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第１章 市民局所管の施設 





第１章 市民局所管の施設 

 

  地域交流センターとは 

地域交流センターは，福岡市新・基本計画で「地域拠点」で区に準ずる区域として位

置づけられている地区（博多区雑餉隈地区，東区和白地区，西区今宿・周船寺地区）に，

区レベルのコミュニティ機能を補完する施設として設立された施設である。 

福岡市地域交流センター条例では「地域住民の交流を促進する場を提供することによ

り，地域コミュニティの活性化に資するとともに，文化及びスポーツの振興並びに地域

福祉の向上に寄与するため，地域交流センターを設置する」と規定し，福岡市博多南地

域交流センター，福岡市和白地域交流センター，福岡市西部地域交流センターを設置し

ている（第１条）。 

  

１ 福岡市博多南地域交流センター 

 

単位千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市博多南地域交流センター 施設数 1 

所在地 福岡市博多区南本町二丁目 3 番 1 号 

担当部・課 コミュニティ推進部・公民館調整課 

根拠法令 福岡市地域交流センター条例，同施行規則 

施設の設置目的 

地域住民の交流を促進する場を提供することにより，地域コミュニティの

活性化に資するとともに，文化及びスポーツの振興並びに地域福祉の向

上に寄与する。 

現在までの指定管理者 

管理者名 
指定期間 

（開始年月） 

公募（応募数）・

非公募 

コナミスポーツ＆ダイケン共同事業体 Ｈ21.4～Ｈ24.3 公募（3） 

太平ビルサービス（株） Ｈ24.4～Ｈ29.3 公募（2） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 100,011 98,183 95,252 98,721 

精算 △2,765 △376 0  

精算後指定管理料 97,246 97,807 95,252  

市のその他の支出 7,445 5,023 7,067 14,001 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

13,454 13,388 12,744 13,388 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 

① 個人使用料（体育館，ト

レーニングルーム） 

② 専用使用料（多目的ホー

ル・グランドピアノ，会議

室，和室，体育館） 

自主事業の有無 無 自主事業による収入  
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(平成 24 年度)  

自主事業の概要  

指定管理導入以前の管理方法 直営 

備考 
平成 24年度の「精算」が 0円になっているのは，市との協議に基づき支払

った修繕費が概算払額に至ったためである。 

 

 

(1)  現状 

ア 施設の概要 

福岡市博多南地域交流センターは，さざんぴあ博多（愛称）の中にある。 

さざんぴあ博多は，コミュニティ施設「福岡市博多南地域交流センター」，福祉施設

「博多南デイサービスセンター」，図書館機能「博多南図書館（福岡市総合図書館分館）」

が一体となった公設民営の複合施設である。博多南デイサービスセンターは保健福祉局

が所管し指定管理者制度の対象となっており，博多南図書館は教育委員会が所管する市

の直営施設である。 

本施設と博多南デイサービスセンターと博多南図書館の管理運営に関しては，市民局

と保健福祉局と教育委員会で「福岡市博多南地域交流センター等の管理に関する協定

書」に基づき，面積の按分割合に従って，管理費負担分，光熱費（ガス使用料を除く。

ガス使用料は各施設が管理区分に基づき支出する。）を按分して負担することとなって

いる。按分割合は，市民局が７１．０％で，保健福祉局が１４．２％で，教育委員会が

１４．８％となっている。 

 

本施設の概要は以下のとおりである。 

・所在地   福岡市博多区南本町二丁目３番１号 

・開館年月  平成１２年１月 

・施設規模  鉄骨鉄筋コンクリート造，鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 

       地下１階，地上１１階建ての地下１階，地上２階部分 

・施設面積  ２，６８４．４２㎡ 

・施設内容  多目的ホール（２８０席，２９６㎡），体育館（８３３㎡），トレーニン

グルーム（１８７㎡），第１会議室（６３席，９５㎡），第２会議室（５

９席，９９㎡），第１・第２和室（２０席，４９㎡），チャイルドルーム

（３９㎡），市民ロビー，交流プラザ，屋上広場，駐車場等 

イ 指定管理の状況 

(ｱ)開始時期 

平成２１年度から指定管理者制度を開始した。 
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(ｲ)指定管理者の概要 

指定管理者の太平ビルサービス株式会社は，福岡市中央区渡辺通二丁目４番３号に

本店を置き，資産運用管理，設備管理業務，清掃業務，警備業務等を業務内容として

いる。 

(ｳ)指定管理業務の内容 

指定管理業務の内容は，基本協定書添付の「管理運営業務の基準及び範囲」，実施協

定書の「管理運営業務の要領」に記載されている。なお，自主事業は実施していない。 

  （ⅰ）本施設，博多南図書館，博多南デイサービスセンターに共通する管理運営に関

する業務 

受付・案内業務，清掃業務，警備保安及び駐車場管理業務，環境衛生業務，

エレベータ保守点検業務，緊急修繕業務など 

（ⅱ）センター単独の管理運営に関する業務 

使用料の徴収事務，スポーツ指導業務，舞台吊物・舞台照明設備・舞台音響

設備保守点検業務，ピアノ・トレーニング機器保守点検業務，自動券売機保守

点検業務，その他必要とされる保守点検 

（ⅲ）その他市長が必要と認める業務 

事業計画書及び収支計算書の作成，事業報告書の作成，関係機関との連絡調

整，引継事務，管理運営マニュアル作成・職員指導，職員研修の実施，その他

日常業務の調整 

(ｴ)指定管理者の指定管理業務の実施状況 

  上記の指定管理業務は，例えば，以下のように実施されている。 

① スポーツ指導 

体育館及びトレーニングルームにおけるスポーツ指導員（直接雇用）による指

導を実施した。 

② 施設内の工夫・改善 

トレーニングジムに順番受付表を設置し，また，ストレッチ指導写真を掲示し

て，利用者が利用しやすいように取り計らった。また，トレーニングジム機器の入

替もあった。 

③ 地域支援活動 

地域住民との連携（資源ごみ回収作業への協力，防犯パトロールへの参加，地元

小学校の体育会へ来賓として参加，地元小学生による校区内探検での来館，介護予

防・転倒予防を目的とした運動教室の開催，年末餅つき大会）を図っている。 

④ 職員研修 

マナー教育・管理ルールの厳守・個人情報保護教育・障がい者及び高齢者への対

応方法，受動喫煙防止対策研修，救命入門講習（消防局救急課の職員を招いて） 
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⑤ 施設広報活動 

ホームページによる利用案内，織旗の設置 

⑥ 来館者へのサービス活動 

七夕祭り 

⑦ 市民ロビーでの展示会等 

施設利用者のリトミック活動写真等展示，習字作品展示，正月飾りの展示 

(ｵ)費用の精算 

・修繕費 

  概算払いで年度ごとに精算することとなっている。 

・備品購入費 

        平成２５年３月１日付基本協定書の「変更協定書」において，修繕費と同じく年

度ごとに精算するものとされた。 

・光熱水費 

平成２２年度と平成２３年度は，概算払いで精算することとなっていた。 

平成２４年度は前金払いで精算しないこととなり，平成２５年度も前金払いが

踏襲された。 

前金払いとして精算しないこととしている理由は，平成２１年度から平成２３

年度まで指定管理施設として運営され，エネルギー使用量及び利用料金が安定し，

精算の必要性が低くなったためである。 

つまり，精算払いとすると，指定管理者が省エネの努力を講じる必要がなくな

り，本市の経費負担が大きくなり，環境への負荷も大きくなる可能性があるのに

対して，前金払い制により，指定管理者の省エネの努力が指定管理者の利益とな

って反映されるというメリットがあるので，この制度は妥当である。 

ウ 指定管理の効果 

  平成２１年度からの指定管理者制度の導入により，市職員の引き上げに伴う人的管理

業務の経費を中心に，本施設では，約２６８０万円の経費削減効果が得られた。 

また，利用者も，平成２０年度の９８，２４６人から平成２４年度は１１６，５１２

人に増加した。 

エ 施設長会議の有意義さ 

地域交流センターの指定管理者制度については，年１～２回の割合で，福岡市の３つ

の地域交流センターの施設長が一堂に会する施設長会議を，各施設を順に訪問して行う

方法により開催しており，その機会に，各施設の問題点や対処法などについて指定管理

者相互間の意見交換を行っており，非常に有益で意義があると考える。 

  

（2）問題点 
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ア 本施設の必要性 

  条例によれば，地域交流センターが，福岡市内７区の市民センターや体育館の補完的

な役割を有し，かつ，本施設の設置目的が，地域住民の交流を促進する場を提供するこ

とにより，地域コミュニティの活性化に資するとともに，文化及びスポーツの振興並び

に地域福祉の向上に寄与するために設置されているのであるから，本施設の必要性は認

められる。 

イ 指定管理の必要性 

指定管理者制度の導入により，民間のノウハウを活かして地域との交流や地域支援活

動を行ったり，市民目線に立って来館者が気持ちよく利用できるように配慮されたり

（住民サービスの向上），施設の管理費の削減や市の職員の人件費の削減に繋がったり

している点（人的金銭的管理コストの削減）に鑑みれば，指定管理という方法による管

理運営方法には意義があり，必要と考える。 

ウ 選定手続きについて 

(ｱ)選定委員会の構成 

選定委員会は，学識経験者（大学教授）１名，公認会計士１名，地域代表者（自治

協議会長がなることが多い。）２名，市職員１名の５名から構成されている。 

(ｲ)指定管理者決定にかかる手続きの流れ 

博多南地域交流センターと和白地域交流センターの選定委員会は，平成２３年度に

同じ委員会で，両施設の指定管理者の最終候補者を選定した。 

(ｳ)公開・非公開について 

平成２３年度の選定委員会の開催日は，第１回が平成２３年７月６日であり，第２

回が同年１０月１２日であり，第３回が同年１０月２４日であった。第１回選定委員

会において，「選定委員会の公開等について」に基づき市より説明があり，委員がこれ

に即して一部公開とすることを了承している。第２回・第３回の選定委員会の議事録

上，公開・非公開についての記載がないものの，この「選定委員会の公開等について」

によると，次のとおりの運用になったと思われる。 

・第１回選定委員会・・・一部公開 

募集要項や選定基準の協議の部分は非公開となっている。 

「公開」が原則であるが，審査基準や公募スケジュール等を公開すると，応募を

予定している団体が傍聴していた場合，傍聴に来た団体のみに有利となり，傍聴に

来ていなかった団体との間で公平性を失する可能性があるため，「審議の内容が，指

定管理者の募集内容や選定の基準に係るものであって，会議を公開することによっ

て，指定管理者の選定の適正な執行に支障が生じると認められる。」として，一部非

公開となっている。 

・第２回選定委員会・・・・一部公開 
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書面審査によるヒアリング対象者の選定部分は非公開となっている。 

この理由に関しては，所管課の説明によれば，「応募書類は，情報公開条例第７条

に該当するものは非公開とすることを条件に公募している（募集要項に明記）。応募

団体は応募書類の内容について選定委員からの質問は予定しているが，非公開情報

まで公開されることは想定していない。また，施設管理運営に関する事業計画は，

採用された団体の場合は，施設の方針的なものとなり公益性を帯びるが，非採用団

体の場合は，他の団体にノウハウを参考にされたり公開されることを嫌って応募団

体が減る可能性があり，行政運営上支障を来たすので，非公開とされている。」 

・第３回選定委員会・・・・一部公開 

応募者からのヒアリングと最終選考部分については非公開とされる。 

これは，公開することにより，内容が他の候補者に転用されるなど，特定の候補

者に利益または不利益を与えるおそれがあり，傍聴者がいることで選定委員会委員

が公正な審議を行うにあたり支障を来たし，最終判断に影響を与える可能性がある

ことから，非公開とされたものである。 

  ・議事録について 

議事録に関しては，非公開とされた議題についても，詳細な議事録が作成されて

おり，議事録によると，提案書が施設目的に合致しているか，提案内容に地域との

つながりが意識されているか，応募者が実際に行いたいと提案している内容と施設

目的が合致するか等について，検討し，ヒアリングもなされており，委員会の真摯

な議論状況や公正さをうかがい知ることができる。 

しかしながら，非公開とするか否かについては，第１回選定委員会の議事録にお

いて「選定委員会の公開等について」に基づき一部公開とする旨の記載があるだけ

であり，第２回・第３回選定委員会の議事録においては，いかなる議題について非

公開とすべきなのか，また，非公開とする理由についての記載は見当たらなかった。 

・検討（総論の「（３）選定委員会の公開・非公開」参照） 

第１回選定委員会の非公開の理由に関しては，必ずしも傍聴した者が有利になると

は限らず，仮に有利になるとしてもそれは傍聴する熱意・努力の結果であり許容され

てよいとも思われるし，総論において記載したとおり，募集要項や選定基準の審議を

応募予定者が傍聴することによって，市が指定管理者に期待し求めていることが理解

できそれに即した事業計画書が提出されることが期待できるし，しかもこれらはいず

れも公表されるものであるから，「指定管理者の選定の適正な執行に支障が生じる」と

までは認められない。 

また，第２回選定委員会においては，応募団体の経営・財務状況に関する情報につ

いての検討がなされるところ，確かに，これらの情報が公開されることを嫌気して応

募に躊躇する場合もないとは言えないから，公開とするか非公開とするかを個々のケ
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ースごとに検討するということもありうるところと考える。 

しかし，各回の選定委員会において，公開することで自由な意見の交換や協議を阻

害するか否かという問題点に関しては，選定委員，特に外部委員が学識経験者や施設

利用者等であるから，公開することにより率直・自由な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（例えば，今後も施設を利用する利用者の立場の

選定委員であっても，公開の場で意見を言うことで今後の施設の利用に関して何らか

の不利益な取扱いを受けるということについて具体的には想定しづらい）。 

しかも議事録に関しては，第１回選定委員会では非公開とする理由が記載されてい

るが，第２回・第３回選定委員会においては，非公開とする理由が記載されていない

ために議論の状況が把握できなくなっている。 

地域交流センターの選定委員会の公開・非公開の決定に関しては，現在の運用の是

非について再度検討が必要であるし，非公開とした場合には議事録に非公開とした議

題と非公開にした理由を記載すべきである。 

 
☞意見２２ 

☆ 地域交流センターの選定委員会の公開・非公開の決定に関しては，

現在の運用の是非について再度検討が必要であるし，非公開とした場

合には議事録に非公開とした議題と非公開にした理由を記載すべきで

ある。 

 

エ 協定書（基本協定書・実施協定書） 

(ｱ) リスク分担表 

基本協定書にリスク分担表が添付されている。 

このリスク分担表が，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ことは，総論に記載したとお

りである。 

(ｲ) 基本協定書の「指定管理者の辞退等」の条項 

基本協定書には，「指定管理者の辞退等」の条項があるが，これは総論で記載したと

おり，速やかに削除・変更する必要がある。 

(ｳ) 指定管理者が加入している賠償補償保険 

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ので，所管課に対して，重複をなくし，保険料を低額化

して市の無駄な支出をなくすべきではないかとの照会をした。 

これに対する所管課の回答は，以下のとおりであった。 
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「地域交流センターにおいては，指定管理者提案による自主事業（高齢者向けの介

護予防教室，トレーニングルームにおけるミニレッスン等）が行われており，ま

た，専門性の高い業務については再委託が行われていることから，指定管理者に

よる保険加入は必要不可欠と考える。 

また，全国市長会市民総合賠償補償保険と重複する部分についても，地域交流

センターがトレーニングルーム等の体育施設を有し，利用者のけが等による第

三者補償リスクが他の施設よりも高いことから，第三者に速やかな補償が行わ

れるために指定管理者独自で賠償補償保険に加入していることによる一定のメ

リットはあると考える。」 

さらに，「施設の管理に係る業務，設備の保守に係る業務（舞台吊物・舞台照

明設備・舞台音響設備保守点検業務，ピアノ・トレーニング機器保守点検業務，

自動券売機保守点検業務等）等，指定管理業務の大部分が再委託されており，

地域交流センターに関しては，保険の見直しを行ったとしても経費縮減効果が

見込めない可能性が高いというのが実情である」とのことであった。 

 

しかしながら，保険の不可欠性や第三者補償リスクが高い点については理解できる

ものの，保険事故が発生した場合に全国市長会市民総合賠償補償保険の保険が速やか

な補償が行われないとは限らないし，仮にそうであるとすれば速やかな補償をするよ

う保険会社を促せばよいと考えるので，この点については合理的ではないと考える。 

他方，再委託に係るところについては，なお保険に加入する必要があるので，この

点は合理的である。 

今後も引続き，指定管理者において加入している保険内容が本市が加入している保

険内容と重複していないかを検証していく必要はあると考える。 
(ｴ)修繕費，備品購入費 

修繕費・備品購入費は概算払いとされているところ，この方式の問題点は総論で記

載したとおりであるので，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，これら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すべきである。 

オ モニタリング及び実績評価の方法 

(ｱ)各種報告書の確認 

月次報告書，事業報告書のそれぞれが適時に提出されている。この提出に合わせて，

所管課が適宜の時期にヒアリングを実施している。 

(ｲ)利用者アンケート調査 

不定期に年１回実施されている。 

アンケート項目は，属性，利用開始時期・利用頻度・利用時間帯，スタッフの接遇，
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清潔度，満足度，自由記載欄などである。 

このアンケート結果については，ネガティブな意見もアンケートに反映されて本市

に報告されているため，所管課では現物を確認していないとのことであったが，利用者

の意見を直接確認することができるので，所管課において，アンケートの現物を確認す

る方が望ましい。 

(ｳ)実地調査 

年３～４回の頻度で実施されている。 

(ｴ)実績評価 

モニタリングに関しては，「モニタリング等の実施要領」があり，定期モニタリング，

随時モニタリング，本市による利用者ヒアリング等が規定されている。 

これにとどまらず，本市は，「地域交流センター管理運営評価委員会要領」に基づき，

毎年，前年度の指定管理業務の評価をすることとなっている。 

この委員会は，評価の客観性を確保するとともに，高い専門性や幅広い情報からの

評価などを加えるため，外部委員による年度の評価を年１回（７月～１０月頃）実施す

るものである。 

委員の選任にあたっても，適切で公平な施設の管理運営が行われているかの観点か

ら，利用する側，管理する側から委員を選定し，また，専門的かつ客観的な評価を行う

観点から，地域コミュニティ等に関する専門的知識を有する者を選定している。 

平成２５年８月に実施された管理運営評価委員会の対象となった施設は，福岡市博

多南地域交流センターと福岡市和白地域交流センターであり，平成２４年度の指定管理

業務に対する評価を行った。ちなみに，福岡市西部地域交流センターは，平成２５年度

から指定管理者が交代したため，評価の対象から外された。 

この評価委員会では，実施体制（管理体制・人員配置，点検の適正さ，個人情報の

管理状況，市や関係団体との連携），運営状況（協定書に従った運営か，効果的な集客

対策の有無，サービス・苦情対応の適切さ，地域との連携，施設の維持管理状況等），

管理経費（管理経費の適切さ，経費削減の努力状況）などが評価の対象となっており，

相対評価ではなく，評価のポイントに基づき絶対評価で行われている。 

この評価委員会の特徴（評価の考え方）は，悪いところを発見する・検査するとい

う視点でなく，今後の施設管理の品質改善に繋げるという視点で評価を行うことであり，

指定管理者の業務遂行の適正さの監督機能を有しているだけでなく，指定管理業務を前

向きに改善する方向に繋げている点で優れていると考える。 

オ 引継 

本施設においては，平成２４年度に公募によって指定管理者が交替しているが，一般

に，民間の団体から民間の団体に交替する場合（前任者も応募したときは特に），両団

体が競合関係にあるから，その引継がスムーズになされるかが問題になる。 

１－9



本施設においては，引継に関して基本協定書第３５条において「指定管理者は，前項

の場合においては，市又は後任の指定管理者と業務の執行に必要な文書及び備品等の引

継を行わなければならない。」「市は，必要と認める場合には，本協定の終了に先立ち，

指定管理者に対して市が指定するものによるセンター等の視察を申し出ることができ

るものとする。指定管理者は，市から前項の申出を受けた場合は，合理的な理由のある

場合を除いてその申出に応じなければならない。」と定め，理由なき引継の拒否や妨害

がなきよう定めている。また，新旧指定管理者の顔合わせ，現地での打ち合わせ，引継

当日等に極力，本市職員が同席し，トラブルが発生した場合にも仲立ちをする等の配慮

を行っており，引継は概ねスムーズに完了しているとのことであった。 
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２ 福岡市和白地域交流センター 

 

単位千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市和白地域交流センター 施設数 1 

所在地 福岡市東区和白丘一丁目 22 番 27 号 ＪＲ福工大前駅ビル内 

担当部・課 コミュニティ推進部・公民館調整課 

根拠法令 福岡市地域交流センター条例，同施行規則 

施設の設置目的 

地域住民の交流を促進する場を提供することにより，地域コミュニティの

活性化に資するとともに，文化及びスポーツの振興並びに地域福祉の向

上に寄与する。 

現在までの指定管理者 

管理者名 
指定期間 

（開始年月） 

公募（応募数）・

非公募 

ＪＲ九州メンテナンス（株） Ｈ21.4～Ｈ24.3 公募（3） 

「つながるコミセンわじろ」マネジメント

グループ 
Ｈ24.4～Ｈ29.3 公募（3） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 84,675 98,445 96,023 99,628 

精算 0 0 0  

精算後指定管理料 84,675 98,445 96,023  

市のその他の支出 132,952 120,889 121,038 121,944 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

11,783 11,766 11,580 11,766 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 

① 個人使用料（体育館，ト

レーニングルーム） 

② 専用使用料（多目的ホー

ル，会議室，和室，体育

館） 

③ 付属設備（グランドピア

ノ，コインロッカー） 

自主事業の有無 有 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
 43,890 円 

自主事業の概要 有料コピー機の設置 

指定管理導入以前の管理方法 直営 

備考 

① 九州旅客鉄道(株)が所有する建物に，福岡市がテナントとして入居し

ている(定期建物賃貸借契約)。 

② Ｈ23 年度から光熱水費は指定管理者が支払うことになったため，指

定管理料が増加している。 

③ 「精算」が 0 円になっているのは，市との協議に基づき支払った修繕

費が概算払額に至ったためである。 
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(1)  現状 

ア 施設の概要 

福岡市和白地域交流センターはコミセンわじろ（愛称）の中にある。 

コミセンわじろは，地域住民の交流の場や地域福祉の向上に寄与することを目的とし

て，コミュニティ機能を備えた「福岡市和白地域交流センター」と福岡市総合図書館の

分館として設置された「和白図書館」（教育委員会所管の市の直営施設である。）を併設

した公設民営の複合施設である。 

本施設と和白図書館の管理運営に関しては，市民局と教育委員会で「和白地域交流セ

ンター及び和白図書館に関する管理の基本方針」及び「福岡市和白地域交流センター及

び福岡市和白図書館の管理に関する協定書」に基づき，面積の按分割合にしたがって，

賃料，管理費負担分，光熱費（ガス使用料を除く。ガス使用料は各施設が管理区分に基

づき支出する。）を按分して負担することとなっている。按分割合は，本施設を所管す

る市民局が８３．６％で，和白図書館を所管する教育委員会が１６．４％となっている。 

 

本施設の概要は以下のとおりである。 

・所在地   福岡市東区和白丘一丁目２２番２７号 ＪＲ福工大駅前ビル内 

・開館年月  平成１５年８月 

・施設規模  鉄骨鉄筋コンクリート造，一部鉄筋コンクリート造６階建てのうち，

１～２階の一部と３～６階部分（４階部分は和白図書館である。） 

・施設面積  ４，９２３．８５㎡ 

・施設内容  多目的ホール（２８０席，５４９．８５㎡。５階），体育館（１，０１

４．４５㎡。３階），トレーニングルーム（１８４．０１㎡。３階），

第１会議室（９７．０９㎡。２階），第２会議室（９７．５８㎡。２階），

第１・第２和室（１８．３５㎡×２室。２階），チャイルドルーム（６

５．７４㎡。２階），事務室，ロビー等 

イ 指定管理の状況 

(ｱ)開始時期 

平成２１年度から指定管理者制度を開始した。 

(ｲ)指定管理者の概要と市への責任 

・名称     「つながるコミセンわじろ」マネジメントグループ 

・設立経緯   三笠特殊工業株式会社と特定非営利活動法人九州コミュニティ研究

所とが，本施設の管理運営等に関して締結された「共同事業体協定

書」に基づき設置された共同事業体である。 

・所在地    福岡市博多区博多駅東一丁目１６番１４号 

・代表企業   三笠特殊工業株式会社 
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・運営委員会  本業務を円滑に実施するための両者の協議機関として運営委員会を

設置し，構成員全員で指定管理者に係る提案及び管理運営にあたる

こととなっている。 

・連帯責任   各構成員は，本指定管理業務に関して，市と事業体との間で締結す

る基本協定及び実施協定の協定内容について，市に対して連帯して

履行責任を負う。 

(ｳ)共同事業体の構成員の概要 

【三笠特殊工業株式会社】 

福岡市博多区博多駅東一丁目１６番１４号に本店を置き，建築物環境衛生総合管

理業務，警備業務，産業廃棄物収集運搬業務，一般建設業を業務内容とする株式会

社である。 

【特定非営利活動法人九州コミュニティ研究所】 

平成１７年７月に法人を設立し，福岡市中央区清川三丁目１１番５号に主たる事

務所を置く特定非営利活動法人で，メディア制作，イベント実施等を通じて，コミ

ュニティの活性化を図ることを目的とする。 

(ｴ)指定管理者の行う業務の内容 

指定管理者が行う業務の内容については，基本協定書添付の「管理運営業務の基準

及び範囲」並びに実施協定書の「管理運営業務の要領」に記載されている。 

具体的な業務内容は，博多南地域交流センターと同じであるので，これを参照され

たい。 

但し，自主事業がある。 

(ｵ)指定管理者の指定管理業務の実施状況 

  上記の指定管理業務は，例えば，以下のように実施されている。 

① スポーツ指導 

    体育館及びトレーニングルームにおけるスポーツ指導員による指導 

② 施設内の工夫・改善 

館内扇風機増設，環境型除菌洗浄剤の導入，体育施設ロビーレイアウト変更，

展示スペースの再検討 

③ 地域との連携・地域支援活動 

利用団体の活動の紹介，和白東校区自治協議会主催の「和白東校区婦人バレー

ボール大会」開催時の施設の開放，手作り雑巾の寄贈，美和台公民館まつりへの出

席，すこやかウォーキングへの参加，南区バスターボー大会参加（入賞），特定非

営利活動法人日本環境保全ボランティアネットワークとの連携による「里山・田園

保全リーダーミーティング２０１３『市民参加の松原保全』」の開催，お花見交流

会 

１－13



④ 職員研修 

接遇研修，福祉研修，駅ビル消防訓練，運用マニュアルの読み合わせ 

⑤ 施設広報活動 

他施設の高齢者教室でのＰＲ，美和台公民館訪問 

⑥ 来館者へのサービス活動 

お正月飾り 

⑦ 施設の利用（教室等） 

東区保健福祉センター地域保健福祉課主催の「踏み台での足元気教室」（全５回）

開催 

(ｶ) 自主事業 

 本施設の自主事業は，有料コピー機を施設利用者に有料で提供することである。 

(ｷ) 共同事業体の方式による指定管理業務の意義 

本共同事業体は，ビルの管理運営を主たる業とする三笠特殊工業株式会社と，イベ

ントの企画・実施を主たる事業内容とする特定非営利活動法人九州コミュニティ研究

所からなっているが，それぞれの得意分野の業務を担当して，相互に補完し合う機能

を有するので，各団体が有するノウハウを活かしながら，指定管理業務を遂行し，市

民サービスの充実を果たすことができるものと期待される。 

また，共同事業体の方式は，民間の団体同士が相互に事業能力を補強しあえるので，

指定管理者への応募の可能性を広げることができる点では有意義である。 

他方，この方式は，共同事業体の遂行する業務に関して，縦割りの弊害を招くおそ

れもあるので，市としては共同事業体の代表企業に業務に係る遂行の責任を明らかに

させ，連絡調整を図らせる等，このかじ取りが重要となろう。 

(ｸ)費用の精算，３つの地域交流センターの施設長会議の有意義性 

これらは，博多南地域交流センターにて記載したとおりである。 

 

（2）問題点等 

ア 本施設の必要性と指定管理の必要性 

  博多南地域交流センターに記載したことと同じ理由で必要性は認められる。 

イ 選定手続きについて 

  この点の問題点は，博多南地域交流センターに記載したことと共通である。 

 
☞意見２３ 

☆ 地域交流センターの選定委員会の公開・非公開の決定に関しては，

現在の運用の是非について再度検討が必要であるし，非公開とした場

合には議事録に非公開とした議題と非公開にした理由を記載すべきで
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ある。 

 

ウ 賃料 

本施設は，九州旅客鉄道株式会社（ＪＲ九州）所有の建物を賃借しているところ，そ

の賃料は年額約１億２０００万円余りである（この金額は，本施設と和白図書館の賃借

部分を含めた金額である。）。 

ところで，当該賃貸借契約に関しては，この賃料が高額であることから，市民の利便

性や費用対効果の観点からこの継続の要否の検討が必要であるところ，現時点では，そ

もそも本センターが線路上に建っていることから区分所有権の取得が認められない上，

ＪＲ九州との賃貸借契約が平成１５年から平成３５年の２０年の定期建物賃貸借契約

であることから，早急な移転，賃料の引き下げ交渉，新築は困難な状況にあるとのこと

であった。 

しかしながら，やはり今後は，費用対効果を検証する必要があると思われる。 

エ 協定書（基本協定書・実施協定書） 

(ｱ)基本協定書にリスク分担表が添付されていることの問題点，基本協定書の「指定管理者

辞退等」の条項の問題点は，博多南地域交流センターと同様であるので，ここでは割愛

する。 

(ｲ)指定管理者が加入している賠償補償保険 

指定管理者が加入している賠償補償保険の問題点は，福岡市博多南地域交流センタ

ーにおいて記載したことと共通するので，それを参照されたい。 
(ｳ)修繕費，備品購入費 

修繕費・備品購入費の概算払いの問題点も，福岡市博多南地域交流センターにおい

て記載したことと共通するので，それを参照されたい。 

オ モニタリング 

これについても，博多南地域交流センターと同様であるので，それを参照されたい。 

カ 引継 

本施設においては，平成２４年度に公募によって指定管理者が交替しているが，一般

に，民間の団体から民間の団体に交替する場合（前任者も応募したときは特に），両団

体が競合関係にあるから，その引継がスムーズになされるかが問題になる。 

平成２４年度の公募時に，前指定管理者のＪＲ九州メンテナンス株式会社も応募して

いたが，本施設においても，博多南地域交流センターと同様に，新旧指定管理者の顔合

わせ，現地での打ち合わせ，引継当日等に極力本市職員が同席し，トラブルが発生した

場合にも仲立ちをする等の配慮を行ったことから，引継は概ねスムーズに完了している

とのことであった。 
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３ 福岡市西部地域交流センター 

 

