また，公の施設は住民の福祉増進を目的として市民の利用に供するための施設である

から，指定管理に係る施設に限定されるが，公の施設の存在とその種類と目的・効用を

広く市民に知っていただき，また，それにより，公の施設の在り方について，利用者・

市民と議会及び行政が協働して協議・検討していく契機になれば有意義と考えた。 

(4) 指定管理者制度導入から１０年近く経過し，指定管理期間も３期目に向かう施設も多

く，また３８７施設中５７施設で指定管理者が変更されていること，指定管理に係る公

の施設及び所管課も多岐にわたっていることなどから，ここで改めて，指定管理者制度
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に関する事務の執行（その執行の適正さと運用効果）を横断的に検証し，また，公の施

設の設置目的及び運営・管理の状況を広報することは，行政のみならず，市民・議会に

とっても必要かつ有意義であると考えた。 

対象事件として「指定管理者制度に関する事務の執行及び対象施設の管理運営につい

て」を選定したのは，以上の理由からである。 

 

５ 監査の方法 

  福岡市のホームページには，「主な事業・取り組み」のコーナーの指定管理者制度にお

いて，公の施設の管理状況が直営，指定管理（公募・非公募）に分けて一覧表で示して

あり，指定管理者を非公募で指定している施設については「非公募とした理由」が，直

営の施設については「指定管理者制度を導入していない理由」が公表され，併せて，指

定管理者の募集・指定情報や指定管理業務の評価（モニタリング）なども公表されてい

る。また，監査事務局のコーナーでは，平成２３年度の「指定管理者に対する指導監督

体制について」の行政監査結果と結果に基づく取り組みの状況等も公開されている。 

また，個別の公の施設については，過去の事業仕分や包括外部監査で取り上げられて

おり，指定管理者制度については全国各地の包括外部監査でも取上げられている。 

  加えて，福岡市においては，平成２５年度に指定管理者施設所管課の担当者を対象と

した「指定管理者制度研修」を実施されたので，その研修資料も，「指定管理者の指定

の手続に関するガイドライン」と併せて提出頂いた。 

  監査人においては，前記公開されている資料及び研修資料等を参考に，指定管理につ

いての「調査票」を作成して，指定管理に係る公の施設の全担当局担当課に対して「調

査票」による照会と指定管理の根拠となる基本・実施協定書や要綱等の提出を依頼した。 

そして，これらを基に，指定管理に係る各公の施設の担当課からのヒアリング，個別

照会，これに基づく募集要項や仕様書，選定委員会議事録，業務報告書等の資料調査を

重ねて監査を実施した。 

 

６ 監査の対象年度 

  平成２４年度（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日） 

  但し，必要があれば他の年度についても監査の対象とした。 

 

７ 監査の実施期間 

  平成２５年８月１９日から平成２６年２月２８日まで 

 

８ 利害関係 

  包括外部監査人及び補助者は，いずれも監査の対象事件について，地方自治法第２５
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２条の２９が規定する利害関係はない。 

 

９ 指摘・意見について 

本報告書において「☞指摘」とした事項は，適法性・妥当性に問題があり，すみやか

な是正措置が必要であると考えるものである。また「☞意見」とした事項は，直ちに適

法性・妥当性に問題があり，すみやかな是正措置を採ることが必要であるとまでは考え

ないが，是正の検討をすることが「指定管理者制度及び公の施設の管理運営の合理化に

資する」と考えるものである。 

  本報告書全体における，「☞指摘」は２６件，「☞意見」は１７６件であった。 

  指定管理者制度が導入されて１０年であり，その具体的な制度設計が自治体・条例に

委ねられているので，個別の問題については定説がないようなものも多かった。そのた

め，指摘の数に比べて意見の数が多くなったし，また，意見も，公の施設の管理運営の

在り方の視点から，監査人の提案・意見として述べたものも多いが，今後の検討の資料

になればと思い大胆に述べている。 

なお，「☞指摘」・「☞意見」として特記することまでは行っていないが，本文中にお

いて，問題提起をし，意見を提示したものも多々ある。監査対象事件である指定管理者

制度及び公の施設の管理の在り方の問題点は，公の施設の種類・設置目的等は違っても

共通するものが多い。それゆえ，監査人としては，所管局課におかれては，「☞指摘」・

「☞意見」の有無にかかわらず，本監査報告を参考にして，福岡市の公の施設の管理運

営の執行事務全体のさらなる適正化（有効化・効率化）に努めていただきたいと考えて

いる。 
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第２部 総  論 

 

第１章 指定管理者制度の意義と概要 

 

第１ 指定管理者制度の意義 

 

１ 公の施設について 

(1) 公の施設とは，地方公共団体が，住民の福祉を増進する目的をもって，公平・平等に

住民の利用に供するために設ける施設であるから（地方自治法第２４４条），住民に対

する開かれた公共サービスを提供するための施設である。 

地方公共団体の役割は「住民の福祉の増進を図ることを基本と」するものであるとこ

ろ（同法第 1 条の２第 1 項），その施策の大きな部分は，公の施設における公共サービ

スの形で，住民に対し，広く公平・平等に提供されて実現されることになる。したがっ

て，公の施設は，行政にとっては住民に対する公共サービスを提供するための，住民に

とっては公共サービスを享受するための，必要不可欠の施設ということになる。 

(2) このように公の施設は，行政が住民に対して公共サービスを提供し，また住民が公共

サービスを享受するための施設であるが，住民が必要とし，また行政が提供しなければ

ならない公共サービスは多種多様である。そのため，公共サービスの提供・享受の施設

である公の施設も多種多様なものとなる。 

  総務省自治行政局が示した５分類では次のような施設がある。 

    

１ 
レクレーション・スポーツ

施設 

競技場，野球場，体育館，プール，海水浴場，

宿泊休養施設等 

２ 産業振興施設 
産業情報提供施設，展示場施設，見本市施設，

開放型研究所施設等 

３ 基盤施設 
駐車・駐輪場，公園，水道施設，下水道終末処

理場，公営住宅等 

４ 文化施設 

学校，図書館，芸術劇場，美術館，市民ホール，

男女共同参画センター，コミュニティセンター

等 

５ 社会福祉施設 
保育所，児童館，老人福祉センター，病院， 

障がい者自立支援センター等 

 

このように，多種多様な公の施設があるということは，逆から言えば，住民が必要と

している公共サービスが多種多様であるということであり，行政はこの住民のニーズに
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対応した公共サービスを提供する責務があるということである。 

(3) 巻末の参考資料１のとおり，福岡市において２８７３施設もの公の施設を設置・保有

しているのは，まさに，市民の多種多様な公共サービスのニーズに対応するためである。

因みに，直営の２４８６施設中には，個別法で指定管理者制度がとれない学校等の２３

６施設のほか，小規模の公園１５９６施設や墓地２２０施設等が含まれている。また，

指定管理導入の３８７施設のうち，指定管理者を公募するものが１６７施設，非公募に

よるものが２２０施設あるが，非公募のうちの１８１施設（このうち２施設は用途廃止

（建替え中）になっている）は福岡市住宅供給公社が管理する市営住宅である。 

  しかし，このような多くの公の施設を設置し，運営していくためには多大の費用を要

するし，その費用は市民の税金を中心とする財源・公金で賄われる。本監査で対象とし

た指定管理に係る公の施設３８３施設（全施設の１３.３％）の管理・運営のための指

定管理料だけでも，総額約１２３億９３８３万円を必要としている。 

そのため，地方自治法が「地方公共団体は，その事務を処理するに当たっては，住民

の福祉の増進に努めるとともに，最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければな

らない。」（第２条第１４項）と規定しているように，多種多様な公の施設を，より効果

的・効率的に管理・運営することが求められるのである。 

しかし，重要なことは，「最少の経費で最大の効果を挙げる」ために，単純に経費を

削減すれば足りるものでないことである。市民全体に対する公共サービスのなかで，有

限な財源の制約の下で，個々の公の施設の設置目的・機能を見直し，現在のニーズに適

応していないものは廃止・縮小するなどして管理経費削減の検討をすることも必要であ

るが，より重要なことは，変化する住民の多様なニーズを的確に把握して，これに適切

に対応した公共サービスを提供することである。現在のサービス提供が適切，十分かを

検討し，不十分であれば充実するように改善し，また新たなニーズがないかに注意して

公共サービス提供が必要なニーズがあれば適切，速やかに対応することが必要である。

そのための効率的な事務処理である。 

そして，このような公の施設における公共サービスの現状・在り方については，施設

の利用者・サービスの享受者である住民・市民が最も熟知しているのであるから，広く

市民の意見を聞きながら，また所管課任せでなく全庁的に，施設全体を見渡して，限ら

れた財源のなかで，個別の公の施設の管理・運営の在り方を検討していくことが必要で

ある。 

 

２ 指定管理者制度の導入経過とその目的 

(1) 指定管理者制度は，平成１５年６月の地方自治法の改正により導入されたものである。

改正前においては，「管理委託制度
、、、、、、

」が採られていて，公の施設の管理委託先は「政令

で定める地方公共団体の出資法人又は公共団体・公共的団体」に限定されていたが（旧
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地方自治法第２４４条の２第３項），改正により，広く「法人その他の団体」を指定し

て公の施設の管理を行わせることができるようになり，施設管理を行うことを指定され

た法人その他の団体を「『指定管理者
、、、、、

』という」とされ（現同法第２４４条の２第３項），

指定管理者による公の施設の管理制度を「指定管理
、、、、

者
、
制度
、、

」ということになった。 

(2) 公の施設とは，地方公共団体が，住民の福祉を増進する目的をもって住民の利用に供

するために設ける施設であって，住民の施設利用について，正当な理由なく拒むこと，

不当な差別的取扱いをすることは禁じられており（同法第２４４条第２，３項），公の

施設を利用する権限に関する処分は不服審査請求の対象となるものであることから（同

法第２４４条の４），公の施設の利用許可を含む管理運営は，公共サービスの提供であ

り，公平・公開を旨とする公的なものと考えられていたので，公の施設の管理委託先も

公共団体や自治体の出資法人等に限定されていた。 

 しかし，平成１４年７月の内閣府に設置された総合規制改革会議の「中間とりまとめ

－経済活性化のために重点的に推進すべき規制改革－」による「成熟した社会の多様化

するニーズに対応した公共サービス実現のために，多様な管理主体と，民営化，民間委

託，ＰＦＩ1等の多様な管理手法とを活用することが，今後の行政部門の在り方として求

められている。」との提言を受けて指定管理者制度が導入された。 

  それゆえ，改正後の地方自治法第２４４条の２第３項の条文においても，「普通地方公

共団体は，『公の施設の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは』，条

例の定めるところにより，指定管理者に，当該公の施設の管理を行わせることができ

る。」と規定され，指定管理者制度が「公の施設の目的の効果的達成」を目的とするも

のであることが明記されている。 

  このことは，平成２２年１２月２８日付の総務省自治行政局長の通知（総行経第３８

号）「指定管理者制度の運用について」においても，「指定管理者制度は，住民の福祉を

増進する目的をもってその利用に供するための施設である公の施設について，民間事業

者等が有するノウハウを活用することにより，住民サービスの質の向上を図っていくこ

とで，施設の設置の目的を効果的に達成するため」に設けられたことが確認されている。 

したがって，指定管理者制度の導入の目的は，①利用者により多様で満足の高いサー

ビスを提供すること，②多様化する住民ニーズに効果的，効率的に対応するため民間事

                            
1 「ＰＦＩ（Private Finance Initiative）とは，公共施設等の事業計画から設計，資金調

達，建設，運営，維持管理など，事業実施に関わる一連のプロセスの全部または一部を対

象として長期包括的に民間部門に委ね，民間部門の資金調達能力，技術的能力，経営能力

など多様なノウハウを活用し，最適な官民の協働によってＶＦＭ（Value for Money）（イ

ンプット（税金）に対するアウトカム（市民満足度））が最大化し，良質低廉な公共サー

ビスの提供が可能となる事業方式のひとつです。」（福岡市のＰＦＩ－ＰＲ版－）であり，

「民間企業等活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成 11 年９月施行）

に定められている。 

－7－



業者のノウハウを活用することであり，そして，その結果として③自治体の財政負担（管

理経費の縮減）を軽減することである。それゆえ，指定管理者による公の施設の管理・

運営の主目的は，①②であるから，③のみに終始した制度運用にならないよう注意する

ことが必要である。2 

(3) また，前記自治行政局長通知は，指定管理者制度の適切な運用のために，地方自治法

第２５２条の１７の５に基づき，次の８項目を助言している。3 

 

１ 指定管理者制度については，公の施設の設置の目的を効果的に達成するため

必要があると認めたときに活用できる制度であり，個々の施設に対し，指定管

理者制度を導入するかしないかを含め，幅広く地方公共団体の自主性に委ねる

制度となっていること。 

２ 指定管理者制度は，公共サービスの水準の確保という要請を果たす最も適切

なサービスの提供者を，議会の議決を経て指定するものであり，単なる価格競

争による入札とは異なるものであること。 

３ 指定管理者による管理が適切に行われているかどうかを定期的に見直す機会

を設けるため，指定管理者の指定は，期間を定めて行うものとすることとされ

ている。この期間については，法令上具体の定めはないものであり，公の施設

の適切かつ安定的な運営の要請も勘案し，各地方公共団体において，施設の設

置目的や実情等を踏まえて指定期間を定めること。 

４ 指定管理者の指定の申請にあたっては，住民サービスを効果的，効率的に提

供するため，サービスの提供者を民間事業者等から幅広く求めることに意義が

あり，複数の申請者に事業計画書を提出させることが望ましい。一方で，利用

者や住民からの評価等を踏まえ同一事業者を再び指定している例もあり，各地

方公共団体において施設の態様等に応じて適切に選定を行うこと。 

５ 指定管理者制度を活用した場合でも，住民の安全確保に十分に配慮するとと

もに，指定管理者との協定等には，施設の種別に応じた必要な体制に関する事

項，リスク分担に関する事項，損害賠償責任保険等の加入に関する事項等の具

体的事項をあらかじめ盛り込むことが望ましいこと。 

６ 指定管理者が労働法令を遵守することは当然であり，指定管理者の選定にあ

たっても，指定管理者において労働法令の遵守や雇用・労働条件への適切な配

慮がなされるよう，留意すること。 

                            
2 これは，三野靖著：光文社「指定管理者制度－自治体施設を条例で変える」（141 頁）

の引用である。 
3 福岡市の「指定管理者の指定に手続に関するガイドライン」にも参考資料として添付さ

れている。 
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７ 指定管理者の選定の際に情報管理体制のチェックを行うこと等により，個人

情報が適切に保護されるよう配慮すること。 

８ 指定期間が複数年度にわたり，かつ，地方公共団体から指定管理者に対して

委託料を支出することが確実に見込まれる場合には，債務負担行為を設定する

こと。 

 

３ 指定管理者制度の意義と概要 

(1) 公の施設について地方自治法が定める規定は，第２４４条から同条の４までの４条で

あり，そのうち指定管理者制度の内容についての主たる規定は第２４４条の２の第３項

から第１１項までの９項だけであるから，その全文を紹介する。 

 

第３項 普通地方公共団体は，公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必

要があると認めるときは，条例の定めるところにより，法人その他の団体で

あって当該普通地方公共団体が指定するもの（以下本条及び第２４４条の４

において「指定管理者」という。）に，当該公の施設の管理を行わせることが

できる。 

第４項 前項の条例には，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を定めるものとする。 

第５項 指定管理者の指定は，期間を定めて行うものとする。 

第６項 普通地方公共団体は，指定管理者の指定をしようとするときは，あらか

じめ，当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

第７項 指定管理者は，毎年度終了後，その管理する公の施設の管理の業務に関

し事業報告書を作成し，当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出し

なければならない。 

第８項 普通地方公共団体は，適当と認めるときは，指定管理者にその管理する

公の施設の利用に係る料金（次項において「利用料金」という。）を当該指定

管理者の収入として収受させることができる。 

第９項 前項の場合における利用料金は，公益上必要があると認める場合を除く

ほか，条例の定めるところにより，指定管理者が定めるものとする。この場

合において，指定管理者は，あらかじめ当該利用料金について当該普通地方

公共団体の承認を受けなければならない。 

第１０項 普通地方公共団体の長又は委員会は，指定管理者の管理する公の施設

の管理の適正を期するため，指定管理者に対して，当該管理の業務又は経理

の状況に関し報告を求め，実地について調査し，又は必要な指示をすること
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ができる。 

第１１項 普通地方公共団体は，指定管理者が前項の指示に従わないときその他

当該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るときは，そ

の指定を取り消し，又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命

ずることができる。 

 

(2)  前記自治行政局長通知の１ないし３の助言のとおり，地方自治法は，公の施設の管

理を行わせるために指定管理者を指定するか否かについては地方公共団体の決定（条

例）に委ね，また，その決定基準は「施設の設置の目的を効果的に達成するため必要が

あると認めるとき」であること（第３項），指定管理者を指定するときは，指定期間を

定めること（第５項），議会の議決が必要であること（第６項）を規定するに止めて，

指定に至るまでの手続や指定管理者に行わせる業務の範囲及び管理の基準等について

も，すべて地方公共団体の決定（条例）に委ねている（第４，８ないし１１項）。国は，

指定管理者制度の具体的な設計・運用を地方公共団体に委ねたのである。 

  旧管理委託制度から指定管理者制度に変わったことにより，管理者の資格が公共団

体・出資法人限定であったものが，法人その他の任意団体にも管理者資格が認められ，

また，旧管理委託者には認められていなかった使用許可権限も指定管理者には認められ

ることになった。このように管理者資格の範囲を広げ，その権限も大きくしながら，ま

た，管理主体の選択の方法・手続も，管理主体に行わせる管理・運営業務の方法・内容

についても，地方自治法には，殆ど規定を設けることなく，その具体的設計を地方公共

団体の決定（条例）に委ねている。 

そこで，留意すべきは，公の施設の管理方法は直営か指定管理者制度かの二者択一で

はなく，直営であっても，施設の清掃や修理等の定型的な管理業務は従前どおり民間事

業者に業務委託をすることができるし，指定管理者に管理を行わせるとしても，管理主

体は法人でなくても共同事業体を含めた団体であればよく，その行わせる業務の種類・

内容等も一律でなく，使用許可権限の範囲を含めて地方公共団体が自由に決めることが

できることである。 

したがって，指定管理者制度の導入によって，公の施設の管理は，市民・地域団体等

を含めた法人その他の団体にも管理を行わせることが可能となって多彩な管理主体を

選択することができることになったし，また，管理者が行う業務の内容も，指定管理者

制度による使用許可権限を含めてまさに施設運営といえる業務内容から，一定の使用許

可権限を地方公共団体に留保して限定された範囲の業務を行わせることまで，多様な形

態をとることが可能となった。他方，管理者に清掃・警備等の定型的な施設管理業務の

みを行わせるときには，指定管理ではなく，直営のまま，競争入札により１年ごとの業

務委託をすることで足りるし，それが適切である場合もあるのである。 
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そして，重要なことは，公の施設の管理の方法・内容が地方公共団体に委ねられたこ

とである。施設の管理主体をどの団体にするか，管理主体をどのような基準・手続で選

定するか，管理主体に行わせる業務内容をどうするか，その管理の監督指導の方法をど

うするかも，すべて，地方公共団体が決めることになったのである。この点を重視すれ

ば，指定管理者制度は，地方分権，地方自治を尊重した制度ということができるから，

公共サービスの提供・享受の施設である「公の施設」について，市民の全体的ニーズと

財源の有限性を前提として，個別施設において提供している公共サービスの内容を踏ま

えて，その必要性を含めたサービス向上の方策，そのための施設の運営・管理の在り方

を，施設利用者を含めた市民・企業等と協働して検討・実践していくことが重要と思わ

れる 4。 

 

４ 福岡市における指定管理者制度運用の概要 

(1) 地方自治法では，指定管理者に公の施設の管理を行わせるためには条例に基づくこと 

が必要と規定されているところ（同法第２４４条の２第３項），福岡市においては，指

定管理者制度に関する通則的な条例は定められていないが，指定管理者制度導入を決定

した個別施設についての個別設置条例の改正によって規定されている。 

公の施設を設置するには，従前から条例を制定することが必要とされていたが（同条

第１項），公の施設設置についての通則的な条例は当初から制定されておらず，公の施

設を設置するに当たっては，当該施設のためだけの設置条例が制定されていたので，既

存の公の施設にはこれに対応する設置条例があったこと，また管理委託をしている公の

施設については指定管理者制度導入までの準備期間が３年とされたこと，何よりも，公

の施設が多種多様であり，改正地方自治法が指定管理者制度の具体的設計を地方公共団

体に委ねたが，国からも通則的条例のひな形等を示されることがなかったことなどから，

福岡市においては，多くの自治体と同様に，通則的条例は制定せずに，個別設置条例の

改正で対応されたと思われる。 

指定管理者制度に関する通則条例は制定されなかったが，平成１６年２月には「福岡

市の公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する要綱 5」が作成・施行され，平成１

７年５月には「指定管理者の指定の手続に関するガイドライン」が作成されて，この要

綱及びガイドラインに従って指定管理者制度の導入が検討・実施されてきた。 

(2) 要綱及びガイドラインともに改正・改訂が重ねられているが，その内容は名称が示す

とおり，指定管理者指定の手続が中心である。 

                            
4 この考えは，前掲の三野靖著：光文社「指定管理者制度－自治体施設を条例で変える」

を参考にした。 
5 要綱とは，行政機関内部における規律であり，職員が事務処理を遂行するうえでの指

針・基準であり，国民の権利義務に関する定めとしての性質を有しないものである。 
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現要綱においても，規定されている事項は地方自治法第２４４条の２第４項ないし第

１１項規定の事項（指定管理者の指定手続，利用料金を含めた業務範囲，管理の基準，

指定期間，事業報告書の提出，市の監督・指導，指定の取消及び業務停止命令）を抽象

的に規定するに止まっている。 

現ガイドラインにおいても，簡略には「公の施設の管理の考え方」が示されているが，

要綱と同様，指定管理者制度導入を決めた後の手続（指定管理者の選定，募集の手続，

市の管理・監督等）についての説明が中心である。 

(3) 公の施設は多種多様であり，その管理の在り方も多様であるので，要綱やガイドライ

ンの改正・改訂が重ねられたように 6，通則的条例を制定することは難しいことである。 

しかし，指定管理者制度導入を決めた個別設置条例の改正で対応してきたために，指

定管理者制度導入を決めていない施設設置条例には指定管理者制度の規定がないこと，

指定管理者制度導入から１０年を経過していること，何よりも，公共サービスの提供・

享受の拠点である公の施設についての設置・管理の在り方全般についての大綱を定めた

規定がないことは，多数の多種多様な公の施設の管理が所管課任せになり，全庁横断的

に検討する機会，利用者・市民の希望・意見を聴く機会を逸するおそれもあることなど

を考慮すれば，やはり，公の施設の管理に関する通則的な条例等を制定することが望ま

しいと考える。 

    