単位千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市西部地域交流センター 施設数 1 

所在地 福岡市西区西都２丁目１－１ 

担当部・課 コミュニティ推進部・公民館調整課 

根拠法令 福岡市地域交流センター条例，同施行規則 

施設の設置目的 

地域住民の交流を促進する場を提供することにより，地域コミュニティの

活性化に資するとともに，文化及びスポーツの振興並びに地域福祉の向

上に寄与する。 

現在までの指定管理者 

管理者名 
指定期間 

（開始年月） 

公募（応募数）・

非公募 

(株)創建サービス Ｈ22.4～Ｈ25.3 公募（8） 

魅力ある「さいとぴあ」マネジメントグ

ループ 
Ｈ25.4～Ｈ30.3 公募（12） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 90,408 121,182 121,180 113,176 

精算 △186 △25 △194  

精算後指定管理料 90,222 121,157 120,986  

市のその他の支出 7,793 965 477 1,150 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

7,285 10,931 12,129 10,931 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 

① 個人使用料（体育館，ト

レーニングルーム） 

② 専用使用料（多目的ホー

ル，会議室，和室，体育

館） 

③ 付属設備（グランドピア

ノ，コインロッカー） 

自主事業の有無 無 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
  

自主事業の概要  

指定管理導入以前の管理方法 開設時から指定管理者制度導入 

備考 
 

 

 

 

(1)  現状 

ア 施設の概要 

福岡市西部地域交流センターはさいとぴあ（愛称）の中にある。 

さいとぴあは，地域住民の交流の場の提供や，地域福祉の向上などに寄与することを
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目的とした公設民営の複合施設であり，大別すると，「福岡市西部地域交流センター」

と「西部図書館」（２階。教育委員会所管の市の直営施設である。），「西部出張所」（２

階。市民局区政課所管の市の直営施設である。）の３つの施設を併設している。 

本施設，西部出張所及び西部図書館の管理運営に関しては，市民局（公民館調整課），

市民局（区政課）と教育委員会で「福岡市西部地域交流センター等の管理に関する協定

書」に基づき，面積の按分割合に従って，管理費負担分，光熱費（ガス使用料を除く。

ガス使用料は各施設が管理区分に基づき支出する。）を按分して負担することとなって

いる。按分割合は，市民局公民館調整課が５４．７％で，市民局（区政課）が３２．４％

で，教育委員会が１２．９％となっている。 

 

本施設の概要は以下のとおりである。 

・所在地   福岡市西区西都２丁目１－１ 

・開館年月  平成２２年７月２０日 

・施設規模  鉄骨鉄筋コンクリート造，鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 

地上３階建て地上１階，２階及び３階の一部 

・施設面積  ２，５７４㎡ 

・施設内容  多目的ホール（３００席，９２０㎡。第１会議室と併せて最大５００

名収容のホール利用可能。１階），体育館（１，００６㎡。１階），ト

レーニングルーム（２３０㎡。２階），第１会議室（１０２㎡。１階），

第２会議室（１０７㎡。１階），第３会議室（３９㎡。１階），和室（２

７㎡。１階），チャイルドルーム（５３㎡。１階），市民ロビー，交流

プラザ，屋上広場，駐車場等 

イ 指定管理の状況 

(ｱ)開始時期 

さいとぴあが開設された平成２２年７月２０日から指定管理者制度を開始した。 

(ｲ)指定管理者の概要 

株式会社創建サービスは，福岡市博多区博多駅東一丁目１８番２５号に本店を置き，

ビルメンテナンス業務，警備業務，一般建築業，マンション管理業務等を業務内容と

する株式会社である。 

(ｳ)指定管理者の行う業務の内容 

指定管理者が行う業務の内容については，基本協定書添付の「管理運営業務の基準

及び範囲」並びに実施協定書の「管理運営業務の要領」に記載されている。 

具体的な業務内容は，博多南地域交流センターと同じであるので，これを参照され

たい。 

自主事業はない。 
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(ｴ)指定管理者の指定管理業務の実施状況 

   上記の指定管理業務は，例えば，以下のように実施されている。 

① スポーツ指導 

体育館及びトレーニングルームにおけるスポーツ指導員（直接雇用）による指導 

② 集客対策 

子どもの日と体育の日の体育施設の無料開放に合わせ案内ポスターを館内に掲示，

施設利用チラシを管理事務所・西部出張所・西部図書館に常置，さいとぴあののぼ

りを作成し外周に設置，市政だよりの西区版に利用案内を掲載，トレーニングルー

ムチラシを近隣マンション等にポスティングなど 

③ 職員研修 

毎月研修を実施している（消防避難訓練，個人情報取扱研修，人権問題研修，体

育器具取扱設置実務研修，不当要求対策研修など） 

④ 利用者に対するサービスの質の確保・向上への方策 

 障害者用駐車スペースを２台に拡充，ｉＰａｄを導入しトレーニングルームで業

務管理やトレーニングへ活用など 

⑤ 地域との連携・地域支援活動 

 西区役所・今宿駅長・今津校区自治協議会と施設活用について意見交換・協力要

請，財団法人九州大学学術研究都市推進機構のホームページにさいとぴあのリンク

追加，親子レクリエーション開催，福岡市中体連主催の新体操大会開催，福岡市立

西障がい者フレンドホームの障がい者の人と職員の施設見学・トレーニングマシン

体験，下山門中学校特別学級の生徒とその先生の施設見学，西区環境フェスタ２０

１３開催，毎月１１日九大学研都市駅南口周辺を清掃（イオン福岡伊都店と協同）

など 

(ｵ) 費用の精算，３つの地域交流センターの施設長会議の有意義性 

これらは，博多南地域交流センターにて記載したとおりである。 

 

（2）問題点等 

ア 「ア 本施設の必要性」と「イ 指定管理の必要性」については，博多南地域交流セ

ンターに記載したことと共通する。 

イ 選定手続きについて 

本施設は，平成２４年度に指定管理者が公募方式により募集がなされた。 

選定委員会は３回に亘って開催されており，各委員会における議題の内容と非公開

となった議題や公開・非公開の決定の過程は，博多南・和白地域交流センターと同じ

である。 
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☞意見２４ 

☆ 地域交流センターの選定委員会の公開・非公開の決定に関しては，

現在の運用の是非について再度検討が必要であるし，非公開とした場

合には議事録に非公開とした議題と非公開にした理由を記載すべきで

ある。 

 

なお，平成２５年度の指定管理者は，「魅力ある『さいとぴあ』マネジメントグル

ープ」という共同事業体が選定された。この共同事業体は，三笠特殊工業株式会社と

特定非営利活動法人九州コミュニティ研究所とが，本施設の管理運営等に関して締結

された「共同事業体協定書」に基づき設置されたものであり，和白地域交流センター

の共同事業者と同じである。 

ウ 協定書（基本協定書・実施協定書） 

(ｱ) 基本協定書にリスク分担表が添付されていることの問題点，基本協定書の「指定管理

者辞退等」の条項の問題点は，博多南地域交流センターを問題点は同じであるので，

ここでは割愛する。 

(ｲ)指定管理者が加入している賠償補償保険 

指定管理者が加入している賠償補償保険の問題点は，福岡市博多南地域交流センタ

ーにおいて記載したことと共通するので，それを参照されたい。 
(ｳ)修繕費，備品購入費 

修繕費・備品購入費の概算払いの問題点も，福岡市博多南地域交流センターにおい

て記載したことと共通するので，それを参照されたい。 

エ モニタリング 

これについても，博多南地域交流センターを参照されたい。 

オ 引継 

本施設においては，平成２５年度に公募によって指定管理者が交替しているが，本

件の引継ぎに関しても，既に記載した経緯と同様な経緯を経て，概ねスムーズに完了

しているとのことであった。 
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４ 福岡市 NPO・ボランティア交流センター（愛称：あすみん） 

 

単位千円（端数切捨て） 

施設名 
福岡市 NPO・ボランティア交流セン

ター 
施設数 1 

所在地 福岡市中央区大名二丁目 6 番 46 号 

担当部・課 コミュニティ推進部・市民公益活動推進課 

根拠法令 
福岡市 NPO・ボランティア交流センター条例，同施行規則，福岡市市民公

益活動推進条例 

施設の設置目的 

NPO・ボランティアなどによる市民公益活動に関する情報及び交流の場を

提供することにより，市民の自主的かつ自発的な活動の促進を図り，もっ

て市民主体のまちづくりの実現に寄与する。 

現在までの指定管理者 

管理者名 
指定期間 

（開始年月） 

公募（応募数）・

非公募 

特定非営利活動法人 NPO ふくおか Ｈ18.4～Ｈ21.3 公募（3） 

（株）アーバンデザインコンサルタント Ｈ21.4～Ｈ26.3 公募（2） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 29,842 29,622 29,535 29,544 

精算 0 0 0  

精算後指定管理料 29,842 29,622 29,535  

市のその他の支出 0 円 777 346  

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

1,585 1,594 1,469 1,200 

利用料金の帰属先 指定管理者 利用料金の内容 

事務機器等の使用に伴う実

費（使用料は福岡市と協議

の上決定） 

自主事業の有無 有 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
     0 円 

自主事業の概要 
あすみん出前事業，NPO と地域の共働事業，福岡市の共働事業提案サ

ポート事業 

指定管理導入以前の管理方法 直営 

備考 

① 直営時は業務委託をしており，業務委託先は特定非営利活動法人

NPO ふくおかであった。 

② 精算は，修繕費のみである。 

③ 利用料金の「事務機器等の使用に伴う実費」とは，コピー料金・インク

代等である。 
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(1)  現状 

ア 施設の概要 

福岡市ＮＰＯ・ボランティア交流センター（愛称：あすみん）は，ＮＰＯ・ボランテ

ィアなどによる市民公益活動 1に関する情報及び交流の場を提供することにより，市民

の自主的かつ自発的な活動の促進を図り，もって市民主体のまちづくりの実現に寄与す

るために設置された施設である（福岡市ＮＰＯ・ボランティア交流センター条例第１条）。  

本施設の概要は以下のとおりである。 

・所在地   福岡市中央区大名二丁目６番４６号 

・設置年月  平成１４年１０月６日 

・施設規模  鉄骨鉄筋コンクリート造 地上５階建ての５階部分 

福岡市立青年センター（開所年月：昭和４３年１０月１４日，延床面積

１，７１９㎡）の一部 

・施設面積  センター専有床面積 ３８０．４６㎡ 

・施設内容  ５階フロアー（エレベーター，階段部分を除く）及び屋上屋外空調機 

イ 指定管理の状況 

(ｱ)開始時期 

福岡市が指定管理制度を導入した平成１８年度から本施設についても指定管理制

度を開始した。 

(ｲ) 指定管理者の概要 

株式会社アーバンデザインコンサルタントは，福岡市博多区博多駅前二丁目２番２

６号に本店を置き，都市計画（総合計画，都市計画マスタープラン等）や土木・造園

に関する計画の策定支援などの実施を主な業務とする株式会社である。 

福岡市においては，地元住民の参加による公園計画設計をはじめ，ワークショップ

を主体とした市民参加・共働のまちづくり活動の企画・運営の実績を数多く有する。 

(ｳ)指定管理業務の内容 

指定管理者が行う業務の内容については，「平成２４年度福岡市ＮＰＯ・ボランテ

ィア交流センター指定管理実施協定書」添付の「平成２４年度福岡市ＮＰＯ・ボラン

ティア交流センター業務仕様書」に規定されている。 

具体的な業務内容は以下のとおりである。 

（ⅰ）市民公益活動の支援に関する業務 

a 施設の提供事業（場所の提供） 

b 設備の提供事業（機材の提供） 

c 市民公益活動に関する情報の収集および提供事業 

                            
1  市民公益活動とは，市民が自らの責任に基づき，自主的かつ自発的に営利を目的とした活

動であって，公益の増進に寄与するものをいう（福岡市市民公益活動推進条例第２条）。 
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d 市民公益活動に関する講座及び研修の企画実施事業 

e 市民公益活動に関する相談事業 

f 災害時におけるボランティア活動支援事業  

g 市民公益活動を推進する交流連携事業 

h 調査研究事業 

（ⅱ）施設の維持管理に関する業務 

a 事務局体制 

職員は常時２名以上を配置し，センターの管理運営全体を統括する責任者

としてセンター長を１名配置すること。 

職員は，専門的知識のある者を積極的に採用すること，など。 

b 施設の維持管理 

施設の維持管理業務，日常的な維持管理，緊急時の対応，備品や消耗品の

管理，光熱水費の支払など。 

（ⅲ）その他の業務 

a  事業報告書等の作成 

b  苦情等の対応 

 (ｴ) 指定管理者の指定管理業務の実施状況 

  上記の指定管理業務は，以下のとおり，積極的に実施され充実している。 

（ⅰ）市民公益活動の支援に関する業務 

a 施設の提供事業（場所の提供） 

平成２４年度は，３４７日開館し，利用者は３万４１５８名になった（平

成２３年度は３４８日開館，利用者は３万４５０６名であった。）。開館１０

周年を迎えて累計利用者数は，３５万人を超えた。 

登録数も増加し，団体は７８２（平成２４年度で１０５団体の増加）で個

人は１０７７人（平成２４年度で１１２人の増加）となり，平成２４年４月

にＮＰＯ法人認証の所管が福岡市に移った関係から，法人の利用者数も増え，

平成２５年３月末現在で２７６法人（福岡市認証法人数の約３分の１）に利

用されている。 

また，セミナールームやフリースペースも利用されている。 

b 設備の提供事業（機材の提供） 

カラーコピー機，印刷機，紙折り機，裁断機，製本機，ラミネート加工機，

大型ホチキス器などの貸出。 

c 市民公益活動に関する情報の収集および提供事業 

ホームページの運用，メールマガジンの発行，情報誌の発行，新聞・各種

図書資料の購入・収集および配架掲示 
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d 市民公益活動に関する講座及び研修の企画実施事業 

ボランティア入門講座（年６回），ＮＰＯ法人入門講座，同専門講座の実施 

e 市民公益活動に関する相談事業 

・窓口相談（市民の公益活動へのさらなる支援につなげるべく基礎的な情報

の提供，企業ボランティア活動促進のための情報提供など） 

・コミュニティビジネス相談（本市の経済観光文化局事業協力） 

・ＮＰＯ会計・税務個別相談 

・地域とＮＰＯの連携相談会の実施（地域の課題解決・人材発掘・育成，地

域への活性化のための取組み） 

f 災害時におけるボランティア活動支援事業 

災害時におけるボランティア情報の提供，防災講座の実施 

g 市民公益活動を推進する交流連携事業 

・あすみん交流会（ＮＰＯと企業，大学，地域を加えて交流の場を設け，相

互理解とネットワークづくりを目指し，ＮＰＯ，地域，企業，行政が連携

して，誰もが暮らしやすい社会の実現を目指す。）の実施。 

・１０周年記念事業の実施（平成２４年１０月） 

シンポジウム，あすみん美術館パネル展示イベント，レクチャーワーク

ショップ（ＮＰＯや社会起業を行う人への支援＝レクチャー，交流会等），

あすみん１０周年記念座談会 

・市民と出会う出前フェアへの参加（ふくおか共助社会づくりフェスタ，防

災フェア，西区環境フェスタ等への参加） 

・企業とＮＰＯによるフリーマーケットの開催 

h 調査研究事業 

市内の民間企業を対象に，ＣＳＲ（企業の社会的責任）への取組みや現状，

ＮＰＯとの共働のニーズや意識等を調査（調査期間：平成２４年７月１日～

同月３１日） 

 i 共働事業提案サポートセミナーの実施（平成２４年４月１２日。団体の組織

運営力の向上を目的とする。） 

j ボランティア体験プログラム 

平成２１年度から３年間実施されていた福岡市の「ボランティア・インタ

ーンシップ」の事業を継続し，「あすみん事業」として，通年型・夏休み（子

ども・学生向け）・企業向けの３種のプログラムを作り，ボランティアを行

う時の心構えなどの研修をした。合計２４３名の参加であった。 

k 大学生向けＮＰＯ・ボランティア「かばんもち」事業（体験学習） 

（ⅱ）施設の維持管理に関する業務 
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a 事務局体制 

センター長を含め常勤職員４名，非常勤職員６名の合計１０名でシフトを

組んで，日中３名，夜間２名で施設の管理運営にあたっている。 

職員の育成への取組みとしては，常時研修，定期研修，スキル向上（関連

資格の研修受講及び検定取得），外部研修（政令指定都市等の支援センター

に出向いて，管理・事業運営方法について学習した。）を実施した。 

また，公募の市民ボランティアである「あすみんボランティア」の協力も

得ながら，施設運営支援，情報誌の記事の取材・編集，各種講座の運営補助

等の事業を遂行している（市民には，ボランティア経験をして頂きながら，

「あすみん」の理解と支援をして頂いている。）。 

さらに，内部評価委員会を設置し，事業活動について，評価を実施してい

る（後記参照）。 

b 施設の維持管理 

上記のとおりの施設の維持管理業務，日常的な維持管理等がなされている。 

（ⅲ）その他の業務 

a 事業報告書等の作成 

b 苦情等の対応 

c 市の市民公益活動推進課との連携（毎月初旬と休館日の定例協議，必要   

に応じた報告・連絡・相談） 

(ｵ)自主事業 

・あすみん登録団体との共催事業（ＮＰＯクラウド事務局＆ワークシェアリングセミ

ナー） 

・出前講座（小学校への出前講座，西区生涯学習事業への支援） 

・東日本大震災復興現状報告 

・インターンシップ・視察の受入 

(ｶ)外部評価委員会 

市は，「福岡市ＮＰＯ・ボランティア交流センター評価委員会設置要綱」に基づき，

外部評価委員会を設置している。 

外部評価委員会は，学識経験者，ＮＰＯ関係者，中小企業診断士，福岡県ＮＰＯ・

ボランティアセンター長の４名から構成されており，指定管理者の事業評価を実施し

ている。 

当委員会による事業評価は，本施設の効率的かつ効果的な管理運営が推進され，市

民サービスの一層の向上が図られ，指定管理者制度による適正な運営がなされるため

に評価及び提案を行うことを目的としており（同要綱第 1 条），その結果は，市及び

指定管理者に通知し，公開することとなっている。 
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その分析と評価は専門性を帯び，指定管理者の指定管理業務の評価に止まらず，以

後の業務への提言も行っており，有益な内容となっている。 

具体的な評価の方法や評価の結果は以下のとおりである。  

（ⅰ）評価の方法 

評価は，バランススコアカード（ＢＳＣ）の手法により「４つの視点」に基づ

いて２５の評価項目を定め総合的な評価を行っている。 

なお，ＢＳＣの核となる，「ビジョンと戦略」は，福岡市新基本計画（マスタ

ープラン）とセンター基本計画とし，これに，指定管理者が公募時に示した管理

方針を具体的な管理方針と考えている。 

４つの視点 

４つの視点とは，①財務の視点（財政的な責任を果たしているか），②顧客の

視点（福岡市新基本計画（マスタープラン）やセンター基本計画（以下，併せて

「ビジョン」という。）を達成するために，顧客（市民やセンター利用者）に向

けて，どのように行動しているか），③学習と成長の視点（ビジョンを達成する

ためにどのような改善や成長の能力を有しているか。），④業務プロセスの視点

（顧客満足のためにどのような工夫がされているか。）とされている。 

ビジョンと戦略，指定管理者の方針 

・ビジョン 

       ⇒地域コミュニティを活性化し，住民自治・地域自治を推進するため，ＮＰＯ

の組織的・経営的な活動基盤の強化を促進し，活動しやすい環境づくりを進め

る。 

・戦略（センター基本計画） 

⇒運営は，公設民営（指定管理者）とし，市民参画の視点を持つものとする。

具体的なセンター機能は，場の提供，情報収集と提供，練習・講座の実施，調

査・研究，ネットワーク，交流・サロンなどの機能を担うものとする。 

・指定管理者の方針 

⇒①施設管理の基本を忠実に実行するとともに，満足度の高い窓口対応など利

用者にとって快適な環境づくりに努める。②職員の育成により，センターを情

報と対話があふれるワークショップフロアにしていく。③多様な組織が集い，

交流し，連携できるような仕組みを構築するなどして，「交流連携事業」に重点

を置く。④利用者のニーズ把握や外部評価の実施により，変化に対応し変化す

るセンターを目指す。 
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（ⅱ）評価採点 

評価項目ごとに各委員が評価を行い，委員の合計点による評価を行っている。 

指定管理者との実施協定に基づいて，求められるレベルの管理・運営がなされ

ているか，指定管理者の努力により更なる業務の向上が期待できるかなどの基準

に沿って評価採点されている。 

満点は，３３６点であるところ，平成２４年度の指定管理評価の結果は，２４

８点となり，専門性を活かした管理運営がなされていると評価された。 

委員会は，年１回開催されているが，評価の結果である指定管理評価報告書を

市及び指定管理者に提出している。 

（ⅲ）全体評価（提言） 

 この外部評価委員会は，指定管理者の指定管理業務について，「あすみんに求

められる役割が変化していく中で，行政と市民・ＮＰＯ・ボランティアとの間に

立ち，両者の視点を十分に理解しながら適切な運営が行われている」と評価する

とともに，「接遇面などさらに高いレベルでの運営ができる余地がある」として，

「設置者と施設管理者が連携・協力しながら，新たな視点での運営の充実に取り

組んで頂きたい」と提言している。 

(ｷ)内部評価委員会 

事業計画書の「管理運営の向上」において，指定管理者は内部評価委員会を設置す

ることとなっている。 

仕様書には，センター運営は市民の視点を取り入れるとあるが，運営委員会は設置

しておらず，その代わり，内部評価で利用者による評価を入れている。 

内部評価委員会では，来館者数，ボランティア入門講座，共働事業提案サポート，

１０周年事業及びこれからのセンターについて等の各論点について，現状を分析し，

対応・改善策等を協議している。 

例えば，①来館者数の増加に向けては，団塊の世代が市内の公民館を利用している
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と思われることから，そうした世代へのアプローチを図るべく，ＮＰＯ団体との協力

体制を敷くことの提案や，②ボランティア入門講座については，ボランティア体験プ

ログラムのような体験型・パッケージ型を多く用意して，地域へ広げることの実施を

検討したり，③共働事業提案サポートについては，提案制度のみにかかわらず，ＮＰ

Ｏと行政，大学，企業，地域などと行なう「共働」のあり方を知らしめ理解してもら

う方法を検討したり，④今後のセンターのあり方として，中間支援機能の充実を図っ

たり，本施設における中間支援施設としての機能や仕組みの確立を検討している。 

(ｸ)外部・内部の評価委員会の有意性 

上記のとおり，本施設においては，外務・内部の評価委員会の視点も交えて，いか

にして充実した市民公益活動の情報提供・交流の場が提供され，もって，市民，市民

公益活動団体，事業者，学校及び市が，それぞれの立場や役割を理解し合いながら連

携・協力して，市民公益活動の活性化を図り，それによって，共働によるまちづくり

を推進し，「自治都市・福岡」を築くべく，事業を遂行するとともに，真摯な検討や協

議がなされている。 

 

（2）問題点 

ア 本施設の必要性 

  複雑化する地域課題の解決のために，ＮＰＯやボランティアは，新しい公共の担い手

として期待されている。さらに，その活動に有益な情報及び交流の場の提供等を通じて，

市民の自主的かつ自発的な活動の促進を図り，最終的には，市民主体のまちづくりの実

現・達成を果たす必要がある。そのためには，市民の正当かつ公平な利用を確保する公

設施設が必要であるから，本施設の意義や必要性は，充分に認められる。 

イ 指定管理の必要性 

本施設は，指定管理制度を導入する前は直営（特定非営利活動法人ＮＰＯふくおかへ

の業務委託）であったが，指定管理制度の導入により，民間のノウハウを生かして地域

との交流や地域支援活動を行ったり，市民目線に立って来館者が気持ちよく利用できる

ように配慮されたり（住民サービスの向上），施設の管理費の削減や市の職員の人件費

の削減に繋がったりしている点（人的金銭的管理コストの削減）に鑑みれば，指定管理

という方法による管理運営方法には意義があり，必要性も認められる。 

ウ 選定手続きについて 

(ｱ)選定委員会の構成 

選定委員会は，専門的知識または経験を有する者（大学教授，中小企業診断士，市

民公益活動実践者等）４名，市職員１名の５名から構成されている。 

(ｲ)指定管理者決定にかかる手続きの流れ 

平成２０年度の選定委員会では，指定管理者の最終候補者を推薦しており，また手
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続きの流れに特に問題とすべき点はないと考える。 

(ｳ)公開・非公開について 

選定委員会は，「福岡市ＮＰＯ・ボランティア交流センター指定管理者の選定委員

会に関する要綱」により，公開を原則としており，非公開については，「率直な意見の

交換」を行うことを目的に，必要な部分について行う旨，選定委員により決められた。 

選定委員会は３回開催されているが，それぞれ，一部非公開とされているが，どの

点が非公開とされたかについては，議事録に以下の記載があり，特段に問題にすべき

点はないと考える。 

第１回選定委員会については，一部非公開とされている。第１回委員会で募集要項

等の承認を行なうことになっている。募集要項に関しては，公開とされている。しか

し，審査基準については，公表部分以外の細目について協議を予定しており，特定の

者に利益が得られる可能性があるとして審査基準に該当する部分は非公開とされてい

る。 

第２回選定委員会では書類選考により上位団体を選定するところ，審査内容を公開

することでヒアリングに反映されることが可能になるなど最終判断に影響を与える可

能性があることから，書類選考部分が非公開とされている。 

第３回選定委員会では，ヒアリングと最終選考部分については，公開することによ

り提案内容が他の候補者に転用される等，特定の候補者に利益または不利益を与える

おそれがあり，最終判断に影響を与える可能性があることから非公開とされている。 

エ 実施協定書第４条第３項の経費の市民局とこども未来局の負担割合について 

なお，本施設は，こども未来局（福岡市立青年センター）と市民局（福岡市ＮＰＯ・

ボランティア交流センター）の複合施設であることから，その管理及び施設の管理にか

かる費用については，こども未来局と市民局との間で「福岡市立青年センター等複合施

設管理協定書」が締結され管理区分，管理費の範囲，管理費の負担割合を決定している。 

光熱水費を除く管理費については，施設専用面積に基づく按分により，福岡市立青年

センターが７６％，本センターが２４％の按分負担の割合で負担することとなり，こど

も未来局が指定管理者に請求することとなっている。 

光熱水費（電気・上下水道）の負担については，各施設の使用料に応じた額とし，当

該施設の基本料金についても使用料按分となっている。もっとも１階共用施設の電気代

については，施設面積に基づく按分により求めた金額に，上記の負担率（％）を乗じた

額を双方が負担することとなっている。 

これらに特に不合理な点は見当たらない。 

オ 事業の遂行 

指定管理の業務内容は，市で指示している。 

月２回の定例会議（市と指定管理者）が実施されている。これは，基本協定書・実施
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協定書に規定されているものではないが，これを実行することにより，本施設の事業の

質の維持・レベル向上が果たせている。 

カ 施設賠償保険（賠償・傷害保険） 

・施設：福岡市加入の施設賠償保険で対応している。 

・ボランティア活動：センターが実施する事業に参加するボランティアについては，指

定管理者がボランティア保険に加入して対応している。 

キ 備品の購入(精算方法) 

  本施設の場合，備品購入費については，実施協定で定める指定管理料の積算要素とし

ていない。但し，年度途中で備品を購入する必要が生じた際には，市と指定管理者との

協議の上，双方のどちらかで購入することになっている。協議の結果，指定管理者で購

入することとなった場合には指定管理料の事業費で支出することとなり，精算は生じな

い。 

ク リスク分担表 

基本協定書にリスク分担表が添付されている。 

総論に記載したとおり，このリスク分担表が，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。 

ケ 基本協定書の「指定管理者の辞退等」の条項 

基本協定書には，「指定管理者の辞退等」の条項があるが，これは総論で記載したと

おり，速やかに削除・変更する必要がある。 

コ 収支状況について 

本施設の管理業務に係る年間収支は，以下のとおりである。 

年間収支予算書では，収入については，指定管理料２９５３万５０００円と施設利用

料金１６５万円となっている。 

年間収支決算書によると，支出合計は，３１４２万７４６５円で，２５万２４６５

円の赤字となっている。 

 この赤字の原因について本市に確認したところ，指定管理に必要な経費については

人件費を含め適正に積算しており，指定管理者もあらかじめ市が提示した指定管理費

上限額を承知の上で応募していること，平成２４年度の収支差額については指定管理

者の経費処理レベルで改善できるとも思われることから，収支差額のマイナス報告に

ついては，市，指定管理者双方とも解決すべき重要な問題との認識はなく，この件に

ついての特段の協議は行っていないとのことであった。 

しかしながら，本施設の事務局体制は仕様書の規定以上に充実している（事務局体

制に関して，仕様書では，職員は常時２名以上の配置，センター長を１名配置とされ

ているが，本指定管理者は，常勤４名，非常勤６名の職員体制となっている）。 
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加えて，本施設の指定管理者が実施した指定管理業務は非常に充実しており，外部

評価委員会からも評価されている（①予算の配分については，重点事業を踏まえた予

算配分を行っている，経験を活かし省エネ対策・経費抑制を行うなど常に努力しよう

とする意思が伝わってくる。②来訪者は減少しているものの質・機能の向上に主眼を

置いて対応し良く維持している。③人員の配置は実績と経験を活かした人員配置とな

っている。④施設稼働率の向上については必要な取組みが行われ高い稼働率となって

いる。⑤委託者（市）とのコミュニケーションが十分にとられているなど。）。 

こうした点からして，今後も充実した指定管理業務を維持するのであれば，特に，

本施設では自主事業よりも指定管理業務が多いことからすれば，やはり赤字の原因（指

定管理者の経理処理レベルの問題なのか否か）は確認すべきであったと考える。 

サ 指定管理者への応募への懸念の有無 

ところで，平成２１年４月から平成２６年３月までの指定管理者の募集に当時の指

定管理者のＮＰＯふくおか（指定管理制度が導入される前の業務委託先）は募集せず，

また，平成２６年４月から平成２８年３月までの指定管理者の募集に，ＮＰＯふくお

かも現在の指定管理者も応募していなかったこと（同社の企業方針の点もあったのか

もしれないが）から，市に対して，今後の指定管理者への応募への影響が懸念されな

いかと照会をした。 

これに対しては，「一般的な建物管理だけでなく，ＮＰＯ・ボランティア支援も指定

管理業務とするあすみんは他の施設管理にはない特殊性があり，プールや市民センタ

ーのように今後，募集のたびに多くの候補者が現れるとは考えていませんが，ＮＰＯ

中間支援組織が成長してきていることや，市の施設の指定管理者となることによる企

業の信用度の向上は現指定管理者の社員も認めており，近年，企業におけるＣＳＲ活

動が活発化していることもあり，ある程度の応募は確保できると考えています」との

ことであった。 

シ 平成２６年度以降の指定管理者 

(ｱ) 次期指定管理の期間 

平成２８年３月で，福岡市立青年センターが閉館することが決定している。本施設

も同時期に閉鎖するものの，平成２８年４月に他の場所に移転予定である。こうした

ことから，次期の指定管理の期間は平成２６年４月１日～同２８年３月３１日の２年

間となっている。 

(ｲ) 次期指定管理者 

平成２６年４月以降の指定管理者は，「あすみん」マネジメントグループ（特定非営

利活動法人九州コミュニティ研究所と三笠特殊工業株式会社の共同事業体）に決定し

た。この共同事業体は，コミセンわじろ，さいとぴあの指定管理者と同じである。新

規応募３団体のうちから，同共同事業体が選定された。 
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ス 引継 