☞意見１ 

☆ 指定管理者制度の導入から１０年を経過したので，これを機会に，公の施設の

在り方についての考え方を，全庁的にまた市民とともに共有するために，公の施

設についての通則的条例の制定を検討することが望まれる。 
 

第２ 監査対象とした公の施設及び概要表の説明 

   監査の対象とした公の施設は，平成２４年度末までに指定管理者による管理が行わ

れていた３８３施設であり，各施設の指定管理者による管理・運営に係る事務の執行

について監査をした。7 

   個別各施設が提供している公共サービスや施設管理業務の内容については，第３部

各論で述べているが，各論では，施設ごとの概要表を記載しているので，その説明を

する。 

                            
6平成２５年１月改訂まで，平成１６年２月に制定された要綱は５回，平成１７年５月に

作成されたガイドラインは７回，改訂されている。 
7 巻末資料の公の施設一覧【指定管理（公募）】の番号４０福岡市ロボスクエアは，平成

２５年４月から指定管理者制度が導入されたので，また，平成２５年度から自転車駐車場

が増設されたので，これらを除いて非公募と併せた３８３施設が監査の対象施設である。 

－12－



   「施設名」は，施設の設置条例での名称であり，「施設数」は協定により指定管理者

に委託された施設数であるが，設置条例に基づいて引き直したものもある。「所在地」

は施設の設置場所であるが，複数施設の場合には主な施設の所在地だけを記載して，

その他の施設の所在地は本文中に記載した 8。 

   「担当部・課」は，当該施設を所管する担当部・課である。 

   「根拠法令」は，当該施設の設置根拠である法令である。設置条例のみに基づく施

設もあるが，法に基づく施設もある。 

   「現在までの指定管理者」には，指定管理開始時からの「指定管理者名」と「指定

期間」及び選定方法が公募か非公募か，公募については応募数を（ ）内に記載して

いる。 

   「指定管理料」の「当初指定管理料」は実施協定書記載の指定管理料の金額であり，

「精算」については，市が指定管理者から払戻しを受けた場合は，その金額を△印で

記載し，市が指定管理者に追加金額を支払った場合は，その金額を無印で記載してい

る。そして，その結果，指定管理者が最終的に市から受領した金額を「精算後指定管

理料」として記載している。また，「市のその他の支出」は，市が施設の修繕費等を直

接に委託業者等に支払った金額を記載している。 

   「利用料金の合計額」は，施設利用者が納付した施設使用料金の年間合計額であり，

これを指定管理者の収入とする利用料金制の場合には「帰属先」を指定管理者とし，

そうでなく市の収入となる場合には市と記載している。なお，当該施設事業について

国・県から市への補助金等があるときには「備考欄」に記載している。 

したがって，当該施設の管理・運営のために市が支出している金額の概算は，「精

算後指定管理料」と「市のその他の支出」の合算額から前記の市の収入となる利用料

金及び補助金等を控除した残額ということになる。 

「自主事業の有無」は，指定管理者が自主事業を実施しているか否かと，実施して

いる場合には「自主事業の概要」と指定管理者の収入となる「自主事業による収入」

金額を記載している。この場合には，「自主事業による収入」と「精算後指定管理料」

の合計金額が，指定管理者が受取った管理に係る収入ということになる。9 

なお，金額の表示はすべて千円単位（千円以下は切捨て）で記載しているが，精算

金額等が少額の場合には，円単位で記載している。 

   「指定管理導入以前の管理方法」は，指定管理者制度による管理以前の管理方法で

ある。したがって，直営又は旧管理委託ということになるが，管理委託の場合には管

理者名も記載している。 

                            
8 ただし，市営住宅は，１８１施設あるので，各施設の所在地は記載していない。 
9 自主事業については，後記の第２章第２の４（２）において述べている。 

－13－



第２章 監査の視点と全体的意見 

  
第１ 公の施設の管理全般について 

 
１ 公の施設の管理の在り方についての福岡市の取組み 

  福岡市だけでなく，他の自治体も同様と思われるが，平成１８年からの導入・実施を

迫られ，個別施設についての指定管理者制度導入に忙しく，公の施設全体の在り方・管

理に対する見直しには，未だ，至っていないように思われる。 
既述のとおり，福岡市においても，「福岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に

関する要綱」及び「指定管理者の指定の手続に関するガイドライン」を作成・改訂され

ているが，その名称のとおり，指定管理者の指定・監督手続に関する規定だけが定めら

れており，総則的な「公の施設の管理の在り方」については規定されていない。 
「ガイドライン」には「公の施設の管理の考え方」が記載されているが，その内容は

以下に記載する事項に止まっている。 
  「指定管理者制度の目的」として，「◎指定管理者制度を活用し，よりよいサービスを

より効率的に住民に提供する観点から，公の施設の管理運営について見直すこと。」と

示されている。しかし，これに続く説明は，公の施設が住民の福祉増進の目的をもって，

その利用に供するための施設であり，その設置目的を効果的に達成するため必要がある

と認められるときは，民間の能力を活用しつつ，住民サービスの向上を図るとともに，

経費の節減等を図ることを目的として，指定管理者に管理を行わせることができる，と

の地方自治法の紹介と指定管理者制度の一般的説明で終わっている。 
  続いて「住民への情報提供」として，「◎公の施設は，住民の利用に供するための施設

であるから，その管理運営の内容については，積極的に住民に情報を提供していくこ

と。」と示されているが，その後は，「指定管理者に任せる場合には，指定管理者の選定

からモニタリングの評価まで，公の施設に関する情報を積極的に住民へ提供し，住民サ

ービスの向上や効率化につなげること。」と指定管理者制度導入後の説明になっている。 
  そして，「指定管理者制度の流れ」の冒頭の「●公の施設に指定管理者制度を導入する

か否か。」の説明も，「個々の施設ごとの設置目的や果たすべき機能等について，吟味し

たうえで，本制度を利用することが『住民サービス向上』と『経費の節減』に寄与する

と考えられる場合に導入を図っていく。」と記載されてはいるが，誰がどのようにして

導入を検討・決定するかは示されておらず，これ以降は，指定管理者導入を前提として

の手続の説明で終わっている。 
 
２ 公の施設の管理・運営の考え方 

  公の施設は，公共サービスの提供・享受の施設であるが，福岡市が保有する公の施設
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は，巻末一覧表のとおり，福祉施設から産業・観光・文化振興を目的とするものまで，

多種多様な２８７３施設である。現在，多種多様な施設が提供している公共サービスも，

時代・環境の変化に応じて変化する住民・市民のニーズに適合しているかの検証が必要

であり，その検証を通して，ニーズに適合したサービスへと改善するとともに，新たな

ニーズを把握して，これに対応する新たな公共サービスの提供を開始することも重要で

ある。 
  他方，指定管理者制度の導入の意義は，先に述べたとおり，公の施設の管理の在り方

が地方自治体の自治に委ねられたことと，そして，管理の主体・方法についても，一律

でなく，多様な管理主体に多様な方法・内容で管理を行わせることを地方自治体が選

択・決定できるようになったことである。管理主体は，法人に限らず任意団体でもよい

のであり，また，１団体でなく複数団体の共同事業体もよいのである。管理主体に行わ

せる業務も，使用許可権限の授権範囲を含めて自由に多様に決めることができるのであ

り，また，公の施設の管理方法も，直営と指定管理者制度の二者択一ではなく，業務委

託を含めて多様な具体的設計を柔軟に選択・決定をすることができることになったので

ある。 
  指定管理者制度の導入は，公の施設が提供する公共サービスの市民ニーズとの適合性

を考えて，どのような管理主体に，どのような管理業務を行わせるかの検討が必要であ

るので，公の施設全体の在り方を見直すよい機会であったと思われるが，残念ながら，

多くの地方自治体では指定管理者制度導入の促進に追われたためか，公の施設全体の見

直しは不十分のようである。 
  本監査の対象とした施設は，公の施設全体ではなく，指定管理者の管理に係る施設だ

けであるが，対象施設についての意見が公の施設全体の見直しの参考になることを願っ

て，選定した特定の事件を，「指定管理者制度の事務の執行」だけでなく，施設の設置

目的や施設で提供されている公共サービスの内容・ニーズ適合性を含めた「対象施設の

管理・運営について」も併せて監査の対象とした次第である。 
  そこで，指定管理者制度に関する事務の執行について検討する前に，公の施設の管理・

運営の見直しのために必要な問題点を検討する。 
 
３ 公の施設の管理・運営についての監査の視点 

（１）公の施設の必要性の検討 

  公の施設は公共サービスの提供・享受のための施設であるが，既述のとおり，住民の

公共サービスのニーズも時代・環境等の変化に応じて変わっていくから，公の施設が目

的とした公共サービスを継続して提供する必要があるか，言い換えれば，当該施設の存

続が必要かを適宜・不断に検討することが必要である。 
  公共施設周辺には駐車場所を確保・供給することが必要であるため，福岡市において
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は市内４箇所に市営駐車場を設置しているが，「博多駅駐車場」については，民間駐車

場の供給が進み，周辺の駐車需要が充足してきたことから，平成２６年度末をもって廃

止する予定とされている。 
  しかし，「藤崎バス乗継ターミナル」のように，地下鉄を基幹として，バス輸送により

これを補完する効率的な都市交通体系確立のために昭和５６年に設置されたものの，そ

の後，昭和バスが乗り入れを止めたため，乗り入れバスは西鉄バスのみとなっているこ

とに加え，地下鉄七隈線が開業して福岡市西地区の交通の便が高まっていることなどの

変化を踏まえて，施設の存続及び管理の在り方を見直すことが必要な施設もある。 
  また，各論で詳細に述べるが，「福岡市ヨットハーバー」については，平成２２年度実

施の福岡市事業仕分けにおいて「民間委託が適当」との評価がなされたことを受けて，

施設の在り方を検討されているとのことであった。また，「和白地域交流センター」に

ついては，地域コミュニティ活性化のために必要な施設ではあるが，建物は九州旅客鉄

道株式会社の所有で，市がこれを賃借している施設であるところ，その賃料は年額１億

２０００万円余である。費用対効果の観点から問題があるが，平成３５年までの定期借

家契約とのことであるので，将来に向けての移転等の検討の必要があると思われた。 
  そこで，各論においては，当該施設の設置目的・公共サービス内容・概要を説明する

とともに，当該施設の市民ニーズとの適合性及び施設の必要性を検討している。 
 
（２）公の施設における公共サービスの向上・充実のための検討 

  市民局においては，年に１，２回，所管の地域交流センター３施設の指定管理者に集

まってもらって合同懇談会を実施して，情報・意見を交換しているとのことである。 
  また，こども未来局が所管する「福岡市立中央児童会館」は，児童の心身ともに健や

かな育成を図るための施設であるが，乳幼児親子のための遊び場・情報提供等をするた

めの中央区子どもプラザとの複合施設であるところ，建物老朽化のため建て替えをする

ので，平成２６年４月から休館し，同２８年４月から改めての供用開始予定とのことで

ある。そして，改めての供用開始に際しては，児童会館と子どもプラザの連携のみなら

ず，市民局が所管する「福岡市ＮＰＯ・ボランティア交流センター（あすみん）」とも

連携した管理・運営を検討予定とのことであった。 
  このように施設や所管局を超えて，複数の公の施設及び指定管理者の連携を図って，

公の施設における公共サービスの在り方（充実・向上）を協働して検討することは非常

に有意義なことと思われる。複数の公の施設で提供する公共サービスには共通・類似す

るものもあるので，所管の１施設だけでなく，類似のサービスを提供している他の施設

及びその所管課との連携を含めて公共サービスの向上・充実を図ることが，まさに，公

の施設の効率的運用といえるものであるから，是非とも続けて広げていってもらいたい。 
そして，そのためには，利用者である市民の意見や類似施設を管理している指定管理
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者の意見・提案等を広く収集して参考にすることが肝要である。 
 

（３）公の施設の管理の方法・内容の検討 

  前記のとおり，公の施設の設置目的である公共サービスの内容は多種多様であり，ま

た，公の施設の管理の方法も，管理主体も，管理業務の内容についても，多様な形態の

中から，自治体が具体的な設計を自由にすることができる。 
  それゆえ，例えば，市民に身近な公民館等のコミュニティ施設や小規模な福祉・文化

施設等の管理については，ＮＰＯや市民団体等を優先して指定管理者に指定して地域協

働型の運営をしていくことが考えられる。また，施設建物の保守・管理等が必要なとき

には，福岡市においても指定されているようにＮＰＯ等の単独でなく，ＮＰＯ等と建物

管理企業とが連携して結成する共同事業体を指定管理者に指定することもできるので

あるから，福岡市においては，ＮＰＯや市民団体を指導して共同事業体として管理業務

を行わせることを更に進めるべきである。そして，このような管理主体となるＮＰＯ及

び共同事業体の推進・育成自体を，公の施設である「福岡市ＮＰＯ・ボランティア交流

センター・あすみん」の業務のひとつとすることも考えられるのである。 
  他方，施設によっては，指定管理者の業務内容が公共サービスの提供ではなく，施設

建物の定型的な管理業務に止まるものもあったし，「福岡市立急患診療所」のように医

療という専門的な業務を専門家である医師会の指定管理としている施設もあった。そし

て，指定管理者制度による管理・運営をしているすべての施設において，管理・運営の

すべてを指定管理者に委ねている施設はなく，すべての施設で市が管理・運営及び事業

企画等に関わっているが，その関わり方の程度は施設ごとに軽重がある。 
  既に述べたとおり，公の施設の管理は，直営と指定管理の二者択一ではなく，業務委

託を組み合せて種々の態様を選択することが可能である。それゆえ，一律に，指定管理

者制度を導入して，選定委員会を設置したり月次事業報告書の作成・検討をしたりする

などの余分な業務の負担を避けるべく，また，医師会等の専門家団体については，専門

業務に特化してもらい，施設の管理や運営企画は市が考えることも可能であるから，業

務委託を含んだ直営の方法で管理することを検討することも必要である。 
  「博多港港湾施設」は，港全体の岸壁，上屋，野積場等の様々な施設を一体的・総合

的に管理運営するため，外郭団体・博多港ふ頭株式会社を設立して，同社に管理委託・

指定管理による施設全般の一体的管理運営を委託していた施設であるところ，所管の港

湾局においては，緑地等の一部施設については，港湾施設の管理運営と切り離して個別

に業務委託することを検討されていた。 
施設建物の定型的な管理業務であれば，施設運営・公共サービス向上のための企画・

提案を受ける余地は少ないのであるから，委託業務の適正さは競争入札によっても十分

に確保できることである。また，指定管理による管理を続けるとしても，「八王子市指
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定管理者制度導入に向けた基本方針」のように，指定期間を１年から５年として，単年

度でも運営に支障がない施設については，競争を進める意味から，指定期間を１年とす

ることも検討すべきである。 
また，福岡市においては，地域住民の交流を促進し地域コミュニティの活性化，文化・

スポーツの振興，地域福祉の向上に寄与・資するために市内３箇所に地域交流センター

を設置して指定管理者に管理を行わせており，これを本庁市民局公民館調整課で所管し

ているが，指定管理者制度導入により担当職員が減らされたため，また同施設での公共

サービスの内容は多様であり，３施設からの相談対応やモニタリング等のために現地に

行くことが現状の体制では過重な負担になっているようである。このような地域のため

の施設は所管を区に移すことも検討すべきである。 
  このような公の施設の管理の方法・内容についても，当該施設の所管課や指定管理者

制度の所管課である組織調整課だけの検討事項とせずに，広く全庁的にまた利用者や市

民，専門家等及び指定管理者の意見を収集して検討することが必要である。 
 

☞意見２ 

☆ 公の施設の必要性や同施設での公共サービスの向上・充実を含めた施設の管理

の方法・内容については，所管課だけではなく全庁的にまた利用者，市民や関係

団体等及び指定管理者の意見を収集して，公の施設全体の視点から，指定管理者

制度に縛られずに，市民のニーズに合致した公共サービスの向上・充実促進を図

ることを第一として検討するとともに，必要性が認められない施設については公

用廃止も含めて在り方を検討すべきである。 
 

第２ 指定管理者制度に関する事務の執行について 

    
福岡市が作成した「指定管理者の指定の手続に関するガイドライン」（以下「ガイド

ライン」という）には，「指定管理者制度の流れ」として，指定管理者の導入・選定か

ら次期の選定に至るまでの手続が公表事項を含めて，次のように記載がなされているの

で，以下，その手続の要点について検討する。 
 

１ 公の施設に指定管理者制度を導入するか否か 
     

（導入を決めた場合の手続） 
２ 公募か非公募か 
３ 公の施設の設置条例，設置条例施行規則の改正 
４ 指定管理者選定委員会に関する設置要綱を定める 
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５ 業務の範囲，管理の基準，選定基準等を具体的に定め，募集要項の素案を作成 
６ 選定委員会において，募集要項，選定基準等など意見を伺う 
７ 指定管理者募集についての公告及び募集要項の作成 
８ 募集要項の配布（公表） 
９ 指定の申請 
１０ 選定：書類審査，選定委員会からの意見収集，候補者の決定， 

選定結果の通知（選定過程及び選定結果の公表） 
１１ 仮協定書締結 
１２ 指定議案の提出 
１３ 指定の通知（公表） 
１４ 基本協定書及び実施協定書の締結 
１５ 指定管理者の引継 
１６ 管理開始 
１７ モニタリングの実施（モニタリングの結果の公表） 

  ① 月次報告書及び事業報告書の確認 
   ② 利用者アンケート調査 
  ③ 実地調査（3 か月に 1 回以上） 

    ④ 指定管理者による自己評価 
  ⑤ 財務に関するモニタリング（財務諸表の提出） 
  ⑥ 所管課による評価（第三者評価委員会での評価が望ましい） 

１８ 翌年度の事業計画等の確認 
１９ インセンティブ・ペナルティの導入 

次回の「公募時において，モニタリング結果（及び利用料金制度の結果）

を踏まえ，インセンティブ・ペナルティを導入する（選定時に加点及び

減点を行う） 
 

１ 選定委員会について 

（１）選定委員会の位置付け 

ア 選定委員会について，「福岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する要綱」（以

下「福岡市指定管理者要綱」という）第９条第３項は，「施設所管局は，指定管理者を

公募する場合は，その候補者の選定等の参考となる意見を収集するための機関を設ける

ものとする。」と規定しているが，指定管理者を公募している施設の設置条例には選定

委員会の規定は設けられておらず，選定委員会の設置は，個別施設についての要綱（選

定委員会設置要綱）において定められている。地方自治法は，法律又は条例の定めると

ころにより，執行機関の附属機関として審査会等の審査，諮問のための機関を置くこと
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ができるとしているため（第１３８条の４第３項），要綱に基づく選定委員会は附属機

関とはいえないので，附属機関に準じた機関と位置付けられることになる。 
福岡市指定管理者要綱が選定委員会を「指定管理者の候補者の選定等の参考となる意

見を収集するための機関」としていることを受けて，ガイドラインも，選定委員会にお

ける意見の取扱いとして「◎指定管理候補者の選定は，市が行う。選定委員会は市が最

終決定するにあたり，その参考とするため，意見をいただく場である。委員それぞれの

意見や評価を参考資料として，市に提出してもらう形が望ましい。（多数決等で「選定

委員会としての最終結論」を出すことはしないこと。）」としており，選定委員会は最終

候補者を選定することはできないこととなっている。 
  しかし，これは平成２５年１月のガイドラインの改訂時に設けられたものであり，改

訂前のガイドラインでは，「◎選定は，総得点や多数決で決定するのではなく，十分に

議論を尽くして結論を出す（合議制）必要がある」，「最終決定方法については，選定委

員全員により多数決を行い，指定管理者の候補を決めることにする。」とされていた。

したがって，ガイドライン改訂前の選定委員会においては，ガイドラインに基づき，選

定委員会としての最終候補者の結論を出す運用がなされていた。  
このような大きな改訂をした理由について，総務企画局組織調整課の説明は，旧ガイ

ドラインに基づく運営では，選定委員会で各委員の評価の合計点数が最も高かった者が

あたかも自動的に選定されているような誤解を市民に与えるおそれがあったため，との

ことであった。 
イ しかし，これまでの選定委員会議事録を読むと，選定委員会は，通常，３回開催され，

募集要項・仕様書や選定基準及び事業計画書等の提出書類に基づく最初の評価及びこれ

に基づくヒヤリングの実施方法等の検討を経て，ヒヤリングが実施され，そして，ヒヤ

リング実施結果を踏まえての評価の見直しの検討が行われ，最終候補者を絞り込むにつ

いては，選定委員が意見を出し合って慎重・有意義な密度の濃い協議をされており，各

委員の評価の合計点数が最も高かった者が自動的に選定されるような選定委員会の運

営はされていなかった。このような充実した協議運営がなされてきたのは，最終候補者

を絞り込む作業が，選定委員が意見を出し合い，最終結論に向かって充実した協議をす

る要素になっていると思われる。そのため，最終結論を出すことをしないことになると，

選定委員が意見を出し合う必要がなくなり，選定委員会の充実した協議を阻害すること

にならないかが危惧される。 
ウ また，改訂後の要綱，ガイドラインが定める「（選定委員会は）委員それぞれの意見や

評価を参考資料として，市に提出してもらうための機関」であることを徹底すると，ガ

イドラインの他の規定との整合性がなくなり，矛盾が生じている。 
  例えば，ガイドラインでは，選定委員の数は委員会の集中的・機動的実施のために 5
名程度が望ましいとし，有識者等の外部委員の数については，委員の半数以上とするこ
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ととされている。これに従えば，選定委員５名の委員会委員のうち半数未満の２名は市

職員でよいことになる。しかし，改訂ガイドラインが示す前記選定委員会の目的（委員

それぞれの意見や評価を参考資料として提出してもらうこと）を徹底すれば，選定委員

会はまさに意見・評価を提出してもらって市の選定の参考にするための機関なのである

から，選定委員会に市の職員が入って参考意見等を述べる必要はないのであるから，選

定委員会は外部委員のみをもって構成するとしなければ，整合性を失い，矛盾を生ずる

ことになる。 
エ 選定委員会では，充実した協議を経て最終候補者を選定されており，各選定委員の評

価の合計点数が高かった者を自動的に選定している例はなかった。市民に自動的選定の

誤解を与えるおそれがあったとすれば，それは，選定委員会の議事運営のやり方ではな

く，委員会の公開や選定過程の広報を含めた他の事由のためと思われるので，その原因

に応じた対策をすることが必要と考える。 
したがって，指定管理候補者の選定・指定権限は市の権限であり，選定委員会の結論

自体は参考意見であることを前提として，委員会としての最終結論（最終候補者）を出

すことを委員会に諮ることを含めて，選定委員会の位置付けについて，再度，検討する

ことが必要である。 
  なお，改訂ガイドラインを前提とすると，平成２４年４月施行の「福岡市地域交流セ

ンター指定管理者の選定委員会に関する要綱」第２条では，優秀者の選定が選定委員会

の所掌事項とされ，平成２２年施行の「母子福祉センター指定管理候補者選定委員会の

組織及び運営に関する要綱」第２条でも，第１順位から第３順位までの指定管理候補者

の選定も選定委員会の掌握事項と規定されており，現在までガイドラインに従った改訂

はなされていないので，このような要綱のガイドラインとの整合性の確認も必要である。 
 

☞意見３ 

☆ 選定委員会において多数決等で「選定委員会としての最終結論」を出すことは

しないことというガイドラインの定めは，これまで，最終結論（候補者）に向か

って慎重・有意義な協議をされていた選定委員会の充実した運営を阻害するおそ

れがあり，また，選定委員の半数未満は市職員でもよいとするガイドラインの選

定委員会構成の規定との矛盾が生じているので，選定委員会の位置付けに戻って

の再検討が必要である。 

 

（２）選定委員と応募者の利害関係 

  ガイドラインにおいては，委員の半数以上を外部委員にすることと定め，外部委員は，

指定管理者として相応しい団体を多面的に評価する観点から，当該施設に関する知識又

は経験を有する学識経験者，経営コンサルタントや施設利用者等を外部委員とすること
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を勧めている。しかし，他方，選定の厳格さ透明性を確保するため，「選定委員と応募

者との利害関係人の範囲を定め，各委員について利害関係の有無をチェックすること。」

と規定され，利害関係人の範囲は施設ごとにその性質，利用者の状況等に応じて定める

必要があるとして，次のような項目が挙げられている。応募者団体及び同団体の取引先

等への血縁者等を含めた所属や取引等の有無，また逆に，応募団体と競争関係にある団

体との同様の関係等も利害関係人の範囲と厳しく定められている。 

  そして，利害関係がある選定委員が含まれていた場合の取扱いは，次のように定めら

れている。利害関係人と判断された選定委員は，選定委員会の会議に参与することがで

きない。ただし，当該施設の管理運営業務に関する専門性を持った選定委員が当該委員

しかいない等の特別の事情がある場合には，総務企画局行政部行政改革課（現在は組織

調整課）と協議し，協議の結果，参与可能となった場合も，選定委員会の同意を得たう

えで，例外的に会議に出席し，発言することができる。 

このような選定委員の利害関係の有無は，慎重にチェックされて運営されていたが，

利害関係がある選定委員の取扱いについて，港湾局所管の博多港国際ターミナル等の指

定管理者募集要項では，選定委員が経営又は運営に直接関与して応募者団体は応募資格

なしとされていたところ，本年の公募に際しては，ガイドラインに従って，選定委員の

参与を制限して，応募資格を認めるよう改善されていた。 

 

（３）選定委員会の公開・非公開 

ア ガイドラインにおいて，選定委員会の運営については，原則として公開することとさ

れ，参考資料の指定管理者選定委員会に関する要綱（例）には，次のような規定が示さ

れている。 

 

（会議の公開・非公開） 

第７条 委員会の会議は，これを公開する。ただし，その会議の内容が，福岡市情

報公開条例第７条に規定する非公開情報（以下「非公開情報」という。）に該当

する事項に関するものであるときであって，会議を公開することにより，当該会

議の適正な運営に著しい支障が生じると認められるときはこの限りではない。 

２ 委員会の会議を開催するときは，あらかじめ選定委員会の名称，日時，場所，

議題，公開・非公開の別その他必要な事項を公表するものとする。 

３ 会議の公開又は非公開については，委員会の会議の冒頭において決定するもの

とする。この場合において，会議を非公開としたときは，その理由を明らかにし

なければならない。 

 

イ 議事録を読む限りでは，多くの選定委員会では，ヒヤリングを含めた審議部分につい
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ては非公開で運営されていたが，非公開とすることの基準が曖昧であり，そのため，非

公開とすることに統一性がなく，非公開が安易に決められているように思えた。 

  指定管理者選定に関して非公開情報の対象となるのは，応募団体である法人その他の

団体に関する情報であり，これについて福岡市情報公開条例第７条（２）が定める非公

開情報の要件は次の２要件である。 

   ア 公にすることにより，当該法人等の権利，競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれがあるもの 

   イ 実施機関の要請を受けて，公にしないとの条件で任意に提供されたものであっ

て，法人等における通例として公にしないこととされているものその他当該条件

を付することが当該情報の性質，当時の状況等に照らして合理的と認められるも

の 

  確かに，選定委員会は，応募団体が提案したアイデアやノウハウを含む事業計画書の

内容を検討・質問し，また，応募団体が管理者として相応しい経営・財務内容であるか

も検討するので，非公開情報に該当する情報も含まれている。しかし，応募団体の経営・

財務状況に関する検討は書類審査で足りる部分が多いし，事業計画書についての検討や

質問についても，多くは「当該法人等の権利，競争上の地位その他正当な利益を害する

おそれがあるもの」には該当しない情報だと思われる。また，選定評価を受けることを

前提として，指定管理者に応募して必要書類を提出し，ヒヤリングを受けるのであるか

ら，「公にしないとの条件で任意に提供されたもの」ともいえない。市民福祉プラザの

選定委員会では，候補者に対するヒヤリングを公開して行われていた。 

  また，前記要綱（例）が示すように，会議を公開することにより，率直・自由な意見

の交換・協議を阻害するときは「当該会議の適正な運営に支障が生じると認められる」

から非公開決定も必要な場合もあると思うが，選定委員，とくに外部委員は，学識経験

者や施設利用者等であるから，公開することにより，選定委員が率直・自由に意見を述

べることができなくなるという状況も少ないと思われる。 

会議の適正運営の支障や公平性を理由として，募集要項や選定基準の審議を非公開と

している例も少なくなかった。しかし，募集要項や選定基準の審議を応募予定者が傍聴

すれば，市が指定管理者に期待し求めているものが理解できるのであるから，市の期待

に沿った事業計画書（提案書）が提出されることになり，むしろ，選定審議の充実につ

ながるのではないかと思われる。 

  非公開情報や会議の適正な運営に支障が生じるおそれが認められるときは，一部非公

開にすることで，情報の保護や会議の適正な運営は確保できるのであり，そのように，

一部非公開の決定をして運営している選定委員会もあった。 

なお，ガイドラインでは，「選定前に委員名を公表すると，応募者が事前に接触する

などの不正が行われる可能性があるため，選定までは，委員名は非公表とすること。」
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とされているが，委員名の公表と委員会の公開は区別して考えるべきと思われる。 

指定管理者の選定は，公の施設の在り方を見直して，より充実した公共サービスの提

供・享受を検討する機会・場でもあるから，公開して広く市民の意見を聞いて，官民協

働して検討することが重要である。この趣旨からすると，現在の選定委員会の運営は，

安易に，非公開決定がなされていると思われた。 

ウ また，前記のとおり，ガイドラインが示す前記要綱（例）第７条第２項は，「委員会の

会議を開催するときは，あらかじめ・・・公開・非公開・・・を公表するものとする。」

と規定しているが，続く第３項では「会議の公開又は非公開については，委員会の会議

の冒頭において決定するものとする。」と定められている。 

この規定に従えば，第１回委員会は，公開の会議としてしか，あらかじめの公表がで

きないが，しかし，公開の公表を見て傍聴に来たのに，会議の冒頭で非公開を決定され

ることも有りうることになる。そのため，第１回委員会の冒頭で，続く第２，３回の委

員会についても非公開を決定されている例があったが，第２，３回の審議内容も決まら

ない時点で，非公開を決定することには，疑問を感じる。したがって，要綱（例）につ

いても検討の必要がある。 

さらに，要綱（例）第７条第３項には，「会議を非公開としたときは，その理由を明

らかにしなければならない」と規定されているが，非公開とした理由が記載されていな

い議事録も散見された。 

エ なお，「福岡市経済観光文化局文化振興部所管の公の施設に係る指定管理者選定委員会

に関する要綱」では，「委員会の会議は，これを公開しない」（同第６条第１項）と規定

しているが，選定委員会が市の附属機関に準じる機関であること，ガイドラインの指針

に反する規定であるから，早急な見直しが必要である。 

 

☞意見４ 

☆ 選定委員会の運営において，非公開の決定が安易に過ぎる運営の傾向があると

思われるので，ガイドラインの指定管理者選定委員会に関する要綱（例）の改訂

も含めて，再検討が必要である。 
 

（４）選定委員会の検討対象事項（直営継続・指定管理者制度導入の検討） 

ア 福岡市指定管理者要綱には選定委員会の検討対象事項についての規定はないが，第２

条で「この要綱の対象となる施設は，公の施設のうち，指定管理者に管理を行わせよう

とする施設とする。」と規定し，また第９条第３項でも，選定委員会は指定管理者を公

募する場合の必須機関に止まるので，公の施設に指定管理者制度を導入するか，市直営

を継続するかの検討は，選定委員会の検討対象事項になっていない。 

ガイドラインにおいても，所管課が作成した業務の範囲，管理の基準，選定基準等を
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定めた募集要項及び応募者から提案された指定管理料や事業計画書等についての検討，

応募団体のヒヤリングや実地調査が検討対象事項として挙げられており，また，参考資

料として示されている「指定管理者選定委員会に関する要綱（例）」にも，選定委員会

の所掌事務として，（１）指定管理者の候補者の選定に関すること，（２）指定管理者の

選定基準に関すること，（３）指定管理者の募集要項に関すること，（４）その他局長が

委嘱する事項，が掲げられており，選定委員会の検討対象事項（所掌事務）は指定管理

者制度導入を前提としてのものになっている。 

イ それゆえ，個別施設への指定管理者制度導入の検討は所管課に任され，所管課が考え

る「指定管理者を導入していない理由」は市のホームページの公の施設一覧に掲載・公

表されているが，所管課が検討するに際して，利用者・市民等の外部意見収集を含めて

どのように検討するかの手続も決められていない。また，現在，直営で管理している公

の施設の設置条例には指定管理者制度の規定はなく，同施設への指定管理者制度導入が

決められて，初めて指定管理者制度規定を挿入する条例改正案が上程されるので，議会

も，改正条例案が上程されるまでは，当該施設への指定管理者制度導入には関与しない

ことになる。 

  しかし，前述したとおり，公の施設が公共サービスの提供・享受のための施設であり，

指定管理者制度が公共サービスの向上・充実を目指した施設の効率的管理の在り方を目

的としたものであり，その具体的設計が地方自治体に委ねられていることを考えれば，

公の施設に指定管理者制度を導入するか，市直営を継続するかについても，所管課任せ

ではなく，全庁的にまた利用者市民や関係団体等の意見を収集して検討することが必要

と考える。その意味では，指定管理者制度導入の可否を選定委員会の検討対象事項とす

るか否かに止まらず，「☞意見１，２」で述べたように，全庁的にまた市民を含めての公

の施設の管理の在り方を検討する場を設けることが望ましい。 

 

（５）選定委員会の検討対象事項（公募・非公募の検討） 

ア 福岡市指定管理者要綱においては，指定管理者の指定に当たっては，候補者の公募を

原則とするが，次の場合には例外的に非公募による指定ができるが，その場合は，事前

に総務企画局（行政部行政改革課（現在は組織調整課））及び財政局（財務部財政調整

課）との協議が必要と規定している（要綱第３条第１，２項）。 

  要綱が定める，非公募による指定ができる場合は，次の４場合である。 

   ① ＰＦＩ法（民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律）

の活用による長期契約を前提とした事業方式等により公の施設を設置し，設置後

一定の期間指定管理者の役割を担うべき者が当該契約により限定されている場合 

   ② 公の施設を民間施設の中に又はこれに接続して設ける場合であって，当該民間

施設の管理と一体的に公の施設を管理することが，施設の構造上又は経済的観点
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から明らかに合理的なとき 

   ③ 施設の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合 

   ④ その他特別な事情があると市長が認める場合 

イ 要綱が挙げる前記例外の４つの場合について，ガイドラインには注記を置いてあり，

④の「特別な事情」の例として，次のような場合が例示され，尚且つ，そのような場合

でも，施設の目的・設置経緯，建物の状態等構造物としての側面，高度の専門性の要否，

利用状況，指定管理者となりうる団体の有無，管理実績や利用者の満足度など現在の管

理者と利用者の関係，施設運営の効率性やサービス向上に関する要請の度合い等を総合

的に勘案し，公募を行わないことが適当であるかについての判断を行うこととして，非

公募は例外的で，非公募とするには相当の理由が必要であることが示されている。 

   ○市の施策推進の観点から特定の団体に管理を委ねる必要がある場合 

   ○（外郭）団体設立の経緯から当該団体に管理を委ねる必要がある場合 

   ○（外郭）団体の役割見直し等の観点から，当該団体を活用しながら段階的に公募

等の方針を決めていく場合 

 ○施設の目的に照らし，確実な運営を確保する観点から特定の団体に管理を委ねる

必要がある場合 

 ○立地，施設の性格，施設設置の経緯に照らし，地元の団体に管理を委ねる場合 

ウ 要綱では，非公募の場合の選定委員会設置は任意であるが，ガイドラインにおいては，

「非公募の場合であっても，事業計画書等の審査が必要となることから，選定委員会を

開催し，専門的な意見を収集したうえで審査を行うこと。」とされていることもあって，

殆どの所管課では，非公募の場合でも選定委員会が設置されており，施設によっては，

予定の指定管理候補者の適格性についても，選定委員会の検討対象事項（所掌事務）と

して協議・検討がなされていた。 

しかし，前記のガイドラインの参考資料「指定管理者選定委員会に関する要綱（例）」

においても，選定委員会の所掌事務としては「指定管理者の候補者の選定に関すること」

とされていて，公募・非公募の選択については明記されていないので，この選択につい

て協議している選定委員会議事録はなかった。 

そのため，指定管理者選定を公募するか否かについては，所管局・課において非公募

の方針が決められており，選定委員会においては，既に決められた非公募の理由を所管

課から説明して委員の了承を得る運営に止まっていて，非公募による指定についての選

定委員の意見は徴されていなかった。しかし，障がい者福祉施設指定管理者選定委員会

においては，会議冒頭に，所管課から非公募の理由についての詳細な説明がなされて，

選定委員の了承を得られていた。 

エ また，公募をしても応募団体が少ないときには，指定管理者の適正な選定が困難にな

る場合がある。障がい者福祉施設指定管理者選定委員会において，選定委員から，唯一
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の応募団体が不適格との意見になった場合の対応について質問がなされたところ，所管

課からは，新たな候補者を確保することは時間的に無理だから，そのような場合には現

指定管理者の任期１年延長の議会承認を得て，次年度に向けて検討するとの返答がなさ

れた。そして，唯一の応募団体の審査をしたところ，評価点が低かったため，選定委員

会においては，人員配置・予算配分についての附帯意見を付けることで選定されていた。

なお，附帯意見は，福岡市保健福祉局指定管理者の選定委員会に関する要綱第３条（４）

の指定管理者の「指定取消しに関すること」とされ，所管課において運用監視し，附帯

意見を守っていなければ，取消しを検討する基準となるとされていた。 

なお，博多港港湾施設においては，非公募で予定候補者である外郭団体である博多港

ふ頭株式会社の適格性を検討するのに，わざわざ指定管理者申請要項を作成して，申

請・受付手続をされていた。 
オ 指定管理者制度は，管理主体の選択の幅を広げて，広く民間団体からの企画・提案を

受入れて公の施設における公共サービスの向上・充実，効率的運営を目的とするもので

あるから，要綱・ガイドラインが定めるように，指定管理者の指定は公募が原則であっ

て，非公募は例外的な場合のはずである。そのため，市のホームページに掲載されてい

る公の施設一覧の非公募による指定管理施設については，「非公募とした理由」も掲載

されている。 
  しかし，各論で述べるように，実際には，ガイドラインが厳格な基準を示しているに

も拘らず，要綱の「その他特別な事情があると市長が認める場合」に依拠して，安易に，

非公募の決定がなされていると思われた。 
  ガイドラインが，特定の団体に管理を委ねる必要がある場合でも，指定管理者となり

うる団体の有無等を総合的に勘案して，公募しないことが適当かの判断を行うことと示

しているように，特定団体に管理を委ねる必要がある場合でも他に指定管理者となりう

る団体が有るときは，積極的に公募をするべきである。公募をすることによる支障は殆

ど考えられないし，むしろ，公募をすることによって，種々の団体から様々な企画・提

案がなされることもあり，現在の指定管理者の管理業務遂行への熱意・緊張も高まる効

果があると思われる。 
カ 選定委員会で，非公募の場合の予定指定管理候補者の適格性を検討することは，適切・

必要であるから，より積極的に進めるべきことである。そして，そうであれば，非公募

予定の場合は，所管課においては，早くから，指定管理予定候補者を決めているのであ

るから，選定委員会を早期に設置して，指定管理者となりうる団体の有無等のガイドラ

インが示す総合的勘案事項を含めて，市が考えている非公募の理由が指定管理者制度の

運用として効果的か，当該施設の指定管理者を非公募で選定することが適切かについて

も，選定委員会の検討対象事項とする方が望ましいと考える。また，公募であっても，

現在の指定管理者の業務遂行が十分なものでなく，次期募集について１，２団体の応募
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しか期待できないことが予想されるときも，早期に選定委員会を設置して，指定管理者

となりうる団体の検索や多くの応募者を集めるための公募の方法等を検討することが

必要と思われる。 
 

☞意見５ 

☆ 公の施設の指定管理者の選定方法は公募が原則であるから，安易に非公募を決

めるべきでなく，積極的に公募を進めるべきである。 

また，ガイドラインが示している総合的勘案事項を含めて公募を行わないこと

が適当かを判断するために，公募・非公募の選択判断についても，選定委員会の

検討対象事項（所掌事務）とすることを検討すべきである。さらに，公募に切替

えることになった場合の十分な募集期間の確保のため，また，公募であっても多

くの応募を期待できないときは，その対策の検討のため，このような場合には，

選定委員会を早期に開催することも検討する必要がある。 
 

（６）選定委員会の検討対象事項（募集要項等を含めた選定の検討） 

ア 募集要項等について 
ガイドラインの参考資料の指定管理者選定委員会に関する要綱（例）には，前記のと

おりの４項目が規定され，「募集要項に関すること」も所掌事務として記載されており，

ガイドライン本文にも「募集要項や選定の基準などについても，客観性・透明性を確保

するため，選定委員会による会議を経て定めるよう努めること。」，「指定管理者の選定

に当たっては，条例に定めた選定基準を具体化し，募集に際してこれを公表すること。」

と明記されている。 
  指定管理候補者を公募するのは，多くの応募者に施設の管理運営に関する企画案（事

業計画書）を提出してもらって，企画競争により，より充実した効率的な公共サービス

の提供を目的とするものであるから，そのためには，募集要項とくに業務内容を示す施

設仕様書及び選定基準等を要領よくまとめて，市が指定管理者に期待する項目を明確に

して，公募をすることが重要である。その意味からも，ガイドラインが示すように，所

管課が作成した業務の範囲，管理の基準，選定基準を具体的に定めた募集要項素案を，

選定委員会で検討してもらうことは必要かつ重要なことである。 
  先に紹介した地域交流センターの選定委員会に関する要綱では，ガイドラインに基づ

いて，所掌事務として，①選定方法に関すること，②審査基準に関すること，③募集要

項に関することが定められ，最後に④提出された事業計画書等の審査，優秀者の選定と

規定されている。そして，実際の運営も，要綱に従い，第１回選定委員会は公募開始前

に開催されて，そこで，募集要項を含めた前記①ないし③の事項についての検討を受け

て，その後に公募が開始されている。中央市民センター等の選定委員会でも同様の運営
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をされていた。 
  しかし，母子福祉センターのように，選定委員会に関する要綱には「募集要項の検討」

も所掌事務とされているのに，第１回選定委員会が，公募開始前ではなく，応募受付締

切り後に開催され，選定委員会では募集要項を検討する余地がない運営の例もあった。 
イ ヒヤリング対象応募者の選定等について 
  指定管理者制度が平成２４年度から導入された博多及び城南市民センターの公募には

６社，東市民センターには５社，中央市民センターと西市民センターには４社の応募が

あったので，選定委員会においては，次回に実施するヒヤリングの対象団体を何社にす

るか，どこをどのようにして選定するかを，応募者提出の事業計画等の検討に基づいて，

丁寧に協議されてヒヤリング対象団体を選抜されていた。 
 しかし，他方では，選定委員会に，募集要項等を諮らず，また，ヒヤリング対象団体

の選定も諮らずに運営をしている施設も見受けられたので，改善が必要である。 
 

☞意見６ 

☆ 選定委員会においては，業務の範囲，管理の基準，選定基準を具体的に定めた

募集要項素案の検討や，応募者提出の事業計画書等の検討及びヒヤリング実施の

方法等も含めて検討をすることが必要である。 
 
２ 指定管理者の募集について 

（１）募集要項について 

ア 前記のとおり，募集要項特に業務内容を示す施設仕様書及び選定基準等については，

市が指定管理者に期待する項目を明らかにして，公募をすることが重要である。 
  福岡市指定管理者要綱第３条第５項には，申請団体による事業計画の策定に資するた

めに，公募期間中に公の施設の内容，従前の管理に係る事業報告書及び収支計算書を常

時閲覧できるようにしなければならないと規定されているが，ガイドラインにおいては

募集要項に業務の範囲，管理の基準，選定基準を具体的に定めるよう指示されているも

のの，それ以上の指示は示されていない。 
そのためか，平成１７年の博多町家ふるさと館の指定管理者募集要項においては，単

に，「ふるさと館の管理を行う指定管理者を募集します。」との文言だけであった。しか

し，平成２５年の募集要項では，これが改善されて，「指定管理者制度が公の施設の管

理に民間の能力を活用しつつ住民サービスの向上を図るとともに，経費節減等を目的と

した制度」であること，「町家ふるさと館の指定管理者の指定にあたっては，広く事業

者を募集し，管理運営について，制度趣旨を踏まえた創意工夫のある提案を募集」する

こと，そして「明治・大正期の博多の町家を，市民の声をきっかけに移築復元したので，

当時の博多の暮らし，祭り，文化や歴史を紹介することにより，本市の観光振興や地域
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の活性化に資することが，博多町家ふるさと館の役割」であることが示されて，市が指

定管理者に期待することが「制度趣旨を踏まえた創意工夫のある提案」であることが明

示されている。 
イ しかし，創意工夫のある提案を求めているにも拘らず，平成２５年の募集要項や仕様

書には，これまで指定管理者が実施してきた自主事業の紹介・説明がなく，単に，「そ

の他のイベントについては，自主事業として実施すること」のみの記載に終わっていた。 
  応募者の創意工夫ある提案をもとめるのであれば，これまで実施されてきた伝統工芸

体験や展示企画展等の自主事業の内容を広報することで，応募者は，これまでの自主事

業を参考にして，より良い創意工夫の提案をすることができるのであるから，指定管理

者の競争上の利益等を害さない範囲で，自主事業の内容の紹介・説明をすることが必要

である。 
ウ 福岡市指定管理者要綱には候補者の選考に係る審査の方法及び基準を示して公募すべ

きことが規定され（要綱第３条第４項（６）），ガイドラインでも募集要項には選定基準

を具体的に定めることを指示され，参考資料の募集要項（例）には「個々の施設の状況

に応じた審査項目，基準，配点を記載すること。」と注記されている。 
平成１７年の博多町家ふるさと館の募集要項においても，審査の基準が示されていた

が，市民の正当・公平な利用の確保，施設の効用発揮と経費縮減，応募者の経済的基礎

と能力を総合的に考慮して判断するとの抽象的な説明に止まっていた。しかし，平成２

５年の募集要項では，この点も，次のような審査基準及び配点表が示されて改善されて

いた。 
 

審査項目 審査の視点 配点 
１安定した管

理を行う能

力 

①団体等の財務状況，経営基盤 
②管理を的確に行う能力及び体制の有無 
③リスク回避方策（保険加入，破綻時の対応） 

２５ 

２管理の総合

的な方針 

①管理の基本的な方針（閉館日，開館時間，観覧料，

みやげ処など） 
②公平性，平等性の確保の考え方 
③利用者からの苦情等の未然防止と対処方法 
④災害対策や事故等防止・個人情報保護の取り組み 
⑤地域との交流に対する考え方・地域経済への貢献度 

２５ 

３管理や魅力

向上に関す

る提案 

①管理の体制（配置する人材，人員数及び勤務体制，

職員研修体制等） 
②職員の雇用についての考え方 

２５ 
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③施設の保守点検，警備，修繕及び維持管理の考え方 
④展示，実演，イベント実施に関する提案 
⑤効率的な施設の運用と新たに利用者に提供できる

サービスの内容，観覧者増加のための方策など 

４収支計画 

①指定管理料の金額 
②収支計画の妥当性 
③利用者数見込の妥当性 
④事業計画の妥当性 

２５ 

合  計 １００ 
 

  しかし，配点の在り方は疑問がある。公の施設の指定管理者として，当然に必要な経

営基盤，施設の保守点検等や職員の雇用について労働基準法等を遵守することなどは，

これに欠ければ減点事由とすべき事項であり，市が指定管理者に期待する事項を積極的

な加点事由とするべきである。その意味から，「魅力向上に関する提案」の配点が他の

審査項目と同じ２５点であり，また，管理の総合的な方針の「みやげ処の管理の方針」

や「地域との交流の考え方」などの審査の視点は，選定のための重要な視点であるので，

このような審査の視点への配点を明示することも検討する必要がある。 
市民センターについては，７施設があるので，所管事務局で各センターの要望を加味

した平均的な配点案が作成されていたところ，中央市民センターの選定委員会において

は，委員から配点の変更が可能かとの質問があり，事務局からの，中央市民センターの

個性を考慮して，中央市民センター独自での変更が可能であるとの回答に基づいて協議

がなされていた。 
なお，このような審査基準や配点は，指定管理者の業務評価についても，同様の検討

が必要である。 
   

☞意見７ 

☆ 募集要項（仕様書，審査基準・配点表等）は，市が指定管理者に期待する事項

が明確に理解されるよう作成・説明することが必要であり，また，応募者が優れ

た創意工夫を提案するように，従前の自主事業の内容も紹介することが必要であ

る。 

 
（２）応募資格について 

ア 福岡市指定管理者要綱には規定がないが，ガイドラインには，民間事業者等の幅広い

団体を含めることとした指定管理者制度の趣旨を踏まえ，応募資格の制限は必要最小限

のものとし，不適切な団体を選別することを前提として具体的な評価項目として選定基
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準等で明示することとされ，具体的には，次のような応募資格が示されている。 
 

１ 個人には，応募資格は認められない。 
２ 法人格のない団体であっても，団体としての実質を備えていれば，応募資格は

認められる。 
３ 指定管理者制度は，管理権限の委任により，市に代わって管理を行うものであ

るから，兼業禁止の規定（地方自治法第９２条の２）は適用されず，市長や議員

本人又は親族が経営する会社も指定管理者になることを排除されない。このよう

な団体が応募した場合には，公平・公正な審査をより徹底する観点から，積極的

に選定過程や審査内容を公開すること。 
４ 人的財政的支援の程度が大きい外郭団体の場合は，民間業者との比較が，公平

性の観点で困難であると認められる時は，応募を認めないなどの措置を検討する

こと。ただし，①本市の施策推進の観点及び外郭団体設立の経緯などの理由から

非公募で行う場合，②応募者が極めて少ないような場合に，補完的役割で応募を

認めるなど，特別な合理的な理由がある場合はこの限りではない。 
５ 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者には，応募資格