本施設においては，平成２１年度に公募によって指定管理者が交代している。 

競合関係にある団体への引継ぎは，指定管理者制度を採用する上で，当然，発生する

リスクであると考えられるが，後任者に前任者の実績や経験が十分に承継されることが

望ましい。 

本施設においては，現在の指定管理者が，平成２６年後以降の指定管理者に応募しな

かったという点では，前任者と後任者との間で競合する側面が少なく，従業員の雇用継

続，ノウハウの承継などのスムーズな引継が期待できる。 

実際，引継ぎは順調に進んでいる。理由としては，指定管理者交代という施設側の都

合で市民（利用者）に迷惑をかけないという現指定管理者の考え方によるものが大きい

と思われる。 

セ モニタリング 

特に問題とすべき点は，見当たらなかった。 
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５ 福岡市男女共同参画推進センター 

 

単位：千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市男女共同参画推進センター 施設数 1 

所在地 福岡市南区高宮三丁目 3 番 1 号 

担当部・課 男女共同参画部・事業推進課 

根拠法令 
福岡市男女共同参画推進センター条例，同施行規則，福岡市男女共同参

画を推進する条例 

施設の設置目的 
男女共同参画の推進に関する施策を実施し，及び市民等による取組を支

援することにより，男女共同参画社会の形成に寄与するため。 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

福岡県建物管理事業協同組合・（株）

福岡市民ホールサービスグループ 
Ｈ22.4～Ｈ25.3 公募（10） 

福岡県建物管理事業協同組合・（株）

福岡市民ホールサービスグループ 
Ｈ25.4～Ｈ30.3 公募（5） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 87,980 88,295 88,295 86,756 

精算 △1,051 △299 △744  

精算後指定管理料 86,929 87,996 87,551  

市のその他の支出

（託児費＝概算払） 
1,854 1,854 1,854 1,854 

市のその他の支出

（修繕費＝概算払） 
400 400 400 550 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

11,759 11,794 10,986 11,758 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 

施設利用料（個人利用・専用

使用） 

⇒ホール，ギャラリー，料理

実習室，研修室等 

自主事業の有無 無 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
 

自主事業の概要  

指定管理導入以前の管理方法 直営 

備考 

① 指定管理者制度導入前は，福岡県建物管理事業協同組合に警備・

清掃・受付等を，ホール上演等を㈱福岡市民ホールサービスに業

務委託していた。 

② 男女共同参画に関する事業に関する業務(企画・相談・図書)は，市の

直営である。 
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(1)  現状 

ア 施設の概要【福岡市男女共同参画推進センター（愛称：アミカス）】 

本施設は，男女共同参画の推進に関する施策を実施し，及び市民等による取組を支援

することにより，男女共同参画社会の形成に寄与するために設立されたもので（福岡市

男女共同参画推進センター条例第１条），福岡市男女共同参画を推進する条例第２５条

は，当該施設を「市が男女共同参画の推進に関する施策を実施し，及び市民等による取

組を支援するための拠点施設」と位置付けている。 

・所在地   福岡市南区高宮三丁目３番１号 

・開館年月  昭和６３年１１月 

・施設規模  鉄骨鉄筋コンクリート造 地下１階地上１０階建ての一部 

センター階数：地上４階（一部５階及び地下１階） 

・施設面積  センター延床面積 ５，４２６．３０㎡ 

・施設内容  ホール，視聴覚室，研修室Ａ～Ｆ，図書室，ギャラリー，軽運動室Ａ・

Ｂ，創作室，料理実習室，音楽室，和室，事務室他 

イ アミカスの業務内容 

男女共同参画に関する事業に関する業務(企画・相談・図書)は福岡市の直営であり，

平成２４年度に実施したアミカスの男女共同参画に関する業務は以下のものがある。 

(ｱ)講座・講演会等の実施（男女の自立や男女共同参画を促進するための講座・講演会

等の実施，女性の起業・就業支援セミナーや講座等） 

なお，当センターが主催するすべての講座・講演会等について，託児サービスが実

施されているが，これは指定管理者が行なっている。託児業務費は指定管理料の中に

積算されており概算払いとなっているが，この概算払とその精算に関しては，修繕費

と同じ問題点がある（後述する）。 

(ｲ)相談事業 

①総合相談臨床心理士等の女性相談員による（家庭や職場，地域での問題，配偶者

からの暴力などの相談），②臨床心理士等の女性相談員による電話相談，③法律相談（女

性弁護士による面談相談）など。 

(ｳ)調査研究事業 

(ｴ)広報啓発事業（広報誌「アミカス」を年４回発行） 

(ｵ)図書事業（図書情報の収集，図書室の利用，図書の貸出等） 

(ｶ)情報提供事業 

(ｷ)地域支援事業（男女共同推進サポーター派遣事業，地域における講座・講演会支援

事業） 

(ｸ)市民グループ活動支援事業 

ウ 指定管理者の指定管理業務内容 
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指定管理者が行う業務内容については，「管理業務仕様書」において，以下のとおり

定められている。 

指定管理者は，男女共同参画に関する事業に関する業務(企画・相談・図書)を除いた，

①諸室の貸出に係る業務（受付，案内，及びホールの上演等に関する業務，託児業務），

②施設の維持管理業務（清掃・警備・施設設備の保守点検・施設設備の修繕等に関す

る業務）， 

③上記①と②に関連する各種庶務，経理，統計，緊急・防災時の対応等に関する業務，

等を行う。 

エ 実施業務 

指定管理者の業務が，男女共同参画に関する事業に関する業務（企画・相談・図書）

が除かれており，民間のノウハウを活かして，ソフト面の充実を図るという本来の指定

管理者制度の趣旨を全うできない点の問題性については，後述する。 

オ 指定管理の状況 

(ｱ)開始時期 

平成２２年度から，本施設についても指定管理者制度が導入された。 

本市が指定管理者制度を採用した平成１８年度からではなく，平成２２年度からの

開始となったのは，男女共同参画推進センターを市の直営とする方針を決定した平成

１６年当時は，事業も含め全般的に委ねられる民間団体・事業者は見あたらず，全市

的にも指定管理者制度の導入を模索している中，現行のように業務を分割して導入す

ることを想定するのは難しい状況であったこと，その後，平成１８年度から指定管理

者制度を導入した本市の他施設の状況や指定管理者制度の所管局との協議を踏まえ，

改めて検討を行う期間を要したという理由からである。 

(ｲ)指定管理者の概要と市への責任 

・主体     福岡県建物管理事業協同組合と株式会社福岡市民ホールサービスの

共同事業体 

・設立経緯   同共同事業体は，平成２１年９月７日に締結された「福岡市男女共

同参画推進センター指定管理者共同事業体協定書」に基づき設置さ

れた。 

・所在地    福岡市西区野方三丁目１番５号 

・代表企業   福岡県建物管理事業協同組合 

・運営委員会   本業務を円滑に実施するための両者の協議機関として運営委員会を

設置し，構成員全員で指定管理者に係る提案及び管理運営にあたる

こととなっている。 

・連帯責任   各構成員は，本指定管理業務に関して，市と事業体との間で締結す

る基本協定及び実施協定の協定内容について，市に対して連帯して
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履行責任を負う。 

(ｳ)共同事業体の構成員の概要 

【福岡県建物管理事業協同組合】 

昭和５９年に協同組合として設立され，福岡市西区野方三丁目１番５号に本店を置

き，建築物の衛生管理業務，設備管理業務，整備保全，保安・警備業務等を事業内容

とする。 

福岡市男女共同参画推進センターの警備・清掃・受付等業務委託（指定管理者制度

移行前）などの受託業務も行ってきた。 

【株式会社福岡市民ホールサービス】 

昭和３８年に設立され，福岡市中央区天神五丁目１番２３号に本店を置き，催し物

の企画・誘致・斡旋，舞台・音響等に関する業務，施設のホール等の管理運営等を業

務内容とする。 

過去の主な受託業務は，福岡市民会館・福岡市立西・早良・城南市民センター（指

定管理者），福岡市立南・中央・博多・東市民センター（上演業務委託）等がある。 

(ｴ)備品購入，修繕，託児業務費に関する定めとその問題性 

福岡市男女共同参画推進センターの管理業務に係る基本協定書，同実施協定書に定

めがある。 

備品については，指定管理者に無償で貸与し，経年劣化等により本業務実施のため

に供することができなくなった場合には，必要に応じあらかじめ市と協議し，市が指

示するときは，指定管理料の範囲内で購入することとなっている。 

ところが，指定管理料の中で購入した備品も市に帰属することとされ不合理となる

ため，実務的には，指定管理料のうち，精算払いである修繕費により，市と指定管理

者で協議し，老朽化等で使用に耐えられなくなった備品を購入している。 

また，実務的に行っている修繕費による備品の老朽化等に伴う購入については，そ

の旨を明確に基本協定書に記載しておくべきであるが，この点については，平成２６

年度から対応予定とのことであった。 

なお，修繕費・託児業務費は概算払いとされており，概算払いの問題点は総論で記

載したとおり，消費税の問題がある。したがって，修繕費・託児業務費を年度末に精

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，これらを指定管理料から

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すべきで

ある。 

 

（2）その他の問題点 

ア 本施設の必要性 

 男女共同参画推進の流れ 
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我が国においては，日本国憲法において個人の尊重と法の下の平等の実現がうたわ

れ，男女平等の実現に向けた様々な取組が，国際社会とも連動しつつ，確実に進めら

れてきたが，なお一層の努力が必要とされている。 

一方，少子高齢化の進展，国内経済活動の成熟化等我が国の経済情勢の急速な変化

に対応していく上で，男女が，互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い，性別

にかかわりなく，その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の

実現は，緊急な課題となっている。 

このような状況に鑑み，男女共同参画社会の実現を２１世紀のわが国社会を決定す

る最重要課題と位置付け，社会のあらゆる分野において，男女共同参画社会の促進に

関する施策の推進を図っていくことが重要とされ，将来に向かって国，地方公共団体

及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため

に，平成１１年６月に，男女共同参画社会基本法が制定され，同１３年１月６日から

施行された。 

これを受けて，福岡県では「福岡県男女共同参画推進条例」が平成１３年１０月１

９日に公布，施行された。 

また，福岡市では，男女共同参画の推進に関する施策を実施し，市民等による取組

を支援するべく，「福岡市男女共同参画を推進する条例」が平成１６年３月２９日に公

布され，同年４月１日から施行された。 

本施設設立の経緯と施設の必要性 

本市では，昭和６３年１１月に開館した「福岡市女性センター」を平成１６年４月

に「福岡市男女共同参画推進センター」へ名称を変更するとともに，福岡市の同条例

に定める施策の実施や市民等による取組を支援するための拠点施設として位置付け，

併せて，同月１日に，「福岡市男女共同参画推進センター条例」を公布，施行した。 

そして，本市は，上記の目的を達成するために，本市が直接に男女共同参画の実現

のための業務（上記の「アミカスの業務内容」に記載した業務）を遂行するための施

設として本施設が設置されたものである。 

以上から，公の施設として本施設は必要である。 

イ 本施設における指定管理者制度の問題点とその対策について 

(ｱ) 指定管理の効果 

指定管理者制度が導入される前は，一部の管理業務を委託していたところ，指定管理

者制度を導入した後は，本市が直営の業務に専念することができるようになったこと，

開館時間中の施設利用の許可業務や施設の維持管理業務のために，所管課において市職

員の常駐の必要が無くなったことなどから人員配置の削減が行われ，大きな人件費の削

減等の効果（平成２１年度予算ベースで約４００万円）が得られることとなった。 

また，施設の維持管理業務のうち，施設設備の故障等についても，指定管理者が民間
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ノウハウを活かした迅速な修繕対応を行うことができたことや，利用者アンケートによ

る館内の案内表示の改善などへの市民ニーズにも即応できるなど，市民サービスの向上

が図られている。 

(ｲ) 本施設における指定管理者制度の問題性 

しかしながら，指定管理者制度が導入された後の指定管理者の業務は，そもそも，「福

岡市男女共同参画推進センター条例」において，①諸室の貸出に係る業務（施設利用

許可，受付・案内及びホールの上演等に関する業務），②施設の維持管理業務（清掃・

警備・保守点検・施設設備の修繕等に関する業務），③これらに関する各種庶務，経理，

統計，緊急・防災時の対応等に関する業務であり，男女共同参画に関する事業に関す

る業務（企画・相談・図書）が除かれており，民間のノウハウを活かして，ソフト面

の充実を図るという本来の指定管理者制度の趣旨を全うできない構造になっている。 

そして，本市としては，今後も，男女共同参画社会の実現を本市における重要施策

と位置付け，本市の直営で行なうことを堅持していくとのことであり，指定管理者が

上記の核となる事業を遂行することはないということになる。 

にも拘らず，この事業が活性化し，本施設の利用が促進されればされるほど，指定管

理者の業務量が増えていくことになる反面，指定管理料は，過去の指定管理運営経費の

平均値・シーリング率等による修正により減額傾向にある。さらには，自主事業もなく，

独自の収益活動を営めない。 

結局，男女共同参画に関する事業に関する業務(企画・相談・図書)に関しては，民間

の団体である指定管理者が関与できずそのノウハウを活かせる状況にはないし，また，

本施設において指定管理を維持していくなかで，民間である指定管理者の経済的メリッ

トがあまり期待できない。 

こうしたことからすれば，今後の指定管理者への応募への影響が懸念される。 

(ｳ) 従前の業務委託制度へ戻すことの是非 

本施設における指定管理者の業務が上記のとおり，①諸室の貸出に係る業務，②施

設の維持管理業務，③これらに関する各種庶務，経理，統計，緊急・防災時の対応等に

関する業務であり，指定管理者制度の趣旨を全うできないことから，業務委託方式に戻

すことで足りるのではないかとの疑問が生ずる。 

これに関しては，所管課によれば，㋐業務委託方式に戻した場合は，上記①ないし

③の業務について，毎年度それぞれ業務毎の入札を行い，個別に契約を行っていく必要

がでてくることから，その管理業務（施設利用許可業務を含む）や契約事務を行うため

には，指定管理導入当時，この業務の削減効果も含めて削減された人員を再び配置する

必要がでてくること，㋑指定管理者はこれまで，選定後は指定管理期間の一定期間，従

業員の雇用計画の安定が図れるが，業務委託となれば，毎年変更の可能性もあり，一定

期間の計画的な雇用ができなくなり不安定となるなどのデメリットも懸念されること
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から，業務委託制度へ戻すことは相当とはいえないとの回答であった。 

しかしながら，㋐については上記①ないし③の利用許可や契約事務が業務委託でで

きないということはないであろうし，また，㋑についても指定管理者制度の導入前は，

警備・清掃・受付及び上演等を業務委託していたのであるし，入札者も業務委託方式で

あることを理解した上で入札するのであるから，雇用に関する懸念を考えるには及ばな

い。 

むしろ，本施設の指定管理業務が指定管理者制度の趣旨を全うできないこと，また，

指定管理者の経済的メリットがないことに加えて，指定管理者制度を維持することによ

りモニタリングの手間などの負担も生じることに鑑みれば，本施設について，指定管理

者制度を維持すべき理由に乏しいように思われる。 

よって，本施設の現状，特性を踏まえると業務委託方式に戻すことを検討すべきと

考える。 

 

☞意見２５ 

☆ 本施設については，男女共同参画に関する事業に関する業務(企画・

相談・図書)が福岡市の直営の事業となっており，民間のノウハウを活

かして，ソフト面の充実を図るという本来の指定管理者制度の趣旨を

全うできないこと，また，指定管理者の経済的メリットがないことな

どに鑑みれば，指定管理者制度を維持すべき理由に乏しいと思われ，

業務委託方式に戻すことを検討すべきと考える。 

 

ウ 協定書（基本協定書・実施協定書） 

(ｱ) リスク分担表 

協定書にリスク分担表が添付されている。 

このリスク分担表が，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べきであることは，総論に記載したとおり

である。 

(ｲ) 基本協定書の「指定管理者の辞退等」の条項 

基本協定書には，「指定管理者の辞退等」の条項があるが，これは総論で記載したと

おり，速やかに削除・変更する必要がある。 

(ｳ) 指定管理者が加入している賠償補償保険 

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とのことであるので，総論で記載したとおり，重複をな

くし，保険料を低額化して市の無駄な支出をなくすべきである。 
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☞意見２６ 

☆ 本施設において指定管理者が加入している賠償補償保険は，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ので，本

市は，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

とが必要である。 

 
エ モニタリング 

(ｱ)各種報告書の確認 

月次報告書も事業報告書も適正に報告されている。 

(ｲ)利用者アンケート調査 

利用者アンケート（多数の項目について，利用者アンケートを実施，それをわかり

やすく表にしてまとめるなどの工夫がされている。利用者数に比して，アンケートの回

答者数が少ない点が課題とされている。）。 

アンケートの内容の概略は，①記入者の属性（性別，住所，交通手段，年齢），②利

用頻度（諸室毎に利用回数を分けて記載している。），③利用する理由（施設の利用の利

便性，交通の便，夜間利用等），④施設全体または施設の附属設備や備品の利用しやす

さ（開放的か，清潔か，案内表示が分かりやすいか，エレベーターが利用しやすいか等），

⑤職員の接遇，⑥自由意見（記述式）等である。 

(ｳ)アドバイザーの会 

アドバイザーの会は，福岡市男女共同参画推進センターの機能を充実させ，その有

効な利用を図るため，専門家等から意見を聞き，運営に活かすことを目的としており，

年度当初に総会を開催し，年度後半に専門部会（講座・交流ネットワーク専門部会・相

談専門部会）を各１回開催している。 

同会の構成員は，学識経験者・弁護士・関係機関の長・関係団体の長などである。 

同会においては，主に当該年度の事業の説明（趣旨と内容），前年度事業との相違，

新規事業の趣旨説明などがなされているが，市直営の個々の事業につき，前年度と比較

しつつ当年度の事業の内容を検討している。 

市直営の事業に関する専門的な意見を聞くものであるため，指定管理業務である施

設の管理運営に関する事項は補足程度であるものの，専門的な意見を聞きながら，かつ，

前年度の事業と比較しながら，当該年度の事業内容を個々の事業ごとに検証しており，

本市の男女共同参画事業の検証活動としては，非常に有意義な場となっていると考える。 

(ｴ)利用者懇談会 

利用者懇談会は，福岡市男女共同参画推進センターの機能を十分に活用し，その有
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効な利用が図れるよう，市民等の意見を求め運営に活かすことを目的としており，概ね

下半期前半の１０月～１１月頃に開催されている。 

同会の構成員は，市内７区の男女共同参画協議会会長・アミカス利用団体（アミカ

スネットルーム登録団体など）の代表者・地域団体として高宮商店街振興組合代表理事

などである。 

同会においては，当該年度の事業の説明，前年度の施設の整備状況の説明，前年度

の施設利用状況の説明，利用者アンケートの結果報告，問題点の抽出・意見交換がなさ

れている。 

例えば，利用者アンケートの実施方法の検証を行ったり，また，ＤＶの電話相談に

ついては，案内カードの設置の仕方・配布先の検討・相談状況の確認などをしながら，

今後の相談体制の在り方の検討もしている。更には，託児所におけるおやつ代の徴収に

ついては，食物アレルギーなどの問題を検討しながら今後の対応を検討するなど，利用

者目線での本施設の有効な利用方法を検証している。 

アドバイザーの会における施設運営者の視点も踏まえた検証と本会の利用者目線か

らの検証というように複合的な視点から，本施設のあり方や事業のあり方が検証されて

いる点は，高く評価されてよいと考える。 

(ｵ)アンケートや実地調査などによって収集したデータの評価 

(ⅰ)指定管理者による自己評価 

月次及び年次で書面によりなされている。 

(ⅱ)所管課による評価 

履行確認及び改善指導等の現地調査は，事業を市直営で行なっており，事業推進課

職員が臨席しているので，随時（常時）行っている。 

(ⅲ)第三者の評価委員会による評価 

 評価委員会の設置はないが，アドバイザーの会や利用者懇談会で，これに対応する

評価システムが確保されている。 

(ｶ)モニタリングの公表 

  適切に公表されており，特に問題とすべき点は見当たらなかった。 
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スポーツ施設 

 

 市民局スポーツ推進部スポーツ振興課では，体育館やプールなどの体育施設を所管して

いる。 

本稿では，スポーツ振興課所管の体育施設のうち，体育館については，本市の拠点体育

館であり，かつ，非公募で指定管理者が選定されている福岡市民体育館を最初に検討し，

次に，非公募となっている九電記念体育館を検討することとした。そして，公募で指定管

理者が選定されている体育館（福岡市立地区体育施設とされているものが公募対象となっ

ている）については，問題点等はほぼ共通することから，規模の大きい体育施設である福

岡市立城南体育館と福岡市立早良体育館について検討することとし，その余の体育館につ

いては，施設の紹介に留めることとした。 

次に，プールについてであるが，これも同様に，拠点施設として位置づけられており，

かつ，非公募で指定管理者が選定されている福岡市立総合西市民プールについて検討した

後，公募で指定管理者が選定されている福岡市立城南市民プール・福岡市立早良市民プー

ルを検討することとした。その他のプールについては，紹介に留めている。 

最後に，野外活動に関する事業を実施する福岡市立今宿野外活動センターの指定管理者

制度について検討することとした。 

スポーツ振興課所管の施設・指定管理者一覧表は，別添資料１のとおりである。 

 

ところで，福岡市立地区体育施設（体育館，プール）及び福岡市ももち体育館に関して

は，指定管理者制度の対象を２施設のパッケージとなっているところがあるが，この理由

については，後記する。 

 

６ 福岡市民体育館 

 

単位千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市民体育館 施設数 1 

所在地 福岡市博多区東公園 8 番 2 号 

担当部・課 スポーツ推進部・スポーツ振興課 

根拠法令 福岡市民体育館条例，同施行規則 

施設の設置目的 市民体育の振興を図る。 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

(財)福岡市スポーツ振興事業団 Ｈ18.4～H21.3 非公募 

(財)福岡市スポーツ振興事業団 

⇒(財)福岡市体育協会(22.4 統合) 
Ｈ21.4～H22.3 非公募 
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(財)福岡市体育協会 

⇒公益財団法人へ移行(「(公財)福岡

市スポーツ協会」へ名称変更。H24.10) 

Ｈ22.4～H25.3 非公募 

(公財)福岡市スポーツ協会 Ｈ25.4～Ｈ28.3 非公募 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 253,502 279,379 277,898 242,285 

精算 △3,002 △774 △530  

精算後指定管理料 250,500 278,605 277,368        

市のその他の支出 ※1 ※1 ※1  

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

35,546 40,520 41,909 40,521 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 

① 個人利用(施設利用料・

ロッカー利用料等)， 

② 専用利用（福岡市大会

以上の大規模大会，そ

の他大会やサークル等

の専用利用） 

自主事業の有無 有 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
11,499 

自主事業の概要 ① スポーツ教室，②自動販売機設置，③スポーツ用品の販売・貸出 

指定管理導入以前の管理方法 管理委託（(財)福岡市スポーツ振興事業団） 

備考 

(公財)福岡市スポーツ協会は，本市の外郭団体であり，本市の政策目

的を実現する役割を担っている。 

※1  「その他の支出」は，複数の施設をまとめて契約することもあり，明

確に分別することが困難であることから，スポーツ振興課全体で集計され

ている（別添資料 2 参照）。 

 

 

(1)  現状 

ア 施設の概要 

本施設は，市民体育の振興を図るために設置された（福岡市民体育館条例第１条）体

育館である。 

・所在地   福岡市博多区東公園８番２号 

・開館年月  昭和４７年４月 

・施設規模  鉄筋コンクリート造 地下１階地上４階建て 

・施設面積  敷地面積 １８，９２９㎡ 

        延床面積 １４，５２４㎡ 

・施設内容 〈第１競技場〉競技場(１，７６４㎡)，観覧席 

〈第２競技場〉プール(２５ｍ×７コース)，補助競技場(６９３㎡)， 

第２軽スポーツ室， 
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〈本館〉 地階…トレーニング室(１７５㎡) 

１階…トレーニング室(２５０㎡)，健康体力相談室 

２階…体操室(２８８㎡)，小体育室 

３階…卓球室(３２５㎡)，フェンシング室(３０３㎡)， 

軽スポーツ室 

４階…柔道場(３０８㎡)，剣道場(３０８㎡) 

本施設と福岡市立総合西市民プールは，施設の規模の大きさや付帯設備の機能等から，

体育館とプールに関する拠点施設として位置づけられている。 

イ 指定管理の状況 

(ｱ)開始時期 

福岡市が指定管理者制度を導入した平成１８年度から，本施設についても指定管理

者制度が導入されている。 

(ｲ) 指定管理者の概要 

・名称     公益財団法人福岡市スポーツ協会 

・設立経緯   昭和３７年１月に１９団体で創設され，平成３年９月に基本財産を１

億円として財団法人化され，その後，同２２年４月に財団法人福岡市

スポーツ振興事業団と統合し，さらに，平成２４年１０月１日から公

益財団法人に移行している。 

・所在地    福岡市博多区東公園８番２号 

・業務内容   市民スポーツの普及振興，競技スポーツの振興，公共スポーツ施設の

管理運営等 

・他の指定管理関係  本施設をはじめ，福岡市立東体育館・福岡市立中央体育館，福

岡市立西体育館・福岡市ももち体育館，福岡市立総合西市民プ

ールの指定管理者となっているとともに，福岡市立城南体育館，

福岡市立早良体育館については指定管理者である総合システ

ム管理株式会社から，施設運営業務を一部受託（スポーツ教室

等に関する業務を受託）している。 

(ｳ) 指定管理者に対する出資金・補助金・貸付金の交付の有無及びその金額 

同協会の基本財産は２億１８２７万円であり，そのうち，１億６０００万円は福岡

市が出資している。また，平成２４年度における福岡市からの補助金額は，８９２２万

９６０４円である。 

即ち，同協会は，本市の外郭団体であり，本市の政策目的を実現する役割を担って

いる。 

ウ 指定管理者の指定管理業務 

指定管理者が行う業務の内容については，「指定管理者業務の基準」に記載がされ
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ている。 

具体的な業務内容は以下のとおりである。 

(ｱ) 施設の管理運営業務及び施設・設備の維持管理業務 

施設の管理運営に関する業務 

・施設の利用許可等に関する業務（福岡市民体育館条例，同施行規則に基づく的確

な処理｡個人利用，専用利用。大規模大会日程調整等） 

・受付に関する業務（利用申請等の受付業務，施設利用料の徴収業務など。） 

・備品・消耗品の保守管理 

・プール施設の運営管理業務（福岡市民体育館にプールが併設されているため。プ

ールの環境整備，プール監視業務，備品等の保守管理） 

・広報及び利用者ニーズの把握に関する業務（利用者アンケートの実施，意見・要

望・苦情等に対する対応）等 

施設・設備の維持管理に関する業務 

・保守管理業務（建築物・建築設備） 

・環境維持管理業務（清掃業務，環境整備業務，施設整備業務） 

・環境衛生管理業務（害虫駆除消毒，浄化槽清掃） 

・保安警備業務（防災業務，機械警備業務を含む。） 

・施設保全業務 

・施設・設備の維持管理に関する業務（清掃等業務，塵芥・廃棄物の処理等） 

(ｲ)事故・災害等緊急時対応に関する業務 

(ｳ)スポーツ教室等に関する業務 

① スポーツ振興事業に関する業務 

・スポーツ教室（年代や種別のバランスを考慮した誰もが参加できる主に初心

者を対象としたもの） 

・フォローアップ教室（低廉な料金で年齢を問わず気軽に参加でき，継続的な

運動・レクリエーションの場を提供するもの） 

・本市のスポーツ行政推進の拠点施設の管理運営を担う指定管理者としての事

業（民間業者では担うことが難しい公共性の高い分野において，他の市立体

育館に対する「模範的役割」「先導的役割」を果たす事業として展開を求め

られているもの） 

〔取組例〕 

・子ども・高齢者・障がい者・勤労者等に対する新たなスポーツ教室等

のプログラム開発 

・医療機関や健康づくり関係団体，民間事業者，大学等による健康づく

りとスポーツを連携した多様で体系的な健康づくりスポーツの普及
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促進 

・競技団体等のネットワークを活かした各種大会の誘致・開発とこれに

伴う利用調整 

・競技団体や種目団体等の関係団体やスポーツ推進委員等と連携した多

様なスポーツ指導者の確保・育成・活用 

･「子どもの日」・「体育の日」の無料開放，新体力測定用具やニュースポーツ用

具の貸出及び管理 

② 自主事業に関する業務 

・スポーツ教室 

・用具の貸出業務 

・飲食その他自動販売機の設置業務（本市の目的外使用許可を得る必要がある） 

(ｴ)事業報告等に関する業務 

・事業報告書等（事業計画書・収支計画書，事業報告書（月間・年間） 

・利用者アンケートの実施とアンケート調査結果の分析・評価の書面による市

への提出 

・自己評価報告書の実施とその成果・結果の書面による市への提出 

(ｵ)その他 

・市主催業務等への協力 

・記録の作成・保管および情報共有 

・本市から出席を要請された会議・研修会・講習会等への出席 

・地域等への貢献（自治体や公民館等の活動への協力，近隣小中学校・保育所

及び幼稚園等の行事への参画） 

・指定期間終了時の引継業務等 

(ｶ)管理運営協議会の設置（基本協定書第２４条） 

市及び指定管理者は，管理運営業務に関する協議を行うことを目的として，「体育

館・プール指定管理者管理運営協議会」を設置することとなっている。 

(ｷ)指定管理者の辞退条項（同第３４条） 

   指定管理者は６か月前の予告で指定管理者の地位を辞退することができる条項があ

る。 

(ｸ)保険の付保（同第１３条） 

指定期間中の指定管理業務を行う上で想定される損害を補填する保険に，指定管理

者の負担にて加入することとなっている。 

エ 指定管理者が実施している業務 

(ｱ) 施設の管理運営業務（利用状況） 

平成２４年度の年間事業報告書によれば，施設の利用状況は以下のとおりであり，
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利用者数を増やし，利用料金の収納も増加している。 