は認められない。 

 
イ 兼業禁止規定の適用について 
  地方自治法の条文を厳格に解釈すれば，指定管理者制度は請負契約ではないから，議

員，市長，副市長，委員会の委員について請負者の役員等との兼業禁止規定（同法第９

２条の２，第１４２条，第１６６条，第１８０条の５）は適用されないことになる。 
  しかし，兼業禁止規定は委託者・受託者間の関係の公平性・透明性を確保する目的の

規定であり，指定管理者制度も，委託・受託の関係では，請負契約と異なるものではな

いから，選定過程や審査内容の積極的公開に止まらず，自治法の類推適用を検討すべき

である 10。 
  小規模な自治体においては，兼業禁止規定を類推適用すると適切な指定管理者の選択

が困難になるという事情から類推適用をしない運用も考えられるが，福岡市においては，

類推適用をしても指定管理者の選択が困難になるとは思われない。 
  なお，ガイドラインには，応募団体が市長，議員等と兼業禁止の関係にある場合には，

公平・公正な審査をより徹底する観点から，積極的に選定過程や審査内容を公開するこ

とが必要としているのであるから，所管課においては，このような兼業禁止の関係の有

                            
10 「八王子市指定管理者制度導入に向けた基本方針その２」では，公平性・透明性を確保

する観点から，地方自治法上の兼業禁止規定に準じた取扱いを行うとして，募集要項等に

その旨を記載することとされている。 
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無を確認することが必要であるが，これが確認されていない施設もあった。 
ウ 入札参加資格のない者について 
  地方自治法施行令第１６７条の４第１項では破産者で復権を得ない者の入札参加資格

を認めず，同２項では，入札に参加しようとする者が契約の履行に当たり不正の行為を

したときや競争入札の公正な執行を妨げたときなどと認められるときは，３年以内の期

間を定めて一般競争入札に参加させないことができると規定しており，福岡市契約事務

規則第２条においても，自治法施行令が規定する者は入札参加の欠格者としている。 
  指定管理者の応募者についても，このような入札参加の欠格者を欠格者とすることは

当然と思われるところ，ガイドラインには，何故か，この要件が示されていないため，

多くの募集要綱において，この要件が抜け落ちている。ガイドライン・募集要項には，

福岡市契約事務規則第２条を適用して，資格要件として入札参加欠格者でないことを明

記することが必要である。なお，福岡市立老人福祉センターの指定管理者募集要項には，

自治法施行令第１６７条の４に規定する者に該当しないことが応募者の資格要件であ

ることが明記されていた。 
 

☞指摘１ 

★ 福岡市契約事務規則第２条を適用して，ガイドライン・募集要項に，指定管理

者の資格要件として入札参加欠格者でないことを明記することが必要である。 
 

☞意見８ 

☆ 指定管理者の応募の欠格者として，地方自治法第９２条の２等の兼業禁止規定

の類推適用について検討することが必要である。ガイドラインには，応募団体が

兼業禁止関係にあるときは選定過程や審査内容の積極的公開をすることが必要

としているのであるから，所管課においては，応募団体の兼業禁止関係の有無を

調査・確認することが必要である。 

 
エ 外郭団体について 
  外郭団体の応募資格について，ガイドラインが示すように，市の施策推進の観点や外

郭団体の設立経緯などを理由として非公募で選定することが必要・合理的である場合が

あることは，そのとおりである。 
しかし，外郭団体が当該施設の管理以外の他の業務をしているときには，外郭団体の

施設管理業務遂行の向上・充実を図る意味からも，指定管理者の選定方法を非公募から

公募に積極的に切替えて，外郭団体に施設管理の緊張感を与えることが必要と思われる。

勿論，外郭団体が，当該施設の管理・運営のために設立された経緯があり，当該施設の

管理業務以外の業務をしていないときには，外郭団体職員の処遇を含めての検討が必要
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であるから，簡単に民間事業者による指定管理に移行できるものではない。 
  農林水産局においては，指定管理者制度導入当初は，所管の農園や公園６施設すべて

の指定管理者を外郭団体に指定されていたが，現在では，６施設全部を民間団体の指定

管理に切替えられている。そのうちの「福岡市海づり公園」については，同施設の管理

運営を目的として設立された外郭団体・財団法人福岡市海づり公園管理協会を指定管理

者と指定していたが，平成２５年３月末に同財団を解散させて，同年４月からの指定管

理者は民間団体である福岡市漁業協同組合を指定されている。この切替えのためには，

後継指定管理者である福岡市漁業協同組合が財団職員を再雇用することが必要であっ

たとのことである。 
  また，市民局所管の地区体育館・プール１４施設については，外郭団体である公益財

団法人福岡市スポーツ協会（旧財団法人福岡市体育協会）が従前から管理委託をしてお

り，指定管理者制度導入後も継続して指定管理者に指定されていたが，これを順次，公

募による民間事業者を指定管理者とする管理・運営に切り替えられており，民間事業者

に対する模範的・先導的役割が期待される拠点施設のみについて，非公募による財団法

人による指定管理を継続されている。そして，公募による民間事業者への指定管理移行

に際しては，市から勧めてはいないが，応募団体・指定された民間事業者が，施設の管

理経験・知識を有する財団法人の担当職員を自発的に再雇用する提案をするなどして，

再雇用による業務の円滑な継続が図られてきて，また，このことが財団法人の規模縮小

の効果を進めているとのことであった。 
  しかし，当該施設を管理運営するために設立された外郭団体・株式会社博多座が指定

管理者として管理運営している「博多座」においては，累積赤字８億８０００万円を抱

える指定管理者・株式会社博多座の財務改善と，施設である博多座の効率的運営とが，

区別・整理されずに，一体混然のままに見直しが検討されていると思われた。 
   

☞意見９ 

☆ 非公募で外郭団体を指定管理者として指定している施設については，指定管理

者を公募により選定することを積極的に進めること，また，当該施設の管理運営

のために設立され，同管理業務のみを業務としている外郭団体が指定管理を行っ

ている施設については，施設の効率的運営と外郭団体の在り方を区別・整理して，

中・長期的視点からの見直しの検討をすることが必要である。 
 
オ 応募資格の積極的な要件設定 
  ガイドラインでは，応募資格の制限は必要最小限のものとするよう指導されているが，

選定基準においては地場企業や高齢者・障がい者等への配慮も選定基準に反映させるこ

とを指導されている。 
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高齢者や障がい者など特定の利用者の利用に限定されている施設や地域に密着した

施設については，選定基準においての配慮に止まらず，当該公共サービスに関連した業

務や類似施設の管理・運営経験や地域の市民団体であることを積極的に応募資格とする

ことも有り得ると思われる。 
また，既述したように，施設建物の管理が必要な場合などには，ＮＰＯや市民団体の

単独ではなく，建物管理企業との共同事業体として応募することも可能であり，募集要

項にも複数団体で構成するグループ・共同事業体で応募できることが記載されている。 
施設で行う公共サービスの企画・運営に適格な団体ではあるが，建物管理業務について

は適格性がないと思われる場合もあるので，募集要項等でもっと積極的に，共同事業体で

の応募を広報・指導して，管理主体を多彩にしていくことも検討の必要がある。 
また，障がい者が利用する公民館的施設である南障がい者フレンドホームのように，

障がい者の生活・就労支援を目的とした清水ワークプラザと合築施設であるため効率的

な施設管理の観点から，同じ指定管理者・（社福）福岡市社会福祉事業団を非公募で指

定している施設もあるが，このような合築施設や複合施設についても，共同事業体での

応募をより積極的に進めていくことが必要と思われる。 
 

☞意見１０ 

☆ 高齢者や障がい者など特定の利用者の利用に限定されている施設，地域に密着

した施設，施設の公共サービスの企画・運営と建物管理がともに必要な施設及び

複数の公共サービスを提供する合築施設・複合施設等については，共同事業体に

よる指定管理者応募をより積極的に進めるために，募集要項の工夫等の検討が必

要である。 

 
（３）募集期間について 

福岡市指定管理者要綱第３条第３項に，「公募は，市公報に掲載して行うとともに，

市政だより，本市ホームページのほか，新聞等広く領布されている媒体を用いて案内を

行い，募集期間は，原則として１か月以上とする。」と定められているので，募集手続

においても，要綱に従った募集期間を設定されているが，施設によっては，１か月と数

日の短い募集期間を設定している施設もあった。 
ガイドラインで示されているとおり，募集期間は事前の情報提供を含めて十分な公募

情報の周知を図ることを前提としたものであるから，特徴ある公共サービスの提供をす

る施設によっては，新規応募者が応募するための提出書類である事業計画書等を作成す

るには，１か月では不十分と思われる施設もある。 
しかし，公募するためには，募集要項を作成して，選定委員会の検討を経て公募を開

始し，選定委員会による選定評議を受けた後，指定期間開始日の３か月以上前に召集さ

－35－



れる議会に指定管理者指定に係る議案を提出しなければならないので（要綱第９条第５

項），長期の募集期間を設定することが困難な事情もあるようである。 
福岡市のホームページには指定管理者の公募が掲載・広報されているが，掲載される

のは，募集期間等が募集要項で決定された後であるので，公募の広報は早められない。 
しかし，民間団体・事業者においては，公募予定の施設が分かれば，募集要項等を参

照する前に，市のホームページ等により当該施設の情報を収集して，事業計画書作成等

の準備をすることも可能である。 
指定管理者は指定期間を定めて指定されるのであるから，次期の公募は分かっている

ことである。したがって，募集要項等の決定前に，次年度公募予定の公の施設一覧表を

ホームページに掲載するなどして，早目の広報をすることは容易にできることであるの

で，是非，実行して頂きたい。 
 

☞意見１１ 

☆ 指定管理者の新規応募を考える民間事業者の応募準備のための期間を確保す

るために，公募開始の前年度に次年度公募予定の公の施設一覧表を市のホームペ

ージに掲載するなどの早期の広報の検討・実施が必要である。 
 

（４）リスク分担表について 

ア 福岡市指定管理者要綱には公募に当たって示さなければならない事項として「費用負

担しなければならない危険負担の範囲」が挙げられており，ガイドラインにおいても，

公募に当たっては，あらかじめ管理運営業務に関するリスク分担表を提示することによ

り，リスクの分担を明確にして，指定管理料の算定や提案金額算定の際に，リスクに応

じたコストを見込むことができるようにすることとして，参考資料として４６項目に及

ぶリスク種類についての詳細なリスク分担表（例）が示されており，所管課においては

これを参考に作成したリスク分担表を基本協定書に添付されている。 
イ しかし，リスク分担表（例）は，十分に検討されたものとはいえない。 
  例えば，「募集手続リスク」について，募集要項等本事業に係り公表した資料の誤り・

変更に関するリスクは市負担とされているが，すべての資料等の誤り・変更のリスクを

市が負担する必要があるとは思えない。「法令変更リスク」についても，本事業に係る

根拠法令の変更・新たな規制立法の成立など場合のリスクは市が負担し，当該事業のみ

ならず，広く一般的に適用される法令の変更や新規立法の成立による場合のリスクは指

定管理者の負担とされているが，両場合の差異が具体的にどのようなものか不明である。

「税制変更リスク」については，指定管理者の利益に関わる税制度の新設・変更は指定

管理者がリスクを負担し，上記以外の税制度の新設・変更のリスクは市が負担するとさ

れているが，消費税率の変更が指定管理者の利益に関わる税制度の変更か，それ以外の

－36－



税制度の変更に当たるのか，判然とせず却って混乱を招く恐れもある。 
  このようなリスクについての責任範囲・分担が不明確なリスク分担表を協定書に添付

すると，何らかのリスクが生じたときに，却って，リスク分担の決定を混乱させること

になるので，早急に改訂の検討をすることが必要である。リスク分担表がなくても，契

約に関する民法等の規定により，リスク負担者の決定をすることは可能であるから，改

訂完了までの間は，協定書へのリスク分担表の添付は中止するべきである。 
 

☞意見１２ 

☆ ガイドラインで示されているリスク分担表（例）は，市と指定管理者のリスク

の責任範囲・分担を却って不明確にするおそれがあるので，早急に，改訂するこ

とが必要であり，それまでの間は，協定書にリスク分担表を添付することを中止

するべきである。 

 
３ 指定管理者の指定と業務 

（１）基本協定書と実施協定書 

ア 指定管理者を指定するには議会の議決を経ることが必要であり（地方自治法第２４４

条の２第６項），福岡市指定管理者要綱では指定期間の初日の３か月以上前に召集され

る議会までに指定に係る議案を提出することとされている（第９条第５項）。 
指定の手続については，地方自治法，個別設置条例や要綱にも定めがないが，ガイド

ラインにおいては，選定委員会の意見を基に指定管理候補者に決定した団体と仮協定を

締結し，選定経過を含めて議会の議決を得た後，速やかに，候補者に指定管理者指定書

を交付して指定管理者に指名して基本協定書を締結し，予算確定次第，実施協定書を締

結するよう示されている。 
イ 協定書締結が必要としているのは，募集要項や仕様書において市が指定管理者に実施

を求める業務の内容・基準を示してはいるが，指定管理者指定書だけでは指定管理者が

実施すべき具体的業務内容・基準が曖昧なままなので，これを確定し明確にするために

は協定書の締結が必要である。 
 そして，福岡市指定管理者要綱で指定期間は原則５年を超えない期間とされているよ

うに（第４条），指定期間が複数年となることから，指定管理業務の内容等の変更もあ

るので，指定管理者の指定に係る協定書は，全指定期間についての指定管理の総則規定

としての基本協定書と，各年度についての指定管理に係る実施協定書に区分して締結さ

れている。 
  このように，協定書は指定管理者が実施すべき業務の具体的内容・基準を明確にする

ためのものであるから，ガイドラインにおいて，基本協定書には，自主事業を含む業務

の範囲等の管理運営業務に関する事項を記載するように示されている。 
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  しかし，ガイドラインの参考資料・基本協定書（例）においても，第１３条では，関

係法令及び募集要項に従うほか提案書により提案した内容を遵守して管理することが

指定管理者の責務とされているが，続く第１４条の管理運営業務の範囲・基準は別紙仕

様書・管理の基準等のとおりとされ，提案書が明記されていない。そのためか，多くの

基本・実施協定書では，指定管理業務の内容は，単に，仕様書や提案書類・事業計画書

に基づく業務と記載されているだけのため，指定管理者が実施すべき業務の具体的内容

や位置付けが明確ではなかった。 
  応募者が指定の申請を行うに当たっては，管理の内容，管理の成果を示す指標及び達

成のための取組を記載した事業計画書の提出が必要とされており（福岡市指定管理者要

綱第７，８条），ガイドラインの基本協定書（例）第２３条では，各年度の２月末日ま

でに翌年度の事業計画書を提出することが明記されている。しかし，年度ごとの業務内

容を定めるべき実施協定書（例）には，当該年度の事業報告書提出が規定されているだ

けで，当該年度の事業・業務内容についての規定はない。 
  このように，指定管理者には，毎年，翌年度の事業計画書の提出を求めているのであ

るなら，この事業計画書を所管課と協議・協働して作成して，翌年度に実施すべき業務

を拾い上げて，指定管理業務と自主事業の区別や各業務の基準等を明記し，これを実施

協定書に添付すれば，指定管理者が実施すべき業務の種類・内容・基準が明らかになる

と思われる。 
 

☞意見１３ 

☆ 指定管理者が実施すべき業務の種類・内容・基準を明らかにするために，翌年

度の事業計画書を所管課と協議・協働して作成し，これを翌年度の実施協定書に

添付することを検討されたい。 

 
ウ 指定管理者の「指定」は，「法律に基づき具体的場合について，行政機関の単独の意思

による権利を設定し，義務を命じ，その他法律上の効果を発生させる行為」であるから，

公の施設の管理権限を付与する行政処分と位置付けられているので，地方公共団体と指

定管理者との関係は契約関係ではないとされている。そのため，地方自治法第９章第６

節の契約に関する規定や既述した兼業禁止規定（同法第９２条の２ほか）は適用されな

いことになる 11。 
  そのため，指定管理者と締結する実施協定書には当該年度の指定管理料が規定されて

いるが，実施協定書に収入印紙を貼付するべきかが問題となる。 
  「指定」が行政処分であり，地方公共団体と指定管理者との関係が契約関係でないこ

                            
11 日本評論社：基本法コンメンタール「地方自治法」３６２頁 
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とを強調すれば，横浜市指定管理者制度運用ガイドライン（第５版）のように，協定は

契約でなく「指定」という行政処分の附款であるから，収入印紙の貼付は不要となる。

これに対し，北九州市指定管理者制度ガイドラインでは，その判断は，各税務署におい

て案件ごとに審査して行われるので，収入印紙の添付の必要性は個別に所管の税務署に

問い合わせることとされている。 
  福岡市における実施協定書は，確たる基準もなく，収入印紙の貼付が有るものと無い

ものが混在している状況であった。 
  指定管理者制度の具体的設計は地方公共団体に委ねても，収入印紙の貼付は印紙税法

で定められているから，国においては，指定管理者制度運用の効率化のために，収入印

紙の貼付の要否を明確にされるべきであり，市はこれを国に要請する必要がある。 
 
（２）修繕費・備品購入費について 

ア 平成２５年１月改訂のガイドラインにおいては，修繕費の取扱いについて，「指定管理

料の中で修繕をさせる場合は，原則，修繕費部分は概算払いとし，修繕に伴う予算額を

明らかにしたうえで，使用しなかった分は年度末に精算させること」と精算を要する概

算払いが原則であることを示され，その理由として，精算を要しない前金払いにすると，

指定管理者が必要な修繕を控えるリスクがあるとして，例外的に前金払いにするときに

は，個々の施設の状況等を考慮したうえで，適切な方法を選択することとされている。 
  備品購入費についても 12，「指定管理料の中で備品を購入させる場合は，原則，備品購

入経費部分は概算払いとし，備品購入に伴う予算額を明らかにしたうえで，使用しなか

った分は年度末に精算させること」とされ，その理由も，同じく，精算不要の前金払い

にすると，指定管理者が必要な備品を買い控えるリスクがあるためとされており，また，

備品の帰属については，概算払いで購入した備品は市の帰属となり，前金払いの場合は

指定管理者の帰属となるとされている。 
  また，参考資料の基本協定書（例）においても，「修繕費及び備品購入費については，

年度ごとに精算するものとする」と規定されている。 
イ 改訂ガイドラインが示す修繕費・備品購入費の取扱いは適切であると思われるところ，

これを受けて，殆どの所管課においては，新たな協定書では修繕費・備品購入費を概算

                            
12 福岡市会計規則第９５条において，消耗品が「１回の使用でその効用を失うもの及び備

品の程度に至らないもの又は実験用材料として使用するもの」とされているのに対し，備

品は「その性質又は形状を変じることなく相当長期間にわたり使用できるもの及びその性

質が消耗性のものであっても標本（教材として使用するものを除く。），陳列品又はこれ

らに類するものとして保管するもの並びに動物（消耗品に属するものを除く。）」とされ，

物品会計事務の手引では，職員，指定管理者等が日常的に使用する事務机・椅子類や陳列

品，装飾品等は価格に関係なく備品とされ，それら以外は購入価格が概ね税込１万円以上

かつ耐用年数が２年以上のもの，とされている。 
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払いとすることに変更され，また変更予定とのことであった。 
  しかし，修繕費・備品購入費を概算払いとして，年度末の精算が必要とするのであれ

ば，この趣旨を徹底して，修繕費及び備品購入費については，これを指定管理料から除

外して，預け金（預託金）等の取扱いにした方が，その趣旨が明確になると考える。 
  修繕により価値が保全され高まるのは市所有の施設建物であり，概算払いで購入した

備品の所有は市に帰属するのであるから，指定管理者が行う修繕も備品購入も，その実

質は指定管理者が市のために市の代理として行う行為といえるのであり，また，年度末

には精算して余剰金を返還するのであるから，指定管理者が概算払いで受領した修繕

費・備品購入費は，これに修繕等に係る指定管理者の事務費等が含まれていない以上，

指定管理者の報酬（管理業務の対価）とは言えないので，修繕費等を指定管理料に含め

て支払うことは，精算を前提とした概算払いで支払う趣旨と合致していないことになる。

修繕費等を指定管理料に含めて支払えば，修繕費にも消費税を加算して支払うことにな

るが，精算の場合の精算の対象となる金額が，修繕費積算額なのか，それとも，これに

消費税を付加した金額なのかも曖昧になる。 
また，指定管理料に含まれる修繕費等を積算するときに，修繕作業は第三者に委託す

るものとして，備品は購入するものとして，原価に消費税を付加した金額を積算額とす

ると，指定管理料に含まれている修繕費・備品購入費も消費税の課税対象になるので，

市が指定管理者に支払う指定管理料のなかの修繕費・備品購入費については，消費税を

付加した金額に更に消費税を付加した金額を支払うことになる。 
  他方，修繕費・備品購入費を消費税抜きの原価で積算したとしても，修繕等に係る指

定管理者の事務費等を考慮せず，委託・購入相手に支払った修繕・購入費のみを精算対

象にするのであれば，指定管理者にとって，修繕費・備品購入費の実体は，市のために

市の代理として，修繕を委託する業者や備品購入先に支払う預り金であるのに，これが

指定管理料に含めて支払われるので，修繕費等を含む指定管理料全額が売上・収入とな

り，これが法人税等の課税対象となることになる。 
それゆえ，修繕費・備品購入費を概算払いとして精算するのであれば，その趣旨を徹

底して，修繕費・備品購入費は，指定管理料から除外し，預託金等として指定管理料と

は別個のものとして取扱うことを検討することが必要である。 
 

☞意見１４ 

☆ 修繕費・備品購入費を年度末に精算をする概算払いとするのであれば，その趣

旨を徹底して，修繕費・備品購入費を指定管理料から除外し，預託金等として指

定管理料とは別個のものとして取扱うことを検討されたい。 

 
（３）賠償責任保険の付保について 
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ア 公の施設は，市民が公共サービスを享受する施設であり，市民に開かれた施設である

から，施設自体の瑕疵や運営業務の過誤に起因する事故等が発生するおそれがあるので，

事故等により損害を被った利用者・市民の損害を補填するために，指定管理者が賠償責

任に加入することは，当然に必要である。 
そのため，ガイドラインの本文では示されていないが，参考資料・基本協定書（例）

第１１条には，第１項で「指定管理者は，指定期間中，施設の管理運営業務を行う上で

想定される損害を填補する保険に加入し，その保険料を負担しなければならい。」，第２

項で「管理運営業務の一部を第三者に委託し，又は請け負わせたときは，当該第三者を

前項の保険に加入させなければならない。」，第３項で「前２項の規定により保険に加入

し，又は加入させたときは，速やかにこれを証する書面を市に提示しなければならな

い。」と「保険の付保」が規定されている。これを受けて，すべての基本協定書には，

保険の付保の条項が定められている。基本協定書のなかには，「業務の基準（仕様書）」

に定める保険への加入を規定し，加入する保険は，「『全国市長会』市民総合賠償保険・

賠償責任保険」と同等以上の要件を満たす保険に加入すること。」と丁寧に説明されて

いる例もあった。 
イ ところが，「全国市長会」市民総合賠償補償保険の「指定管理者に関する追加条項」が

改正されて，平成２３年度からは，市が公の施設の管理を指定管理者に行わせた場合は，

すべての指定管理者を被保険者とみなすことになった 13。 
これを受けて，平成２５年６月に行われた総務企画局行政部組織調整課主催の指定管

理者制度研修（基礎編）の資料には，次のように，付保すべき保険の説明がなされて，

保険の付保についての基本協定書（例）（下線も記載されている）が明記されている。 
 

【賠償責任保険について】 
・指定管理者は「全国市長会 市民総合賠償補償保険」の被保険者とみなされる。 
・従って，この範囲であれば，別の施設賠償責任保険に加入する必要はない。 
・ただし，自主事業，再委託先は対象外なので，同等以上の保険の付保を指定管理

者に求めること。 
・指定管理業務に起因する事故等は補償の対象になるが，指定管理者が自らの責任

で行う自主事業については対象外である。自主事業を行う場合は，自主事業の実

施について全国市長会市民総合賠償補償保険相当の補償が得られる保険に加入

する必要がある。 

 
第○条 指定管理者は，指定管理中，施設の管理運営業務を行う上で想定される損

                            
13 平成２５年度版「全国市長会」市民総合賠償補償保険の手引き 
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害のうち，市において加入する「全国市長会市民総合賠償補償保険」の対象とな