① 施設の利用者数 

 

平成２１年に耐震工事のため休館した影響で利用者が減少傾向にあったが，広

報や指導の充実，平成２４年度の開館４０周年記念イベントの一環事業としてスポ

ーツ教室を開催して，前年比１０％の利用者増となった。 

② 使用料の収納状況 

 

上記使用料には市に直接歳入される使用料は含まない。 

(ｲ) 福岡市民体育館開館４０周年記念事業の開催 

・ジュニアスポーツクリニックの開催（バレーボールに関して，ジュニア選手の育成

強化やトップレベル選手とのふれあいの機会の提供） 

・レクダンスまつり＆体験ダンスレッスンの開催（市民の健康づくり増進を目的とし

た市民が広く参加できるスポーツ教室の開催） 

(ｳ)指定管理業務のスポーツ教室(スポーツ振興事業)，フォローアップ教室（ワンポイント

レッスン） 

実施された教室は，リフレッシュ親子体操教室，親子ふれあいスイミング，春の子

ども体操教室，簡単エアロビクス，健康シェイプアップ教室，ヒップアップ教室（託

児付），太極拳教室，及びＦＣＧ健康教室（これがフォローアップ教室）である。実

施報告書では，これらの実施状況（期間，回数，曜日等），参加者数，及び収支状況

が報告されている。 

フォローアップ教室は利用者が少なく１３９万５０００円の赤字であったため，全

体的な収支は，１２６万１３４０円の赤字であった。 

(ｴ) 自主事業の実施状況 

自主事業のスポーツ教室の内容 

４０歳からのゆったりヨガ教室，ＺＵＭＢＡ ＧＯＬＤ，ピラティス教室，ベリ

ーダンス教室，フラダンス，ボクササイズ，サッカースクール，バレーボールクリ

ニック，ダンスレッスン等である。実施報告書では，これらの実施状況（期間，回
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数，曜日等），参加者数及び収支状況が報告されている。 

スポーツ教室の実施が指定管理事業と自主事業の双方で実施されていることの

問題性については，後述する。 

収支状況  

スポーツ教室は堅調で２１万５７４０円の黒字である。 

自販機の収入による施設管理者の実収入（黒字）額は４００万円を超えている。 

物品の貸出による収入額は３７万６０００円であり，物品の販売は２８万６００

０円であった。 

(ｵ)施設・設備の維持管理業務 

実施報告書によれば，事業年度計画書のとおり実施されている。 

(ｶ)修繕工事実施状況 

実施報告書には，実施された修繕工事について，月別に，工事件名，工事箇所，期

間，施工業者，工事金額を記載して報告がなされている。 

(ｷ)その他 

・利用者へのサービス（毎月の体育館だよりによる利用者への情報提供） 

・職場体験の受入（福岡市の実施する「職場体験事業」に協力し，中学生の職場体験，

高校生・大学生のインターンシップ等を受け入れた。） 

・広報関連（効率的な集客対策） 

 ・ホームページによる各施設で実施する教室の案内や利用情報，施設概要等の情報の提

供（平成２５年１月リニューアル） 

 ・情報誌活用による情報発信（平成２５年３月創刊 「体協るじゃすと」から改編） 

・「おっしょい福スポかわら版」の活用による，各体育施設の紹介および各体育施設で

実施するスポーツ教室の紹介などの積極的な情報発信。 

・人材育成，職員研修 

スポーツトレーナー関係で，事業グループ主催内部研修，資格取得研修，その他県

主催の研修を実施した。福岡市民体育館をはじめ，福岡市立東体育館，福岡市立中央

体育館，福岡市立西体育館，福岡市ももち体育館，福岡市立総合西市民プールの指定

管理者となっていることから，各施設共通に，力を注いでいる。 

オ 指定管理の効果 

  

 指定管理料（単

位：千円。千円

未満切捨て） 

利用者数（大会規

模に左右されや

すい）（単位：人） 

利用料金（施設使用

料）収入（単位：千円。

千円未満切捨て）※ 

平成 17年度  302,585 39,750（35,843） 
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平成 21年度 253,502   

平成 23年度 279,379 243,693 40,520（33,104） 

平成 24年度 277,898 268,848 41,909（37,229） 

平成 17年度と

24年度との差 

 ▲33,737 ＋2,159（＋1,386） 

（※）各年度の利用料金の（）内の金額は，指定管理者が収納した使用料金額と

して事業報告書にて報告された金額であり，市に直接歳入される使用料額

は含まない。また，収納された使用料を市が還付する場合もある。 

指定管理導入後は，施設利用やスポーツ教室等への参加等も増加傾向にあり，施設の

運営にかかる市の支出も抑制傾向にあることが窺われる。 

また，指定管理者は，限られた予算の中で，利用者のニーズ等を踏まえて，スポーツ

教室等を企画するなどの創意工夫を行っていることも窺われる。これらは，民間のノウ

ハウを組み入れた効果であるとも思われる。 

 

（2）問題点の検討 

ア 本施設の必要性 

  スポーツは市民の心身の健全な発達を促すとともに，明るく豊かで活力に満ちた，生

き甲斐のある社会に貢献するものであるし，体育館は市民体育の振興を図ることを目的

とし（福岡市民体育館条例第１条），本施設が行う事業の内容としては，①体育，スポ

ーツ及びレクリエーションの指導及び普及に関する事業の実施，②体育，スポーツ及び

レクリエーション活動のための施設の提供，③これら以外の市民体育の振興に関する事

業の実施を予定している（同第２条）のであるから，体育館が公の施設として必要であ

ることは明らかである。 

イ 指定管理者制度の必要性 

平成１７年度までは管理委託制度により，本市が全額出資する財団法人福岡市スポー

ツ振興事業団に業務委託していた。 

平成１８年度に本市が公の施設に対して可能な限り指定管理者制度を導入すること

にしたことや，公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ，市民サービスの向上を図る

とともに，経費の削減等を図るため，特に，体育館及び市民プール等の施設はその制度

の特性を活用できると期待されて指定管理者制度が導入された。 

本施設についても同様の観点から必要である上，上記のとおり，指定管理者制度によ

り，費用の削減や市民サービスの充実が達成できている状況であるから，引続き，指定

管理者制度の対象とする必要性は認められる。 

ウ 選定手続きについて 

(ｱ)選定委員会の構成 
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選定委員会は５名の委員からなり，その構成は，学識経験者，財務専門家，施設利

用者代表（２名）と本市市民局職員である。 

本市の職員が選定委員会の構成員になっていることは，施設所有者である本市の管

理・運営に関する意向を反映させる必要もあることから，是認されるものと考える。 

(ｲ)選定委員会の公開・非公開 

「福岡市市民局スポーツ振興課所管施設指定管理者選定委員会設置要綱」の第８条

によれば，委員会の会議は公開するとされているが，平成２３年度，平成２４年度の

全ての選定委員会が，非公開とされている。 

非公開の理由に関しては，両年度の第１回委員会については，指定管理者の選定方

法（公募・非公募），募集要項（公募の施設の場合），審査基準，業務の基準等につい

て審議することから，公開することにより選定の適正な執行に著しい支障が生じると

して，選定委員の合議により非公開とされた。 

第２回目以降の委員会についても，①応募団体の経営状況を含めた事項を審査する

こと，②書類選考を通過した各応募団体のヒアリングを行い，施設の管理運営に関す

る事業計画はもとより，各応募団体の経営状況等に係わる内容も審議することを理由

に，「公開することにより，選定の適正な執行に著しい支障が生じると認められる」

として，合議によって非公開と決定された。 

しかし，そもそも，公募・非公募（特に，非公募とすること）や，募集要項の内容

の決定や審査基準・業務の基準等の決定に関しては，公平・適正な審議が行われてい

ることを担保するためにも会議を公開とすることは有意義であるし，また，応募団体

も応募する以上は，選定委員会が公開することを原則としていることからすれば，公

の会議の中で経営状況等の情報が公になることや，これらの情報についての質問がな

されることは，当然覚悟しているものと考える。 

他の施設の選定委員会に関しては，第１回目の会議を公開とし，第２回目以降の会

議については非公開とする例はあるものの，全ての会議につき非公開としている例は

少なく，非公開としなければならない合理性は認められない。 

仮に，非公開とするのであれば，選定委員会の各回において，かつ，その議題毎に

非公開とすべき事由（「支障」の具体性，明白性，現在的な危険性等）について慎重

に検討した上で決定すべきである。さらに，非公開とした場合には，その会議の公正

さが担保されるべく，可能な限り委員会の議論・検討の経緯を議事録に残すべきであ

る。 

 

☞意見２７ 

☆ 選定委員会の会議を全て非公開とすべきではなく，原則として全て

公開すべきである。仮に，非公開とするときは，各回の選定委員会に
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おいて，かつ，その議題に即して，公開することによる「当該会議の

適正な運用に著しい支障」の有無や内容に関して，支障の具体性，明

白性，現在的な危険性等について，慎重に検討すべきである。そして，

非公開とした場合については，委員会の公正さを担保するためにも委

員会の議論の経緯を可能な限り議事録に残すべきである。 

 

(ｳ)指定管理者選定委員会の流れ 

平成２４年度に開催された選定委員会は，福岡市民体育館，福岡市九電記念体育館

の指定管理者の選定を目的としたもので，２回に亘って開催され，非公募で選任する

ことの適否が検討された。 

第１回の委員会（平成２４年１０月２９日）においては，事務局から指定管理者の

選定方法の考え方の説明があった。 

つまり，福岡市民体育館については，これが本市におけるスポーツ行政の拠点施設

として多様な施設機能を有した本市随一の体育施設であることから，その特性を最大

限に活かして，民間事業者に対する模範的かつ先導的な事業を推進させる団体として，

非公募により（公財）福岡市スポーツ協会を選定することの提案がなされた。 

また，福岡市九電記念体育館については，施設が所在する土地所有者の九州電力株

式会社との土地の無償使用貸借契約期間の延長期間が１年間であったことから，当時

の指定管理者の九州メンテナンス株式会社を選定することの提案が福岡市よりなさ

れた。 

審議の結果，これらの提案がいずれも承認された。 

第２回委員会（平成２４年１１月１５日）においては，それぞれの団体からヒアリ

ングと質疑応答がなされ，審査項目の順に沿って，核施設についての指定管理者の適

否について協議と採点がなされ，全委員において，各団体が各施設における指定管理

者の候補者であることついて，適当と判定された。 

(ｴ)非公募の合理性の有無 

指定管理者の選定にあたっては，「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」第３条において，公募が前提となっており，非公募で選定される場合は，

限定されている。 

 

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 

第 3条 

 施設所管局は，指定管理者の選定に当たっては，候補者の公募を行うものとする。 

但し，次の場合には，公募によらないことができる。 
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（1） 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（略）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で，施設の構造上又は

経済的観点から明らかに合理的であるとき 

（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） その他特別の事情があると市長が認める場合 

2 施設所管局は，前項ただし書きの規定を適用する場合は，あらかじめ総務企画

局（行政部行政改革課）及び財政局（財政部財政調整課）と協議しなければならな

い。 

（以下略） 

 

福岡市民体育館及び福岡市立総合西市民プールに関しては，これが本市におけるス

ポーツ行政の拠点施設として多様な施設機能を有した本市随一の体育施設であるこ

とから，その特性を最大限に活かして，民間事業者に対する模範的かつ先導的な事業

を推進させる団体であることが，非公募により（公財）福岡市スポーツ協会を選定す

ることの理由とされている。 

しかしながら，両施設の設置等の根拠法令である福岡市民体育館条例・同施行規則

や，福岡市立地区体育施設条例・同施行規則のいずれにも，両施設が本市のスポーツ

行政の拠点施設として位置づけた規定にはなっていないし，非公募による選定を是認

することは明示されていない。 

指定管理者の業務の基準では，①「福岡市民体育館」は「大規模な観覧席を持つ第

１競技場に加え，補助競技場，プール等，多様な施設機能を有した本市スポーツ行政

推進における拠点施設であり，管理運営する指定管理者に対しては，その本市随一の

施設特性，専門的なノウハウ，ネットワークを活かして本市のスポーツ振興施策推進

へ寄与するとともに，新たなスポーツ教室等のプログラム開発，ネットワークを活か

した各種大会の誘致やスポーツ指導者の育成・活用事業など，他の福岡市立体育館に

対する模範的，先導的な役割を果たすことが求められている」と記載し，また「福岡

市立総合西市民プール」に関しては，「福岡市民体育館と同様に施設設備，付帯設備

の機能等から本市のスポーツ行政推進における拠点施設として位置づけてお

り，・・・・・・・本市スポーツ行政推進における拠点施設の管理運営を担う指定管

理者として，民間事業者では担うことが難しい公共性の高い分野における『模範的役

割』『先導的役割」を果たす事業を展開すること」が求められている。 
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また，「（非公募）指定管理者審査基準」にも同様に，①「事業計画が，具体的かつ

本市の拠点施設として活用できる内容として提案されているか」，②「民間事業者に

対する「模範的役割」「先導的役割」を果たす事業が提案されているか」の基準は記

載されているから，福岡市スポーツ協会がこうした能力を有しているか，また，募集

要項にこのような事業の提案がなされているかが重要となる。 

 

この点に関しては，同協会は，①体育施設の整備充実に関して福岡市当局の体育施

設整備基本計画や市民スポーツ振興総合計画の策定に参画し，市民体育館，野外活動

センター，勤労文化センターなどの開設や，各区の体育館，プールの設置推進に尽力

してきたこと，②その後も，大規模スポーツ大会への関与や市民スポーツの育成支援

に関与してきたこと，③本市のスポーツ振興施策を担ってきたこと，④同協会の事業

計画としても，同協会の加盟団体（平成２４年９月２７日現在で４４団体）の組織整

備・活性化につながる事業の推進事業，人材育成事業（スポーツ・レクリエーション

活動の指導者の養成を図るための講習会の実施等）を実施してきたこと，⑤他の指定

管理施設を指定管理者として管理運営していること，⑥福岡市立城南体育館・福岡市

立早良体育館の指定管理者から業務の一部を受託し，スポーツ教室の企画立案・実施，

トレーニング指導等を行っていること 1などからすれば，体育館やプールの事業に関

して，「模範的，先導的役割」を果たしているし，その能力はあるといえる。 

したがって，要綱やガイドラインの「その他特別な事情があると市長が認める場合」

には該当するといえる。 

今後の課題 

今後，民間事業者が成長して上記の拠点施設の役割を担うことができるようになる可

能性もあるし，現時点でも，総論でも記載しているとおり，地区体育館・プールについ

ては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いるこ

とや，公募による民間事業者への指定管理以降に際しては，応募団体・指定された民間

事業者が，施設の管理経験・知識を有する同協会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いることなどからすれ

ば，民間事業者による指定管理者制度が広がっていく過渡期のようにも思える。 
こうしたことに加えて，指定管理者の選定は公募が原則であることからすれば，非公

募で外郭団体である同協会を指定管理者としている本施設と福岡市立総合西市民プー

ルについても，今後は指定管理者を公募により選定することを検討していくべきと考え

                            
1 市民体育館の事業報告書によると，①スポーツトレーナー関連の各種研修会・講習会等のイベン

トにおいては，福岡市立城南体育館・福岡市立早良体育館に派遣しているトレーナーも対象として

いるし，また，②トレーニング担当者会議，スポーツ教室担当者会議においては，福岡市立城南体

育館・福岡市立早良体育館に派遣しているトレーナーも参加するなどしており，スポーツ協会が，

他の体育館と情報交換をするとともに，指導的役割を果たしていることがうかがえる。 
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る。 
エ スポーツ教室の実施が指定管理事業と自主事業の双方で実施されていることの問題性 

スポーツ教室の実施は，指定管理業務とされているが，他方で，自主事業ともされ

ている。 

本施設は，市民体育の振興を図るために設置された（福岡市民体育館条例第１条）

体育館であることからすれば，スポーツ教室の実施は，本指定管理業務の本質であると

いえるから，これは，指定管理業務にて完結させるべきであって自主事業に位置付ける

べきではないとも思われる。なぜなら，指定管理事業と自主事業は，実施義務の程度が

違うから，本来指定管理事業とすべきものを自主事業に位置付けることは，するべき業

務の質の低下を招来するのではないかとの疑問を生じるからである。 

そこで，これが自主事業にも位置付けられている理由について，所管課に確認した

ところ，スポーツ教室の実施について，業務の基準においては，必要最低限の業務を定

め，民間の能力の活用を図る観点から，その他の事業を指定管理者の創意工夫を活かす

自主企画事業とすることにより，公募時に，自主企画事業に係る提案内容等も含め審査

を行って，指定管理者を選定し，指定管理業務開始後も，その管理運営業務の評価にお

いて，自主企画事業の企画内容，利用者からの評価等を踏まえ，評価を与えているとい

うことであり，このような点の懸念には及ばないとのことであった。 

オ 収支状況（収支決算書） 

平成２４年度の収支決算書の概略は以下のとおりである。 

① 収入（予算額２億８９３８万８０００円，決算額２億９０２７万４５１４円） 

・指定管理料（予算額２億７７８９万８０００円，決算額２億７７８９万８００

０円） 

・スポーツ振興事業（予算額１０２万８０００円，決算額８６万６３００円） 

・自主事業（予算額１１５０万円，決算額１２３６万５５１４円） 

・その他（他会計からの繰入金収入）（予算額０円，決算額１万１０００円） 

② 支出（予算額２億８９３９万８０００円，決算額２億８９１０万２０８２円） 

・人件費（予算額７２３５万３０００円，決算額６６６８万５１５４円） 

・事業費（予算額２億１０８９万４０００円，決算額２億１５４４万８７０１円） 

・その他（公租公課等，自販機収益事業へ）（予算額６１５万１０００円，決算額

６９６万８２２７円） 

③ 収支（①－②＝１１７万２４３２円の黒字） 

カ 自主事業における自動販売機収入の取扱いについて 

自主事業は，①スポーツ教室の実施，②用具の貸出業務，③飲食その他自動販売機の

設置業務であるが，自動販売機の取扱は，本施設をはじめスポーツ振興課の取扱が他の

施設と異なっているので，以下に記載する。 
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本市のスポーツ振興課所管の体育館・市民プールに設置する自動販売機収入の取扱い

については，平成２４年度から取扱いを変更した。 

平成２１年度から平成２３年度が指定管理期間の公募施設の指定管理料の上限額の

積算では，指定管理料総額から自動販売機収入見込み額全額を控除した額を指定管理料

の上限額としていた。 

平成２１年９月，福岡市の全市的な方針により，福岡市の施設に自動販売機を設置さ

せる場合は，福岡市の収入とする取扱いとされた。 

しかし，この取扱いでは，指定管理者においては，自動販売機に関わる苦情処理，清

掃，商品補充依頼など諸事務を行う一方，何ら金銭的なメリットがない状況となってい

た。 

そこで，自動販売機収入の一定割合を自動販売機関連の諸事務を行う指定管理者の収

入とすることにより，金銭的なメリットを付与し，それが，施設の維持管理やスポーツ

教室の原資となることで，ひいては，本市のスポーツ振興に寄与するものとした。 

具体的な取扱いとしては，自動販売機収入から目的外使用料を控除した額の５０％を，

各施設の収入とし，年度ごとに精算することとなった。 

 

  例）自動販売機収入を１００万円とした場合（仮に目的外使用料は10万円とする。） 

・自動販売機収入＝手数料及び付加使用料（電気代） 

①45 万円 ② 45 万円 ③10 万円 

・指定管理者の収入 ・福岡市の自販機収入 

  （指定管理料から控除） 

目的外使

用料（年度

当初に市に

支払う） 

 

なお，平成２４年度の指定管理公募施設に関しては，予め福岡市の自動販売機収入額

（見込み）を控除した額を指定管理料の上限額としている。見込みより収入額が上回っ

た場合は，精算により，追加で市に対して自動販売機使用料を支払うこととなっている。

見込より収入が下回っても，指定管理料の追加支払いはないとなっている。 

 

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。総論で

記載したとおり，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）。 
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したがって，早急に，追加納付の性質を明確にし，納付の根拠規定を確定すべきであ

る。 

 
☞意見２８ 

☆ スポーツ振興課の自動販売機の実収入額が見込額を超過した場合に，福岡市に

追加納付する場合の追加納付の性質については，これが曖昧であるから，早急に

その性質を明確にし，納付の根拠規定を確定すべきである。 

 

キ 備品の管理と購入 

備品のうち市所有の物（備品Ⅰ種）は市に所有権が帰属し指定管理者が無償で貸与

を受けている。これが経年劣化等により管理運営業務の用に供することができなくなっ

た場合には，指定管理者において随時に更新することとなっている。但し，一つ当たり

１０万円を超える備品の購入については，市と協議することとなっている。 

また，管理運営業務の実施のために必要な備品（備品Ⅱ種）は，指定管理者が指定

管理料の中で購入またはリースすることができ，これは備品Ⅱ種の管理帳簿等を作成し

て，備品Ⅰ種と明確に区分することが求められている。 

備品は，備品Ⅰ種と備品Ⅱ種の別個の一覧表を作成し，適切に管理されており，（所

管課においても現地に赴いた際に確認を行っている。 

ところで，基本協定書第１０条第３項では，指定管理料を充てて購入した備品の所

有権は市に帰属することとなっており，また，備品代については，精算することの規定

がない。 

しかしながら，総論で指摘したとおり，指定管理料で購入した備品は，本来指定管

理者の所有に帰属することになるのが理論的であり，他方，精算をしないで済ませるこ

とにより指定管理者による必要な備品の買控えのリスクの問題を回避するためには，備

品については，預け金として，年度末に精算をするなどの工夫をした方が良いのでこの

ような工夫をすべきである。 

ク 施設の維持補修，修繕費 

基本協定書第９条によると，指定管理者の責に帰すべき事由（この場合の補修費は

指定管理者の負担）以外で，体育館やプールの施設，設備等の不具合を発見した際には，

業務の基準に定める「施設・設備の修繕業務」に従い，速やかに対応することとなって

いる。 

そして，修繕費については，指定管理料の中で一定額を見込んでおり，毎年度事業

終了後に精算し，余剰が発生した場合は市へ返納することとされ，他方，不足が生じた

場合の追加支給は行わないこととなっている。 

なお，施設・設備の原型を超える修繕や見積額で５０万円を超える修繕については，

１－55



事前に市と協議することとなっている。 

施設が老朽化していることもあって，実際には市と協議しながら，必要な修繕を実

施しているようである。なお，大規模工事については，市が施工している。 

実施した修繕の項目や内容は，事業報告書に仔細に記載されて報告されている。 

ケ 施設賠償保険 

  指定管理者に対しては，「指定管理者業務の基準」において，「指定管理者において以

下の『全国市長会』市民総合賠償補償保険・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」となっているが，市民体育館の指定管理者である公益財団法人福

岡市スポーツ協会は市が２分の１以上を出資している団体で「全国市長会」市民総合賠

償保障保険・賠償責任保険の被保険者とみなされ，かつ，当該保険の対象と重複する場

合に該当し，保険に加入しておらず，無駄な支出が抑えられている。 

しかし，自主事業，再委託先は対象外なので，指定管理者が自らの責任で自主事業を

行う場合には，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。 

本施設に関しては，指定管理者に対して上記の旨連絡し，併せて「平成２５年度版全

国市長会市民総合賠償保障保険の手引き」を送付し，注意を喚起しているようであるが，

今後も，市長会の保険の対象と重複する保険に加入しないようにして無駄な支出が抑え

られるように注意していく必要があると考える。 
コ その他の協定書の問題点 

(ｱ) リスク分担表 

基本協定書にリスク分担表が添付されている。 

総論に記載したとおり，このリスク分担表が，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べきである。 

(ｲ) 基本協定書の「指定管理者の辞退等」の条項 

基本協定書には，「指定管理者の辞退等」の条項があるが，これは総論で記載したと

おり，速やかに削除・変更する必要がある。 

サ モニタリング 

(ｱ)各種報告書の確認 

(ⅰ)月次報告書 

(ⅱ)事業報告書 

適宜の時期に提出されており，かつ所管課が指定管理の状況をヒアリングしている。 

そして，これらの報告書は，分かりやすく詳細に記載されている。 

(ｲ)利用者アンケート調査 

利用者アンケートは，利用者にアンケート用紙に記載の上提出してもらう方法によ
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り行っている。 

アンケートは，利用者の属性・傾向等を確認するために，①性別，②年齢，③職業，

④居住地，⑤利用頻度，⑥利用の曜日，⑦利用時間帯，⑧利用時間，⑦交通手段，⑧

利用形態を選択させる方式を採っている。 

施設・設備に関しては，施設の案内表示の分かりやすさ，清潔さ，用具設備の充実，

雰囲気についてを，また，職員についても接遇の良否についてを，さらには，情報提

供に関しては，掲示物の見易さ・わかりやすさ，チラシ等の良否，ホームページの良

否についてを，それぞれ，５段階から選択させて評価してもらうこととし，最後には，

今後の利用の意思等を確認している。 

施設・設備，職員，当該施設への要望等に関しては，自由記載欄もあり，利用者か

らこの自由記載欄に記載された質問等に対しては，適宜，適時の方法により回答して

いる。 

そして，これらは，事業報告書に仔細に記載されている。 

(ｳ)実地調査 

所管課の職員が，全てのスポーツ施設を可能な限り訪問して，調査している。 

本施設は，年４回の実地調査を実施している。 

(ｴ)自己評価 

自己評価の基準として，①施設の管理については，管理体制，維持管理，法令等遵

守，記録の管理，報告状況，安全管理対策等の項目を分けて，また，②施設の運営に

ついては，利用者対応，利用者ニーズの把握，利用状況，事業運営，広報活動，苦情

等対応の項目を分けて，さらには，③その他として，個人情報管理，経理事務，予算

執行・経費削減，地域との連携，環境配慮の項目を分けて，その内容を記載すること

によって，自己検証するようにされている。 

そして，これらも，事業報告書に要点が記載されている。 

(ｵ)収集したデータの評価 

上記（ｱ）ないし（ｴ）の結果は，指定管理者，所管課により適宜分析されている。 

(ｶ)「体育館・プール指定管理者管理運営協議会」 

年４回程度，福岡市役所において，本市スポーツ振興課と体育館，プールの指定管

理者が集まり，この会議において，指定管理業務の進行管理を行い，また，各施設に

おける管理運営業務の取扱や考えについての情報交換が行われている。 

これは，施設毎に直面する問題点や対応策等を情報交換するとともに，協議をし，

また他の指定管理者がどのような企画や工夫をしているかなどについて意見交換を

する場となっており，非常に有益な協議会となっていると思われる。 

(ｷ)所長会議 

また，年１回開催の各施設の所長を集めた所長会議を開催し，問題や課題を提示し，
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各施設の取扱い方法や考え方について，施設ごとに情報交換を行っており，施設間で

一定レベルでの管理運営がなされるようになる点で，有意義と思われる。 

(ｸ)年度終了後の外部委員による市評価の審査もある。 

  外部委員による市評価の審査という客観的評価がなされることは有益である。 

シ 報告事項 

所管課に対して報告すべき事項については，定期報告の時のみならず，随時に報告

されているようである。 

ス 引継 

スポーツ振興課の全施設についてであるが，指定管理期間の切り替わりなどの時期

に，適宜，公募施設の拡大，モニタリングの実施及び評価方法の確立・見直し，業務の

基準の見直しを行っているとのことである。 

福岡市民体育館と総合西市民プールについては，指定管理の導入以前より，同一団

体により，管理委託や指定管理が行われているので，引継に関して特に支障はない。し

かし，今後，公募制を導入し，別の団体等が指定管理者となった場合には，その引継に

支障がないようになされるべきである。 

指定管理者が切り替わるとき（特に応募が競合して現指定管理者が選定されなかっ

たとき）には，指定管理者の職員の専門知識，技術，事績（対応した際の記録，実績，

ノウハウなど）の継承が困難になったりすることもあり，引継のマニュアル化にも限度

があるようで，今後も引続き検討すべき課題である。 
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７ 福岡市九電記念体育館 

 

単位千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市九電記念体育館 施設数 1 

所在地 福岡市中央区薬院四丁目 14 番 1 号 

担当部・課 スポーツ推進部・スポーツ振興課 

根拠法令 福岡市九電記念体育館条例，同施行規則 

施設の設置目的 市民の体育，スポーツ等の振興を図る。 

現在までの指定管理者 

管理者名 
指定期間 

（開始年月） 

公募（応募数）・

非公募 

(財)福岡市体育協会 Ｈ18.4～Ｈ21.3 公募（3） 

(財)福岡市体育協会 Ｈ21.4～Ｈ22.3 非公募（※1） 

九州メンテナンス(株) Ｈ22.4～Ｈ25.3 公募（5） 

九州メンテナンス(株) Ｈ25.4～Ｈ26.3 非公募(※2) 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 59,247 59,247 58,230 58,230 

精算 △1,070 円 0 0  

精算後指定管理料 59,246 59,247 58,230        

市のその他の支出   ※3 ※3 ※3  

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

11,639  10,950 10,233 10,936 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 

① 個人利用(施設利用料・

ロッカー利用料等)， 

② 専用利用（福岡市大会

以上の大規模大会，そ

の他大会やサークル等

の専用利用） 

自主事業の有無 有 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
 2,955 

自主事業の概要 ①スポーツ教室，②自動販売機設置 

指定管理導入以前の管理方法 管理委託（(財)福岡市スポーツ振興事業団） 

備考 

※1，※2 の非公募の理由については，本文に記載する。 

※3 「その他の支出」は，複数の施設をまとめて契約することもあり，明確

に分別することが困難であることから，スポーツ振興課全体で集計されて

いる（別添資料 2 参照）。 
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(1)  現状 

ア 施設の概要 

本施設は，市民の体育，スポーツ等の振興を図るために設置された体育館である（福

岡市九電記念体育館条例第１条）。 

・所在地   福岡市中央区薬院四丁目１４番１号 

・開館年月  平成１５年８月（建築年月 昭和３８年１２月) 

・施設規模  鉄筋コンクリート造 地上３階地下１階建て 

・施設面積  敷地面積 １６，５１７㎡ 

        延床面積 ６，６１４㎡ 

・施設内容  競技場(１，６４５㎡)，観覧席，弓道場，会議室，駐車場 

 

本施設は，九州電力株式会社が所有する敷地を福岡市が無償で借受けて（使用貸借契

約），建物は九州電力株式会社より譲渡を受けたものであるが，平成２５年度に関して

は，当該土地の使用貸借期限の延長が１年間とされた。 

イ 指定管理の状況 

(ｱ)開始時期 

福岡市が指定管理制度を導入した平成１８年度から，本施設についても指定管理制

度が導入されている。 

(ｲ)指定管理者の概要 

九州メンテナンス株式会社は，福岡市中央区渡辺通二丁目１番８２号に本店を置き，

平成２３年４月に九州電力グループに加入した株式会社で，不動産の保有，賃貸，清

掃，運営，保守，工事，環境衛生並びに緑地管理業務ほかを主な業務内容としている。 

(ｳ)指定管理者の指定管理業務 

基本協定書に添付される業務の基準に記載されている。その内容は，福岡市民体育

館の体育館に関するものと類似（福岡市民体育館が実施する拠点施設としての業務は

当然除かれる）であるので，これを援用する。 

(ｴ)指定管理者に対する出資金・補助金・貸付金の有無及びその額 

いずれもなし。 

ウ 指定管理者が実施している業務 

(ｱ) 施設の管理運営業務（利用状況） 

平成２４年度の年間事業報告書によれば，施設の利用状況は以下のとおりであり，使

用期限の問題がありつつも前年程度の利用が実現している。 

① 施設の利用者数 
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② 使用料の収納状況 

 

 上記使用料には市に直接歳入される使用料は含まない。 

(ｲ)維持管理の状況 

共通項目及び施設独自項目について，予定どおり実施されていた。 

(ｳ)修繕工事実施状況 

実施された修繕工事について，月別に，工事件名，工事箇所，期間，施工業者，工

事金額を記載して報告がなされている。 

(ｴ)指定管理業務の研修会の実施・参加 

人材育成を目的として，６講座の研修会を予定し，４講座の研修受講を予定してい

た。研修会は実施されたが，研修会の受講も適切であるものを受講している。  

(ｵ) 事故災害等の内容及び対応 

事故の発生年月日，内容及び対応について，まとめられている。 

(ｶ)苦情，要望等の内容及び対応 

これも同様に要望・苦情の申入れがなされた年月，内容，及び対応について，まと

められている。 

(ｷ)その他 

① 会議等の実施状況，省エネ関連取組み，平成２４年度の大規模大会のために開

館時間を早めたこと（１４４日）などが報告されている。 

② 集客対策としては，館内に広報し，掲示板に本施設での利用チームの入会募集

の掲載を行ない，また，しばらく本施設を利用していないチームへの電話によ

る勧誘を行っている。 

③ 地域や関係団体との連携に関しては，夜間構内通行者のための構内外灯の点灯，

近隣中学校の職場体験生徒の受入れ，付近道路植栽内の除草，バス昇降のため

の近隣学校・団体への場所提供等を行っている。 

④ 危機管理・安全対策としては，利用者の体調管理としてのセルフチェックリス

トの作成・血圧計の設置，年２回の避難訓練・ＡＥＤの取扱訓練の実施，月１
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回の安全パトロールの実施がなされている。 

エ 自主事業の実施状況 

・スポーツ教室は堅調で３０万１５８５円の黒字である。 

スポーツ教室は，シニア卓球教室，初心者太極拳，バドミントン（初心者・中級

者），初心者ヨガ，初心者ピラティスの各教室が実施されている。しかし，初心者弓

道教室については，平成２５年度以降の本施設使用が不明であったことから敬遠さ

れ，中止となっている。 

・自販機の収入は電気料込で９０万５５９７円であるが，指定管理料から控除した額

が１０１万７０００円であり，その額以下であることから精算納付はなかった。 

オ 収支状況（収支決算書） 

平成２４年度の収支決算書の概略は，以下のとおりである。 

① 収入（予算額６１４６万１０００円，決算額６１１８万５５７６円） 

・指定管理料（予算額５８２３万円，決算額５８２３万円） 

・自主事業（予算額３２３万１０００円，決算額２９９万５５７６円） 

・その他（予算額０円，決算額０円） 

② 支出（予算額６１４６万１０００円，決算額６０８９万４７４７円） 

・人件費（予算額３０６３万２０００円，決算額３０６３万２０００円） 

・事業費（予算額２８５５万７０００円，決算額２７８５万０６３５円） 

・その他（公租公課等，自販機収益事業へ）（予算額２２７万２０００円，決算額

２４１万２１１２円） 

③ 収支（①－②＝２９万０８２９円の黒字） 

収入の赤字は自販機収入の赤字であるが，これを経費削減で吸収したため黒字になっ

たものである。 

カ 指定管理の効果 

 

 指定管理料（単

位：千円。千円

未満切捨て） 

利用者数（大会規

模に左右されやす

い）（単位：人） 

利用料金（施設使用

料）収入（単位：千円。

千円未満切捨て）（※） 

平成 17年度  101,380 8,540(8,608) 

平成 21年度 58,913   

平成 23年度 59,247 114,949 10,950（10,939） 

平成 24年度 58,230 120,303 10,233（10,218） 

平成 17年度と

24年度との差 

 ＋18,923 +1,693（1,610） 

（※）各年度の利用料金の（）内の金額は，指定管理者が収納した使用料金額と
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して事業報告書にて報告された金額であり，市に直接歳入される使用料額

は含まない。また収納された使用料を市が還付する場合もある。 

指定管理者は，限られた予算の中で，利用者のニーズ等を踏まえて，スポーツ教室等

を企画するなどの創意工夫を行っていることも窺われる。これらは，民間のノウハウを

組み入れた効果であるとも思われる。 

キ モニタリング 

・指定管理者管理運営協議会や所長会議による情報交換の有益性は，福岡市民体育館

に記載したとおりである。 

・事業報告書等の毎月報告とヒアリング（毎月の事業報告書提出時に内容を確認する

とともに，ヒアリングも実施している）。 

・年４回の施設現地調査による状況把握と指導がなされている。 

・年度終了後の外部委員による市評価の審査がなされている。 

 

（2）問題点の検討 

ア 施設の必要性 

これは認められる。 

イ 指定管理制度の必要性 

 指定管理制度により，経費削減に一定の効果が得られていることや，民間のノウハウ

により市民サービスが充実しつつあることなどからすれば，指定管理制度の必要性も認

められよう。 

ウ 選定手続き 

(ｱ)選定委員会の非公開の問題は，福岡市民体育館において記載したことと共通する。 

(ｲ)非公募による選任手続きの問題点の有無 

本施設に関しては，平成２１年度の１年間（指定管理者は，財団法人福岡市スポー

ツ振興事業団。但し，平成２２年４月に財団法人福岡市体育協会に統合）と，平成２

５年度の１年間（指定管理者は，九州メンテナンス株式会社）について非公募とされ

ている。 

平成２１年度が非公募とされた理由は，本施設が所在する土地が九州電力株式会社

の所有に属し，この土地を無償で借り上げているが，その無償使用（使用貸借）期間

が平成２２年３月３１日までであり，土地の継続使用について，九州電力と協議中で

あり，公募を行うことが困難であったからである。したがって，「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」第３条の「（３）」または「（４）」に該当する。 

また，平成２５年度が非公募とされた理由は，使用貸借期限（期間延長が１年間と

されたことから，本施設の運営の継続を平成２５年度も継続できるか）との問題があ

り，指定管理の申込期限までに確定しなかったことから，非公募により，前年度まで
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の指定管理者が選定された。したがって，同要綱の「(４)」に該当する。 

そして，両期間の指定管理者は，いずれも前年度の指定管理者でもあったことから

すると，この両期間について指定管理者が非公募で前年の指定管理者に選任されたこ

とについては，合理性があると考える。 

エ スポーツ教室の実施が指定管理事業と自主事業の双方で実施されていることの問題点，

自動販売機収入の取扱の特殊性 

  これは，福岡市民体育館の記載内容が当てはまる。 

オ 施設賠償保険 

指定管理者に対しては，「指定管理者業務の基準」において，「指定管理者において以

下の『全国市長会』市民総合賠償補償保険・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」としているが，総論で記載したとおり，「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。つまり，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。したがって，この範囲であれば，指定管理業務に起因する事故

等は補償の対象になるので，別の施設賠償責任保険に加入する必要はないということに

なる。 
しかし，自主事業，再委託先は対象外なので，指定管理者が自らの責任で自主事業を

行う場合には，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。 

本施設に関しては，指定管理者に対して上記の旨連絡し，併せて「平成２５年度版全

国市長会市民総合賠償保障保険の手引き」を送付し，注意を喚起しているようであるが，

今後も，市長会の保険の対象と重複する保険に加入しないようにして無駄な支出が抑え

られるように注意していく必要があると考える。 
カ 協定書の問題点 

リスク分担表や指定管理者の辞退条項の問題点については，福岡市民体育館において

記載したとおりの問題があるので，これを参照されたい。 
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８ 福岡市立地区体育施設（城南・早良体育館) 

 

福岡市立地区体育施設及び福岡市ももち体育館について，概ね２施設で１つの指定

管理者の募集形態となっている理由は，以下のとおりである。 

応募団体（民間事業体）にとっては，一定規模がないと職員のローテーションや事

務の効率化等でスケールメリットが得にくい反面，市にとっても，複数の施設の管理・

運営の方が事務の削減になり管理コストが下がる。このように市側と応募団体側の両面

から総合的に考えた結果，福岡市立地区体育施設の場合，このような募集形態となって

いる。 

 

福岡市立城南体育館・福岡市立早良体育館 

 

単位千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市立城南体育館 施設数 1 

所在地 福岡市城南区別府六丁目 14 番 22 号 

施設名 福岡市立早良体育館 施設数 1 

所在地 福岡市早良区四箇六丁目 17 番６号 

担当部・課 スポーツ推進部・スポーツ振興課 

根拠法令 福岡市立地区体育施設条例，同施行規則 

施設の設置目的 

 

市民の体育，スポーツ等の振興を図り，地域の連帯意識の高揚に資する

ため，地区体育施設として体育館及びプールを設置する。 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

(財)福岡市スポーツ振興事業団 Ｈ18.4～Ｈ21.3 非公募（※１） 

(財)福岡市スポーツ振興事業団 

⇒(財)福岡市体育協会(22.4 統合) 
Ｈ21.4～Ｈ24.3 公募（2） 

総合システム管理(株) Ｈ24.4～Ｈ29.3 公募（4） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 157,000   157,000  154,000 154,000  

精算 0 0 0  

精算後指定管理料 157,000  157,000  154,000        

市のその他の支出  ※2 ※2 ※2   

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

35,176   36,126 37,381 36,291 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 

① 個人利用(施設利用料・

ロッカー利用料等)， 

② 専用使用（福岡市大会

以上の大規模大会，そ

の他大会やサークル等

の専用利用） 
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自主事業の有無 有 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
10,742  

自主事業の概要 ①スポーツ教室，②自動販売機設置，③スポーツ用品の販売・貸出 

指定管理導入以前の管理方法 管理委託（(財)福岡市スポーツ振興事業団） 

備考 

※1 非公募による選定の理由については本文参照。 

※2 「その他の支出」は，複数の施設をまとめて契約することもあり，明確

に分別することが困難であることから，スポーツ振興課全体で集計されて

いる（別添資料 2 参照）。 

 

 

(1)  現状 

ア 施設の概要 

福岡市立城南体育館 

福岡市立城南体育館は，福岡市立地区体育施設条例の「市民の体育，スポーツ等の振

興を図り，地域の連帯意識の高揚に資するため，地区体育施設として体育館及びプール

を設置する」ことに基づいて，福岡市城南区に設置された体育館である。 

・所在地   福岡市城南区別府六丁目１４番２２号 

・開館年月  昭和６３年８月 

・施設規模  鉄筋コンクリート造 地下１階地上４階建て 

・施設面積  敷地面積 ５，０９１㎡ 

        延床面積 ４，７１９㎡ 

・施設内容  競技場(４１ｍ×３３ｍ)，トレーニング室，武道室，弓道場(５人立)，

小体育室，観客席(固定２００席) 

 

福岡市立早良体育館 

福岡市立早良体育館は，福岡市立地区体育施設条例の「市民の体育，スポーツ等の振

興を図り，地域の連帯意識の高揚に資するため，地区体育施設として体育館及びプール

を設置する」ことに基づいて，福岡市早良区に設置された体育館である。 

・所在地   福岡市早良区四箇六丁目１７番６号 

・開館年月  平成７年７月 

・施設規模  鉄筋コンクリート造 地上３階建て(一部４階建て) 

・施設面積  敷地面積 ７，１８２㎡ 

延床面積 ５，４５６㎡ 

・施設内容  競技場(４９ｍ×３７ｍ)，トレーニング室，武道室，弓道場(５人立)，

小体育室，観客席(固定５０２席) 
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イ 指定管理の状況 

(ｱ)開始時期 

福岡市が指定管理制度を導入した平成１８年度から，本施設についても指定管理制

度が導入されている。 

(ｲ)指定管理者の概要 

総合システム管理株式会社は，福岡市博多区博多駅前一丁目１５番２０号に本店を

置き，ビルメンテナンス業，警備業，マンション管理業などを主な業務内容とする株

式会社である。 

(ｳ)指定管理者の指定業務内容 

基本協定書に添付される「指定管理者 業務の基準」に記載されている。その内容

は，福岡市民体育館の体育館に関するものと類似であるので，これを援用する。 

(ｴ)指定管理者に対する出資金・補助金・貸付金の有無及びその額 

いずれもなし。 

(ｵ)指定管理者が実施している業務（平成２４年度の年間事業報告書に基づく) 

（ⅰ）施設の利用状況 

① 利用者数 

下記のとおりである。 

城南・早良体育館とも利用者数を増やしている。 

特に，高齢化に伴い，サークルの構成員が減少している傾向があることから，団塊

の世代の個人利用に照準を当て，個人利用者については指導員のレッスン以外でのト

レーニング室在室時間の増加を主軸として，職員の接遇研修や掲示物の変更による雰

囲気づくり等顧客満足度向上の取組みの成果として，城南体育館で４，９１７人，早

良体育館で４，２２１人の大幅増となっている。 

この点では，民間のノウハウが生かされていると思われる。 

 

② 使用料の収納状況 
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上記使用料には市に直接歳入される使用料は含まれない。 

使用料の収納状況も堅調である。 

 

（ⅱ）維持管理の状況 

共通項目及び施設独自項目について，予定どおり実施されていた。 

事業計画書に基づき各種維持管理を実施し，利用者に支障なく運営を行っている。 

また，空調運転時点検等の計画を適切な実施月にスケジュール変更し，平成２５年

度の事業計画書に反映させている。 

（ⅲ）修繕工事実施状況 

実施された修繕工事について，月別に，工事件名，工事箇所，期間，施工業者，工

事金額を記載して報告がなされている。 

平成２４年度修繕費で７０件，１１７４万９２２５円の修繕が行われている。城南

体育館は竣工後２５年を経過し設備等の経年劣化が目立つ状態であり，平成２４年度

は空調設備が稼働できなくなるおそれがあることから，１７０万円超の修繕２件を福

岡市との協議の上実施した。 

（ⅳ）備品 

施設備品のうち破損したもの２点を廃棄したが，他方で，利用者要望と優先度を考

慮し２７点を新たに購入している。 

（ⅴ）指定管理業務のうちスポーツ振興事業 

a 「子どもたちの夢を応援する」 

福岡市立城南体育館 

「自主企画事業への取組み」として，福岡市スポーツ協会の全面的支援を受け

て，「子どもたちの夢を応援する」べく地元福岡のプロバスケットチームの元キ

ャプテン等を講師として招聘，ミニゲームや記念撮影会を実施するなどして，プ

ロスポーツ経験者との交流を果たし，憧れややる気を起こさせた。 

福岡市立早良体育館 
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前期：アビスパ福岡のプロ選手３名を招聘してのフットサル教室の開催 

スポーツ教室（子ども卓球教室，ピラティス教室）の実施 

後期：自主企画スポーツ教室（子ども卓球教室，ピラティス教室）の実施 

b 「利用者の利便性・サービスの向上と適切な水分補給を促す。」 

自販機の設置，冷水器の設置 

（ⅵ）その他の指定管理業務 

① 広報 

・スポーツ教室やイベント開催について「市政だより」等で案内 

・スポーツ教室や施設案内のチラシ作成，新聞折込等により各戸配布 

・地域公民館，保健福祉センター，区役所，民間の店舗等へのポスター掲示，ス

ポーツ教室の案内を行なうことによる，体育施設活動への認知度を高める工夫 

・両体育館の特徴をホームページに掲載するとともに，城南市民プールと連携し

て，市民プールのホームページにバナーを設置してもらい，体育館ホームペー

ジへの誘導を可能にしたことなどの実施 

② 利用者サービスの向上 

各体育館受付にヘルプデスクを設置し，耳マークの掲示で障害者の方にもわか

りやすい案内体制を構築し，館内正面にご意見箱・ご意見カード・利用者アンケ

ート（これもデータベース化）を置き，利用者ニーズを把握し，運営面に反映さ

せている。 

③ 地域や関係団体との連携 

・競技団体・サークル等の地域や関係団体をリスト化し，各体育館でボランティ

ア講師・指導者と連携させることにより，競技力向上，指導力育成，利用者増加

のための協力体制を構築した。 

・区役所行事（施設見学とエクササイズ指導，ストレッチ指導，教室への施設提

供）に参画するとともに，小学校の施設見学，中学校の職場体験学習を受け入れ，

支援に努めた。 

（ⅶ）自主事業の実施状況 

・スポーツ教室 

スポーツ教室は，両体育館とも計画どおりに実施している。城南体育館はほぼ

定員と同じ程度の参加者がいたが，早良体育館では定員の半分程度の参加者しか

いない教室もあったため，募集方法と内容の変更・教室・講師等の変更を行い集

客に努めるようにするとのことである。 

教室の種類としては，他の施設と同様に，親子運動教室，キッズダンス教室，

ピラティス教室，アロマストレッチ，子どもフットサル教室，太極拳教室，エク

ササイズ教室，ボクササイズ教室，卓球教室，バスケットボールクリニックなど
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が実施されている。 

・自動販売機収入 

自販機は，本市において，平成２４年度に公募して設置した。当初の予想以上

の金額（城南体育館で３８１万９２００円，早良体育館で３６５万６４００円）

での売上げとなり，収入が増加している。 

・物販 

スポーツ用品の販売・貸出は，卓球ラケット・ピンポン玉，バドミントンラケ

ット・シャトル，シューズ，バスケットボール，バレーボールの販売を実施し，

城南体育館で７４万７９９円の売上げ，早良体育館で４２万３９５０円の売上げ

を達成している。 

ウ 指定管理の効果 

 福岡市立城南体育館・福岡市立早良体育館 

 

 指定管理料（単

位：千円。千円

未満切捨て） 

利用者数（大会規

模に左右されやす

い）（単位：人） 

利用料金（施設使用料）

収入（単位：千円。千

円未満切捨て）（※） 

平成 17年度  272,790 36,389(25,394） 

平成 21年度 157,000    

平成 23年度 157,000  297,815 36,126（25,795） 

平成 24年度 154,000  304,113  37,045（27,072 ） 

平成 17年度と

24年度との差 

 ＋31,323 +656（+1,678） 

（※）各年度の利用料金の（）内の金額は指定管理者が収納した使用料額として事業

報告書にて報告された金額であり，市に直接歳入される使用料額は含まない。

また，収納された使用料を市が還付する場合もある。 

 

 指定管理制度導入の効果（施設利用者やスポーツ教室の参加者等の増加傾向，スポー

ツ教室講座やイベントの企画等の創意工夫，利用者アンケートの工夫などによる市民サ

ービスの質の維持・向上。経費削減の効果）については，福岡市民体育館において記載

したこととほぼ共通する。 

  

両施設については，福岡市スポーツ協会にスポーツ教室等の企画立案，実施を委託し

ており，連携により有益で効果的な教室の運営がなされている。 

城南体育館については，指定管理者は，スポーツ行政を熟知した職員への指導とアド

バイスに基づき，体育施設の趣旨を踏まえて，利用者に喜んでもらえる体育館を目指し
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た広報・接遇・機器の改善施策により既存の利用者のみならず新規の利用者の獲得につ

ながっている。また，お客様の声やアンケート結果にある不便・不満の声に対しても全

職員で取組んだ結果，利用者から「対応が非常に素晴らしい」「他の体育館よりきれい」

などの評価を得て，利用者が増加している。 

 早良体育館については，民間出身の所長のリーダーシップを推進力として，民間なら

ではの「お客様第一主義」で行動，館内のロビーの配置や掲示物の作成を工夫し，明る

い雰囲気づくりに成功している。その結果，利用者から明るくなったなどの評価を得る

とともに，大きな苦情もなく，利用者と極めて友好的な関係を築いて，地域に愛される

体育館づくりを実現しており，利用者の増加にもつながっている。 

エ 収支状況（収支決算書） 

平成２４年度の収支決算書の概略は，以下のとおりである。 

① 収入（予算額１億６５８７万９０００円，決算額１億６６２３万５３６５円） 

・指定管理料（予算額１億５４００万円，決算額１億５４００万円） 

・スポーツ振興事業（予算額１４４万２０００円，決算額１３９万４５００円） 

・自主事業（予算額１１８７万９０００円，決算額１２１３万７２２５円） 

・その他（予算額０円，決算額９万８１４０円） 

② 支出（予算額１億６５８７万９０００円，決算額１億６０７０万４０５２円） 

・人件費（予算額４４８９万８０００円，決算額４５６０万２９０２円） 

・事業費（予算額１億１７６３万７０００円，決算額１億１２５０万３３７７円） 

・その他（公租公課等，その他）（予算額３３４万４０００円，決算額２５９万７

７７３円） 

③ 収支（①－②＝５５３万１３１３円の黒字） 

オ モニタリング 

福岡市民体育館に記載したこととほぼ共通する。 

 

（2）問題点の検討 

ア 第１期の選定（非公募）の合理性 

本施設に関しては，平成１８年度～平成２１年度までの３年間（第１期）について

非公募で財団法人福岡市スポーツ振興事業団（当時）が指定管理者に指定されているの

で，非公募の合理性について触れておく。 

本施設が，平成１８年度が非公募とされたのは，施設管理の民間移行への条件整備

に所要の期間が必要であることから，従来から管理を行ってきた財団法人福岡市スポー

ツ振興事業団（但し，平成２２年４月に財団法人福岡市体育協会に統合）を非公募で指

定管理者としたからとのことである。 

そうすると，この期間について，指定管理者が非公募で選任されたことについては，
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やむを得なかったと考える。 

イ 平成２３年度の指定管理者選定委員会の流れ 

平成２３年度に開催された選定委員会は，総合西市民プール，東・中央体育館，博

多・南体育館，城南・早良体育館，ももち・西体育館，東・中央市民プール，博多・南

市民プール，城南・早良市民プールの指定管理者の選定を目的としたもので，４回に亘

って開催された。 

第１回委員会（平成２３年７月１日）では，指定管理者の選定方法（公募・非公募），

募集要項（審査基準を含む），業務の基準等について審議された。 

財団法人福岡市体育協会（当時の商号）は，拠点施設の指定管理者に選定されるこ

とから，公募への参加を自粛することとしていた１４施設のうち，「東・中央体育館」，

及び「西・ももち体育館」の区分については，前回の公募で１団体しか応募がなかった

ため，経過措置として参加を認める方針となった。 

また，スポーツ施設運営のノウハウを自ら有しない地場企業の参入促進を図る観点

から，「博多・南体育館」及び「城南・早良体育館」の区分については，一部委託先と

して福岡市スポーツ協会の活用を認める方針となった。 

審査基準の一部変更がなされたが，それ以外は，事務局案のとおり承認された。 

第２回委員会（平成２３年９月２６日）では，応募団体の経営状況を含めた事項を

審査し，公募施設についてはヒアリング対象施設の選定をし，非公募施設（総合西市民

プール）については審査基準，業務基準，応募関係書類の審査を行った。 

第３回委員会（平成２３年１０月２１日）では，公募施設（総合西市民プール以外）

に係る書類選考通過団体のヒアリングと質疑応答を行った。 

第４回委員会（平成２３年１０月２６日）では，指定管理者の最終選考が行われ，

公募施設については指定管理者候補の順位・得点を確定させ，非公募施設については全

委員が財団法人福岡市体育協会を指定管理者候補として適当であるとの判定をした。 

 

平成２３年の指定管理者選定手続においては，スポーツ協会が拠点施設の指定管理者

に非公募で選定されることから他の市立体育施設への応募を見送るようになり，民間事

業体の指定管理者への応募を後押しするようになってきている。他方，ビル管理業者な

ど，スポーツ施設運営のノウハウを自ら有しない地場企業が参入できるように，スポー

ツ協会がスポーツ教室事業などの委託を受けるようにして同協会の指導的役割を果た

させている。民間事業体同士あるいは外郭団体と民間事業体がそれぞれが得意とする分

野を補強しあえる方式（共同事業体方式などもある）は，民間事業体の指定管理者への

応募を促す点で有益と思われる。 

 

ウ スポーツ教室の実施が指定管理事業と自主事業の双方で実施されていることの問題
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点，自動販売機収入の取扱の特殊性に関しては，福岡市民体育館で記載した内容が当て

はまる。 

エ 施設賠償保険 

本両施設に関する施設賠償保険の問題点は，福岡市民体育館に記載したことと共通

するので，それを参照して頂きたい。 

オ 協定書の問題点 

リスク分担表や指定管理者の辞退条項の問題点については，福岡市民体育館において

記載したとおりの問題がある。 
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９ 福岡市立地区体育施設(東・中央体育館) 

  

福岡市立東体育館・福岡市立中央体育館 

 

単位千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市立東体育館 施設数 1 

所在地 福岡市東区香住ケ丘一丁目 12 番 2 号 

施設名 福岡市立中央体育館 施設数 1 

所在地 福岡市中央区赤坂二丁目 5 番 5 号 

担当部・課 スポーツ推進部・スポーツ振興課 

根拠法令 福岡市立地区体育施設条例，同施行規則 

施設の設置目的 

 

市民の体育，スポーツ等の振興を図り，地域の連帯意識の高揚に資する

ため，地区体育施設として体育館及びプールを設置する。 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

(財)福岡市スポーツ振興事業団 Ｈ18.4～Ｈ21.3 非公募（※１） 

(財)福岡市スポーツ振興事業団 

⇒(財)福岡市体育協会(22.4 統合) 
Ｈ21.4～Ｈ24.3 公募（1） 

(財)福岡市体育協会 

⇒公益財団法人へ移行(「(公財)福岡

市スポーツ協会」へ名称変更。24.10) 

Ｈ24.4～Ｈ29.3 公募（2） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 148,700  148,700 135,300 135,300 

精算 0 0 0  

精算後指定管理料 148,700 148,700 135,300  

市のその他の支出   ※1 ※1 ※1  

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

37,976  41,227 43,024 40,693 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 

① 個人利用(施設利用料・

ロッカー利用料等)， 

② 専用使用（福岡市大会

以上の大規模大会，そ

の他大会やサークル等

の専用利用） 

自主事業の有無 有 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
19,024 

自主事業の概要 ①スポーツ教室，②自動販売機設置，③スポーツ用品の販売・貸出 

指定管理導入以前の管理方法 管理委託（(財)福岡市スポーツ振興事業団） 

備考 

※1 「その他の支出」は，複数の施設をまとめて契約することもあり，明確

に分別することが困難であることから，スポーツ振興課全体で集計されて

いる（別添資料 2 参照）。 
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(1)  現状 

ア 施設の概要 

福岡市立東体育館 

福岡市立博多体育館は，福岡市立地区体育施設条例の「市民の体育，スポーツ等の振

興を図り，地域の連帯意識の高揚に資するため，地区体育施設として体育館及びプール

を設置する」ことに基づいて，福岡市東区に設置された体育館である。 

・所在地   福岡市東区香住ケ丘一丁目１２番２号 

・開館年月  昭和５５年１２月 

・施設規模  鉄筋コンクリート造 地上４階建て 

・施設面積  敷地面積 ４，４１７㎡ 

        ※駐車場(香住ケ丘一丁目１０番地１４・１５)を含む。 

延床面積  ４，５４３㎡ 

・施設内容  競技場(３６ｍ×３３ｍ)，トレーニング室，武道室，弓道場(５人立)， 

小体育室，観客席(固定２００席) 

 

福岡市立中央体育館 

福岡市立博多体育館は，福岡市立地区体育施設条例の「市民の体育，スポーツ等の

振興を図り，地域の連帯意識の高揚に資するため，地区体育施設として体育館及びプー

ルを設置する」ことに基づいて，福岡市中央区に設置された体育館である。 

・所在地   福岡市中央区赤坂二丁目５番５号 

・開館年月  昭和５８年２月 

・施設規模  鉄筋コンクリート造 地上３階建て(一部４階建て) 

・施設面積  敷地面積 ５，６０７㎡ 

延床面積 ４，４４２㎡ 

・施設内容  競技場(３６ｍ×３３ｍ)，トレーニング室，武道室，弓道場(５人)，

小体育室，観客席(固定２００席) 

 

イ 指定管理の状況 

(ｱ) 開始時期 

福岡市が指定管理制度を導入した平成１８年度から，両施設について指定管理制度

が導入されている。 

(ｲ) 指定管理者の概要 

両施設の指定管理者は本市の外郭団体である公益財団法人福岡市スポーツ協会が

なっており，同協会の概要は，福岡市民体育館に記載したことと同じであるので，こ

れを援用する。 
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(ｳ) 指定管理者に対する出資金・補助金・貸付金の有無及びその額 

出資金（基本財産）１億６０００万円 

補助金８９２２万９６０４円 

(ｴ) 指定管理者の指定管理業務 

両施設とも基本協定書に添付される「指定管理者 業務の基準」に記載されている。

その内容は，拠点施設としての業務を除き福岡市民体育館に関するものと類似してい

るので，それを参照されたい。 

(ｵ) 指定管理者が実施している業務 

 既に他の体育館において記載したものと類似するのでそれを参照されたい。 

(ｶ) 指定管理の効果 

  福岡市立東体育館・福岡市立中央体育館 

 指定管理料（単

位：千円。千円

未満切捨て） 

利用者数（大会規

模に左右されやす

い）（単位：人） 

利用料金（施設使用

料）収入（単位：千円。

千円未満切捨て）（※） 

平成 17年度  282,471  38,986（26,807） 

平成 21年度 148,700      

平成 23年度 148,700  316,793 41,227（25,795） 

平成 24年度 135,300 337,450  43,024（27,072） 

平成 17年度と

24年度との差 

 ＋54,979 ＋4,038（+265） 

（※）各年度の利用料金の（）内の金額は指定管理者が収納した使用料額と

して事業報告書にて報告された金額であり，市に直接歳入される使用料

額は含まない。また，収納された使用料を市が還付する場合もある。 

指定管理者制度になったことから，費用削減と利用者の増加が果たせており，その

効果があったとみてよい。 

 