る損害以外の損害を填補する保険に加入し，その保険料を負担しなければならな

い。 
 
研修においては，このような丁寧な説明・指導がなされたと思われるが，ヒヤリング

をした限りでは，説明・指導が徹底されておらず，そのため，指定管理者が全国市長会

市民総合賠償補償保険と重複した保険に加入している例も多いと推測される。保険料は

指定管理料の中に含まれているのであるから，重複した無駄な保険に加入することは，

市費の無駄遣いになるので，指定管理者が加入している賠償責任保険を見直し，加入す

べき保険の指導をするべきである。 
ウ 全国市長会市民総合賠償補償保険の支払限度額は，身体賠償については１名につき１

億円，１事故につき１０億円，財物賠償については１事故につき２０００万円とされて

いる。身体賠償について１名につき１億円の支払限度額は最低必要な基準と思われるか

ら，指定管理者制度研修資料で説明・指導されているように，指定管理者が自主事業等

のために加入する保険は，「全国市長会市民総合賠償補償保険相当の補償が得られる保

険」であることが必要である。 
  ところが，指定管理者が加入すべき保険について，「全国市長会市民総合賠償補償保険

と同等以上の要件を満たす保険」と定めている「業務の基準」がある一方で，市民福祉

プラザの仕様書においては，指定管理者が加入すべき賠償責任保険の保険金額を，身体

賠償について，１名につき５０００万円，１事故につき１億円とされていた。全国市長

会市民総合賠償補償保険の支払限度額を大きく下回る損害補填機能が，不十分な保険で

あることは明らかであるから，保険額が相当額の賠償責任保険に切替えるよう，早急に，

検証・指導することが必要である。 
 

☞指摘２ 

★ 指定管理者が加入すべき賠償補償保険については，指定管理者制度研修（基礎

編）で，丁寧な説明・指導がなされていたと思われるが，それが徹底されていな

いため，指定管理者が加入している賠償補償保険が，市が加入している全国市長

会市民総合賠償補償保険と重複している可能性が多々あると思われるので，これ

を見直し，指定管理者が加入すべき賠償補償保険の指導を行って，保険料を低額

化することにより，市の無駄な支出をなくすこと，また，併せて，指定管理者が

加入している賠償補償保険の支払限度額が，全国市長会市民総合賠償補償保険相

当の補償が得られる保険であるかを，早急に，検証して，不適切な保険であれば

適切な保険に切替えるよう指導することが必要である。 
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（４）指定期間について 

ア 地方自治法第２４４条の２第５項は，指定管理者の指定は，期間を定めて行うものと

すると定め，これを受けて福岡市指定管理者要綱第４条は「指定の期間は，原則５年を

超えない期間とする。」と規定している。 
  ガイドラインでは，「指定の期間は，市民・利用者の利用意向・意識の動向，指定管理

者の職員の業務への順応，指定管理者が準備すべき機材のリース期間等を考慮するとと

もに，一方で，長期にわたる同一事業者による管理が行われることにより制度の趣旨が

損なわれることを防ぐため，５年を超えないものとする。」と，指定期間を原則５年と

した要綱の趣旨が説明されている。 
そして，当該公の施設での初回の指定の場合や非公募による指定の場合は，「指定管

理者の選定や監督などについても今後検討あるいは改善すべき余地があること，将来的

な民間事業者の参入の機会を確保すべきであることなどから，指定期間は３年を超えな

いものとし，３年を超える期間を設定する場合は，その理由を明確にし，総務企画局行

政部行政改革課（現在は組織調整課）と協議（合議）すること。」とされている。 
イ 指定期間を原則５年とする要綱も，ガイドラインが示すその趣旨の説明も，これで十

分と思われるが，そのために，逆に，個別施設の指定管理期間が，一律に５年になって

いるように思われた。 
  本章の第１の３（３）に記載したように，指定管理業務の内容が施設建物の定型的な

管理業務であるときは，公共サービス向上のための格別の企画・提案はなく，市民・利

用者の利用意向・意識の動向，指定管理者の職員の業務への順応，指定管理者が準備す

べき機材のリース期間等を考慮する必要はない。それゆえ，指定期間を原則５年から，

八王子市指定管理者制度導入に向けた基本方針のように原則１年から５年と改正して，

単年度でも管理運営に支障がない施設については，競争原理を強める意味から，指定期

間を１年とすることも検討するべきである。 
 

☞意見１５ 

☆ 福岡市指定管理者要綱第４条の指定期間を原則５年とする規定を１年から５

年に改正して，指定管理業務の内容が施設建物の定型的な管理業務であり，単年

度でも管理運営に支障がない施設の指定期間は，競争原理を強める意味から，指

定期間を１年とすることや，指定管理を業務委託契約に切替えることを検討すべ

きである。 

 
（５）「指定の辞退」について 

ア ガイドラインで示されている参考資料・基本協定書（例）の第３２条には，「指定の辞
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退等」として次の規定が設けられている。そのため，多くの所管課の基本協定書にも，

基本協定書（例）に倣った本条文が設けられていた。 
  

（指定の辞退等） 
第３２条 指定管理者は，指定期間内において，指定管理者の地位を辞退しようと

するときは，管理を行わないこととなる日の６月以上前までに，市に申し出なけ

ればならない。 
２ 前項の指定の辞退により，市に損害が生じたときは，指定管理者がその損害を

賠償しなければならない。 
 
イ 地方自治法第２４４条の２は，指定管理者の指定は期間を定めてするものとし（同条

第５項），指定期間中の管理の適正を期するため，市は，指定管理者に対して，業務及

び経理の報告を求め，実地調査をし，必要な指示をすることができるとともに（同条第

１０項），指定管理者が指示に従わないときやその管理の継続が適当でないと認めると

きは，その指定を取り消し，又は停止を命ずることができると規定している（同条第１

１項）。これを受けた福岡市指定管理者要綱においても，指定期間を原則５年とし（同

第４条），指定期間中の適正な管理を確保するため，指定管理者に対し，業務及び経理

の報告書を求め，実地調査を行い，指示を行い，指示に従わずまた権利の継続が適切で

ないと認めるときは，業務の停止，指定の取消しをすることができると規定している（同

第１０条，第１２条）。 
  要綱において，このような規定を設けているのだから，基本協定書（例）第３２条の

「指定の辞退等」は削除すべきである。指定管理者が，指定管理者の事情により業務の

継続が困難になり指定の辞退を申出ることもあるかもしれないが，申出から６か月経過

により辞退を認めることになると，施設の管理・継続にとって大きな支障が生ずること

になるから問題である。少なくとも，辞退には市の承諾を必要とするべきであり，それ

よりも，辞退の申出を受けたときは，一定期間までの管理の継続を命じて，その間に管

理の引継を準備して，引継体制が整ったときに，指定を取消せばよいのである。したが

って，辞退の理由も限定せずに，一方的な辞退を認める基本協定書（例）第３２条は，

無用・有害の規定であるから，削除すべきである。 
  更に付言すれば，前述したとおり，指定管理者の「指定」は行政処分と位置づけられ

ているのであるから，市が，辞退の申出が相当，止むを得ないと認めても，申出を承諾

するには，指定を取消すことによってしかできないのである。この点からも，辞退の申

出から６か月経過すれば自動的な辞退・辞任を認めるような基本協定書（例）第３２条

は削除すべきである。本条項の趣旨が，指定管理者において指定管理継続が困難な事情

が生じたときは市に対する速やかな報告を望むものであれば，その趣旨どおり「指定管
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理者は，指定期間内において，指定管理業務の継続が困難となるおそれが生じたときは，

直ちに，市に報告すること。」と改正すべきである。 
   

☞指摘３ 

★ ガイドラインの参考資料・基本協定書（例）第３２条（指定の辞退等）は，直

ちに，削除するとともに，各施設の基本協定を見直し，基本協定書（例）に倣っ

た規定は，速やかに，削除・変更することが必要である。 

 
４ 指定管理者の業務の範囲 

 
（１）第三者への再委託について 

ア 福岡市指定管理者要綱には規定がないが，ガイドラインにおいては第三者への再委託

についての考えが，概要，次のように示されている。 
 

・清掃・警備等の個々の具体的業務を第三者へ委託すること（再委託）は差支えな

いが，管理に係る業務を一括して第三者へ委託することは許されない。 
・個々の具体的業務を再委託をする場合は，市から事前に承諾を受けること。市は

事前承諾を文書によって行うこととする。 
・再委託を委託された第三者がさらに他業者へ委託する行為（再々委託）について

も，市から事前に承諾を受けることとし，市は事前承諾を文書によって行うこと

とする。 
・再々委託から先の委託については，原則認めないこととする。 
・再委託や再々委託を制限なく認めることは，責任の所在が曖昧になり，情報管理

におけるリスクが高くなるため，承諾にあたっては，個々の施設の状況に応じて，

施設の管理運営に支障が出ない範囲内で承諾するべきかを判断すること。 
 
イ ガイドラインで示されている内容には問題がないが，再委託の制限がこれだけで十分

かは問題である。 
  ひとつは，一般入札参加資格のない者への再委託である。 
  指定管理者の応募資格についてのウで述べたように，不正な行為をして一般競争入札

の参加資格を失った者に公の施設の管理の再委託を認めることは，到底，認められるこ

ととは思えないので，指定管理者と同様に，福岡市契約事務規則第２条の一般入札参加

欠格者への再委託は禁止すべきである。なお，福岡市契約事務規則第２１条の２では，

一般競争入札の欠格者は，随意契約の相手方とすることができない旨明記されている。 
  次に，再委託者への委託の方法についてである。 
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  福岡市契約事務規則第２２条では，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号に

規定する予定価格を次のように定めて，随意契約ができる範囲を限定し，予定価格が基

準を超過するときには競争入札によることが必要としている。 
 

（１）工事又は製造の請負 ２５０万円  
（２）財産の買入れ １６０万円 （３）物件の借入れ ８０万円 
（４）財産の売払い ５０万円  （５）物件の貸付け ３０万円 
（６）前各号に掲げるもの以外のもの １００万円 

 
自治法施行令の規定は，競争入札によらない随意契約の範囲を限定して，自治体の契

約の公平・公正・透明性・競争性を確保するためのものであるところ，公の施設の指定

管理者が，公の施設の業務に関して清掃・警備・修繕等の具体的業務を再委託する場合

には，随意契約の範囲を限定させる必要はないのかということが問題となる。 
  随意契約の範囲を制限している施行令の趣旨から考えれば，指定管理者が再委託する

場合にも福岡市契約事務規則に従うべきと考えることもできる。しかし，指定管理者は，

市の積算に基づく指定管理料の範囲内で再委託をしていること，ガイドラインにおいて，

一定額以上の修繕・備品購入については，市との事前協議を必要とし，それを超える金

額については市が市の負担で，直接，修繕・備品購入をすることとされていることを考

慮すれば，指定管理者に福岡市契約事務規則の適用を認めるまでの必要はないかとも思

われる。 
しかし，適正・効率的な管理・運営を確保するためには，再委託先，委託業務及び委

託料金額を確認し，金額が大きい場合などは，競争入札や相見積を取ることなどの指導

をすることも必要である。 
 

☞意見１６ 

☆ 指定管理者の再委託・再々委託についても，福岡市契約事務規則第２条を適用

して，一般入札参加の欠格者への再委託等を禁止することを検討すべきである。 

  また，再委託料の決定についても，金額が大きい場合などは，競争入札や相見

積を取るよう指導することをガイドラインに示して，指定管理者の再委託を指導

すべきである。 
 
（２）自主事業について 

ア 福岡市指定管理者要綱第３条第４項第３，４号には，公募に当たって示さなければな

らない事項として，業務の範囲及び管理の基準が挙げられ，第５条には業務の範囲とし

て，①施設の設置目的及び期待する成果，②施設の物理的範囲，③施設の管理及びあわ
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せて提供すべきサービスの内容，④管理に関し指定管理者が費用を負担しなければなら

ない範囲，⑤施設利用許可の権限の有無，⑥利用料金制を採用する場合はその旨を示す

よう規定されている。また，管理の基準として，開館時間等とともに成果指標を設定す

る場合は，その値及びその達成状況を評価する際の基準も示すよう規定されているが，

指定管理者が行う「自主事業」についての規定はない。 
  「自主事業」についての規定は地方自治法にもないが，ガイドラインにおいては，次

のように説明されている。 
 

①自主事業の定義 
自主事業とは，市が指定管理業務として求める要求水準とは別に，施設の設置

目的の範囲内で，指定管理者の責任において自主的に企画・実施する事業で，そ

の経費は指定管理者が負担するもの。（利用者から一定の料金を徴収することは

可。） 
②自主事業を実施する場合の手続等 
 ・自主事業を実施する場合は，市からの事前承諾を必要とする。 
 ・市に自主事業計画書（収支計画書）を提出させ，市は自主事業の趣旨に照らし，

承諾することが妥当かどうかの判断を下す。 
 ・自主事業実施後は，市に自主事業実施報告書（収支報告書）を提出させること。 
※市が仕様書で掲げた業務以外で，公募時に自主的に提案された事業（経費は指定

管理料に含む）については，指定管理業務であり，自主事業にはあたらない。 
※翌年度に実施を予定している自主事業が分かっている場合は，通常の事業計画書

に盛り込むことで自主事業計画書の提出とみなしてよい。自主事業実施報告書

は・・・（中略）・・・指定管理業務の部分と区別して記載するとともに，個々の

自主事業ごとに収支計画及び収支報告等が分かるようにしておくこと。 
※自主事業で得た利益は指定管理者のものであるが，過大に利益が生じている場合

は，指定管理業務に組み込む，又は利益の一部を当該施設管理に伴う財政負担軽

減（指定管理料の引き下げ，備品の寄付等）のために活用する等，協議を行うこ

とが望ましい。 
 
  そして，ガイドラインの募集要項（例）には「今回の公募においてご提案いただく事

業が採用された場合（経費は指定管理料に含む）は指定管理業務となります。」と規定

されており，基本協定書（例）にも，提案書により提案した内容は「指定管理者の責務」

として規定されており（第１３条），指定管理運営業務の範囲及び基準は，別紙「管理

の基準，仕様書等
、
」のとおりとすると規定され（第１４条），そして，第２５条では，

自主事業を実施するときは，○日前までに，自主事業計画書を市に提出し，あらかじめ
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市の承諾を得なければならないと規定してあるものの，何が自主事業なのか，どこまで

が指定管理業務なのか，についての明確な規定はない。 
そのため，何を自主事業とするか（どこまでを指定管理業務とするか）は，施設ごと，

所管課ごとに区々になっている。 
今宿野外活動センターの基本協定書第１０条第１項では，体験活動事業の実施に関す

る業務が指定管理業務であるとされ，第２項で，前項の業務は「業務の基準」に定める

とおりとされているところ，「業務の基準」では“今宿八十八夜茶摘みのつどい”と“わ

くわくキャンプ”だけが指定管理業務とされ，それ以外に実施されている多様な野外体

験活動事業はすべて自主企画事業とされている。市民プールにおいても，業務の範囲を

定めている「業務の基準」で，“スポーツ教室”に関する業務が，スポーツ振興事業に

関する指定管理業務と，指定管理業務外の自主企画事業に区別されているが，この区別

ができないので，事業報告書では区別せずにスポーツ教室として，まとめて報告されて

いる。老人福祉センターの仕様書においても，早寿園ではセンター企画講座のうち“詩

吟及び舞踏講座”だけが指定管理業務とされ，それ以外の講座は自主事業とされている

が，その区別は不明である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
イ ガイドラインの募集要項（例）記載のとおり，応募者が提案して採用された事業は，

指定管理業務であって，自主事業にはあたらないのであるから，提案事業を採用した場

合の基本協定書（例）の管理運営業務の範囲及び基準は，別紙「管理の基準，仕様書等
、
」，

に止まらず，採用された提案事業が記載されている「提案書」も別紙として明記するこ

とが必要である。 
  基本協定書（例）が，業務範囲の別紙として「提案書」を明記していないためか，殆

どの施設の基本協定書の業務範囲の規定は，「管理の基準」「仕様書」が定めるとおりと

して，提案書は規定されていなかった。ただし，はかた伝統工芸館の基本協定書には，

管理運営業務の範囲としては仕様書に定めるとおりとされ（第１３条），別途，第８条

第２項で，「市は，提案書において仕様書を上回る水準での管理運営業務の手法が提案

されている場合は，提案書に示された水準により管理運営業務を執行するよう指定管理

者に求めることができる。」と規定されていた。 
ウ それでは，自主事業はどのような事業とすべきかが問題となるが，要は，市の仕様書

（業務の基準）に記載されていない，指定管理者が提案した事業を採用・承諾したとき

に，その業務を指定管理業務の中でどのように位置付けるか，という問題と思われる。 
  北九州市の指定管理者制度ガイドラインにおいては，「指定管理者が企画した業務で指

定管理業務でない業務（協定書記載以外の業務）」を自主事業というとされているが，

この定義でも，協定書に記載するか否かの基準が示されていないので，やはり，自主事

業の定義としては十分ではない。このように，自主事業についての定説らしきものがな

いようなので，以下は，監査人の私見である。 

－48－



  第一には，指定管理料との関係から自主事業を考える。 
  ガイドラインの募集要項（例）に示されているように，採用された提案事業は指定管

理業務になり，その経費は指定管理料に含まれるものである。したがって，採用されて

指定管理業務となる提案事業は，指定管理料の範囲内で実施されるもの，実施可能なも

のであるということになる。逆から言えば，指定管理料を超える経費が必要な提案事業

は，これが採用，承諾されても指定管理業務に含まれることはなく，自主事業になると

考えられる。それゆえ，このような提案事業を指定管理業務とするためには，その事業

実施のための必要経費相当額を指定管理料に追加することが必要となる。 
  第二には，施設の設置目的との関係から考える。 
  福岡市のガイドラインでは，自主事業は施設の設置目的の範囲

、、、、、、、
内
、
で，指定管理者の責

任において企画・実施する事業と定義されているので，設置目的外の事業
、、、、、、、、

は，自主事業

としても承諾できないことになる。しかし，北九州市のガイドラインでは，設置目的外

の事業であるから指定管理業務にはなり得ないが，目的外使用許可をすることが相当な

事業と認めて使用許可をすれば，自主事業として実施できるとされている。 
  地方自治法第２３８条の４第７項が定めているように，行政財産は，設置目的外であ

っても，その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができるのであ

るから，施設の設置目的等との関係が直接的でなく薄くても，提案事業が施設の設置目

的達成に寄与する内容のものであれば，これを自主事業として承諾し，その実施を認め

るべきと思われる。福岡市公有財産規則も，地方自治法の規定を受けて，①市の事務事

業と密接な関連を有し，又はその円滑な執行に寄与するもの，②公益上必要なもの，③

当該行政財産の有効な活用に資するものについては，目的外使用許可をすることができ

るのであるから（同規則第２４の３，２５条），ガイドラインを見直して，設置目的以

外の提案事業でも目的外使用許可をすることができる場合には，これを許可して，自主

事業として実施することを認めることができるよう改訂する必要がある。例えば，食

堂・売店等についても，これが施設の設置目的の達成や利用者の利便性の向上等の観点

から，指定管理者の業務範囲とすることが相応しい場合は，自主事業として実施するこ

とを認めることになる。しかし，施設の管理運営と関わりのない指定管理者固有の事業

等のＰＲなどは，目的外使用許可ができないから，自主事業としても承諾できないこと

は当然である。 
  以上の２点から考えれば，採用・承諾された提案事業は，「指定管理料の範囲内のもの

として指定管理業務とされた事業」と，「指定管理料の範囲外の事業として採用・承諾

された自主事業」とに区分され，この自主事業は，「指定管理事業設置目的内の事業」

と，「設置目的外ではあるが，施設の用途又は目的を妨げず有効活用に資するものと認

められて目的外使用許可ができる事業」との２種類に区分されることになる。 
エ 次に，このように実施の承諾を受けた自主事業と指定管理業務の相違点がどこにある
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かが問題となる。 
  仕様書（管理の基準）記載の事業は，市が指定管理者に施設の本来業務として実施を

委託した事業であるから，指定管理料の対価もあるので，確実に実施する義務があり，

正当な理由がない限り，業務の中止は認められない。また，提案事業でも，指定管理料

の範囲内で実施することを提案して承諾を得た事業は，指定管理業務となるから，仕様

書記載業務と同様に，確実に実施する義務があることになり，懈怠したときには改善指

導や業務の停止，指定の取消し事由になることになる（地方自治法第２４４条の２第１

０，１１項）。 
これに対し，自主事業は，応募時において，新企画を提案し，これが評価され，実施

を期待されて指定管理者に指定されることもあり，指定後においても，市が提案企画の

実施を承諾するのは，自主事業の実施成果を期待するからであるから，指定管理者には

自主事業の実施義務があり，その成果は事業評価の対象にもなる。しかし，公の施設の

管理運営の最低基準業務ともいえる本来業務・指定管理業務と比べれば，その義務の程

度は低いものとなり，一定の理由があれば，業務の停止等を認めることができる事業と

考える。このようなことからも，指定管理者が提案する有意な事業については，自主事

業として積極的に受け入れて，民間のアイデア・ノウハウを活用すべきである。 
オ 以上述べたような指定管理と自主事業の業務区別が妥当なものであれば，既述のよう

に，年度当初に提出される事業計画書を指定管理者と所管課とで協議・協働して作成し，

この事業計画書に指定管理事業と自主事業とを分別して記載し，これを実施協定書に別

紙として添付すれば，指定管理事業と自主事業の把握がしやすくなると思われるので，

検討をお願いする。 
 

☞意見１７ 

☆ ガイドラインでは自主事業の概念・位置付けが明確でないので，所管課によっ

て自主事業の取扱いが区々になっており，自主事業が明記されていない協定書や

指定管理業務とすべき事業を自主事業としている施設もあるので，ガイドライン

を見直して自主事業の概念・位置付けを統一すること，また，指定管理業務と自

主事業を区別して明記した事業計画書を指定管理者と所管課が協働して作成し

て，これを実施協定書に添付して，指定管理者の業務内容を明確にすることの検

討が必要である。 

 
カ 加えて，自主事業は指定管理業務外であるから，設置目的の範囲外の事業に限らず，

目的範囲内の事業であっても施設の使用許可とともに，指定管理者は使用料の納付義務

を負うことになる（地方自治法第２２５条，福岡市行政財産使用料条例第２条）。 
  しかし，自主事業は，施設の目的達成に資する事業と認めて承諾した事業なのである
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から，福岡市行政財産使用料条例第４条に基づき，当該使用が本市の事務事業の円滑な

執行に寄与するものとして（同条第４号），使用料を免除すべきである。福岡市市民会

館においては，同設置条例・施行規則に基づいて減免をされていた。 
もっとも，自主事業による収入は指定管理者に帰属するから，ガイドラインが示すよ

うに，その利益が過大な場合には，市民局スポーツ振興課所管の体育館・市民プールの

自動販売機収入のように，自主事業による収入見込み額を控除した金額を指定管理料上

限額とするなどして，指定管理料の引下げに活用すべきである。なお，スポーツ振興課

では，自販機の実収入額が見込み額を超過した場合には，控除不足額を市に追加納付す

ることとされているが，追加納付の性質が曖昧になっている。自販機収入の分配金であ

れば，その旨協定書等に明記すべきであり，これが，地方公共団体が行う事業から特に

利益を得るものから徴収する分担金（負担金）であれば，条例で定めることが必要とな

る（地方自治法第２２４，２２８条）。 
  なお，市民局スポーツ振興課では自動販売機設置を自主事業として認めることで統一

されているが，指定管理者の事業として認めず，市の事業（市が自動販売機業者に施設

使用許可）としている所管課も多く，統一されていない。自動販売機の設置のために土

地又は建物を貸し付ける場合は貸付料を徴収できるから（福岡市公有財産規則第３２条

第３号），これを市の事業・歳入とすることも理解できるが，しかし，自主事業とした

ときに，指定管理者に過大な利益が生ずる場合には，指定管理料の引き下げに活用すれ

ばよいし，逆に，市の事業としたときには，指定管理者にとっては，自身の業務ではな

い施設内の自動販売機の清掃や苦情受付等の余分な業務を負担することになる。それゆ

え，行政財産の用途又は目的を妨げないと認められる限りでは，これを自主事業として

認める方向で統一すべきと考える。 
 

☞意見１８ 

☆ 自主事業実施のための施設使用料や自主事業による過大な利益については，こ

れを指定管理料の引下げに活用すること，また，自動販売機設置については，こ

れを自主事業とする方向で統一することを検討すべきである。 

 
キ また，ガイドラインで明示されているように，自主事業を実施する場合には自主事業

計画書及び自主事業実施報告書（収支報告書）の提出が必要である。実施報告書・収支

報告書をもって自主事業の効果を検証し，収支の内容から，指定管理者の負担の程度を

把握し，また自主事業による収入が過大のときは指定管理料に組み込む検討も必要であ

るから，両報告書の提出は厳守の必要がある。しかし，老人福祉センター７施設等の調

査票回答には，自主事業による収入は不明との記載であった。指定管理者提出の事業・

収支決算報告書には収入が計上されているにも拘らず，収入額不明との調査票回答から
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は，所管課が自主事業の実施内容・効果や収支の把握を怠っていると思わざると得ない