（2）問題点の検討 

ア 本施設に関しては，平成１８年度から平成２１年度までの期間（第１期）については，

非公募で財団法人福岡市スポーツ振興事業団（但し，平成２２年４月に財団法人福岡市

体育協会に統合）が指定管理者に選任されているので，この合理性について触れておく。 

平成１８年度から平成２０年度が非公募とされたのは，施設管理の民間移行への条件

整備に所要の期間が必要であることから，従来から管理を行ってきた財団法人福岡市ス

ポーツ振興事業団を非公募で指定管理者としたというものであり，非公募による選定は

やむを得なかったと考える。 

イ スポーツ教室の実施が指定管理事業と自主事業の双方で実施されていることの問題点，
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自動販売機収入の取扱の特殊性に関しては，福岡市民体育館で記載した内容が当てはま

る。 

ウ 施設賠償保険 

本両施設に関する施設賠償保険の問題点は，福岡市民体育館に記載したことと共通

するので，それを参照して頂きたい。 

エ 協定書の問題点 

リスク分担表や指定管理者の辞退条項の問題点については，福岡市民体育館において

記載したとおりの問題がある。 
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１０ 福岡市立地区体育施設(博多・南体育館) 

 

福岡市立博多体育館・福岡市立南体育館 

 

単位千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市立博多体育館 施設数 1 

所在地 福岡市博多区山王一丁目 9 番 5 号 

施設名 福岡市立南体育館 施設数 1 

所在地 福岡市南区塩原二丁目 8 番１号 

担当部・課 スポーツ推進部・スポーツ振興課 

根拠法令 福岡市立地区体育施設条例，同施行規則 

施設の設置目的 

 

市民の体育，スポーツ等の振興を図り，地域の連帯意識の高揚に資する

ため，地区体育施設として体育館及びプールを設置する。 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

(財)福岡市スポーツ振興事業団 Ｈ18.4～Ｈ21.3 非公募 

ミズノグループ【（株)ミズノ，日本管財

(株)】 
Ｈ21.4～Ｈ24.3 公募（4） 

(株)創建サービス Ｈ24.4～Ｈ29.3 公募（6） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 144,000 144,000 132,000 132,000 

精算 0 0 △4,785  

精算後指定管理料 144,000 144,000 127,215  

市のその他の支出 ※1 ※1 ※1  

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

40,197  40,521 40,393 40,953 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 

① 個人利用(施設利用料・

ロッカー利用料等)， 

② 専用使用（福岡市大会

以上の大規模大会，そ

の他大会やサークル等

の専用利用） 

自主事業の有無 有 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
18,683 

自主事業の概要 ①スポーツ教室，②自動販売機設置，③スポーツ用品の販売・貸出 

指定管理導入以前の管理方法 管理委託（(財)福岡市スポーツ振興事業団） 

備考 

平成 24 年度に清算金が両施設合計で 4,785,427 円存在するが，これは，

修繕費の精算によるものである。 

※１ 「その他の支出」は，複数の施設をまとめて契約することもあり，明

確に分別することが困難であることから，スポーツ振興課全体で集計され

ている（別添資料 2 参照）。 
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(1)  現状 

ア 施設の概要 

福岡市立博多体育館 

福岡市立博多体育館は，福岡市立地区体育施設条例の「市民の体育，スポーツ等の振

興を図り，地域の連帯意識の高揚に資するため，地区体育施設として体育館及びプール

を設置する」ことに基づいて，福岡市博多区に設置された体育館である。 

・所在地   福岡市博多区山王一丁目９番５号 

・会館年月  昭和５９年３月 

・施設規模  鉄筋コンクリート造 地上３階建て(一部４階建て) 

・施設面積  敷地面積 ４，４８１㎡ 

延床面積 ４，５１６㎡ 

・施設内容  競技場(３７ｍ×３３ｍ)，トレーニング室，武道室，弓道場(５人立)，

小体育室，観客席(固定２００席) 

 

福岡市立南体育館 

福岡市立南体育館は，福岡市立地区体育施設条例の「市民の体育，スポーツ等の振興

を図り，地域の連帯意識の高揚に資するため，地区体育施設として体育館及びプールを

設置する」ことに基づいて，福岡市南区に設置された体育館である。 

・所在地   福岡市南区塩原二丁目８番１号 

・会館年月  昭和５７年３月 

・施設規模  鉄筋コンクリート造 地上３階建て(一部４階建て) 

・施設面積  敷地面積 １０，９８８㎡ 

延床面積  ４，５３２㎡ 

・施設内容  競技場(４５ｍ×３３ｍ)，トレーニング室，武道室，弓道場(５人立)，

小体育室，観客席(固定２０８席) 

 

イ 指定管理の状況 

(ｱ)開始時期 

福岡市が指定管理制度を導入した平成１８年度から，両施設についても指定管理制

度が導入されている。 

(ｲ)指定管理者の概要 

株式会社創建サービスは，福岡市博多区博多駅東一丁目１８番２５号に本店を置き，

ビルメンテナンス業，警備業，一般建設業などを主な業務内容とする株式会社である。 

(ｳ)指定管理者に対する出資金・補助金・貸付金の有無及びその額 
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いずれもなし。 

(ｴ)指定管理者の指定管理業務 

両施設とも基本協定書に添付される「指定管理者 業務の基準」に記載されている。

その内容は，他の体育館と類似している。 

(ｵ)指定管理者が実施している業務 

 既に他の体育館において記載したものと類似する。 

(ｶ)指定管理の効果 

  福岡市立博多体育館・福岡市立南体育館 

 

 指定管理料（単

位：千円。千円

未満切捨て） 

利用者数（大会規

模に左右されやす

い）（単位：人） 

利用料金（施設使用

料）収入（単位：千円。

千円未満切捨て）（※） 

平成 17年度  270,210 34,412（23,577） 

平成 21年度 144,000   

平成 23年度 144,000  296,215 40,521（30,037 ） 

平成 24年度 132,000 298,033 40,393（30,384 ） 

平成 17年度と

24年度との差 

 ＋27,823 ＋5,981（＋6,807） 

（※）各年度の利用料金の（）内の金額は指定管理者が収納した使用料額とし

て事業報告書にて報告された金額であり，市に直接歳入される使用料額

は含まない。また，収納された使用料を市が還付する場合もある。 

指定管理者制度になったことから，費用削減と利用者の増加が果たせており，その

効果があったとみてよい。 

 

（2）問題点の検討 

ア 本施設に関しては，平成１８年度から平成２１年度までの期間（第１期）については，

非公募で財団法人福岡市スポーツ振興事業団（但し，平成２２年４月に財団法人福岡市

体育協会に統合）が指定管理者に選任されているので，この合理性について触れておく。 

平成１８年度から平成２０年度が非公募とされたのは，施設管理の民間移行への条

件整備に所要の期間が必要であることから，従来から管理を行ってきた財団法人福岡市

スポーツ振興事業団を非公募で指定管理者としたというものであり，非公募による選定

はやむを得なかったと考える。 

イ スポーツ教室の実施が指定管理事業と自主事業の双方で実施されていることの問題点，

自動販売機収入の取扱の特殊性に関しては，福岡市民体育館で記載した内容が当てはま

る。 
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ウ 施設賠償保険 

本両施設に関する施設賠償保険の問題点は，福岡市民体育館に記載したことと共通す

るので，それを参照して頂きたい。 

エ 協定書の問題点 

 リスク分担表や指定管理者の辞退条項の問題点については，福岡市民体育館におい

て記載したとおりの問題がある。 
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１１ 福岡市立地区体育施設(ももち体育館・西体育館) 

 

福岡市ももち体育館・福岡市立西体育館 

 

単位千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市ももち体育館 施設数 1 

所在地 福岡市早良区百道二丁目 3 番 15 号 

担当部・課 スポーツ推進部・スポーツ振興課 

根拠法令 福岡市ももち体育館条例，同施行規則 

施設の設置目的 

 

市民の体育，スポーツ等の振興を図るため，福岡市ももち体育館を設置

する。 

現在までの指定管理者 

管理者名 
指定期間 

（開始年月） 

公募（応募数）・

非公募 

(財)福岡市スポーツ振興事業団 Ｈ19.7～Ｈ21.3 非公募（※1） 

(財)福岡市スポーツ振興事業団 

⇒(財)福岡市体育協会(22.4 統合) 
Ｈ21.4～Ｈ24.3 公募（1） 

(財)福岡市体育協会 

⇒公益財団法人へ移行(「(公財)福岡

市スポーツ協会」へ名称変更。24.10) 

Ｈ24.4～Ｈ29.3 公募（2） 

施設名 福岡市立西体育館 施設数 1 

所在地 福岡市西区拾六町一丁目 13 番 35 号 

担当部・課 スポーツ推進部・スポーツ振興課 

根拠法令 福岡市立地区体育施設条例，同施行規則 

施設の設置目的 
市民の体育，スポーツ等の振興を図り，地域の連帯意識の高揚に資する

ため，地区体育施設として体育館及びプールを設置する。 

現在までの指定管理者 

管理者名 
指定期間 

（開始年月） 

公募（応募数）・ 

非公募 

（財）福岡市スポーツ振興事業団 H18.4～H21.3 非公募 

(財)福岡市スポーツ振興事業団 

⇒(財)福岡市体育協会(22.4 統合) 
H21.4～H24.3 公募（1） 

(財)福岡市体育協会 

⇒公益財団法人へ移行(「(公財)福岡

市スポーツ協会」へ名称変更。24.10) 

H24.4～H29.3 公募（2） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 131,000 131,000 130,400 130,400 

精算 0 0 0  

精算後指定管理料 131,000 131,000 130,400        

市のその他の支出 ※1 ※1 ※1  

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

37,995  38,838 40,453 39,136 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 

① 個人利用(施設利用料・

ロッカー利用料等)， 

② 専用使用（福岡市大会以
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上の大規模大会，その

他大会やサークル等の

専用利用） 

自主事業の有無 有 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
12,464 

自主事業の概要 ①スポーツ教室，②自動販売機設置，③スポーツ用品の販売・貸出 

指定管理導入以前の管理方法 管理委託（(財)福岡市スポーツ振興事業団） 

備考 

※1 「その他の支出」は，数の施設をまとめて発注することもあり，明確に

分別することが困難であることから，スポーツ振興課全体で集計されてい

る（別添資料 2 参照）。 

 

 

(1)  現状 

ア 施設の概要 

福岡市ももち体育館 

福岡市ももち体育館は，市民の体育，スポーツ等の振興を図るために設置された体育

館である（福岡市ももち体育館条例）。 

・所在地   福岡市早良区百道二丁目３番１５号 

・開館年月  平成１９年７月 

・施設規模  鉄筋コンクリート造 地上３階建て 

・施設面積  敷地面積 １，７５８㎡ 

        延床面積 ３，３５７㎡ 

・施設内容  競技場(３６ｍ×３０ｍ)，トレーニング室，卓球場，柔道場，剣道場，

弓道場(４人立) 

 

福岡市立西体育館 

 福岡市立西体育館は，福岡市立地区体育施設条例の「市民の体育，スポーツ等の振興

を図り，地域の連帯意識の高揚に資するため，地区体育施設として体育館及びプールを

設置する」ことに基づいて，福岡市西区に設置された体育館である。 

・所在地   福岡市西区拾六町一丁目１３番３５号 

・開館年月  平成６年１月 

・施設規模  鉄筋コンクリート造 地上２階地下１階建て(一部３階建て) 

・施設面積  敷地面積 ６，５８２㎡ 

延床面積 ５，２３４㎡ 

・施設内容  競技場(４５ｍ×３３ｍ)，トレーニング室，武道室，弓道場(５人立)，

小体育館，観客席（固定２１０席） 
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イ 指定管理の状況 

(ｱ) 開始時期 

福岡市立西体育館は福岡市が指定管理制度を導入した平成１８年度から，福岡市も

もち体育館は開館時の平成１９年７月から，指定管理制度が導入されている。 

(ｲ) 指定管理者の概要 

本市の外郭団体である公益財団法人福岡市スポーツ協会が指定管理者となっており，

その概要は，福岡市民体育館と同じであるので，これを援用する。 

(ｳ) 指定管理者に対する出資金・補助金・貸付金の有無及びその額 

出資金（基本財産）１億６０００万円 

補助金８９２２万９６０４円 

(ｴ) 指定管理者の行う業務の内容(住民サービスの内容) 

両施設とも基本協定書に添付される「指定管理者 業務の基準」に記載されている。

その内容は，他の体育館のそれと類似であるので，これを援用する。 

(ｵ) 指定管理の効果 

福岡市ももち体育館（平成１９年７月～）・福岡市立西体育館 

 指定管理料（単

位：千円。千円

未満切捨て） 

利用者数（大会規

模に左右されやす

い）（単位：人） 

利用料金（施設使用

料）収入（単位：千円。

千円未満切捨て）（※） 

平成 17年度  172,903 23,070（16,369） 

平成 21年度 131,000   

平成 23年度 131,000 319,441 38,838（32,007） 

平成 24年度 130,400 334,189  40,453（33,164） 

平成 17年度と

24年度との差 

 ＋161,286 ＋17,383（＋16,795） 

（※）各年度の利用料金の（）内の金額は指定管理者が収納した使用料額と

して事業報告書にて報告された金額であり，市に直接歳入される使用料

額は含まない。また，収納された使用料を市が還付する場合もある。 

平成１８年度の指定管理者制度の導入時は福岡市立西体育館のみしか設置されて

おらず，また，ももち体育館が開設時の平成１９年７月から指定管理者制度の対象と

なったため，平成１７年度と平成２４年度を単純に比較して指定管理の効果を論ずる

ことはできないが，両施設が指定管理者制度になった以降の平成２３年度と平成２４

年度を比較すると，費用削減と利用者の増加が果たせており，指定管理者制度の効果

は上がっているとみて良いと考える。 
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（2）問題点の検討 

ア 福岡市ももち体育館に関しては，平成１９年７月から平成２０年度（平成２１年３月

３１日）までの期間（第１期）について，また，福岡市立西体育館については，平成１

８年４月から平成２１年３月までの期間（第１期）について，非公募で財団法人福岡市

スポーツ振興事業団（但し，平成２２年４月に財団法人福岡市体育協会に統合）が指定

管理者に選定されている。 

福岡市ももち体育館について非公募とされたのは，他の体育施設の指定管理者の選定

時期との整合を図る必要があったことや，既存の施設（県立施設）の引継に伴い，運営

上の一定の検証が必要であったこと，県有施設と一体的な管理が必要になるなど施設の

管理区分が複雑であり，県市等との円滑な調整・連携が必要であったことによる。 

また，福岡市立西体育館について非公募とされたのは，施設管理の民間移行への条件

整備に所要の期間が必要であることから，従来から管理を行ってきた財団法人福岡市ス

ポーツ振興事業団を非公募で指定管理者としたというものである。 

以上の経緯からすると，非公募による選定はやむを得なかったと考える。 

イ スポーツ教室の実施が指定管理事業と自主事業の双方で実施されていることの問題点，

自動販売機収入の取扱の特殊性に関しては，福岡市民体育館で記載した内容が当てはま

る。 

ウ 施設賠償保険 

本両施設に関する施設賠償保険の問題点は，福岡市民体育館に記載したことと共通す

るので，それを参照して頂きたい。 
エ 協定書の問題点 

リスク分担表や指定管理者の辞退条項の問題点については，福岡市民体育館において

記載したとおりの問題がある。 
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１２ 福岡市立総合西市民プール 

 

単位千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市立総合西市民プール 施設数 1 

所在地 福岡市西区西の丘一丁目 4 番 1 号 

担当部・課 スポーツ推進部・スポーツ振興課 

根拠法令 福岡市立地区体育施設条例，同施行規則 

施設の設置目的 

 

市民の体育，スポーツ等の振興を図り，地域の連帯意識の高揚に資する

ため，地区体育施設として体育館及びプールを設置する。 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

(財)福岡市スポーツ振興事業団 Ｈ18.4～H21.3 非公募 

(財)福岡市スポーツ振興事業団 

⇒(財)福岡市体育協会(22.4 統合) 
Ｈ21.4～H24.3 公募（3） 

(財)福岡市体育協会 

⇒公益財団法人へ移行(「(公財)福岡

市スポーツ協会」へ名称変更。24.10) 

Ｈ24.4～Ｈ27.3 非公募 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 237,700 237,700 233,056 232,332 

精算 0 円 0 円 36,269 円  

精算後指定管理料 237,700 237,700 233,019  

市のその他の支出  ※1        ※1   ※1  

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

40,777 40,170 39,960 41,956 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 

① 個人利用(施設利用料・

ロッカー利用料等)， 

② 専用利用（福岡市大会

以上の大規模大会，そ

の他大会やサークル等

の専用利用） 

自主事業の有無 有 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
8,197 

自主事業の概要 
①スポーツ振興事業，②スポーツ教室，③自動販売機設置，④スポーツ

用品の販売・貸出 

指定管理導入以前の管理方法 管理委託（(財)福岡市スポーツ振興事業団） 

備考 

(公財)福岡市スポーツ協会は，本市の外郭団体であり，本市の政策目

的を実現する役割を担っている。 

※1 「その他の支出」は，複数の施設をまとめて契約することもあり，明確

に分別することが困難であることから，スポーツ振興課全体で集計されて

いる（別添資料 2 参照）。 
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(1)  現状 

ア 施設の概要 

本施設は，福岡市立地区体育施設条例の「市民の体育，スポーツ等の振興を図り，地

域の連帯意識の高揚に資するため，地区体育施設として体育館及びプールを設置する」

ことに基づいて，福岡市西区に設置されたプールである。 

・所在地   福岡市西区西の丘一丁目４番１号 

・開館年月  平成７年７月 

・施設規模  鉄筋コンクリート造 地上３階建て 

・施設面積  敷地面積 １７，１４７㎡ 

        延床面積  ９，４１４㎡ 

・施設内容  ・メインプール(５０ｍ×２５ｍ １０コース 屋内温水) 

〈水深〉固定床部分３ｍ～３．３ｍ，可変床部分０ｍ～３．３ｍ 

国際公認コース８コース，短水路コース１６コース 

・サブプール(２５ｍ×１４ｍ ７コース 屋内温水) 

〈水深〉可変床部分０ｍ～１．４ｍ 

・幼児プール（２４．５㎡ 屋内温水） 

〈水深〉０．３ｍ～０．３５ｍ 

・トレーニングルーム 

・健康情報コーナー 

イ 指定管理の状況 

(ｱ) 開始時期 

福岡市が指定管理制度を導入した平成１８年度から，本施設についても指定管理制度

が導入されている。 

(ｲ) 指定管理者の概要 

   指定管理者の公益財団法人福岡市スポーツ協会の概要及び同協会が本市の外郭団体

であることは，福岡市民体育館において記載したとおりである。 

(ｳ) 施設の管理運営業務及び施設・設備の維持管理業務 

施設の管理運営に関する業務 

・施設の利用許可等に関する業務（福岡市立市民体育館条例，同施行規則に基づく

的確な処理｡個人利用，専用利用。大規模大会日程調整等） 

・受付に関する業務（利用申請等の受付業務，施設利用料の徴収業務など。） 

・備品・消耗品の保守管理 

・利用者の安全管理・事故防止及びプール施設・トレーニング室・サウナ室の一般

管理 

・プールの監視業務 
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・広報及び利用者ニーズの把握に関する業務（利用者アンケートの実施，意見・要

望・苦情等に対する対応）等。 

施設・設備の維持管理に関する業務 

・プール水の水質検査 

・清掃等業務（塵芥・廃棄物の処理，排水設備管理等） 

・環境衛生管理業務（空気環境の調整，給排水の管理，害虫等の防除等） 

・機械設備・電気設備の運転管理及び保守点検業務 

・受水槽，貯湯槽及びバランシングタンク等の清掃・消毒等業務 

・施設・設備の保全業務 

・施設・設備の修繕業務 

・保安警備業務 

・事故・災害等緊急時対応に関する業務 

(ｴ)事故・災害等緊急時対応に関する業務 

(ｵ)スポーツ教室等に関する業務 

①スポーツ振興事業に関する業務 

・スポーツ教室（年代や種別のバランスを考慮した誰もが参加できるもの） 

・「ワンポイントレッスン」（低廉な料金で年齢を問わず気軽に参加でき，継続的な

運動・レクリエーションの場を提供するもの） 

・本市のスポーツ行政推進の拠点施設の管理運営を担う指定管理者として課せられ

た，民間業者では担うことが難しい公共性の高い分野において，他の市立体育館

に対する「模範的役割」「先導的役割」を果たす事業として展開を求められてい

るもの 

〔取組例〕 

・子ども・高齢者・障がい者・勤労者等に対する新たなスポーツ教室等のプ

ログラム開発 

・医療機関や健康づくり関係団体，民間事業者，大学等による健康づくりと

スポーツを連携した多様で体系的な健康づくりスポーツの普及促進 

・競技団体等のネットワークを活かした各種大会の誘致・開発とこれに伴う

利用調整 

・競技団体や種目団体等の関係団体やスポーツ推進委員等と連携した多様な

スポーツ指導者の確保・育成・活用 

・「子どもの日」，「体育の日」の無料開放の実施 

②自主事業に対する業務 

・スポーツ教室 

・用具の貸出業務 
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・飲食その他自動販売機の設置業務（本市の目的外使用許可を得る必要がある） 

(ｶ)事業報告等に関する業務 

・事業報告書等（事業計画書・収支計画書，事業報告書（月間・年間） 

・利用者アンケートの実施とアンケート調査結果の分析・評価の書面による市への

提出 

・自己評価報告書の実施とその成果・結果の書面による市への提出 

(ｷ)その他 

・市主催業務等への協力 

・記録の作成・保管および情報共有 

・本市から出席を要請された会議・研修会・講習会等への出席 

・保健所等への届出を必要とする事項の手続きの履践 

・環境への配慮 

・地域等への貢献（自治体や公民館等の活動への協力，近隣小中学校・保育所及び

幼稚園等の行事への参画） 

・指定期間終了時の引継業務（指定管理者作成の文書も含む。） 

(ｸ)管理運営協議会の設置 

市及び指定管理者は，管理運営業務に関する協議を行うことを目的として，「体育

館・プール指定管理者管理運営協議会」を設置することとなっている。 

(ｹ)指定管理者の辞退条項 

   指定管理者は６か月前の予告で指定管理者の地位を辞退することができる条項があ

る。 

(ｺ)保険の付保 

指定期間中の指定管理業務を行う上で想定される損害を補填する保険に，指定管理

者の負担にて加入することとなっている。 

ウ 指定管理者が実施している業務 

(ｱ) 施設の管理運営業務（利用状況） 

平成２４年度の年間事業報告書によれば，施設の利用状況は以下のとおりであり，

利用料金の収納は減少したものの利用者数は増やしている。 

① 施設の利用者数 

 

② 使用料の収納状況 
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上記使用料には市に直接歳入される使用料は含まない。 

(ｲ)指定管理業務のスポーツ教室(スポーツ振興事業)，ワンポイントレッスン 

これらの実施状況（期間，回数，曜日等），参加者数，及び収支状況が報告されて

いる。ワンポイントレッスンは参加延べ人数は多いものの，その収入は任意加入のス

ポーツ傷害保険料であるため，３４万１９４０円の赤字となっている。しかし，全体

的な収支は，１０万６９２０円の黒字であった。 

実施された教室は，幼児スイミング教室，新１年生チャレンジスイミング，小学生

スイミング，大人スイミング（基本コース，ステップアップコース），スマイルアク

アビクス入門，プールで健康アクアレッスン，託児付アクアレッスン，託児付骨盤引

締めピラティス，シンクロナイズドスイミング，小学生水中運動会，ワンポイントレ

ッスンである。 

(ｳ)自主事業の実施状況 

  自主事業のスポーツ教室の内容 

自主事業は，「ボディリフレッシュ（ヨガコース，ピラティスコース）」，「はじめ

よう！キッズダンス教室」，「脂肪燃焼！ボクササイズ」，「バラエティエクササイズ

～脂肪燃焼プログラム～」，「姿勢改善ピラティス」，「ＺＵＭＢＡ」,「親子で健康♪

リズム体操」，「インナーシェイプ ピラティス（初級，中級）」，「リフレッシュヨガ」，

「体育の日２５ｍタイムトライアル」，「ショートレッスン」である。 

収支状況 

スポーツ教室は堅調で７２万５４６０円の黒字であった。 

自動販売機の飲料水やアイスクリームの販売や，軽食の販売による施設管理者の

精算後の実収入（黒字）額は１５５万円を超えている。 

水泳用品やトレーニング室用のシューズの販売による収入額は６万２３００円で

ある。 

スポーツ教室の充実・強化 

自主企画事業を大幅に増加させるとともに，子どもから高齢者まで，年齢，体力

に応じた多彩で質の高いスポーツ教室を実施した。特に，子供や親子を対象とした

ものや，託児付の教室を充実させた。 

その結果，参加者が５，４４４人で，前年に比し１．８倍の参加があった。 

〇スポーツ教室開催状況 
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平成 22 年度 18 教室（うち自主企画 7 教室） 延べ 164 回 

平成 23 年度 19 教室（うち自主企画 6 教室） 延べ 183 回 

平成 24 年度 37 教室（うち自主企画 20 教室） 延べ 319 回 

〇スポーツ教室参加者状況（延人員） 
平成 22 年度 2,577 人 

平成 23 年度 2,887 人 

平成 24 年度 5,444 人 

(ｴ)拠点施設としての事業展開 

 ・「子どもの日」には，福岡シンクロクラブの協力を得てシンクロイベントを実施した。 

 ・「体育の日」には，職員たちの手作りによるタイムトライアルを実施した。 

 ・「成人の日」には，小中学生水中運動会を実施し，４７名の参加を得た。 

(ｵ)事故災害等の内容及び対応 

事故の発生年月日，内容及び対応について，まとめられている。 

(ｶ)苦情，要望等の内容及び対応 

これも同様に要望・苦情の申入れがなされた年月，内容，及び対応について，まと

められている。 

(ｷ)その他の管理運営業務 

会議，研修会等の実施状況，地域協力関連行事，広報活動，省エネ関連取組みなど

の状況が報告されている。 

(ｸ)維持管理の状況 

   事業報告書によれば，計画書のとおり実施されていることが分かる。 

(ｹ)修繕工事実施状況 

実施された修繕工事について，事業報告書に，月別に，工事件名，工事箇所，期間，

施工業者，工事金額を記載して報告がなされている。 

エ 収支状況（収支決算書） 

平成２４年度の収支決算書の概略は，以下のとおりである。 

① 収入（予算額２億４１３５万７０００円，決算額２億４５２９万９２２５円） 

・指定管理料（予算額２億３３０５万６０００円，決算額２億３３０５万６０００

円） 

・スポーツ振興事業（予算額８５７万円，決算額１５０万４１００円） 

・自主企画事業（予算額８３０万１０００円，決算額９７０万１２２５円） 

・その他（他会計からの繰入金収入）（予算額０円，決算額２５４万２０００円） 

② 支出（予算額２億４１３５万７０００円，決算額２億４４４５万１７７６円） 

・人件費（予算額３９２１万円，決算額３７３６万８２４９円） 
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・事業費（予算額１億９８４２万円，決算額２億００５４万２０９７円） 

・その他（自販機収入事業へ他）（予算額３７２万７０００円，決算額６５４万１４

３０円） 

③ 収支（①－②＝８４万７４４９円の黒字） 

オ 指定管理の効果 

 指定管理料（単

位：千円。千円

未満切捨て） 

利用者数（天候に

も左右されやす

い）（単位：人） 

利用料金（施設使用

料）収入（単位：千円。

千円未満切捨て）（※） 

平成 17年度  259,411 43,393(43,403) 

平成 21年度 237,700   

平成 23年度 237,700 236,296 40,170（40,581） 

平成 24年度 233,056 237,955 39,960（36,572） 

平成 17年度と

24年度との差 

 ▲15,456 ▲3,433（▲6,831） 

（※）各年度の利用料金の（）内の金額は指定管理者が収納した使用料額

として事業報告書にて報告された金額であり，市に直接歳入される使用

料額は含まない。また，収納された使用料を市が還付する場合もある。 

本施設については，平成１７年以降利用者が減少していたようであるが，平成２４

年度に上記のとおり利用者数が増加している。 

指定管理者は，限られた予算の中で，利用者のニーズ等を踏まえて，スポーツ教室

やイベント等を企画するなどの創意工夫を行っており，指定管理料が制約されていな

がら，市民サービスの質は維持・向上していることが窺われる。 

事業報告書においても，単純に，利用者アンケートの集計結果や，指定管理者の自

己評点だけを記載するだけでなく，利用者アンケートの集計結果を踏まえた指定管理

者による分析や，実施した事業のうち，効果が高かった企画のベスト５の記載させる

項目等を設けるなど，報告様式に工夫も見られる。 

また，費用削減の効果もあったといえる。 

大規模な工事については，主に市が施工しているが，指定管理者の自己評価による

と，平成２３年度の指定管理施設の経費削減等により生じた余剰金を協会本部で留保

せず，施設の修繕や備品の更新，職員のスキルアップの研修等に活用し，市民に還元

したとのことである。特に，修繕実績は，２００７万７６５０円で，指定管理料で見

込まれた修繕料１２３０万円を大きく上回り実施したとのことであり，評価されるべ

きである。 

以上からすれば，本施設においても，指定管理者のノウハウと工夫，指定管理者間

の情報・意見交換等による指定管理制度の効果を発揮していると思われる。 
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(2）その他の問題点 

以下の論点については，福岡市民体育館と共通するので，福岡市民体育館の記載を参

照されたい。 

ア 本施設の必要性 

イ 指定管理の必要性 

ウ 選定手続きの問題点 

(ｱ)選定委員会の構成 

(ｲ)選定委員会の非公開の問題点の有無 

(ｳ)指定管理者選定員会の流れ 

(ｴ)指定管理者決定にかかる手続きの流れ（非公募の合理性） 

エ スポーツ教室の実施が指定管理者と自主事業の双方で実施されていることの問題

性 

オ 備品購入費の取扱い方 

カ 施設の維持補修・修繕費の取扱い方 

キ 施設賠償保険（自主事業への付保状況の今後の確認の必要性） 

ク リスク分担表の不合理性 

ケ 「指定管理者の辞退等」の問題性 

 

(3)その他の評価されるべき事項 

他方，利用者アンケートの徴収・分析・発表，自己評価の内容（分析），「体育館・プ

ール指定管理者管理運営委員会」，「所長会議」，年度末の外部委員によって市評価に対す

る客観的評価が実施されている点など，評価されるべき点もあることも，福岡市立体育

館において記載したとおりである。 
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１３ 福岡市立地区体育施設(城南市民・早良市民プール) 

 

福岡市立城南市民プール・福岡市立早良市民プール 

 

単位千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市立城南市民プール 施設数 1 

所在地 福岡市城南区片江一丁目 5 番 1 号 

施設名 福岡市立早良市民プール 施設数 1 

所在地 福岡市早良区曙一丁目 3 番 15 号 

担当部・課 スポーツ推進部・スポーツ振興課 

根拠法令 福岡市立地区体育施設条例，同施行規則 

施設の設置目的 

 

市民の体育，スポーツ等の振興を図り，地域の連帯意識の高揚に資する

ため，地区体育施設として体育館及びプールを設置する。 

現在までの指定管理者 

管理者名 
指定期間 

（開始年月） 

公募（応募数）・

非公募 

(財)福岡市スポーツ振興事業団 Ｈ18.4～Ｈ21.3 非公募 

西鉄ビルマネージメント（株) Ｈ21.4～Ｈ24.3 公募（6） 

西鉄ビルマネージメント（株) Ｈ24.4～Ｈ29.3 公募（2） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 171,094 171,094 159,600  159,600 

精算 0 0 0  

精算後指定管理料 171,094  171,094 159,600   

市のその他の支出 ※1 ※1 ※1  

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

27,315  29,477 29,688 30,160  

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 

① 個人利用(施設利用料・

ロッカー利用料等)， 

② 専用使用（福岡市大会

以上の大規模大会，そ

の他大会やサークル等

の専用利用） 

自主事業の有無 有 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
1,165 

自主事業の概要 ①スポーツ教室，②自動販売機設置 

指定管理導入以前の管理方法 管理委託（(財)福岡市スポーツ振興事業団） 

備考 

※1 「その他の支出」は，複数の施設をまとめて契約することもあり，明確

に分別することが困難であることから，スポーツ振興課全体で集計されて

いる（別添資料 2 参照）。 
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(1)  現状 

ア 施設の概要 

福岡市立城南市民プール 

福岡市立地区体育施設条例の「市民の体育，スポーツ等の振興を図り，地域の連帯意

識の高揚に資するため，地区体育施設として体育館及びプールを設置する」ことに基づ

いて，福岡市城南区に設置されたプールである。 

・所在地   福岡市城南区片江一丁目５番１号 

・開館年月  平成６年１月 

・施設規模  鉄筋・鉄骨造 地上２階建て 

・施設面積  敷地面積 ６，４８１㎡ 

       延床面積 ２，５８０㎡ 

・施設内容  屋内プール(２５ｍ×６コース)，幼児コース(１コース)，屋外プール(幼

児用プール) 

 

福岡市立早良市民プール 

福岡市立地区体育施設条例の「市民の体育，スポーツ等の振興を図り，地域の連帯意

識の高揚に資するため，地区体育施設として体育館及びプールを設置する」ことに基づ

いて，福岡市早良区に設置されたプールである。 

・所在地   福岡市早良区曙一丁目３番１５号 

・開館年月  昭和４９年２月 

・施設規模  鉄筋コンクリート造 地上２階建て 

・施設面積  敷地面積 ７，４３７㎡ 

延床面積 １，９５１㎡ 

・施設内容  屋内プール(２５ｍ×６コース)，幼児コース(１コース)，屋外プール(幼

児用プール) 

 

イ 指定管理の状況 

(ｱ)開始時期 

福岡市が指定管理制度を導入した平成１８年度から，本両施設についても指定管理

制度が導入されている。 

(ｲ)指定管理者の概要 

西鉄ビルマネージメント株式会社は，福岡市中央区今泉一丁目１２番２３号に本店

を置き，ビル総合管理業務，不動産管理業務，設備管理業務ほかを主な業務内容とす

る株式会社である。 
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(ｳ) 指定管理者に対する出資金，補助金・貸付金の交付の有無及びその金額 

いずれもなし。 

(ｴ)指定管理者の行う業務の内容(住民サービスの内容) 

指定管理者が行う業務の内容については，「指定管理者業務の基準」に記載がされ

ている。 

その内容は，総合西市民プールに関するものと類似である（本施設は，トレーニン

グ室とサウナ室がないので，これを除く。）。 

また，本施設は，本市のスポーツ行政推進の拠点施設ではないので，これに関する

部分も除かれる。 

(ｵ) 指定管理者が実施している業務(平成２４年度の年間事業報告書に基づく) 

（ⅰ）施設の利用状況 

① 利用者数 

下記のとおりである。 

城南市民プール，早良市民プールとも利用者数を増やしている。 

指定管理者は，「両プールにて行っている季節毎の飾り付けや，イベントの実

施など，利用者の皆さんに好評を頂いておる催しの継続が，『また利用したい』

と思って頂ける，心温まる施設づくりに繋がっていると考えて」業務を遂行して

いる。例えば，イベント（子どもの日，クリスマス，節分，バレンタイン）の際

には，プレゼントを準備して，来館者に渡して利用促進を図っている。 

この点では，民間のノウハウが生かされていると思われる。 

 

 

② 使用料の収納状況 

下記のとおりで，ほぼ横ばいである。 
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上記使用料には市に直接歳入される使用料は含まない。 

 

（ⅱ）維持管理の状況 

共通項目及び施設独自項目について，予定どおり実施されていた。 

事業計画書に基づき各種維持管理を実施し，利用者に支障なく運営を行っている。 

（ⅲ）修繕工事実施状況 

実施された修繕工事について，月別に，工事件名，工事箇所，期間，施工業者，工

事金額を記載して報告がなされている。 

（ⅴ）備品 

施設備品のうち破損したもの１点を廃棄したが，他方で，利用者要望と優先度を考

慮し２点を新たに購入している。 

（ⅵ）指定管理業務 

a 利用促進と顧客サービスへの取組み 

過去３年間の実績を踏まえて，上記のとおり，利用者に好評な季節毎の飾り付

けやイベントを平成２４年度も実施した。 

b 研修・訓練の実施 

人材育成計画をもとに各種研修への参加や訓練を実施し，利用者の安全確保に

努めている（人権研修，水難訓練等）。また，スポーツリーダーや基礎水泳指導員

の資格取得にも取り組んだ。 

c 地域との連携 

西新保育園のサークル受入や，近隣小中学校からの職場体験依頼を積極的に受

入れた。 

d 広報活動 

前年度に引続き，バス停へのポスター掲示を１年間更新した。冬期の利用促進

を目的とし，近隣の西鉄グループ施設内（レガネット城西，西新ゴルフセンター，

西新パレス等）に本施設案内のポスターの掲示を行った。 
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e 指定管理業務のスポーツ教室(スポーツ振興事業)，ワンポイントレッスン 

これらの実施状況（期間，回数，曜日等），参加者数，及び収支状況が報告され

ている。 

城南市民プールでは，親子水なれ教室，小学生水泳教室，中高年のストレッチ

＆水中ウォーキング教室，６０歳を過ぎて始める健康水中体操，大人のためのクロ

ール初級水泳教室，ワンポイントレッスンが実施されている。参加料も受領してい

る。スポーツ教室は，ワンポイントレッスンは赤字であったが，最終的には２２万

４８１５円の黒字であった。 

他方，早良市民プールでも同様に，親子水なれ教室，小学生水泳教室，ワンポ

イントレッスン（週２回）のほか，やってみよう！シンクロ体験教室，大人の初心

者水泳教室を実施している。もっとも早良市民プールは，教室の運営をサワラスイ

ミングスクールに委託しているため，本指定管理者としての収支はない。 

f その他 

夏を除く水温の低下が著しい期間に，閉館後にプールカバーをかけて省エネ対

策を実施した。 

（ⅷ）自主事業の実施状況 

a スポーツ教室 

① 城南市民プールでは，ストレッチ＆水中エアロビクス，水に慣れたら始めよう！

幼児スイミング，経験してみませんか！バタフライ，を実施した。スポーツ教室

は赤字であった。 

② 早良市民プールでは，小学生の水なれ教室，水に慣れたら始めよう！親子スイミ

ング講座，２～３歳児のための親子水なれ教室，メタボ対策のための水中運動講

座，ナイタースイミングレッスン，経験してみませんか！バタフライ，を実施し

た。早良市民プールは，教室の運営をサワラスイミングスクールに委託している

ため，本指定管理者としての収支はない。 

③ 両プールにおいて，追加の自主企画教室として，有名選手や専門クラブ等を講師

に招いての自主企画教室を実施することとした。平成２５年２月２４日に早良市

民プールにて，同年３月３日に城南市民プールにて，「経験してみませんか！バ

タフライ」を実施した。この企画は，冬季スポーツのイベント企画とするもので，

バタフライが独学では習得が困難であることに着目して，バタフライ教室を実施

したものである。 

b 自動販売機の収入 

自動販売機による飲料水の販売は，城南市民プールでは９０万４０００円，早

良市民プールでは，２０万４０００円の収益を得ている。 

（ⅸ）事故災害等の内容及び対応 
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事故の発生年月日，内容及び対応について，まとめられている。 

（ⅹ）苦情，要望等の内容及び対応 

これも同様に要望・苦情の申入れがなされた年月，内容，及び対応について，ま

とめられている。 

(ｶ)指定管理の効果 

 福岡市立城南市民プール・福岡市立早良市民プール 

 指定管理料（単

位：千円。千円

未満切捨て） 

利用者数（天候に

も左右されやす

い）（単位：人） 

利用料金（施設使用

料）収入（単位：千円。

千円未満切捨て）（※） 

平成 17年度  232,309  33,539（33,542） 

平成 21年度 171,094   

平成 23年度 171,094 210,457   29,477（29,096） 

平成 24年度 159,600 213,888 29,688（29,265） 

平成 17年度と

24年度との差 

 ▲18,421 ▲3,851（▲4,277） 

（※）各年度の利用料金の（）内の金額は指定管理者が収納した使用料額として事

業報告書にて報告された金額であり，市に直接歳入される使用料額は含まない。

また，収納された使用料を市が還付する場合もある。 

 利用者数及び利用料金の収納状況に関しては減少傾向にあるが，スポーツ教室やイ

ベントの企画等の創意工夫，利用者アンケートの工夫などによる市民サービスの質の

維持・向上の効果や経費削減の効果はみられる。 

指定管理者は，本両施設において，スポーツイベントや季節ごとに各種サービスを

実施したり，館内ディスプレー等を通して，利用者とのコミュニケーションを図り，

利用者にとって「使いやすく，親しみやすい」施設づくりに努めている。 

(ｷ)収支状況（収支決算書） 

平成２４年度の収支決算書によると，両施設を合算した収支状況は以下のとおりで

ある。 

①  収入（予算額１億６２２３万３０００円，決算額１億６１５９万３０２１円） 

・指定管理料（予算額１億５９６０万円，決算額１億５９６０万円） 

・スポーツ振興事業（予算額１０２万５０００円，決算額８２万７７００円） 

・自主事業（予算額２６３万３０００円，決算額１９９万３０２１円） 

・その他（予算額０円，決算額０円） 

②  支出（予算額１億６２２３万３０００円，決算額１億５１７３万６８６０円） 

・人件費（予算額７１２１万６０００円，決算額６９１３万１４７８円） 

・事業費（予算額９１０１万７０００円，決算額８２６０万５３８２円） 
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・その他（公租公課等，その他）（予算額０円，決算額０円） 

③  収支（①－②＝９８５万６１６１円の黒字） 

(ｸ)モニタリング 

・事業報告書等の毎月報告とヒアリング（毎月の事業報告書提出時に内容を確認す

るとともに，ヒアリングも実施している）。 

・年４回の施設現地調査による状況把握と指導 

・年度終了後の外部委員による市評価の審査 

など福岡市民体育館に記載したことと共通する。 

  

（2）問題点の検討 

ア  本両施設に関しては，平成１８年度～平成２１年度までの３年間（第１期）につい

て非公募で指定管理者が選任されている。このときの指定管理者は，財団法人福岡市ス

ポーツ振興事業団（但し，当時の名称）である。 

第１期が非公募とされたのは，施設管理の民間移行への条件整備に所要の期間が必要

であることから，従来から管理を行ってきた財団法人福岡市スポーツ振興事業団を非公

募で指定管理者としたというものであり，非公募による選定はやむを得なかったと考え

る。 

イ 早良市民プールの再委託について 

早良市民プールは，指定管理料７４６１万６０００円のうち再委託料が１７１３万

３０００円であり，城南市民プールの指定管理料８４９８万４０００円のうち５６９万

円に比較して特別に多額である。 

これは，スポーツ教室をサワラスイミングスクールに委託していることによるもの

と思われる。この再委託の理由について，所管課によれば，「早良地域に根ざしたスイ

ミングスクールの水泳教室におけるさまざまなノウハウを活用するためとのことであ

り，これに関しては，その理由を認め，スポーツ教室の実施が専門性を要求される業務

であり，かつ委託することによって施設の管理運営業務に支障が生じるものではないと

判断し，承認しているものである。」とのことであった。 

そうすると，これに関しては特に問題とするには及ばないと考える。 

ウ スポーツ教室の実施が指定管理事業と自主事業の双方で実施されていることの問題点，

自動販売機収入の取扱の特殊性に関しては，福岡市民体育館で記載した内容が当てはま

る。 

エ 施設賠償保険 

本両施設に関する施設賠償保険の問題点は，福岡市民体育館に記載したことと共通

するので，それを参照して頂きたい。 

オ 協定書の問題点 
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リスク分担表や指定管理者の辞退条項の問題点については，福岡市民体育館におい

て記載したとおりの問題がある。 
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１４ 福岡市立地区体育施設(東市民・中央市民プール) 

 

福岡市立東市民プール・福岡市立中央市民プール 

 

単位千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市立東市民プール 施設数 1 

所在地 福岡市東区名島二丁目 42 番 1 号 

施設名 福岡市立中央市民プール 施設数 1 

所在地 福岡市中央区西公園 14 番 30 号 

担当部・課 スポーツ推進部・スポーツ振興課 

根拠法令 福岡市立地区体育施設条例，同施行規則 

施設の設置目的 

 

市民の体育，スポーツ等の振興を図り，地域の連帯意識の高揚に資する

ため，地区体育施設として体育館及びプールを設置する。 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

(財)福岡市スポーツ振興事業団 Ｈ18.4～Ｈ21.3 非公募 

(財)福岡市スポーツ振興事業団 

⇒(財)福岡市体育協会(22.4 統合) 
Ｈ21.4～Ｈ24.3 公募（3） 

ＮＴＷ市民プール共同運営企業体

【(株)西日本ビル代行，太平ビルサー

ビス(株)，特定非営利活動法人わかば

スポーツ＆カルチャークラブ】 

Ｈ24.4～Ｈ29.3 公募（2） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 167,900 167,900 162,000 162,000 

精算 0 0 0  

精算後指定管理料 167,900 167,900 162,000        

市のその他の支出 ※1 ※1 ※1  

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

21,726 22,731 21,862 15,877 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 

① 個人利用(施設利用料・

ロッカー利用料等)， 

② 専用使用（福岡市大会

以上の大規模大会，そ

の他大会やサークル等

の専用利用） 

自主事業の有無 有 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
2,412 

自主事業の概要 ①スポーツ教室，②自動販売機設置，③スポーツ用品の販売・貸出 

指定管理導入以前の管理方法 管理委託（(財)福岡市スポーツ振興事業団） 

備考 

※1 「その他の支出」は，複数の施設をまとめて契約することもあり，明確

に分別することが困難であることから，スポーツ振興課全体で集計されて

いる（別添資料 2 参照）。 
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(1)  現状 

ア 施設の概要 

福岡市立東市民プール 

福岡市立地区体育施設条例の「市民の体育，スポーツ等の振興を図り，地域の連帯意

識の高揚に資するため，地区体育施設として体育館及びプールを設置する」ことに基づ

いて，福岡市東区に設置されたプールである。 

・所在地   福岡市東区名島二丁目４２番１号 

・開館年月  昭和５０年８月 

・施設規模  鉄筋コンクリート造 地上２階建て 

・施設面積  敷地面積 ６，６４２㎡ 

        ※臨時駐車場(名島公民館跡地)を含む。 

延床面積  ２，３９９㎡ 

・施設内容  屋内プール(２５ｍ×６コース)，幼児コース(１コース)，屋外プール(幼

児用プール) 

 

福岡市立中央市民プール 

福岡市立地区体育施設条例の「市民の体育，スポーツ等の振興を図り，地域の連帯意

識の高揚に資するため，地区体育施設として体育館及びプールを設置する」ことに基づ

いて，福岡市中央区に設置されたプールである。 

・所在地   福岡市中央区西公園１４番３０号 

・開館年月  昭和５０年２月 

・施設規模  鉄筋コンクリート造 地上２階建て 

・施設面積  敷地面積 ５，７５４㎡ 

延床面積 ２，３５９㎡ 

・施設内容  屋内プール(２５ｍ×６コース)，幼児コース(１コース)，屋外プール(幼

児用プール) 

 

イ 指定管理の状況 

(ｱ)開始時期 

福岡市が指定管理制度を導入した平成１８年度から，本施設についても指定管理制

度が導入されている。 

(ｲ)指定管理者の概要と市への責任 

・名称     ＮＴＷ市民プール共同運営企業体 

・設立経緯   株式会社西日本ビル代行と太平ビルサービス株式会社と特定非営利活
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動法人わかばスポーツ＆カルチャークラブとが，本施設の管理運営等

に関して，締結された「福岡市立東・中央市民プール指定管理者に係

る共同事業体協定書」に基づき設置された共同事業体である。 

・所在地    福岡市中央区平和五丁目７番３５号 

・代表企業  株式会社西日本ビル代行 

・連帯責任  企業体構成員は，本指定管理業務に関して，市に対して連帯して責任を

負う。 

(ｳ)共同事業体の構成員の概要 

【株式会社西日本ビル代行】 

株式会社西日本ビル代行は，福岡市博多区博多駅東二丁目５番２８号に本店を置き，

清掃業務，設備管理業務，警備業務他を業務内容とする株式会社である。 

【太平ビルサービス株式会社】 

太平ビルサービス株式会社は，福岡市中央区渡辺通二丁目４番８号に本店を置き，

設備管理業務，警備業務，マンション管理業務ほかを業務内容とする株式会社である。 

【特定非営利活動法人わかばスポーツ＆カルチャークラブ】 

特定非営利活動法人わかばスポーツ＆カルチャークラブは，福岡市城南区別府七丁

目７番３２号所在の内藤ビル１０３号室に事務局を置き，平成１７年１２月に特定非

営利活動法人として認証を受け登記され，かつ，スポーツクラブの運営に関する事業，

スポーツイベントの企画・運営，公的スポーツ・文化施設の管理運営受託ほかをその

事業内容とするものである。 

(ｴ)指定管理者に対する出資金，補助金・貸付金の交付の有無及びその金額 

いずれもなし。 

(ｵ)指定管理者の指定管理業務内容 

指定管理者が行う業務の内容については，「指定管理者業務の基準」に記載がされ

ている。 

その内容は，総合西市民プールに関するものと類似である（本施設は，トレーニン

グ室とサウナ室がないので，これを除く）。 

また，本施設は，本市のスポーツ行政推進の拠点施設ではないので，これに関する

部分も除かれる。 

(ｶ) 指定管理者が実施している業務 

他のプール施設において記載したものと類似している。 

(ｷ)指定管理の効果 

福岡市立東市民プール・福岡市立中央市民プール 

 指定管理料（単

位：千円。千円未

利用者数（天候に

も左右されやす

利用料金（施設使用

料）収入（単位：千円。
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満切捨て） い）（単位：人） 千円未満切捨て）（※） 

平成 17年度  139,395  20,815（20,818） 

平成 21年度 167,900    

平成 23年度 167,900  210,457 22,731（19,194） 

平成 24年度 162,000  213,888  21,862（18,614） 

平成 17年度と

24年度との差 

 ＋74,493 ＋1,047（▲2,204） 

（※）各年度の利用料金の（）内の金額は指定管理者が収納した使用料額とし

て事業報告書にて報告された金額であり，市に直接歳入される使用料額は

含まない。また，収納された使用料を市が還付する場合もある。 

指定管理者制度になったことから，費用削減と利用者の増加が果たせており，その

効果があったとみてよい。 

 

（2）問題点の検討 

ア 本施設に関しては，平成１８年度から平成２１年度までの期間（第１期）については，

非公募で財団法人福岡市スポーツ振興事業団（但し，平成２２年４月に財団法人福岡市

体育協会に統合）が指定管理者に選任されている。 

平成１８年度から平成２０年度が非公募とされた理由は，施設管理の民間移行への

条件整備に所要の期間が必要であることから，従来から管理を行ってきた財団法人福岡

市スポーツ振興事業団を非公募で指定管理者としたというものであり，非公募による選

定はやむを得なかったと考える。 

イ  共同事業体の方式による指定管理業務の意義 

本共同事業体は，ビルの管理運営を主たる業とする株式会社２社と，スポーツクラ

ブの運営に関する事業，スポーツイベントの企画・運営を主たる事業内容とする特定非

営利活動法人からなっているが，それぞれの得意分野の業務を担当して，相互に補完し

合う機能を有するので，各団体が有するノウハウを活かしながら，指定管理業務を遂行

し，市民サービスの充実を果たすことができるものと期待される。 

また，共同事業体の方式は，民間の団体同士が相互に事業能力を補強しあえるので，

指定管理者への応募の可能性を広げることができる点では有意義である。 

他方，この方式は，共同事業団の遂行する業務に関して，縦割りの弊害を招くおそ

れもあるので，市としてはこのかじ取りが重要となろう。 

ウ スポーツ教室の実施が指定管理事業と自主事業の双方で実施されていることの問題点，

自動販売機収入の取扱の特殊性に関しては，福岡市民体育館で記載した内容が当てはま

る。 

エ 施設賠償保険 
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本両施設に関する施設賠償保険の問題点は，福岡市民体育館に記載したことと共通す

るので，それを参照して頂きたい。 
オ 協定書の問題点 

  リスク分担表や指定管理者の辞退条項の問題点については，福岡市民体育館において

記載したとおりの問題がある。 
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１５ 福岡市立地区体育施設(博多市民・南市民プール) 

 

福岡市立博多市民プール・福岡市立南市民プール 

 

単位千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市立博多市民プール 施設数 1 

所在地 福岡市博多区東那珂一丁目 9 番 12 号 

施設名 福岡市立南市民プール 施設数 1 

所在地 福岡市南区三宅三丁目 31 番 1 号 

担当部・課 スポーツ推進部・スポーツ振興課 

根拠法令 福岡市立地区体育施設条例，同施行規則 

施設の設置目的 

 

市民の体育，スポーツ等の振興を図り，地域の連帯意識の高揚に資する

ため，地区体育施設として体育館及びプールを設置する。 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

(財)福岡市スポーツ振興事業団 Ｈ18.4～Ｈ21.3 非公募 

ミズノグループ【（株)ミズノ，日本管財

(株)】 
Ｈ21.4～Ｈ24.3 公募（4） 

(株)創建サービス Ｈ24.4～Ｈ29.3 公募（5） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 165,000 165,000 155,257 155,257 

精算 0 0 0  

精算後指定管理料 165,000 165,000 155,257  

市のその他の支出 ※1 ※1 ※1  

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

21,944 22,041 21,953 21,654 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 

① 個人利用(施設利用料・

ロッカー利用料等)， 

② 専用使用（福岡市大会

以上の大規模大会，そ

の他大会やサークル等

の専用利用） 

自主事業の有無 有 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
3,108 

自主事業の概要 ①スポーツ教室，②自動販売機設置，③スポーツ用品の販売・貸出 

指定管理導入以前の管理方法 管理委託（(財)福岡市スポーツ振興事業団） 

備考 

※1 「その他の支出」は，複数の施設をまとめて契約することもあり，明確

に分別することが困難であることから，スポーツ振興課全体で集計されて

いる（別添資料 2 参照）。 
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(1)  現状 

ア 施設の概要 

福岡市立博多市民プール 

福岡市立地区体育施設条例の「市民の体育，スポーツ等の振興を図り，地域の連帯意

識の高揚に資するため，地区体育施設として体育館及びプールを設置する」ことに基づ

いて，福岡市博多区に設置されたプールである。 

・所在地   福岡市博多区東那珂一丁目 9番１２号 

・開館年月  昭和５４年７月 

・施設規模  鉄筋コンクリート造 地上２階建て 

・施設面積  敷地面積 ８，５３９㎡ 

        延床面積 ２，００２㎡ 

・施設内容  屋内プール(２５ｍ×６コース)，幼児コース(１コース)，屋外プール(幼

児用プール) 

 

福岡市立南市民プール 

福岡市立地区体育施設条例の「市民の体育，スポーツ等の振興を図り，地域の連帯意

識の高揚に資するため，地区体育施設として体育館及びプールを設置する」ことに基づ

いて，福岡市南区に設置されたプールである。 

・所在地   福岡市南区三宅三丁目３１番１号 

・開館年月  昭和５１年３月 

・施設規模  鉄筋コンクリート造 地上２階建て 

・施設面積  敷地面積 ６，２３９㎡ 

延床面積 １，９１２㎡ 

・施設内容  屋内プール(２５ｍ×６コース)，幼児コース(１コース)，屋外プール(幼

児用プール) 

 

イ 指定管理の状況 

(ｱ)開始時期 

福岡市が指定管理制度を導入した平成１８年度から，本施設についても指定管理制

度が導入されている。 

(ｲ)指定管理者の概要 

株式会社創建サービスは，福岡市博多区博多駅東一丁目１８番２５号に本店を置き，

ビルメンテナンス業，警備業，一般建設業ほかを業務内容とする株式会社である。 

(ｳ)指定管理者に対する出資金，補助金・貸付金の交付の有無及びその金額 

いずれもなし。 
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(ｴ)指定管理者の指定管理業務内容 

指定管理者が行う業務の内容については，「指定管理者業務の基準」に記載がされ

ている。 

その内容は，総合西市民プールに関するものと類似である（本施設は，トレーニン

グ室とサウナ室がないので，これを除く）。 

また，本施設は，本市のスポーツ行政推進の拠点施設ではないので，これに関する

部分も除かれる。 

(ｵ) 指定管理者が実施している業務 

他のプール施設において記載したものと類似している。 

(ｶ)指定管理の効果 

福岡市立博多市民プール・福岡市立南市民プール 

 

 指定管理料（単

位：千円。千円

未満切捨て） 

利用者数（天候に

も左右されやす

い）（単位：人） 

利用料金（施設使用

料）収入（単位：千円。

千円未満切捨て）（※） 

平成 17年度  149,023  20,985（20,989） 

平成 21年度 165,000    

平成 23年度 165,000  146,923 22,041（21,699） 

平成 24年度 155,257 146,020 21,953（21,625） 

平成 17年度と

24年度との差 

 ▲3,003 ＋968（＋636） 

（※）各年度の利用料金の（）内の金額は指定管理者が収納した使用料額とし

て事業報告書にて報告された金額であり，市に直接歳入される使用料額は

含まない。また，収納された使用料を市が還付する場合もある。） 

指定管理者制度になったことから，費用削減が果たせており，一定の効果があった

とみてよい。 

 

（2）問題点の検討 

ア 本施設に関しては，平成１８年度から平成２１年度までの期間（第１期）については，

非公募で財団法人福岡市スポーツ振興事業団（但し，平成２２年４月に財団法人福岡市

体育協会に統合）が指定管理者に選任されている。 

平成１８年度から平成２０年度が非公募とされた理由は，施設管理の民間移行への

条件整備に所要の期間が必要であることから，従来から管理を行ってきた財団法人福岡

市スポーツ振興事業団を非公募で指定管理者としたというものであり，非公募による選

定はやむを得なかったと考える。 
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イ スポーツ教室の実施が指定管理事業と自主事業の双方で実施されていることの問題点，

自動販売機収入の取扱の特殊性に関しては，福岡市民体育館で記載した内容が当てはま

る。 

ウ 施設賠償保険 

本両施設に関する施設賠償保険の問題点は，福岡市民体育館に記載したことと共通す

るので，それを参照して頂きたい。 
エ 協定書の問題点 

  リスク分担表や指定管理者の辞退条項の問題点については，福岡市民体育館において

記載したとおりの問題がある。 
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１６ 福岡市立今宿野外活動センター 

 

単位千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市立今宿野外活動センター 施設数 1 

所在地 福岡市西区今宿上ノ原 217 番地の 2 

担当部・課 スポーツ推進部・スポーツ振興課 

根拠法令 福岡市立今宿野外活動センター条例，同施行規則 

施設の設置目的 
野外活動，自然教育等を通じて市民の心身の健全な発達と豊かで潤いの

ある生活の形成に寄与する。 

現在までの指定管理者 

管理者名 
指定期間 

（開始年月） 

公募（応募数）・

非公募 

Camp Rising Sun in 今宿【西部ガス

(株)，特定非営利活動法人福岡市レク

リエーション協会】 

Ｈ18.4～Ｈ21.3 公募（3） 

Camp Rising Sun in 今宿【西部ガス

(株)，特定非営利活動法人福岡市レク

リエーション協会】 

Ｈ21.4～Ｈ26.3 公募（1） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 43,790 43,7900 43,790 43,790 

精算 0 0 0  

精算後指定管理料 43,790 43,790 43,790  

市のその他の支出 200 500 500  

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

495  508 523 531 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 
施設利用料(固定テント，ファ

ミリーロッジ) 

自主事業の有無 有 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
1,075 

自主事業の概要 
・野外体験活動事業，自動販売機設置，物品（消耗品遊具）販売，調理器

具貸出 

指定管理導入以前の管理方法 管理委託（(財)福岡市スポーツ振興事業団） 

備考 
「市のその他の支出」については，インセンティブ（後述）によるものであ

る。 

 

 

(1)  現状 

ア 施設の概要 

本施設は，「野外活動，自然教育等を通じて市民の心身の健全な発達と豊かで潤いの

ある生活の形成に寄与するため」（福岡市立今宿野外活動センター条例第１条），社会教

育施設として設立された。 

・所在地   福岡市西区今宿上ノ原２１７番地の２ 
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・開館年月  昭和４７年１１月 

・敷地面積  ３３０，６７７㎡ 

・延床面積    ２，５５３㎡ 

・施設内容  ・無料：セントラルロッジ（本館），ミーティングルーム(体育館)，野

外調理場（２カ所），営火場（４カ所），自由広場，自然観察路，駐車

場（２カ所），野外トイレ 

・有料：固定テント（８張)，ロッジ（５棟） 

 

（今宿野外活動センターのホームページより） 

 

 

イ 指定管理の状況 

(ｱ)開始時期 

福岡市が指定管理者制度を導入した平成１８年度から，本施設についても指定管理

者制度が導入されている。 

(ｲ)指定管理者の概要と市への責任 

・名称     Ｃａｍｐ Ｒｉｓｉｎｇ Ｓｕｎ ｉｎ 今宿 

・設立経緯   特定非営利活動法人福岡市レクリエーション協会と西部ガス株式会

社とが本施設の管理運営等に関して締結した「今宿野外活動センタ

ー指定管理者に係る共同事業体協定書」に基づき設置された共同事
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業体である。 