要注意の指摘事項である。 
ところが，収入を把握していないのは，ガイドラインにおいて自主事業についての収

支報告書の提出が明記されたのは，平成２５年１月の改訂時であり，それまでは自主事

業報告書だけで収支報告書は明記されていなかったためとのことであった。 
しかし，ガイドラインに明記されてなくても，自主事業を承諾している以上，所管課

においては，その業務の実施状況と収支状況を把握すべきことは当然であるので，殆ど

の所管課では，少なくとも，自主事業による収入は把握されていた。 
 

☞意見１９ 

☆ 市においては，自主事業の実施内容及び収支等を把握して，これを指定管理業

務・施設管理の効率性に活用することが必要であり，自主事業実施報告書及び収

支報告書の提出とその内容検討は施設所管課が執行すべき事務・業務であるか

ら，これを怠ることがあってはならない。 

 
５ 指定管理業務の監督・指導 

 
（１）指定管理業務の監督・指導 
ア 第１章第１の指定管理者制度の意義で述べたように，指定管理者制度は，公の施設に

おいて市民に提供する公共サービスの充実を図ることを目的としたものであり，そして，

公の施設の在り方，管理・運営の主体と方法等が地方公共団体に委ねられたものである。 
したがって，公の施設の管理・運営を民間団体に委ねて，地方公共団体の職員の労力

等を含めた経費の削減ができれば足りるというものではない。民間団体の活力・ノウハ

ウを活用して，施設で提供する公共サービスの充実を図ることが目的なのであるから，

指定管理者を指定した後も，指定管理者が管理・運営して提供する公共サービスの内容

を絶えずチェックして，公共サービスの質の向上を目指し，質の低下を防止することが

必要である。また，このようなチェックは，地方公共団体・行政だけで行うのではなく，

公共サービスの享受者である施設利用者を含めた市民と協働して行うことが効果的・効

率的である。 
このような行政のチェック機能を果たすために，地方自治法第２４４条の２は，地方

公共団体が，「指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため，指定管理者

に対して，当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め，実地について調査し，又

は必要な指示をすることができる。」とし（第１０項），また，「指定管理者が前項の指

示に従わないときその他当該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

めるときは，その指定を取り消し，又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止
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を命ずることができる。」としている。 
イ 適正な管理の確保のため，福岡市指定管理者要綱は，指定管理者が提出しなければな

らない事業報告書（地方自治法第２４４条の２第７項）に，管理の実施・収支状況や施

設の利用状況等を記載することを求めるとともに（要綱第１２条），設置目的や事業計

画に則った適正な管理が行われていないと判断するときは，指定管理者に改善項目及び

改善策を指示し，指定管理者が指示に従わないときは，指定を取り消し，又は期間を定

めて管理の全部又は一部の停止を命ずることができると規定している（要綱第１０条）。 
  ガイドラインにおいては，公共の利益のために多数の市民に対して均等に役務を提供

する公の施設の適正な管理を確保するため，モニタリング（監視）を実施することとさ

れて，概要，下記のような詳細な内容が示されている。 
記 

  １ モニタリングの意義と目的 
   ・意義：モニタリングは，指定管理業務が法令や協定書等に基づき適正かつ確実な

サービスが提供されているか，サービスの安定的，継続的な提供が可能な状態

にあるかについて，各種報告書，利用者アンケート調査，実地調査などの方法

で，データを収集し，その評価を行うことである。 
   ・目的：実施結果を踏まえて，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ことであ

る。 
  ２ モニタリングの実施方法 
   ①報告書の確認：月次報告書及び事業報告書により，業務の実施状況，施設の利用

状況，管理経費の収支状況等を把握して，業務が適正かつ確実に履行されてい

るか等を確認する。 
   ②利用者アンケート調査：利用者等の意見及び要望を定期的に把握し，管理業務の

水準の確保及び向上に資するため，指定管理者又は市において，アンケート調

査を実施する。調査方法，調査項目等については，施設の性格，利用形態等に

応じて，市と指定管理者とが協議の上，決定する。 
      ・調査方法：個別面接，回収箱の設置，郵送，インターネット等 
      ・調査項目（例）：・施設設備及び備品の状況・施設等の利用条件 

・事業の内容及び満足度・職員の接遇・その他 
   ③実地調査：定期調査及び利用者からの苦情・要望等の必要に応じて行う随時調査

により，少なくとも３か月に１回以上は，職員が実地に赴くこと。定期調査は，

月次報告書の内容を踏まえて，指定管理業務が適正かつ確実に履行されている

かの調査・確認を行う。 
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   ④その他：必要に応じて，測定機械による計測，サンプル抽出による検査，利用者

からの苦情等により，データ収集する。 
   ⑤データ評価：収集したデータの結果を踏まえ，指定管理業務が協定書，仕様書等

に基づき適正・確実に履行されたか，安定的・継続的管理が可能かを評価する。 
      ・評価項目：施設の設置目的，役割を踏まえて，適切に定めること 
      ・評価基準：測定可能・記録可能なものとし，指定管理者にどのような場合

に要求水準を満たすと判断できるかを具体的に示すことができる指標

とする。 
      ・指定管理者による自己評価：データ評価を行う前に，指定管理者に「指定

管理業務評価票（例）」（参考資料）により自己評価を行わせ，事業報告

書とともに市に提出させること。 
      ・所管課による評価：評価の客観性を高めるため，第三者による評価委員会

でのモニタリングの導入を積極的に検討すること。 
   ⑥評価結果及び改善指導：評価終了後，速やかに結果を指定管理者に報告するとと

もに，要求水準を満たしていない項目がある場合には，速やかに改善措

置を指示すること。 
  ３ モニタリング結果の公表：モニタリング結果は本市ホームページで公表すること。

また，評価方法や評価基準なども併せて公表し，評価の仕組みを具体的

かつ明確に示すこと。 
 
（２）モニタリングの実施状況 

 各施設の所管課においては，報告書等の確認をし，３か月に１回以上の現地調査も行

われており，ガイドラインに従ったモニタリングが実施されていた。 
  福岡市ＮＰＯ・ボランティア交流センターの所管である市民局市民公益活動推進課で

は，ガイドラインが示す年４回の実地調査と別に，指定管理者との定例会議を，月２回，

市と交流センターを交互に会議場所として実施されていた。このようにして，施設の管

理運営に係る問題を共有して協議し，サービスの向上，充実に向けての努力をされてい

ることに感心した。しかし，施設によっては，指定管理者制度の導入に伴い，所管課の

人員が削減されたために，業務過重になっていると思われる所管課もあったので，注

意・配慮が必要である。 
 
（３）利用者アンケート調査について 
ア 利用者アンケート調査は殆どの施設で実施されていたが，苦情受付だけで，利用者ア

ンケート調査を実施していない施設も見受けられた。指定管理者制度は市民に提供する

公共サービスの向上を目的とするものなのである以上，利用者アンケート調査は絶対に
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実施すべき事項であるから，そのような施設については各論で指摘する。 
利用者アンケート調査を実施している施設においても，ガイドラインで「指定管理者

又は市において」実施するとされているため，すべての施設において，利用者アンケー

トは指定管理者が実施し，その結果報告書だけが市に提出されていた。 
  アンケート調査実施だけでなく，その集計や結果報告書作成も指定管理者に作成を委

ねて，所管課は結果報告書だけをチェックすることになると，はかた伝統工芸館選定委

員会での委員の意見のとおり，指定管理者に不利益な回答が隠されてしまう可能性があ

る。アンケート実施は指定管理者に委ねても，回答の集計は市又は第三者が行うことが

望ましいが，少なくとも，結果報告書に，満足度が高い肯定的な回答だけで，苦情等の

否定的な記載がないときには，アンケート回答書等の確認をすることが必要である。 
イ なお，利用者アンケートについて，八王子市の「利用者満足度調査ガイドブック」で

は，３，５段階（奇数）の選択肢を設定すると，真ん中の３に回答が集中する傾向があ

るので，満足度，大切度は４，６段階（偶数）の選択肢を設定するよう記載されていた。 
  指定管理者提出の事業報告書のアンケート集計結果を見たところでは，福岡市のアン

ケート用紙の選択肢は，偶数と奇数に分かれていた。八王子市のガイドブックの注意は，

そのとおりと思うので，選択肢を偶数に設定するよう改善されたい。 
 
（４）より充実した公共サービスを提供するために 

ア ガイドラインに示してあるように，モニタリングの目的は，指定管理者に対し改善の

ための指導，助言を行い，次期の指定に向けて，公募条件，管理手法等の見直しを行い，

指定管理者制度による公の施設の効果的，安定的な運用を図り，もって公共サービスの

充実を図ることである。 
  この視点から，気が付いた幾つかの意見を述べるので，参考にされたい。 
イ 同種・類似施設の指定管理者の交流 
  体育館・プールの所管である市民局スポーツ振興課では，基本協定書第２４条におい

て，施設の管理運営業務に関する協議を行うことを目的として市と指定管理者との運営

協議会を設置されている。運営協議会は，所管すべての体育館・プールの指定管理者と

合同で，年４回，市の主催で実施されている。運営協議会では，市からの意見，指導も

あるが，指定管理者からの施設管理運営の工夫を含めた現状報告や問題提起がなされて，

市及び指定管理者間で，体育館・プールの管理運営についての情報等を共有することが

できるということであった。 
  同様に，市民局公民館調整課においては，所管の地域交流センター３施設の指定管理

者と合同での懇談会を年１，２回実施して，情報・意見の交換をして有意義であるとの

ことであった。また，住宅都市局においても，平成２５年度から所管の１６公園の指定

管理者を集めての定期的な情報交換の会議を開催しているとのことであった。 
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  指定管理者制度は，施設の管理運営を民間団体に委ねることで，競争原理による公共

サービスの向上，充実を図ろうとするものであるが，しかし，公の施設であるから，同

種施設間に特色があることはよいが，サービスの顕著な格差が生じると，利用者である

市民間の公平性が失われることになってしまうので，同種施設間では一定水準のサービ

ス供給をしながら，個性を発揮していくことが必要である。 
  同種・複数の施設の指定管理者が市と合同で情報・意見を交換することは，管理運営

上の問題点を共有し，新しい企画を参考にすることもできる貴重な機会であり，それに

より，良い意味での競争原理が働いて，同種施設間の格差が是正され，同種施設全体の

サービス向上，充実につながる効果があると思われる。 
ウ 同種・類似の施設を所管されている所管課においては，これを参考に，是非，実施し

ていただきたい。また，このような試みが他の所管課と共有されていないことも問題で

ある。指定管理者間で施設の管理運営に関する情報を共有することが有意義であると同

様に，市の所管課においても他の施設の試み等の情報を得ることは有意義であるし，ま

た，このような機会を持つことでガイドライン等もよりよく改善することができると思

うので，是非とも，そのような機会を設定することのご検討をお願いする。 
 

☞意見２０ 

☆ 市民局スポーツ振興課，公民館調整課，住宅都市局等で実施されている同種施

設の指定管理者と合同の情報・意見の交換の機会の設定は有意義であるので，他

の所管課においても，これを参考に同種・類似の施設の指定管理者と合同の情

報・意見交換の機会を設定することを検討されたい。また，所管課の試み等の情

報が他の所管課には伝わらず，全庁での情報共有がなされていないので，市にお

いては，公の施設の所管課で情報を共有できる方策を検討することが必要であ

る。 

 

（５）指定管理業務の評価について 

ア ガイドラインでは，指定管理業務の評価の客観性を高めるために，第三者による評価

委員会設置を検討するよう勧めているので，多くの施設では選定委員会と別に，評価委

員会が設置されている。そして，多くの施設の選定委員会は指定管理者が指定された日

に解散されるよう定められているので，選定委員会と評価委員会は，別個の委員会とし

て運用されている。 
  しかし，博多区生涯学習推進課等においては，所管の博多市民センターの評価委員会

の委員の一部を選定委員にお願いされていた。また，保健福祉局においては，平成２２

年２月の福祉局長通知により，全局統一的に，選定委員会と評価委員会を合体させた「指

定管理者選定・評価委員会」を設置することを決めて，同委員会において，公募非公募

－56－



を問わず選定案を付議し，また，指定管理者の自己評価及び市の評価を踏まえての業務

評価の実施をしてもらうようにされていた。そして，選定時審査の実績がある選定委員

を継続して新しい選定・評価委員に選任することを勧められていた。 
 しかし，選定委員が評価委員も兼ねることについては，自分たちが選定した団体を評

価することに抵抗を感じるという選定委員の意見もあるし，選定者が評価すると評価が

甘くなる懸念があるとの意見もある。 
イ 選定委員会は，施設の公共サービスの在り方に基づいて，応募者が提案する企画等を

評価して，サービス向上，充実を最も期待できると評価した団体を候補者として選定す

るのであるから，選定委員会が，指定された指定管理者の業務を評価する評価委員会と

全く別個の組織であっては無駄というか勿体ないと思われる。また，指定管理業務を評

価した評価委員会が次期の指定管理者の選定に関わらないことも，同様に，無駄，勿体

ないことである。 
  それゆえ，当面は，選定委員の一部を評価委員に選任しながら，保健福祉局の「選定・

評価委員会」の運用状況を見守りながら，近い将来に，評価委員会が何らかの方法で選

定委員会と連携を取って，選定と評価が協力し合う仕組みを検討することが必要と思わ

れる。 
 

☞意見２１ 

☆ 選定委員会と評価委員会が，組織的，人的に，まったく別個の委員会として運

用されることは，両委員会の情報が循環せず，無駄が生ずると思われるので，両

委員会が円滑に連携する仕組みを検討することが必要である。 

 
（６）インセンティブ制度について 

ア ガイドラインでは，インセンティブ・ペナルティに関する審査項目として，指定管理

者の選定基準に記載されているが，ここでは，指定管理者の業務評価の問題として取り

上げる。 
  ガイドラインの説明は，次下記のとおりである。 

記 

   現行の指定管理者が優秀な実績を上げている場合は，インセンティブ制度を積極的

に導入することが望ましい。例えば，現在の指定管理者が引き続き公募してきた場合，

指定期間中の評価結果による加減点（インセンティブ・ペナルティ）を導入すること

などが考えられる。 

   そして，留意点として，次の２点が挙げられている。 

   ①モニタリングを適正に実施し，評価にあたっては，第三者による評価委員会を設

け，その意見を参考にすること。 
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   ②極端なインセンティブの付与は，他の事業者の参入意欲を減退させ，競争性を阻

害する可能性があることに十分留意して，以下のことを遵守すること。 

    ア 実績評価の選定に占める割合は最大でも１０％以下にすること。 

    イ 加点だけではなく，要求水準を下回った場合には減点を行うこと。 

    ウ 最低限の要求水準を満たすだけでは加点しないこと。（要求水準を満たすこと

は当然であり，加点には値しないため） 

イ ガイドラインのとおり，指定管理者に，施設の管理運営について，優秀な実績を上げ

てもらうためには，何らかのインセンティブを付与することが必要である。しかし，指

定管理者制度は，施設の管理者を固定せず，多くの団体に運営についての企画競争をし

てもらうことで，公共サービスの充実，向上を図るものであるから，公平性・競争性の

確保は重要なことであるから，安易に，インセンティブを付与することはできない。 

  その趣旨からは，ガイドラインが，ペナルティによる減点については下限を設けず，

インセンティブによる加点については１０％の上限を設けていることは，適切であると

思われる。 

  しかし，指定管理者に優秀な業務遂行の実績を上げてもらうためには，これで十分か

との課題もある。 

  北九州市では，極めて高い評価を得て，他の模範となるような業務上の実績をあげた

指定管理者，また地域活動，ボランティア，善行，災害の未然防止等業務以外の社会貢

献があった指定管理者を，その功績の程度により，市長あるいは総務局長が表彰する「優

秀指定管理者表彰制度」を実施されている。14 

  八王子市では，「更新制度」を設けて，公募により選定した指定管理者が当該期間中に

一定の条件を満たした場合には，当該指定期間満了後に，通算の指定期間が１０年を限

度とし，かつ，２回までに限り引き続き特命により次の指定期間の指定を受けることが

できることを明示して公募をすることができるとされている。15 

  このようなインセンティブのほか，とくに民間事業者・企業が指定管理者となった場

合のインセンティブは利益であるから，利用料金制や自主事業の収益によるインセンテ

ィブが考えられる。しかし，付与したインセンティブにより指定管理者が相当な利益を

上げたときには，これを利用者・市民に還元することが必要である。収益を利用して市

民に新たなサービスを提供することや，先に述べたように，過大な収入の一部を指定管

理料に組み込むことなどの市民への還元の方策を併せて考えておくことが必要である。

また，そのようなインセンティブの付与により，利用者間，施設間の差別化が広がり，

住民の福祉の格差が生じないよう配慮することも必要である 16。 

                            
14 北九州市指定管理者制度ガイドライン（平成２５年７月改訂） 
15 八王子市制定管理者制度導入に向けた基本方針その２（平成２３年４月一部改正） 
16 前掲の三野靖著：「指定管理者制度」（８６頁） 
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ウ このように，どのようなインセンティブ制度を設計するかは難しい課題であるが，指

定管理者制度の主目的が公共サービスの向上・充実であることを前提として，指定管理

者による公の施設の効果的・効率的な管理運営の在り方を，所管課単独ではなく，全庁

的に利用者や市民と協働して考えていくことが，必要，重要なことだと思われる。 
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	(ｵ)　本施設がもともと市民からの寄付によって設立されたという経緯もあり，年に１度，「福岡市油山市民の森運営協議会」が開催され，事業報告等がなされている。平成２４年度は平成２５年２月１９日に開催された。
	(ｱ)　本施設に関しては，平成１８年度から現在まで指定管理による管理が行われている。１期目（平成１８年度から平成２２年度）は，非公募で（財）福岡市森と緑のまちづくり協会が選定されていたが，同協会は，平成２０年度の福岡市第２次外郭団体改革実行計画において，「事業やあり方について検討する団体」とされていた。２期目（平成２３年度から平成２７年度）は，公募により，西部ガス・ファイブ共同事業体が選定されている。
	(ｲ)　指定管理者の具体的業務内容は次のとおりである。
	自家用電気工作物保安管理，水質検査，一般廃棄物運搬処理は業者へ再委託されている。
	なお，指定管理料については今後も削減が予定されており，燃料費のかさむ温室の取り扱いを含め，次期公募時には本施設事業の見直しをすることが検討されているとのことである。
	(ｳ)　指定管理料１億１００万円については，指定管理者が資金計画表を提出し，同計画に基づく請求に基づいて支払うとされている（実施協定書第４条）。
	事業報告書によると，平成２４年度の収支決算は２万９３８１円のプラスとなっているが，自主事業とその他（収穫物販売等）を除いて収支を計算すると，２１０万７２０５円のプラスとなる。
	修繕についてはあらかじめ市と協議することになっており，軽微な修繕，緊急を要する場合は，協議不要とされている（基本協定書第８条第１項）。費用負担についての定めはないが，担当課によると，１件１０万円以下の修繕については，指定管理者の負担となるとのことである。指定管理料には，修繕費として３５万８０００円が見込まれているが，実際の修繕費との精算はなされていない。
	なお，本指定管理者を公募する際に指定管理料の精算は行わないことを前提としていたため，現指定期間中に取り扱いを変更することは難しいとのことである。
	購入備品は，指定管理者に帰属し，指定管理期間が終了した場合には市に寄贈される予定となっているとのことであるが，かかる取り扱いについては，実施協定書別紙１「花畑園芸公園の指定管理者が行う管理運営業務の細目」第１４項「物品の保守管理業務に関すること」において、「本市の管理経費により購入した物品の所有権は，指定管理者に帰属するが，指定管理期間が終了した場合，本市へ返還するものとする。」と規定されている。指定管理者が「所有」している備品を，市に「返還」はできないことから，かかる取り扱いを続けるのであれ...
	(ｴ)　本施設で収穫される果実類（みかん，栗，桃，ぶどう，キウィ等）については，市と指定管理者との間で売買契約が結ばれている。売渡価格は，１級品であれば，引渡日の前週の福岡市中央卸売市場の平均価格に７０パーセントを乗じた価格とされ，２級品は１級品の単価の５０パーセント，３級品は２級品の単価の５０パーセントとされている。
	本施設の指定管理者と選定された場合にかかる売買契約を結ぶことを，指定管理者募集の段階で条件としているとのことである。
	指定管理者はこれら買い取った果実類を独自に売却することとなるが，民間の小売業者への影響を考慮し，来訪者に売ることを原則としているとのことである。担当課によると，平成２４年度の収穫物買取額は２９０万２１８７円であり，これに対する販売による収入は５４８万５０１２円とのことである。
	(ｵ)　自主事業として，農園芸の普及・体験の場として開催されている，野菜・果物・花卉類から庭木の栽培，手入れ，病害虫の対応などの「園芸講座」・「農園芸実習」を始め，「バルーンアート教室」や「しめ縄づくり教室」「コンニャクの作り方教室」が開催されている。
	事業報告書によると，自主事業による収入は７０万２３５０円（予算２０万５０００円），支出は１２４万５１４０円（予算６７万２０００円）である。
	(ｶ)　基本協定書第９条では，「管理運営業務に関するリスク分担は，別紙１のとおりとする。」とされている。このリスク分担表については、総論で述べたとおり，市と指定管理者との間の責任範囲・分担をかえって不明確にするおそれが高い。本施設については，下の問題点としては取り上げていないが，当該「リスク分担表」は，協定書に添付すべきではないと考える。
	(ｱ)　本施設に関しては，平成１８年度から現在まで指定管理による管理が行われている。１期目（平成１８年度から平成２２年度）は，非公募で（財）福岡市森と緑のまちづくり協会が選定されていたが，同協会は，平成２０年度の福岡市第２次外郭団体改革実行計画において，「事業やあり方について検討する団体」とされていた。２期目（平成２３年度から平成２７年度）は，公募により，九州林産（株）が選定されている。
	(ｲ)　指定管理者の具体的業務内容は次のとおりである。
	建物設備管理（清掃業務，法定点検業務），警備業務（機械警備，巡回警備，常駐警備），緑地維持管理（ゴミ搬出，下草刈り管理，芝生管理，樹木剪定）は業者へ再委託されている。
	利用者サービスの質を確保するために次のような取組みがなされている。
	(ｳ)　指定管理料４４９０万円については，指定管理者が資金計画表を提出し，同計画に基づく請求に基づいて支払うとされている（実施協定書第４条）。平成２４年度は，毎月３５２万１０００円から４１８万９０００円が支払われている。
	修繕についてはあらかじめ市と協議することになっており，軽微な修繕，緊急を要する場合は，協議不要とされている（基本協定書第８条第１項）。費用負担についての定めはないが，担当課によると，１件１０万円以下の修繕については，指定管理者の負担となるとのことである。指定管理料には，修繕費として２１万７０００円が見込まれているが，実際の修繕費との精算はなされていない。
	なお，本指定管理者を公募する際に指定管理料の精算は行わないことを前提としていたため，現指定期間中に取り扱いを変更することは難しいとのことである。
	購入備品は，指定管理者に帰属し，指定管理期間が終了した場合には市に寄贈される予定となっているとのことであるが，かかる取り扱いが協定書等に定められているわけではない。
	担当課によると，市の財政状況から指定管理料は削減の方向にあり，３期目については，施設の老朽化の状態や利用状態を考慮し，施設の停止も含めて検討するとのことであった。
	(ｴ)　指定管理者が行った自主事業は，次のとおりである。
	(ｵ)　基本協定書第９条では，「管理運営業務に関するリスク分担は，別紙１のとおりとする。」とされている。このリスク分担表については、総論で述べたとおり，市と指定管理者との間の責任範囲・分担をかえって不明確にするおそれが高い。本施設については，下の問題点としては取り上げていないが，当該「リスク分担表」は，協定書に添付すべきではないと考える。
	(ｱ)　本施設に関しては，平成１８年度から現在まで指定管理による管理が行われている。１期目（平成１８年度から平成２２年度）は，非公募で（財）福岡市森と緑のまちづくり協会が選定されていたが，同協会は，平成２０年度の福岡市第２次外郭団体改革実行計画において，「事業やあり方について検討する団体」とされていた。２期目（平成２３年度から平成２７年度）は，公募により，ふれあい・よか農園メンテナンスグループが選定されている。
	(ｲ)　指定管理者の具体的業務内容は次のとおりである。
	警備，建物清掃，空調設備保守点検，散水設備保守点検，エレベータ保守点検，消防設備保守点検，自動扉保守点検は業者へ再委託されている。
	体験農園利用者数は目標１万４２２０人に対して２万６２１人，公園利用者数は目標２万７８００人に対して３万２１６人であった。
	(ｳ)　指定管理料２５２８万円については，指定管理者が資金計画表を提出し，同計画に基づく請求に基づいて支払うとされている（実施協定書第４条）。平成２４年度は，毎月１７５万円から２８０万円が支払われている。
	修繕についてはあらかじめ市と協議することになっており，軽微な修繕，緊急を要する場合は，協議不要とされている（基本協定書第８条第１項）。費用負担についての定めはないが，担当課によると，１件１０万円以下の修繕については，指定管理者の負担となるとのことである。指定管理料には，修繕費として５万８０００円が見込まれているが，実際の修繕費との精算はなされていない。
	なお，本指定管理者を公募する際に指定管理料の精算は行わないことを前提としていたため，現指定期間中に取り扱いを変更することは難しいとのことである。
	購入備品は，指定管理者に帰属し，指定管理期間が終了した場合には市に寄贈される予定となっているとのことであるが，かかる取り扱いが協定書等に定められているわけではない。
	(ｴ)　指定管理者が行った自主事業は，次のとおりである。
	(ｵ)　基本協定書第９条では，「管理運営業務に関するリスク分担は，別紙１のとおりとする。」とされている。このリスク分担表については、総論で述べたとおり，市と指定管理者との間の責任範囲・分担をかえって不明確にするおそれが高い。本施設については，下の問題点としては取り上げていないが，当該「リスク分担表」は，協定書に添付すべきではないと考える。
	(ｱ)　本施設に関しては，平成１８年度から現在まで指定管理による管理が行われている。１期目（平成１８年度から平成２２年度）は，非公募で（財）福岡市森と緑のまちづくり協会が選定されていたが，同協会は，平成２０年度の福岡市第２次外郭団体改革実行計画において，「事業やあり方について検討する団体」とされていた。２期目（平成２３年度から平成２５年度）は，非公募により（一社）福岡市乳牛育成協会が選定されている。
	(ｲ)　指定管理者の具体的業務内容は，次のとおりである。
	警備等業務，交通整理・駐車場警備業務，建物清掃業務，給水設備清掃等業務，下水道施設保守点検及び清掃業務等業務の一部は業者へ再委託されている。
	なお，担当課によると，雌仔牛の預託等数は減ってきており,背振牧場についてはその利用を停止することが検討されているとのことである。
	(ｳ)　指定管理料１億８７３０万７０００円については，指定管理者が資金計画表を提出し，同計画に基づく請求に基づいて支払うとされている（実施協定書第６条）。
	基本協定書第３０条では，「管理運営業務のうち，市が指定する単価契約業務に係る指定管理料について，会計年度終了時に余剰金が生じた場合は，市の指示に従い速やかに返還するものとする。」とされている。市が指定する単価契約業務としては，展示家畜飼養管理業務として，搾乳牛，仔牛，緬羊，山羊，馬，家禽の基準頭数，搾乳体験，夜間巡視の回数，生乳検査料と搾乳牛検便検査料の本数が定められている他，畜産加工研修施設運営業務として，牛乳，アイスクリーム，生クリーム，バターの数量等，また交通整理・駐車場警備業務として交...
	修繕についてはあらかじめ市と協議することになっており，軽微な修繕，緊急を要する場合は，協議不要とされている（基本協定書第８条第１項）。費用負担についての定めはないが，担当課によると，１件３０万円以下の修繕については，指定管理者の負担となるとのことである。指定管理料には，修繕費として４９３万５０００円が見込まれていたが，実際の修繕費４５７万４７０８円との精算はなされていない。
	購入備品は，担当課によると，市の所有に帰属するとのことだが，協定書等にはその旨の規定が欠けている。
	なお，平成２５年度からは，修繕及び備品について，指定管理料に含めて概算払いとし，年度末に精算を行なう取り扱いに変更されている。
	(ｴ)　本施設については，年に１度「油山牧場運営協議会」が開催されており，平成２４年度は７月２日に開催されている。議事録を確認したところ，施設運営，市民サービスについて具体的かつ面白いアイディア，助言がなされていた。広く意見を募る機会を定期的に設けている点は評価できる。今後の管理に活かすべきところは，ぜひ活かしてもらいたい。
	(ｵ)　基本協定書第９条では，「管理運営業務に関するリスク分担は，別紙１のとおりとする。」とされている。このリスク分担表については、総論で述べたとおり，市と指定管理者との間の責任範囲・分担をかえって不明確にするおそれが高い。本施設については，下の問題点としては取り上げていないが，当該「リスク分担表」は，協定書に添付すべきではないと考える。
	(ｱ)　本施設に関しては，平成１８年度から現在まで指定管理による管理が行われている。1期目（平成１８年度から平成２０年度），２期目（平成２１年度から平成２３年度），３期目（平成２４年度）ともに，非公募により（財）福岡市海づり公園管理協会が選定されている。
	(ｲ)　指定管理者の具体的業務内容は，海づり公園施設の維持管理，海づり公園の秩序維持，利用者の安全確保，利用者への釣り指導，各種イベントの開催,利用料金の徴収,減免,還付等である。
	警備業務及び清掃業務は業者へ再委託されている。
	(ｳ)　指定管理料は,「管理運営に係る経費から利用料金収入を差し引いた額」（基本協定書第２４条第１項）で,「各年度ごとに定めることとし,原則として額の変更・精算は行わない」（同条第２項）とされており，担当課によると，今後も変更は予定していないとのことである。
	平成２４年度については，平成２４年度の管理運営に係る経費（指定管理者が立てた見込み）から,平成２３年度と同額の平成２４年度利用料金収入（どちらも指定管理者が立てた見込み）を差し引いた額となっており，内訳は次のとおりである。
	なお，平成２５年度からは，利用料金収入の算出について，過去５年の実績から一番高い金額と一番低い金額を除いた利用料金平均を使って算出するように改めたとのことである。
	【管理運営に係る経費】   単位：千円
	【収入】   単位：千円（端数切捨て）
	【差額（指定管理料）】   　　35,276千円
	指定管理料３５２７万６０００円については，指定管理者が資金計画を提出し，同計画に基づく請求に基づいて支払うとされている（実施協定書第４条）。
	修繕についてはあらかじめ市と協議することになっており，軽微な修繕，緊急を要する場合は，協議不要とされている（基本協定書第８条第２項）。費用負担についての定めはないが，担当課によると，施設の躯体にかかる修繕は市，付帯施設の修繕は指定管理者の負担となる（ただし，金額によっては付帯施設の修繕についても協議により市の負担となることもある。）とのことである。指定管理料算定においては１５０万６０００円が見込まれているが，実際の修繕費５９万７７６９円との精算はなされていないし今後も精算をする予定はないとのこ...
	購入備品は，担当課によると，指定管理者に帰属するとのことだが，協定書等にはその旨の規定が欠けている。
	(ｴ)　本施設は老朽化が進んでおり,修繕工事費としての市の支出が年々増えている状況にある。
	平成２４年度は,桟橋補修工事（６３０万円）,塗装修繕工事（４８８万４０００円）,鋼管杭被覆防食補修工事（４６２万円）,手摺改良工事（計２８０万３５００円）等で合計１９０７万４７５０円の修繕工事費が支出されている。
	なお，平成２５年度は，桟橋桁材舗装工事（７７０万円）,桟橋鋼管杭被覆防食工事（６１４万円）,エキスパンドメタル取替工事（４００万円）,管理事務所屋根改修工事（３６７万１０００円）,手摺改良工事（３０１万円）の合計２４５２万１０００円の支出が予定されている。
	(ｵ)　平成２４年度の利用者数は，７万１４１５名である。釣り大会（５回開催，参加人数２２７人）や釣り教室（１０回開催，参加人数２２４人）といったイベントも開催されている。
	自主事業として，海洋釣堀の活魚販売（販売尾数タイ１７８２尾，アジ２３４５尾）を行う他，便益事業として，福岡市漁業協同組合に対し，売店と自動販売機の運営を委託している。便益事業においては，売上の５パーセントが指定管理者の収入となっている。
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	(ｱ)　本施設に関しては，平成１８年度から現在まで指定管理による管理が行われている。１期目（平成１８年度から平成２０年度）は，公募によりマリゾン・博多湾環境整備共同事業体が選定され，２期目（平成２１年度から平成２５年度）は公募によりマリゾン・博多湾環境整備共同事業体が選定されている。
	(ｲ)　指定管理者が行なう業務については，「福岡市海浜公園管理運営業務仕様書」において次の通り定められている。
	①　管理運営業務
	②　施設・設備の維持管理業務
	このうち，②に関しては，「福岡市海浜公園維持管理業務標準水準書」が定められ，緑地管理業務，海浜地管理業務，トイレ清掃業務，ゴミ搬出業務，施設警備業務，駐車場管理業務，中央プラザ管理業務，ビーチハウス管理業務，養浜整形業務，海藻撤去業務，夏期対策業務，水質調査業務の別ごとに，内容，業務量，頻度等が定められている。また，本施設は，クロマツ等数万本の植栽を有しているところ，植栽の管理詳細については「福岡市海浜公園植栽管理標準水準書」において、剪定，施肥，害虫防除，間伐，移植，薬剤注入等について頻度等...
	(ｳ)　本施設の入場者数は百道浜地区の概算で次のように推移している。なお，入場者数は，百道浜地区エントランスに設置されたカウンター数の２分の１の数と，駐車場利用台数に２を乗じた数との合計数となっている。
	「福岡市海浜公園管理運営業務仕様書」では，管理事務所業務（管理運営業務に含まれる。）として，市民やボランティア等との協働事業の推進が挙げられているところ，姪友会「精霊流し・花火大会」（参加人数約１万人），福岡県ウォーキング協会「シティウォーク」（同３５００人），ＮＰＯ法人マリゾンビーチスポーツクラブ「ビーチスポーツフェスタ２０１２」（同１０００人），ＦＢＳ福岡放送「全国高等学校クイズ選手権」（同），福岡市スポーツ振興事業団「サンカップビーチバレー２０１２」（同），姪浜中学校「姪浜中学校持久走・...
	(ｴ)　本施設の利用料金は，指定管理者が収受し，指定管理者の収入とされている（基本協定書第４条第１項）。
	指定管理料については指定管理者の提出する年度資金計画書に基づき，毎月支払われることとなっており（実施協定書第４条），平成２４年度は指定管理料が１億７４３０万円で，毎月９００万円から２５００万円が支払われた。備品購入，備品の修繕費用も指定管理料に含まれているが，精算は行われていない。
	もっとも，３期目については，１０万円未満の修繕費については，指定管理料の中に一定額（４２０万円。平成２１年度から平成２４年度実績の平均額。）が見込まれており，毎年度事業終了後に精算し，余剰は市へ返納することとされ，不足が生じた場合の追加支給はないとの取扱いに変更がなされているとのことである。
	また，購入備品の取扱いについては定めがなかったが，３期目については，備品の所有権は指定管理者に帰属するとの取扱いに変更されている。かかる取り扱いとした場合，次期指定管理者へ引き継ぎがなされず新たに備品を購入することになるのではないかとの懸念があるが，担当課からは，募集要項において指定期間満了時に次期指定管理者へ引き継ぐものとしているため，問題にならないと考えているとの説明があった。
	収支の状況は次のとおりである。
	【収入】
	【支出】
	その他の収入の内訳は，スクラップ処理売上１０万６００円，サービス件売上差額２１万３３００円，普通預金利息５６５８円である。
	その他の支出には，中央プラザ駐車場整備工事費６８２万５０００円，百道浜西危険物除去費用８７万２５５０円，オイルフェンス設置撤去費用７０万１９７２円が含まれている。これらは，指定管理者において必要性が高いと判断し，市の同意を得て指定管理者の収益の中から実施することになったとのことである。
	(ｵ)　基本協定書第９条では，「管理運営業務に関するリスク分担は，別紙２「リスク分担表」のとおりとする。」とされている。このリスク分担表については、総論で述べたとおり，市と指定管理者との間の責任範囲・分担をかえって不明確にするおそれが高い。本施設については，下の問題点としては取り上げていないが，当該「リスク分担表」は，協定書に添付すべきではないと考える。
	(ｱ)　本施設に関しては，平成１８年度から現在まで指定管理による管理が行われている。１期目（平成１８年度から平成２０年度）は，公募により（特非）福岡セーリング協会が選定され，２期目（平成２１年度から平成２５年度）は公募により（特非）福岡セーリング協会が選定されている。
	２期目については，公募しながら応募団体が（特非）福岡セーリング協会しかなかったという状況だが，この点について，担当課からは，ヨットハーバーの管理は専門性が高く，また現状では民間団体参入を考えるほどの利益もないと判断され，応募がなかったものと考えている旨の説明があった。
	(ｲ)　指定管理者が行なう業務については，「福岡市ヨットハーバー管理運営業務仕様書」において次の通り定められている。
	①　管理運営業務
	②　施設・設備の維持管理業務
	③　事業の実施
	このうち，②に関して，屋外清掃業務（一部），屋内清掃業務，駐車場管理業務，設備保守点検業務（消防設備，自家用電気工作物，揚降施設，受水槽清掃点検，浮桟橋の吃水調整）と植栽管理業務が業者へ再委託されている。
	なお，③に関し，「各種自主事業の企画，開催」が盛り込まれていたことから，その趣旨を担当課に確認したところ，自主事業と本来事業の捉え方に誤解があったようである。平成２５年度からは，これらを検討して，本来業務に入れるべきものはそのように整理したとのことである。
	(ｳ)　ヨットハーバーの利用状況は，浮桟橋１６５５隻（月平均１３８隻），艇置場１２７９隻（月平均１０７隻）であり，浮桟橋の利用は収容可能定数の７割を超えているが，艇置場は３割にとどまっている。ヨットハーバーの利用料金は，艇置場（一時利用）で１隻１日につき５９０円，浮桟橋（一時利用）で１隻１日につき２０００円から４７００円（艇長によって異なる），揚降施設（揚艇又は降艇１回につき）８８２０円，シャワー１回（３分間）につき１００円などとなっている。なお，艇置場及び浮桟橋の一時利用とは，利用期間が１５日以...
	ヨット教室は，市民向け，少年少女向けなど３６回開催され，６４７人が参加している。
	また，全日本歯科学生ヨットレース，九州４７０−スナイプ選手権，Ｊ／２４全日本選手権大会等の行事も７１回開催され，参加隻数が２００２，参加人員は１万２８０８人であった。
	利用者・見学者を合わせた延べ入場者数は，６万３４５０人である。
	(ｴ)　本施設の利用料金は，指定管理者が収受し，指定管理者の収入とされている（基本協定書第４条第１項）。
	指定管理料については指定管理者の提出する年度資金計画書に基づき，毎月支払われることとなっており（実施協定書第４条），平成２４年度は指定管理料が５３２４万２０００円であり，月に２４５万５０００円から７３３万３０００円が支払われている。備品購入，備品の修繕費用も指定管理料に含まれているが，精算は行われていない。
	もっとも，３期目については，１０万円未満の修繕費については，指定管理料の中に一定額（２９０万円。平成２１年度から平成２４年度実績の平均額）が見込まれており，毎年度事業終了後に精算し，余剰は市へ返納することとされ，不足が生じた場合の追加支給はないとの取扱いに変更がなされているとのことである。
	購入備品の取扱いについては定めがなかったが，３期目については，備品の所有権は指定管理者に帰属するとの取扱いに変更されている。この点，次期指定管理者への引き継ぎに際し問題とならないかとの懸念があるが，担当課に確認したところ，募集要項において指定期間満了時に次期指定管理者へ引き継ぐものとしているため，問題にはならないとのことであった。
	(ｵ)　基本協定書第９条では，「管理運営業務に関するリスク分担は，別紙２「リスク分担表」のとおりとする。」とされている。このリスク分担表については、総論で述べたとおり，市と指定管理者との間の責任範囲・分担をかえって不明確にするおそれが高い。本施設については，下の問題点としては取り上げていないが，当該「リスク分担表」は，協定書に添付すべきではないと考える。
	しかし， 施設利用者の減による使用料収入の減少や施設の老朽化等による維持管理経費の増加等で，年々財政収支が悪化していることから，平成２２年に実施された「福岡市事業仕分け」では「民間運営が適当」との評価がなされている。また，平成２５年４月に福岡市ヨットハーバー検討委員会が出した提言書では，施設の管理運営について，「一括貸付」又は「貸付・売却併用方式」により民間事業者が管理する，福岡市ヨットハーバー条例を廃止し，公の施設から普通財産へ切り替えるといった提言も出されている。
	そこで，本施設のあり方に関し見直しをしないのか問うたところ，担当課からは，次の回答を得た。
	公の施設の必要性も，社会状況及びそれを取りまく環境とともに変化していく部分が当然にあると思われる。市において，現在，本施設の必要性といった根本から方針を検討中ということであり，本監査においては，特に意見を述べないこととする。
	(ｱ)　本施設に関しては，平成１８年度から現在まで指定管理による管理が行われている。１期目（平成１８年度から平成２０年度）は，公募により博多港開発株式会社が選定され，２期目（平成２１年度から平成２５年度）は，公募により博多港国際旅客ターミナル運営共同事業体が選定されている。
	(ｲ)　指定管理者が行なう業務については，「博多港国際ターミナル指定管理業務仕様書」に定められており，指定管理業務は次のとおりである。
	・　施設の利用関連業務
	・　設備機器運転業務及び保守管理業務
	・　警備保安業務
	・　清掃業務
	・　環境衛生管理業務
	・　使用料及び利用料金の収納事務
	・　施設及び設備の補修・修繕及び改修業務
	・　その他市と指定管理者の協議により予算の範囲内で指定管理業務に含める業務
	設備機器保守や清掃業務，警備保安業務等，業務の一部は業者へ再委託されている。
	(ｳ)　指定管理料２４００万円については，４半期終了ごとに６００万円ずつ支払うとされている（実施協定書第４条，第５条）。平成２２年度に２１００万円だった指定管理料が，平成２３年度から２４００万円に増額されたのは，駐車場等の増設に伴い管理区域が広がったためとのことである。もっとも，３期目の募集においては，利用料金収入と管理経費等を再設計し，上限が２１００万円に設定されている。
	１件１０万円以上の修繕や改修にかかる費用については，１２６３万円を限度とし，指定管理者が実施した修繕等の事業費に応じて支払うこととなっており，指定管理者は，４半期ごとに実績報告書を提出して請求する（基本協定書第３２条，実施協定書第６条，第７条）。その際，指定管理者は５パーセントを諸経費として請求できることになっている（実施協定書第７条第３項）。１０万円未満のものについては指定管理者の負担となる。
	なお，３期目（平成２６年度から平成３１年度）については，１０万円未満の修繕費については，指定管理料の中に一定額（５５０万円。平成２１年度から平成２４年度実績の平均額）が見込まれており，毎年度事業終了後に精算し，余剰は市へ返納することとされているが，不足が生じた場合の追加支給はないとの取扱いに変更がなされている。
	購入備品については，基本協定書第２０条で，市の所有に帰属するとされているが，３期目については，備品の所有権は指定管理者に帰属するとの取扱いに変更されている。次期指定者への引き継ぎに際し問題とならないかとの懸念があるが，担当課によると，募集要項において指定期間満了時に次期指定管理者へ引き継ぐものとしており，問題にはならないと考えているとのことであった。
	(ｴ)　事業報告書は，簡潔かつ分かりやすくまとめられているという印象であった。
	指定管理事業については営業損益１９３９万円（対予算プラス１４６５万１０００円），自主事業については営業損益５８６万８０００円（対予算マイナス２３５３万２０００円）であり，指定管理事業と自主事業を合わせた利益は合計２５２５万８０００円（対予算マイナス８８８万１０００円）となっている。指定管理事業の営業損益は，経費削減に努めた結果と思われる。水光熱費が予算から５５４万４０００円減，空調機保守委託費が予算から１１９万７０００円減，清掃・環境衛生管理委託費が予算から１１９万４０００円減となっていた。
	また，担当課によると，指定管理者は，毎年度調査員を入れてのサービス調査（整理・整頓・清掃・清潔，販売応対，改札応対，電話応対）を行っているとのことである。平成２２年度に行われた調査の報告書を確認したが，客観的資料として非常に参考になると感じた。
	(ｵ)　基本協定書第１２条では，「指定管理業務に関するリスク分担は，別紙リスク分担表のとおりとする。」とされている。このリスク分担表については、総論で述べたとおり，市と指定管理者との間の責任範囲・分担をかえって不明確にするおそれが高い。本施設については，下の問題点としては取り上げていないが，当該「リスク分担表」は，協定書に添付すべきではないと考える。
	(ｱ)　本施設に関しては，平成１８年度から現在まで指定管理による管理が行われている。１期目（平成１８年度から平成２０年度），２期目（平成２１年度から平成２５年度）共に，非公募により博多港ふ頭（株）が選定されている。
	(ｲ)　指定管理者が行なう業務については，「博多港港湾施設指定管理業務仕様書」において運営業務と維持管理業務の別に定められている。
	運営業務とは，施設の利用関連業務（ふ頭サービス情報業務，施設案内業務，利用促進業務，利用許可等に関する業務，利用の規制に関する業務等），使用料等の収納業務，使用料未納者への督促等補助業務，岸壁利用者に対する役務の提供等である。
	維持管理業務とは，本施設の維持管理に関する業務であり，博多港国際ＶＨＦ無線電話通信業務及び船舶見張り業務，港湾監視レーダーシステム等賃貸借業務，風向風速計通信業務，清掃業務等多岐にわたっており，個々の業務内容についてはそれぞれ特記仕様書ないし設計書の定めがある。
	清掃業務や消防設備保守点検業務等，業務の一部は業者へ再委託されている。
	(ｳ)　指定管理料については，４億７６９２万９９５０円を限度として払うとされており（実施協定書第５条第１項），その内訳は次のとおりである（同条第２項，別紙５）。
	指定管理料は，指定管理者が毎月資金計画書を提出し，その請求により概算払いで毎月払われることになっている。平成２４年度については，毎月５１２万２３３０円から３３４１万５３４１円が支払われていた。
	指定管理料は，人件費及び管理事業費Ａを除いて精算するものとされており（実施協定書第７条第２項），精算は年度末に行われている。
	事業費の区分は次のとおりである（実施協定書第７条第２項なお書，別紙６）。管理事業Ａとは，年度当初に年間契約による再委託を行なうなど業務費のある程度予測がつく事業であり，管理事業費Ｂは，再委託初年度で実績がない事業や，修繕など業務費が予測しにくく，場合によっては精算が必要な事業とのことである。会計に関しては，市が「一般会計（一般）」と「港湾整備事業特別会計（特会）」の２つの会計区分より指定管理料を支払っているとのことである。
	諸経費とは，人件費と管理事業費Ｂの５パーセントであり，これが指定管理者の利益部分となっているとのことである。
	(ｴ)　基本協定書第８条では，「管理運営業務に関するリスク分担は，別紙１「リスク分担表」のとおりとする。」とされている。このリスク分担表については、総論で述べたとおり，市と指定管理者との間の責任範囲・分担をかえって不明確にするおそれが高い。本施設については，下の問題点としては取り上げていないが，当該「リスク分担表」は，協定書に添付すべきではないと考える。
	(ｱ)　本施設は，指定管理制度導入以前は，管理委託で博多港ふ頭（株）による管理運営が行われていた。当時，港湾施設の管理委託は全国的にも珍しかったが，平成６年度当初の香椎パークポートコンテナターミナルの供用開始に伴い，香椎パークポートコンテナターミナル及び箱崎ふ頭コンテナターミナル等の管理運営委託後，港湾施設の管理運営に関するノウハウの蓄積が認められたことから，効率的な港湾施設の管理運営を行なうことにより経費節減を図るとともに，博多港のサービス水準向上を図り博多港の発展に資するため，平成８年度から全...
	指定管理制度については，平成１５年の地方自治法改正によりそれまでの管理委託制度が廃止されたために採用されたものであり，指定管理を導入したことによる新たな効果というものはないようである。
	(ｲ)　ところで，本施設の指定業務は，「港湾施設」の管理という点での特殊性はあるとしても，上述した業務からして，まさに「施設の管理」である。指定管理者選定委員会における，担当課からの「企画業務は港営課が行い，実務的な部分は全て博多港ふ頭（株）にお願いしている」旨の説明からも分かるように，本施設に関する博多港ふ頭（株）の業務は，特に指定管理制度をとらずとも，業務委託で良いように思われるところである。
	また，指定管理制度の目的には「経費節減」が挙げられるが,本施設については下に述べる通り,指定管理者には経費削減のモチベーションが生じる余地がないと思われるところである。
	さらに，港湾区域に，市の施設（公の施設）と，国の所有する施設があることから，指定管理制度の対象となっている施設と業務委託で管理されている施設が混在する状況となっており，そのため，本指定管理対象施設について，市が結局どれだけの支出をしているかを把握することもできない。
	むしろ，本施設については業務委託とすることによって，対象施設や対象区域毎に費用等を把握し，場合によっては，一部施設について博多港ふ頭（株）の管理から外し他の民間業者に任せた方が（再委託ではなく市からの直接の委託とする等），経費節減や効率的な管理運営につながる可能性もあるところである。
	そこで，本施設については，指定管理とする必要性，相当性について，再度検討するよう求めることとした。
	なお，担当課によると，緑地については指定管理対象施設から外し,業務委託とすることを既に検討しているとのことである。
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	(ｱ)　本施設に関しては，平成１８年度から現在まで指定管理による管理が行われている。１期目（平成１８年度から平成２０年度），２期目（平成２１年度から平成２３年度），３期目（平成２４年度から平成２６年度）のすべてで，非公募により（公財）福岡市防災協会が選定されている。なお，（財）福岡市防災協会については，平成２０年度の第２次外郭団体改革実行計画において，「事業内容等の見直しとともに，経営改善を行なう団体」とされていたものであり，改革の一環として，平成２５年の公益財団法人化がなされたものである。
	３期目については，「指定管理者選定は公募でやるべき」との市の方針の下，当初公募予定としたものの，福岡市民防災センターの業務が高度な専門性を要する特殊な事業であること，福岡市内の民間業者に対するモニタリングの結果，防災教育は民間では難しく，いずれも応募の意思がなかったこと，防災教育は行政がやるべきものではないかとの意見であったことから非公募としたという経緯がある。
	(ｲ)　指定管理者が行なう業務については，「福岡市民防災センター管理運営業務仕様書」において次のような業務が定められている。
	・　防災に関する教育，訓練，指導，相談等に関する業務
	・　防災に関する講習会等の開催に関する業務
	・　防災用資機材及び災害救援物資の備蓄及び供給に関する業務
	・　センターの利用の制限に関する業務
	・　センターの施設，付属設備，図書，資料等の維持及び修繕に関する業務
	庁舎清掃や来館受付，案内業務，空調機保守業務等，業務の一部は業者へ再委託されている。
	(ｳ)　指定管理料については，１億６５１５万９０００円が概算払いで払うとされており（実施協定書第５条第１項，同第２項），平成２４年度は，「委託契約料月別内訳表」に基づき，毎月１２３１万円から２１０３万円が支払われている。
	指定管理料の内訳は次のとおりであり，指定管理者が実績と照らしあわせて作成した計画に基づく。
	単位：千円
	会議費とは理事会等の開催費用（お茶代，菓子代）年２回であり，使用料及び賃借料とは機器のリース料である。交際費は関係団体の会議や意見交換会の費用であり，食料費は来賓用お茶代である。諸経費は時間外手当である。
	指定管理料は，業務終了後，人件費も含めて精算するものとされており（実施協定書第５条第３項），平成２４年度は１１９０万７８０４円が返還されている。
	(ｴ)　平成２４年度の開館実日数は３０３日であり，入館者数は１２万１５２４人であった。
	防災教育事業として，出産予定者や１歳未満の子を持つ保護者を対象にした「新米パパ・ママ応急手当講習」を３０回（受講者２３１家族，４３８人），市内の幼稚園や保育園を対象にした「園児防火教室」や市民を対象とした「防災出前講座」を２８６回（参加者１万８０５２人），女性防火クラブや離島の中学生防火クラブ等を対象にした防火訓練を１６回（参加者２５８人）実施している。
	火災予防広報事業としては，春と秋の火災予防運動に伴うイベントの共催や，市内各種主要施設等における防災に関する展示等（７回，延べ５５日間）を行っており，火災予防啓発用チラシ・ポスター・パンフレット等も１４万３２５０部作成している。
	指定管理業務である講習事業としては，防火管理資格取得講習，防災管理資格取得講習，防火管理者再講習，防火・防災管理業務の一部受託法人等の教育担当者講習，自衛消防業務新規講習，自衛消防業務追加講習が行われている。
	(ｵ)　基本協定書第１２条では，「本業務に関するリスク分担は，別紙２「福岡市民防災センター管理運営業務リスク分担表」のとおりとする。」とされている。このリスク分担表については、総論で述べたとおり，市と指定管理者との間の責任範囲・分担をかえって不明確にするおそれが高い。本施設については，下の問題点としては取り上げていないが，当該「リスク分担表」は，協定書に添付すべきではないと考える。
	(ｱ)　本施設は，指定管理制度導入以前から，管理委託で（財）防災協会による管理運営が行われており，指定管理制度を導入後も，管理運営状況に特段の変化はないとのことである。担当課によると，平成１８年度当初，本施設については指定管理者制度には合わないのではないかとの意見もあったが，市の方針も踏まえ指定管理者制度を導入することが決定されたとのことであった。
	(ｲ)　しかし，市の職員が１２名も派遣されているという実体からは，指定管理者に本施設の管理を任せているとは言い難い。
	指定管理料全額が概算払いとされ，年度末にすべての費目が精算対象とされるというのも，指定管理者に経費削減等のモチベーションが生じる余地がなく，また，非公募による選定が行われていることから，指定管理者の経営努力や競争による「住民サービスの向上と経費節減・収益性向上効果」が生じることは期待しがたいところである。
	本施設に関しては，指定管理制度を導入しているとの外観を取りながら，その実は，指定管理制度にそぐわない運用がなされていると言わざるを得ない。
	(ｳ)　もっとも，本施設の業務が高度な専門性を要する特殊な事業であること，市場調査においても指定管理者に応募する意思のある団体が見当たらなかっただけでなく，民間に任せるような仕事ではないとの意見まで聞かれたという現状に鑑みれば，本施設については，指定管理制度ではなく，むしろ市の直営で管理することを検討すべきであると思われた。
	かかる指摘に対しては，担当課からも，このまま指定管理制度を推し進めることに難しさを感じているとの回答であったところ，平成２６年３月７日，本施設について，（公財）防災協会を解散し，平成２７年度から市の直営とするとの方針が明らかとされた。そのため，本監査報告書においては，管理のあり方に対する意見を付していない。
	なお，本施設に関しては，（すべて概算払いであるとは言え）指定管理料の積算根拠（積算方法）が曖昧であること（実績と事業計画がいかに反映されたものかが判然としない。），指定管理者選定委員会第１回が非公開とされたこと等不適切な運用が見られたが，管理を直営に変更するという状況にあることを踏まえ，これらの点についても本監査報告書において意見を付さないこととした。
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	(ｱ)　本施設に関しては，平成１８年度から現在まで指定管理による管理が行われている。１期目（平成１８年度から平成２２年度）は，非公募で（財）福岡市森と緑のまちづくり協会が選定されていたが，同協会は，平成２０年度の福岡市第２次外郭団体改革実行計画において，「事業やあり方について検討する団体」とされていた。２期目（平成２３年度から平成２７年度）は，公募により，（一財）福岡市市民の森協会が選定されている。
	(ｲ)　指定管理者の具体的業務内容は次のとおりである。
	警備業務，委託業務，遊具施設保守点検業務，電気保安業務，ごみ収集運搬業務等の業務の一部は業者へ再委託されている。
	環境啓発事業として，平成２４年度は，野鳥観察会，ハイキング，沢のいきものウォッチング，昆虫観察会，キノコ観察会，森を育てる会ボランティア体験講座等が実施されている。
	また，各種イベントも実施されており，平成２４年度は，市民の森については，宿泊キャンプ（参加者１２２９名），秋の母娘オリエンテーリング大会（参加者１８８名），油山市民の森スケッチ大会（参加２２８点）等が開催され，自然観察の森については，新緑の油山自然かんさつハイキング（参加者６５名），ゴールデンウィーク野鳥観察会（参加者４９名），春の油山自然かんさつハイキング（参加者４３名）等が開催されている。
	平成２４年度における入山者数は１７万８０２６人である。
	なお，この入山者数は徒歩入山者数と車両入山者数の合計であり，それぞれ次のように算出されている。
	徒歩入山者数＝①料金所入山者数（実数）＋②料金所以外入山者数（①の約２倍）＋③宿泊キャンプ者数（実数）＋④牧場経由入山者数（牧場入場者の１割）
	車両入山者数＝①有料普通車両利用入山者数（普通車両台数の４倍）＋②有料中・大型車両利用入山者数（中・大型車両利用者実数）＋③無料車両利用入山者数（実人数）＋④バイク利用入山者数（台数の１．５倍）＋⑤臨時バス利用入山者数（西鉄バスからの利用者数の３分の１）
	(ｳ)　指定管理料９５３０万円については，指定管理者が資金計画表を提出し，同計画に基づく請求に基づいて支払うとされている（実施協定書第４条）。
	修繕についてはあらかじめ市と協議することになっており，軽微な修繕，緊急を要する場合は，協議不要とされている（基本協定書第８条第１項）。費用負担についての定めはないが，担当課によると，１件１０万円以下の修繕については，指定管理者の負担となるとのことである。指定管理料には，修繕費として７５万円が見込まれているが，実際の修繕費との精算はなされていない。
	なお，本指定管理者を公募する際に指定管理料の精算は行わないことを前提としていたため，現指定期間中に取り扱いを変更することは難しいとのことである。
	購入備品は，指定管理者に帰属し，指定管理期間が終了した場合には市に寄贈される予定となっているとのことである。かかる取り扱いについては，実施協定書別紙１「福岡市油山市民の森の指定管理者が行う管理運営業務の細目」第９項「物品の保守管理業務に関すること」において、「本市の管理経費により購入した物品の所有権は，指定管理者に帰属するが，指定管理期間が終了した場合，本市へ返還するものとする。」と規定されている。指定管理者が「所有」している備品を，市に「返還」はできないことから，かかる取り扱いを続けるのであ...
	(ｴ)　基本協定書第９条では，「管理運営業務に関するリスク分担は，別紙１のとおりとする。」とされている。このリスク分担表については、総論で述べたとおり，市と指定管理者との間の責任範囲・分担をかえって不明確にするおそれが高い。本施設については，下の問題点としては取り上げていないが，当該「リスク分担表」は，協定書に添付すべきではないと考える。
	(ｵ)　本施設がもともと市民からの寄付によって設立されたという経緯もあり，年に１度，「福岡市油山市民の森運営協議会」が開催され，事業報告等がなされている。平成２４年度は平成２５年２月１９日に開催された。
	(ｱ)　本施設に関しては，平成１８年度から現在まで指定管理による管理が行われている。１期目（平成１８年度から平成２２年度）は，非公募で（財）福岡市森と緑のまちづくり協会が選定されていたが，同協会は，平成２０年度の福岡市第２次外郭団体改革実行計画において，「事業やあり方について検討する団体」とされていた。２期目（平成２３年度から平成２７年度）は，公募により，西部ガス・ファイブ共同事業体が選定されている。
	(ｲ)　指定管理者の具体的業務内容は次のとおりである。
	自家用電気工作物保安管理，水質検査，一般廃棄物運搬処理は業者へ再委託されている。
	なお，指定管理料については今後も削減が予定されており，燃料費のかさむ温室の取り扱いを含め，次期公募時には本施設事業の見直しをすることが検討されているとのことである。
	(ｳ)　指定管理料１億１００万円については，指定管理者が資金計画表を提出し，同計画に基づく請求に基づいて支払うとされている（実施協定書第４条）。
	事業報告書によると，平成２４年度の収支決算は２万９３８１円のプラスとなっているが，自主事業とその他（収穫物販売等）を除いて収支を計算すると，２１０万７２０５円のプラスとなる。
	修繕についてはあらかじめ市と協議することになっており，軽微な修繕，緊急を要する場合は，協議不要とされている（基本協定書第８条第１項）。費用負担についての定めはないが，担当課によると，１件１０万円以下の修繕については，指定管理者の負担となるとのことである。指定管理料には，修繕費として３５万８０００円が見込まれているが，実際の修繕費との精算はなされていない。
	なお，本指定管理者を公募する際に指定管理料の精算は行わないことを前提としていたため，現指定期間中に取り扱いを変更することは難しいとのことである。
	購入備品は，指定管理者に帰属し，指定管理期間が終了した場合には市に寄贈される予定となっているとのことであるが，かかる取り扱いについては，実施協定書別紙１「花畑園芸公園の指定管理者が行う管理運営業務の細目」第１４項「物品の保守管理業務に関すること」において、「本市の管理経費により購入した物品の所有権は，指定管理者に帰属するが，指定管理期間が終了した場合，本市へ返還するものとする。」と規定されている。指定管理者が「所有」している備品を，市に「返還」はできないことから，かかる取り扱いを続けるのであれ...
	(ｴ)　本施設で収穫される果実類（みかん，栗，桃，ぶどう，キウィ等）については，市と指定管理者との間で売買契約が結ばれている。売渡価格は，１級品であれば，引渡日の前週の福岡市中央卸売市場の平均価格に７０パーセントを乗じた価格とされ，２級品は１級品の単価の５０パーセント，３級品は２級品の単価の５０パーセントとされている。
	本施設の指定管理者と選定された場合にかかる売買契約を結ぶことを，指定管理者募集の段階で条件としているとのことである。
	指定管理者はこれら買い取った果実類を独自に売却することとなるが，民間の小売業者への影響を考慮し，来訪者に売ることを原則としているとのことである。担当課によると，平成２４年度の収穫物買取額は２９０万２１８７円であり，これに対する販売による収入は５４８万５０１２円とのことである。
	(ｵ)　自主事業として，農園芸の普及・体験の場として開催されている，野菜・果物・花卉類から庭木の栽培，手入れ，病害虫の対応などの「園芸講座」・「農園芸実習」を始め，「バルーンアート教室」や「しめ縄づくり教室」「コンニャクの作り方教室」が開催されている。
	事業報告書によると，自主事業による収入は７０万２３５０円（予算２０万５０００円），支出は１２４万５１４０円（予算６７万２０００円）である。
	(ｶ)　基本協定書第９条では，「管理運営業務に関するリスク分担は，別紙１のとおりとする。」とされている。このリスク分担表については、総論で述べたとおり，市と指定管理者との間の責任範囲・分担をかえって不明確にするおそれが高い。本施設については，下の問題点としては取り上げていないが，当該「リスク分担表」は，協定書に添付すべきではないと考える。
	(ｱ)　本施設に関しては，平成１８年度から現在まで指定管理による管理が行われている。１期目（平成１８年度から平成２２年度）は，非公募で（財）福岡市森と緑のまちづくり協会が選定されていたが，同協会は，平成２０年度の福岡市第２次外郭団体改革実行計画において，「事業やあり方について検討する団体」とされていた。２期目（平成２３年度から平成２７年度）は，公募により，九州林産（株）が選定されている。
	(ｲ)　指定管理者の具体的業務内容は次のとおりである。
	建物設備管理（清掃業務，法定点検業務），警備業務（機械警備，巡回警備，常駐警備），緑地維持管理（ゴミ搬出，下草刈り管理，芝生管理，樹木剪定）は業者へ再委託されている。
	利用者サービスの質を確保するために次のような取組みがなされている。
	(ｳ)　指定管理料４４９０万円については，指定管理者が資金計画表を提出し，同計画に基づく請求に基づいて支払うとされている（実施協定書第４条）。平成２４年度は，毎月３５２万１０００円から４１８万９０００円が支払われている。
	修繕についてはあらかじめ市と協議することになっており，軽微な修繕，緊急を要する場合は，協議不要とされている（基本協定書第８条第１項）。費用負担についての定めはないが，担当課によると，１件１０万円以下の修繕については，指定管理者の負担となるとのことである。指定管理料には，修繕費として２１万７０００円が見込まれているが，実際の修繕費との精算はなされていない。
	なお，本指定管理者を公募する際に指定管理料の精算は行わないことを前提としていたため，現指定期間中に取り扱いを変更することは難しいとのことである。
	購入備品は，指定管理者に帰属し，指定管理期間が終了した場合には市に寄贈される予定となっているとのことであるが，かかる取り扱いが協定書等に定められているわけではない。
	担当課によると，市の財政状況から指定管理料は削減の方向にあり，３期目については，施設の老朽化の状態や利用状態を考慮し，施設の停止も含めて検討するとのことであった。
	(ｴ)　指定管理者が行った自主事業は，次のとおりである。
	(ｵ)　基本協定書第９条では，「管理運営業務に関するリスク分担は，別紙１のとおりとする。」とされている。このリスク分担表については、総論で述べたとおり，市と指定管理者との間の責任範囲・分担をかえって不明確にするおそれが高い。本施設については，下の問題点としては取り上げていないが，当該「リスク分担表」は，協定書に添付すべきではないと考える。
	(ｱ)　本施設に関しては，平成１８年度から現在まで指定管理による管理が行われている。１期目（平成１８年度から平成２２年度）は，非公募で（財）福岡市森と緑のまちづくり協会が選定されていたが，同協会は，平成２０年度の福岡市第２次外郭団体改革実行計画において，「事業やあり方について検討する団体」とされていた。２期目（平成２３年度から平成２７年度）は，公募により，ふれあい・よか農園メンテナンスグループが選定されている。
	(ｲ)　指定管理者の具体的業務内容は次のとおりである。
	警備，建物清掃，空調設備保守点検，散水設備保守点検，エレベータ保守点検，消防設備保守点検，自動扉保守点検は業者へ再委託されている。
	体験農園利用者数は目標１万４２２０人に対して２万６２１人，公園利用者数は目標２万７８００人に対して３万２１６人であった。
	(ｳ)　指定管理料２５２８万円については，指定管理者が資金計画表を提出し，同計画に基づく請求に基づいて支払うとされている（実施協定書第４条）。平成２４年度は，毎月１７５万円から２８０万円が支払われている。
	修繕についてはあらかじめ市と協議することになっており，軽微な修繕，緊急を要する場合は，協議不要とされている（基本協定書第８条第１項）。費用負担についての定めはないが，担当課によると，１件１０万円以下の修繕については，指定管理者の負担となるとのことである。指定管理料には，修繕費として５万８０００円が見込まれているが，実際の修繕費との精算はなされていない。
	なお，本指定管理者を公募する際に指定管理料の精算は行わないことを前提としていたため，現指定期間中に取り扱いを変更することは難しいとのことである。
	購入備品は，指定管理者に帰属し，指定管理期間が終了した場合には市に寄贈される予定となっているとのことであるが，かかる取り扱いが協定書等に定められているわけではない。
	(ｴ)　指定管理者が行った自主事業は，次のとおりである。
	(ｵ)　基本協定書第９条では，「管理運営業務に関するリスク分担は，別紙１のとおりとする。」とされている。このリスク分担表については、総論で述べたとおり，市と指定管理者との間の責任範囲・分担をかえって不明確にするおそれが高い。本施設については，下の問題点としては取り上げていないが，当該「リスク分担表」は，協定書に添付すべきではないと考える。
	(ｱ)　本施設に関しては，平成１８年度から現在まで指定管理による管理が行われている。１期目（平成１８年度から平成２２年度）は，非公募で（財）福岡市森と緑のまちづくり協会が選定されていたが，同協会は，平成２０年度の福岡市第２次外郭団体改革実行計画において，「事業やあり方について検討する団体」とされていた。２期目（平成２３年度から平成２５年度）は，非公募により（一社）福岡市乳牛育成協会が選定されている。
	(ｲ)　指定管理者の具体的業務内容は，次のとおりである。
	警備等業務，交通整理・駐車場警備業務，建物清掃業務，給水設備清掃等業務，下水道施設保守点検及び清掃業務等業務の一部は業者へ再委託されている。
	なお，担当課によると，雌仔牛の預託等数は減ってきており,背振牧場についてはその利用を停止することが検討されているとのことである。
	(ｳ)　指定管理料１億８７３０万７０００円については，指定管理者が資金計画表を提出し，同計画に基づく請求に基づいて支払うとされている（実施協定書第６条）。
	基本協定書第３０条では，「管理運営業務のうち，市が指定する単価契約業務に係る指定管理料について，会計年度終了時に余剰金が生じた場合は，市の指示に従い速やかに返還するものとする。」とされている。市が指定する単価契約業務としては，展示家畜飼養管理業務として，搾乳牛，仔牛，緬羊，山羊，馬，家禽の基準頭数，搾乳体験，夜間巡視の回数，生乳検査料と搾乳牛検便検査料の本数が定められている他，畜産加工研修施設運営業務として，牛乳，アイスクリーム，生クリーム，バターの数量等，また交通整理・駐車場警備業務として交...
	修繕についてはあらかじめ市と協議することになっており，軽微な修繕，緊急を要する場合は，協議不要とされている（基本協定書第８条第１項）。費用負担についての定めはないが，担当課によると，１件３０万円以下の修繕については，指定管理者の負担となるとのことである。指定管理料には，修繕費として４９３万５０００円が見込まれていたが，実際の修繕費４５７万４７０８円との精算はなされていない。
	購入備品は，担当課によると，市の所有に帰属するとのことだが，協定書等にはその旨の規定が欠けている。
	なお，平成２５年度からは，修繕及び備品について，指定管理料に含めて概算払いとし，年度末に精算を行なう取り扱いに変更されている。
	(ｴ)　本施設については，年に１度「油山牧場運営協議会」が開催されており，平成２４年度は７月２日に開催されている。議事録を確認したところ，施設運営，市民サービスについて具体的かつ面白いアイディア，助言がなされていた。広く意見を募る機会を定期的に設けている点は評価できる。今後の管理に活かすべきところは，ぜひ活かしてもらいたい。
	(ｵ)　基本協定書第９条では，「管理運営業務に関するリスク分担は，別紙１のとおりとする。」とされている。このリスク分担表については、総論で述べたとおり，市と指定管理者との間の責任範囲・分担をかえって不明確にするおそれが高い。本施設については，下の問題点としては取り上げていないが，当該「リスク分担表」は，協定書に添付すべきではないと考える。
	(ｱ)　本施設に関しては，平成１８年度から現在まで指定管理による管理が行われている。1期目（平成１８年度から平成２０年度），２期目（平成２１年度から平成２３年度），３期目（平成２４年度）ともに，非公募により（財）福岡市海づり公園管理協会が選定されている。
	(ｲ)　指定管理者の具体的業務内容は，海づり公園施設の維持管理，海づり公園の秩序維持，利用者の安全確保，利用者への釣り指導，各種イベントの開催,利用料金の徴収,減免,還付等である。
	警備業務及び清掃業務は業者へ再委託されている。
	(ｳ)　指定管理料は,「管理運営に係る経費から利用料金収入を差し引いた額」（基本協定書第２４条第１項）で,「各年度ごとに定めることとし,原則として額の変更・精算は行わない」（同条第２項）とされており，担当課によると，今後も変更は予定していないとのことである。
	平成２４年度については，平成２４年度の管理運営に係る経費（指定管理者が立てた見込み）から,平成２３年度と同額の平成２４年度利用料金収入（どちらも指定管理者が立てた見込み）を差し引いた額となっており，内訳は次のとおりである。
	なお，平成２５年度からは，利用料金収入の算出について，過去５年の実績から一番高い金額と一番低い金額を除いた利用料金平均を使って算出するように改めたとのことである。
	【管理運営に係る経費】   単位：千円
	【収入】   単位：千円（端数切捨て）
	【差額（指定管理料）】   　　35,276千円
	指定管理料３５２７万６０００円については，指定管理者が資金計画を提出し，同計画に基づく請求に基づいて支払うとされている（実施協定書第４条）。
	修繕についてはあらかじめ市と協議することになっており，軽微な修繕，緊急を要する場合は，協議不要とされている（基本協定書第８条第２項）。費用負担についての定めはないが，担当課によると，施設の躯体にかかる修繕は市，付帯施設の修繕は指定管理者の負担となる（ただし，金額によっては付帯施設の修繕についても協議により市の負担となることもある。）とのことである。指定管理料算定においては１５０万６０００円が見込まれているが，実際の修繕費５９万７７６９円との精算はなされていないし今後も精算をする予定はないとのこ...
	購入備品は，担当課によると，指定管理者に帰属するとのことだが，協定書等にはその旨の規定が欠けている。
	(ｴ)　本施設は老朽化が進んでおり,修繕工事費としての市の支出が年々増えている状況にある。
	平成２４年度は,桟橋補修工事（６３０万円）,塗装修繕工事（４８８万４０００円）,鋼管杭被覆防食補修工事（４６２万円）,手摺改良工事（計２８０万３５００円）等で合計１９０７万４７５０円の修繕工事費が支出されている。
	なお，平成２５年度は，桟橋桁材舗装工事（７７０万円）,桟橋鋼管杭被覆防食工事（６１４万円）,エキスパンドメタル取替工事（４００万円）,管理事務所屋根改修工事（３６７万１０００円）,手摺改良工事（３０１万円）の合計２４５２万１０００円の支出が予定されている。
	(ｵ)　平成２４年度の利用者数は，７万１４１５名である。釣り大会（５回開催，参加人数２２７人）や釣り教室（１０回開催，参加人数２２４人）といったイベントも開催されている。
	自主事業として，海洋釣堀の活魚販売（販売尾数タイ１７８２尾，アジ２３４５尾）を行う他，便益事業として，福岡市漁業協同組合に対し，売店と自動販売機の運営を委託している。便益事業においては，売上の５パーセントが指定管理者の収入となっている。
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