・所在地    福岡市博多区千代一丁目１７番１号 

・代表者    西部ガス株式会社 

・運営委員会  本業務を円滑に実施するための両者の協議機関として運営委員会を

設置している。 

・連帯責任   本指定管理業務に関して，市との事業体との間で締結する基本協定

及び実施協定の協定内容について，市に対して連帯して履行責任を

負う。 

(ｳ)共同事業体の構成員の概要 

【西部ガス株式会社】 

福岡市博多区千代一丁目１７番１号に本店を置き，都市ガスの製造・販売・供給，

熱供給事業，液化天然ガスの販売および冷熱利用に関する事業，ガス機械器具の製

作・販売・設置及びこれに関する建設工事を業とする株式会社である。 

【特定非営利活動法人福岡市レクリエーション協会】 

事務局を福岡市博多区東公園８番２号の福岡市民体育館第２競技場２階に置き，昭

和５４年９月に設立し，平成１２年１０月に文部大臣より社会教育優良団体として表

彰を受け，平成１６年５月に特定非営利活動法人福岡市レクリエーション協会として

認証を受け，登記された。 

主な事業内容は，レクリエーションに関する大会・講座・教室事業，子どもの健全

育成に関する事業，レクリエーション指導者の育成に関する事業，保健・福祉に関す

る援助者の育成に関する事業である。 

(ｴ)指定管理者に対する出資金・補助金・貸付金の交付の有無及びその金額 

福岡市レクリエーション協会へ，補助金４５６万２０００円が支給されている。 

ウ 指定管理者の指定管理業務 

指定管理者が行う業務の内容については，「指定管理者業務の基準」に記載がされて

いる。 

具体的な業務内容は以下のとおりである。 

(ｱ)施設の管理運営業務及び施設・設備の維持管理業務 

施設の管理運営に関する業務 

・施設の利用許可等に関する業務（福岡市立今宿野外活動センター条例，同施行規 

則に基づく的確な処理） 

・受付に関する業務（利用申請等の受付業務，施設利用料の徴収業務など。） 

利用料金 

① 施設利用料（同条例第６条，同第８条，同条例施行規則第８条） 

区 分 単 位 1泊目 2泊目以降 1泊につき 
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テント施設 1張 900円 600円 

ロッジ施設 1人 150円 120円 

② 利用者実費負担金 

・市と協議の上，以下に要する実費相当額を利用者から徴することができ

る。 

区 分 単 位 金 額 

クリーニング代 シーツ 1枚 120円 

調理用薪 1束 400円 

キャンプファイヤ用丸太 4本セット 1,000円 

・備品・消耗品の保守管理 

指定管理業務を執行するにあたり購入すべき備品等がある場合，概ね１０万

円以上の備品等については，原則として市が購入するものとしているが，市と

の協議の上，必要に応じ指定管理料を充てて購入又は調達できるものとし，こ

の場合，購入または調達した備品等で，施設運営上センターに設置すべきもの

については，指定管理期間終了時点において，当該備品等の所有権は市に帰属

するもとしている（基本協定書第２１条）。 

施設・設備の維持管理に関する業務 

・保守管理業務（建築物・建築設備） 

・環境維持管理業務（清掃業務，環境整備業務，施設整備業務） 

・環境衛生管理業務（害虫駆除消毒，浄化槽清掃） 

・保安警備業務（防災業務，機械警備業務を含む。） 

・施設保全業務 

(ｲ)指定管理業務としての体験活動事業 

市が委託する体験活動事業の実施 

 

体験活動事業 対象 

今宿八十八夜茶摘みのつどい 自由参加 

わくわくキャンプ 小学生 

 

(ｳ)自主事業の実施 

・自主企画事業の実施 

・用具等の貸出業務（シーツのクリーニング代，調理の薪代，宿泊及び日帰りに必

要なものを有料で貸出。市との協議必要） 

・飲食その他の業務（市の目的外使用許可を得ての飲食その他の自動販売機の設置） 
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・自主事業の経費に充てるため，市と協議の上，所要の参加者負担金を徴すること

ができる。 

(ｴ)その他業務 

①  事業計画書及び収支予算書の作成 

②  事業実施状況の監視等 

 ⇒業務のモニタリング（定期，随時），アンケートの実施，帳簿書類等の提出 

③  事業報告書の作成 

④  関係機関との連絡調整 

⑤  自己評価の実施 

⑥  指定期間終了にあたっての引継業務 

⑦  クレーム対応業務 

⑧  その他日常業務の調整 

(ｵ)管理運営協議会の設置（基本協定書第３１条） 

     市及び指定管理者は，センターの管理に関する協議を行うことを目的として，「今宿

野外活動センターの管理運営に関する協議会」を設置することとなっている。 

(ｶ)指定管理者の辞退条項（同第３８条） 

    指定管理者は６か月前の予告で指定管理者の地位を辞退することができる条項があ

る。 

(ｷ)保険の付保（同第４３条） 

指定期間中のセンターの指定管理業務を行う上で想定される損害を補填する保険

に，指定管理者の負担にて加入することとなっている。 

エ 指定管理者が実施している業務 

(ｱ)実施体制関連 

指定管理者は，以下のような管理責任体制を取っており，指定管理業務の遂行にあ

たって，適宜の検証，問題点の把握，対策の立案・実施を行えるように工夫されている

と考える。 

（ⅰ）指定管理者における管理責任体制 

①今宿運営委員会の実施 

本部である「西部ガス株式会社事業開発室」，「福岡市レクリエーション協会」

と「現地」による運営委員会を毎月開催し，運営方針及び事業計画の決定，施設運

営問題点の協議と対策立案を行い，より良い施設づくりに努めている。また，同運

営委員会を通して，本部が現地に対しての自主監査を実施した。 

②本部による業務支援 

 ③野外活動サポートの実施 

福岡市レクリエーション協会の持つレクリエーション指導者１，３５０名によ
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る，野外活動，体験活動，自主事業など，事業内容に応じて必要な人材を不定期に

派遣し，レクリエーション活動をバックアップしている。 

これらを図示すると以下のとおりとなる（指定管理者の平成２４年度事業計画書よ

り引用）。 

 

 

(ⅱ)所長会議への参加 

 西部ガスで指定管理者業務を実施する６施設の各所長が，毎月１回一堂に集まり

指定管理者として共有すべき業務内容やトラブルの解決事例などについて情報交換，

協議を行い，指定管理者施設としてのレベルアップを行っている。 

〈西部ガスが運営している他の指定管理者施設〉 

・福岡市花畑園芸公園 

・福岡県営春日公園 

・福岡県立総合プール 

・北九州市立文化記念体育施設 

・ミリカローデン那珂川屋内プール 

(ｲ)施設の管理運営業務及び施設・設備の維持管理業務 

施設の管理運営に関する業務に関して 

・人材の育成（「救マーク」認定事業所となったこと，暴力追放に関する大会への参加，

人権研修への参加） 

・広報活動（西部ガスの情報誌「＆アンド」への掲載による利用者の増加をはかった

こと。自主企画事業や体験活動事業に関して，ホームページでイベント案内や参加

者募集の広報をしたこと。） 
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・利用者に対するサービス（利用者アンケート（セルフモニタリング）の実施，夏休

みカブトムシ配布，夏休みに来場した子どもたちへカブトムシを配布して，生き物

に対する興味・関心を抱かせ，カブトムシの生態及び飼育方法などについて説明し

たこと） 

・環境への配慮（省エネ対策） 

・遊具消耗品の有料化（受益者負担の観点から，遊具消耗品（バドミントン用シャト

ルと卓球用ピンポン球）の有料化により，利用者マナーの向上と収支改善に繋げ

た。） 

施設・設備の維持管理に関する業務に関して 

・維持管理の状況 

共通項目及び施設独自項目について，予定どおり実施されていた。 

事業計画書に基づき各種維持管理を実施し，利用者に支障なく運営を行っている。 

・修繕工事実施状況 

  実施された修繕工事について，月別に，工事件名，工事箇所，期間，施工業者，

工事金額を記載して報告がなされている。 

平成２４年度の修繕費で３８５万６０７６円の修繕が行われている。 

 

 (ｳ) 施設の利用状況（平成２４年度の年間事業報告書より） 

利用者数を増やし，利用料金の収納も増加している。 

① 施設の利用者数 

 

② 使用料の収納状況 
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(ｴ)指定管理業務としての体験活動事業(市が委託する体験活動事業の実施) 

 

体験活動事業 定員（人） 参加者（人） 収支（円） 

今宿八十八夜茶摘みのつどい 250 107名 ▲136,463 

わくわくキャンプ 50 33名 ▲74,246 

 

(ｵ)自主事業の実施 

・野外体験活動事業収入（※１） 

・自動販売機収入（※２） 

・物品（遊具消耗品）販売収入（※２） 

・その他（調理器具貸出収入）（※２） 

 （※１） 

      ・野外体験活動 

「今宿で遊ぼう」シリーズ，「木の枝でエンピツ＆フエを作ろう！」，「家族

ズブぬれ！夏遊び！」，「身近なフィールド観察会」，「星と音楽の夕べ」，「秋の

収穫，食育キャンプ」，「そば打ち体験」，「焼き芋と豚汁であたたまろう」，「ク

リスマス・ピザパーティー」，「ミニ門松＆お正月リースを作ろう」，「新春餅つ

き大会」，「親子できのこの原木栽培にチャレンジ」，「鉄板焼きを楽しもう」，

野外クッキングなど，季節の推移に即した野外体験が可能な企画が実施されて

いる。 

・開設４０周年記念事業（参加者２０１名） 

本施設開設４０周年を記念して，開所当時の写真を使ったパネル展示と宝

探しゲームを行い，指定管理者主催事業での過去最高の２０１名もの参加を集

めた。本施設の広報にも有益であった。 

（※２）自動販売機の設置 

自動販売機（４台）の売上げは１３万１２８１円であり，遊具消耗品の販売

売上げは４５００円であり，調理用具の貸出は３９万４７００円の売上げ（但

し，支出が２０万３９８０円あるので，実収入は２０万３９８０円）であった。 

(ｶ)指定管理の効果 

 指定管理料

（単位：千

円） 

利用者数（宿

泊）（単位：

人） 

利 用 者 数

（日帰り）

（単位：人） 

利用料金（施設使用料）

収入（単位：円） 

平成 17年度  5,728 26,904  460,650（460,650） 
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平成 18年度 46,009    

平成 24年度 44,290 5,295 53,936 523,245（523,245） 

平成 17年度と

24年度との差 

 ＋433 ＋27,032 ＋62,595（＋62,595） 

 

利用者数も利用料金収入も増加しており，指定管理の効果がうかがえる。 

また，指定管理料は，平成１８年度と比較して，１６１９円の削減となっている。 

したがって，経費削減と利用者数の増加という点で，指定管理者制度の効果は果た

せているといえる。 

(ｷ)モニタリング 

（ⅰ）管理運営協議会の開催 

平成２４年１０月３０日に市役所にて，２時間にわたって運営協議会が開催され

た。 

この会議において，市と指定管理者との間で，本施設に関する課題内容が検討さ

れた。 

概略としては，①料金が安く収入に結びつかないこと，施設が古いこと，市の財

政調整課からの存続に対する疑問が提示されていることなどの問題点の確認や，こ

れに対して，②利用者が増加していること，収支改善策として，遊具消耗品を有料

化することが確認されたりしている。 

さらに，③老朽化による水道設備や電気設備の更新の要請，④利用者からのアン

ケートの検討などがなされている。 

指定管理者の意思の疎通が十分になされていることがうかがえる。 

（ⅱ）利用者アンケート 

アンケート用紙は，①利用日，②属性，③利用の契機，④利用形態（宿泊，日帰

り），⑤利用目的，⑥スタッフの対応，⑦施設の感想，⑧利用規則への感想，⑨本施

設が共同事業体による運営であることを知っているか，⑩再度利用すること，⑪自

由記載欄等からなっており，調査対象は各団体の代表者へ５３６枚配布し，回収枚

数は３４９枚（回収率６５．１％）であった。 

アンケート結果は円グラフ等を用いて理解しやすくまとめられており，また，自

由記載欄以外にも回答がなされた感想については「良い点」，「悪い点」を併記した

り，改善を求められている点を付記するなど，率直な結果が報告されている。そし

て，このアンケートでは，「施設や設備について指定管理者制度になって随分改善さ

れた」との感想があったり，「是非再度利用したい」との回答も９０％に及んでいる。 

こうしたことからすれば，本施設における指定管理者は，民間のノウハウを活か

して，利用者が満足できるサービスを提供していると評価できよう。 
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（ⅲ）その他 

・事業報告書等の毎月報告とヒアリング（毎月の事業報告書提出時に内容を確認する

とともに，ヒアリングも実施している）。 

・年４回の施設現地調査による状況把握と指導 

・年度終了後の外部委員による市評価の審査 

指定管理者の業務遂行状況について外部の目からも評価を行うことは有益である。 

 

(2)問題点 

ア 本施設の必要性 

  利用が増加している状況からして，本施設は，現時点ではなお存続させる必要性はあ

ると考える。 

イ 指定管理の必要性 

平成１７年度までは管理委託制度により，本市が全額出資する財団法人福岡市スポー

ツ振興事業団に業務委託していた。 

平成１８年度に本市が公の施設に対して可能な限り指定管理者制度を導入すること

にしたことや，公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ，市民サービスの向上を図る

とともに，経費の削減等を図るため，特に，体育館及び市民プール等の施設はその制度

の特性を活用できると期待されて指定管理者制度が導入された。 

本施設についても同様の観点から必要である上，上記のとおり，指定管理者制度によ

り，費用の削減や市民サービスの充実が達成できている状況であるから，引続き，指定

管理者制度の対象とする必要がある。 

ウ 野外体験活動が指定管理事業と自主事業の双方で実施されていることの問題性 

野外体験活動は，指定管理業務とされているが，他方で，自主事業ともされている。 

本施設が，「野外活動，自然教育等を通じて市民の心身の健全な発達と豊かで潤いの

ある生活の形成に寄与するため」（条例第１条）に設置された施設であることからすれ

ば，野外体験活動の実施は，本指定管理業務の本質であるといえるから，これは，指定

管理業務にて完結させるべきであって自主事業に位置付けるべきではないとも思われ

る。なぜなら，指定管理事業と自主事業は，実施義務の程度が違うから，本来指定管理

事業とすべきものを自主事業に位置付けることは，するべき業務の質の低下を招来する

のではないかとの疑問を生じるからである。 

そこで，これが自主事業にも位置付けられている理由について，所管課に確認した

ところ，体験活動事業の実施について，業務の基準においては，必要最低限の業務を定

め，民間の能力の活用を図る観点から，その他の事業を指定管理者の創意工夫を活かす

自主企画事業とすることにより，公募時に，自主企画事業に係る提案内容等も含め審査

を行って，指定管理者を選定し，指定管理業務開始後も，その管理運営業務の評価にお
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いて，自主企画事業の企画内容，利用者からの評価等を踏まえ，評価を与えているとい

うことであり，このような点の懸念には及ばないとのことである。 

エ その他の協定書の問題点 

(ｱ) 備品の購入(精算方法) 

  多くの施設については，平成２６年度以降について「備品購入費」及び「修繕費」に

ついては概算払いで年度末に精算を行うとの内容に変更する予定であるとのことであ

るが，本施設については備品についてはそのような扱いに変更しないとのことである。

その理由は，備品については「精算を行わない。」前提で公募しており，期間途中で変

更することは指定管理者にとって望ましくないためとのことであったが，他方で，平成

２６年度以降、適切な時期において，見直しを行うことを検討していく必要があるとい

う認識も持っているとのことであった。 

今後は，総論に記載したとおり，備品購入費について前金払いにすると指定管理者に

よる買控えのリスクがあり，また，概算払いにした場合には，原価に消費税を付加した

金額を積算額とすると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

とになるなどの問題があるので，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。 

(ｲ) リスク分担表 

基本協定書にリスク分担表が添付されている。 

総論に記載したとおり，このリスク分担表が，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。 

(ｳ) 基本協定書の「指定管理者の辞退等」の条項 

基本協定書には，「指定管理者の辞退等」の条項があるが，これは総論で記載したと

おり，速やかに削除・変更する必要がある。 

(ｴ)施設賠責保険 

本両施設に関する施設賠償保険の問題点は，福岡市九電記念体育館に記載したこと

と共通するので，それを参照して頂きたい。 

オ 選定手続き 

本施設は，平成２０年度に，①福岡市立城南・早良体育館，②福岡市立東・中央体育

館，③福岡市立博多・南体育館，④福岡市立西・ももち体育館，⑤福岡市立城南・早良

市民プール，⑥福岡市立東・中央市民プール，⑦福岡市立博多・南市民プール，⑧福岡

市立総合西市民プールと併せて，選定委員会にかけられた。 

この手続きに関する共通の問題点については，既に記載したとおりである。 

ここでは，本施設に特徴的なものとして，審査基準について触れておく。 

「野外体験活動が指定管理事業と自主事業の双方で実施されていること」において，
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公募時に，自主企画事業に係る提案内容等も含め審査を行って，指定管理者を選定して

いることを記載したが，平成２５年度の指定管理者の募集にあたっては，審査基準のう

ち，「施設運営の取組み」の配点を増加したり，「地場企業の育成」と「管理運営実績等

を有しているか」という新しい基準を設けたり，他方，「管理経費」（経費削減の取組み

が効果的か）の配点を減らしたりして，本市が，施設運営（特に自主企画事業や利用促

進への取組み）について，指定管理者選定の重大な関心を寄せていることを示しており，

指定管理者に対して市民サービスを充実させることを期待していることが分かる。 

こうした記載により，応募者は，当該施設の指定管理の目的を理解し，より良い創意

工夫を提案できるようになるものと考える。 

カ 応募者の減少傾向 

(ｱ)ところで，平成１７年度に本施設の指定管理者制度の公募をした際は，３団体の応募

があった。 

平成２０年度に本施設の指定管理者制度の説明会を開催した際には，出席者は数社

あったようであるが，最終的には，本指定管理者のみの応募となったようである。 

この原因は，本施設が野外活動や，ロッジ・テント等での宿泊を伴い事業を主とす

ることから，本事業が活性化すればするほど職員の宿直が増えることになり，人件費が

増加することになる等が影響しているようである。そのため，指定管理者のモチベーシ

ョンを上げるためインセンティブ制度（後記参照）を採用している。 

(ｲ)インセンティブの内容（実施協定書第６条） 

本施設は，スポーツ施設の中でインセンティブを採用している唯一の施設であり，

平成１８年度から採用されている。 

インセンティブについては，指定管理料を追加支給するという位置づけをしている

（実施協定書第６条）。指定管理料については，基本協定書の中で「指定管理料の額そ

の他必要な事項について別途センターの管理に係る実施協定（略）を締結するものとす

る。」と定めており，追加支給する指定管理料であるインセンティブについても実施協

定書の中で規定し，協定を締結している。 

インセンティブの支払条件は，以下のとおりである。 

年度における宿泊利用条件 指定管理料追加支

出額（消費税及び地

方消費税を含む） 

宿泊日数 

（単位：日） 

宿泊団体数 

（単位：団体） 

宿泊人数 

（単位：人） 

153以上 440以上 7,760以上 1,000,000円 

150～152 430～439 7,620～7,759 900,000円 

147～149 420～429 7,480～7,619 800,000円 

144～146 410～419 7,340～7,479 700,000円 
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141～143 400～409 7,200～7,339 600,000円 

138～140 390～399 6,960～7,199 500,000円 

135～137 380～389 6,820～6,959 400,000円 

132～134 370～379 6,680～6,819 300,000円 

129～131 360～369 6,540～6,679 200,000円 

126～128 350～359 6,400～6,539 100,000円 

〈支出条件〉 

支出基準は，宿泊日数，団体数，人数それぞれを条件とし，そのいずれかが，

基準表に定める数値を上回った場合に，指定管理料を追加支出する。 

その場合の金額は，上記３項目それぞれの表に照らし，いずれかの基準表上

の最高値をもって適用する。 

キ 現状と今度の課題 

(ｱ)収支状況（収支決算書） 

平成２４年度の収支決算書によると，収支の概略は以下のとおりである。 

① 収入（予算額４６３５万１０００円，決算額４６７２万４２７２円） 

・指定管理料（予算額４３７９万円，決算額４４２９万円） 

・市指定事業（野外体験活動事業収入（予算額２７万５０００円，決算額１９万

４９００円） 

・自主事業（予算額１３８万４０００円，決算額１２７万４４９９円） 

・その他（薪代等実費負担収入他）（予算額１１７万７０００円，決算額１１５万

９７７３円） 

② 支出（予算額４６３５万１０００円，決算額４６７１万８４３９円） 

・人件費（予算額２２０５万５０００円，決算額２３４１万５０００円） 

・事業費（予算額２４２５万９０００円，決算額２２０５万３４２３円） 

・その他（公租公課等，その他）（予算額３万７０００円，決算額１２５万００１

６円） 

③ 収支（①－②＝５８３３円の黒字） 

以上のとおり，指定管理者が本施設に関しては経済的なメリットが多くない。 

(ｲ) 今後の課題（検討事項） 

本施設は，①もともと社会教育施設として設立されたものであるが今日に至ってもな

おその性格を保持しているため，現状と乖離している点，②本施設が昭和４７年１１月

に開館した築４０年を超える物件であることから，老朽化も見られ，維持管理に要する

労力や修繕費も看過できない点，③使用料金が安く施設の収入に結びつかないという点

もあり，本施設の存続を疑問視する声もあるようである。 

しかしながら，指定管理者の努力の結果，利用者が年々増加しており，地域に親しま
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れる施設運営を行えている面も無視できず，所管課としては，発展的に考えていきたい

意向であるようである。 

他方で，本施設においては，その利用者が増加すればするほど，指定管理者は当直の

スタッフの手配（人件費の増加）等の負担が重くなり，今後指定管理者への応募が少な

くなることへの懸念も覚える。 

本施設では，指定管理者のモチベーションを上げるためにインセンティブ制度が採用

されているが，インセンティブの上記の支払基準を充たして上限の１００万円のインセ

ンティブが受領できることになったとしても，それは指定管理料４３７９万円の２．２

８％に過ぎない。 

確かに，インセンティブを付与すること自体は指定管理者のモチベーション増加につ

ながるものであるから，宿泊日数・宿泊者が増加することによる指定管理者の宿直者の

増加に見合うように，インセンティブの支払基準を改めて検討してもよいのではないか

と考える。 

また，例えば，受益者負担の考えから，条例との関係も調整しながら（改正を含む）

遊具用品を有料化すること（体育館等で実施している）もしくは利用料金の増額，自主

事業の拡充（販売対象物品の種類の増加など），環境整備費等適宜の名目で利用料を徴

収することなどにより収入を増加させたりするなどとともに，その代わり施設の充実を

図り，利用者の増加を図ることなどを検討しても良いとも思われる。 

市内に野外活動センターを存続させる意義は充分にあると考えるので，本施設の在り

方については検討をしていく必要があろうし，実際，平成２４年度は，現在職員を１名

増員し，本施設の在り方の検討について本格的に取り組むことになったとのことである。 

 
☞意見２９ 

☆ 福岡市立今宿野外活動センターに関しては，引続き，その在り方について検討

を重ねていく必要がある。 
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第２章 こども未来局所管の施設 
 





第２章 こども未来局所管の施設 

 

１ 福岡市立中央児童会館 

単位：千円（端数切捨て） 
施設名 福岡市立中央児童会館 施設数 1 

所在地 福岡市中央区今泉 1 丁目 19-22 

担当部・課 こども部青少年健全育成課 

根拠法令 
福岡市立児童会館条例 

同施行規則 

施設の設置目的 

 

児童に健全な遊びを与えて，その健康を増進し，又は情操をゆ

たかにすること 

現在までの指定管理者 

管理者名 
指定期間 

（開始年月） 

公募（応募

数）・非公募 

社会福祉法人福岡市保育協会 18.4～Ｈ21.3 非公募 

同上 Ｈ21.4～Ｈ24.3 非公募 

同上     ※１ Ｈ24.4～Ｈ26.3 非公募 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料   47,917 46,320 47,737 47,680 

精算 0（△2,341） △2,069 △392  

精算後指定管理料 47,917 44,251 47,345  

市のその他の支出 1,330 2,280 374  

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

0 0 0 0 

利用料金の帰属先 無 

自主事業の有無 無 
自主事業による収

入(平成 24 年度)  
 

自主事業の概要  

指定管理導入以前の管理方法 直営 ※２  

備考 

※１ 基本協定書上の指定期間は平成 24 年 4 月から平成 27

年 3 月とされていたが，建物の老朽化に伴う建替のため，平

成 26年 3月末で休館し，それに伴い指定管理期間も平成 26

年 3 月末までに変更された（変更協定を締結し，指定期間を

変更した）。 

※２ 平成 17 年度までは福岡市の直営で管理運営していた

が，各種事業は社会福祉法人福岡市保育協会に業務委託

していた。 

 

 
 

２－1



 
⑴  施設の概要 
 ア 福岡市立中央児童会館（以下，「中央児童会館」という。）の概要は以下のとおり

であり，同じ建物の内に，中央児童会館の他，中央区子どもプラザ，中央保育園が

設置されている。 
 

設置年度 昭和 44 年 
構造等 鉄筋コンクリート造 地上 4 階建 

延床面積：1446.00 ㎡（保育園を含めると 2256.09 ㎡） 
施設等 屋上：ローラースケート場 

４階：音楽室，美術室，集会室，研修室等 
３階：図書室，工作室，体育室 
２階：ロビー，事務室 
１階：エントランス（吹き抜け） 

利用対象者 ０歳から１８歳未満の子供 
（設置条例の規定ではおおむね小学校終了までの児童） 

 
  本施設は，築４５年程度経過しており，老朽化が進んでいるため，平成２５年度末

に休館して建てかえられ，平成２８年度に再度供用が開始される予定である。 
イ 指定管理の状況 

本施設については，指定管理制度導入時より，非公募で社会福祉法人福岡市保育協

会（以下，「福岡市保育協会」という。）が指定管理者に指定されている。 
福岡市保育協会は，多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提

供されるよう創意工夫することにより，利用者が，個人の尊厳を保持しつつ，心身と

もに健やかに育成されるよう支援することを目的として，保育所の経営や児童会館の

経営の社会福祉事業を行っている。同協会は，中央児童会館と同じ建物の内に存する

中央保育園を経営しており，同じく同建物内に設置されている中央区子どもプラザの

運営について福岡市から業務を委託されている。 
ウ 業務 

(ｱ) 本施設につき，指定管理者が行うこととされている業務は次のとおりである。（基

本協定書第４条）。 
 ①遊戯施設等の提供，健全な遊びを通して児童の集団的・個別的指導を行うこと，保

護者に育児のための便宜を提供すること，児童福祉関係の諸団体に施設を利用させ

ること等（条例第３条）    
 ②利用許可に関する業務（条例第４条第２項） 
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 ③利用制限に関する業務（条例第５条） 
 ④中央児童会館の施設，付属設備等の維持及び修繕に関する業務 
 ⑤その他必要と認められる業務 
(ｲ) 具体的に，平成２４年度では，以下のような業務が実施されている。 

健全な遊びを通して児童の集団的・個別的指導を行う業務として，曜日を決めて，

定期的に，保護者と児童を対象として，歩行のできる子供・できない子供等に対応し

た子育て支援事業（「お話とあそび」，「親子であそぼう」等）が実施されている。こ

れらの事業に対しては，アンケートで「歌や踊りに加えて，粘土遊びやお絵かきをし

たり親子で楽しませてもらっています」，「毎回違った遊びをしてくださってとても楽

しんでいます」等の感想を得られており，また，事業報告書記載の参加者数を見ても

毎月多数の参加者があることがわかり，親子が毎週来ても楽しめるような健全な遊び

の機会を工夫して提供している様子がうかがわれる。その他，各区の体育館等での館

外活動（月１回～２回），クラブ活動の実施，各季節の催し物（夏祭り，ハロウィン

衣装づくり，たなばた会等）等の事業も実施されている。 
保護者に育児のための便宜を提供する業務としては，月に１回，専門家等（保健師，

臨床心理士等）による子育て相談会，子育て講座が実施されており，年間で，相談会

については８６組，講座については６２組が参加している。 
  他方，本施設は０歳から１８歳を対象としているが，中学生や高校生を対象とする

事業はあまり実施されていないようである。 
(ｳ) 平成２４年度の本施設の利用者数は以下のとおりである。 
 幼児  ３２，８９３人（月平均 約２，７４１人） 
 小学生 １２，６９０人（月平均 約１，０５７人） 
 中学生   １，１０３人（月平均 約９２人） 
 高校生       ３８８人（月平均 約３２人） 
 保護者  ３２，１３１人（月平均 約２，６７８人） 
 引率       ３０２人（月平均 約２５人） 
その他    １，６６６人（月平均 約１３９人） 

 
（2）問題点 
ア 本施設の必要性 
  福岡市立中央児童会館は，児童の遊び場が多くはない福岡市中央区において，無料

で遊びを提供する施設であるから，民間で同様の施設を提供することは困難である。

また，本施設の利用者として条例が本来的に対象に対している者の利用も多数あるこ

とから，本施設に対する市民の需要も高いものと思われる。児童に健全な遊びを与え

て健康を増進するという施設の目的にも公益性が認められることから，本施設を公共
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の施設として維持する必要性は認められるものと考える。 
イ 指定管理による必要性 
  本施設については，平成１７年度までは福岡市の直営（福岡市保育協会への業務委

託）により管理運営されており，平成１８年度から指定管理制度が導入された。担当

課によれば，指定管理導入により，コスト削減効果が得られ，事業内容という面でも，

毎年新しい事業が実施されるという効果があったとのことである。このうち，コスト

削減効果についてみると，指定管理導入直前期の業務委託費と，指定管理導入後の指

定管理料を比較すると，約７０万円の減額が図られているとのことであった。もっと

も，経費削減の大きな理由はシーリングによるもののようである。 
  他方，上述のとおり，子どもの遊び場を提供する施設として多数のイベントを開催

するなど，指定管理者のノウハウを活かした施設管理が行われていたものと考えられ，

利用者サービスの促進という点では，指定管理導入の効果も一定程度得られているも

の言える。特に，小学校卒業前までの児童及びその保護者のニーズに合う事業が実施

されており，保育園等の経営を行う指定管理者のノウハウが活かされた工夫ある管理

運営が行われているようである。利用人数をみても，以下のとおり，指定管理制度導

入後の平成１８年度以降，利用者が増加しており，管理運営の効果が表れているもの

と考えられる。 

 

 
  従って，本施設においては，事業実施にあたり，指定管理者のノウハウと工夫によ

る効果を発揮しうる部分があり，指定管理を行うことの効果は高いものと思われる。 
 なお，施設改修後は，指定管理者が公募で選定される予定であることから，企画・

運営のみならず，経済的な面においても競争性が働くようになることが期待される。 
ウ 非公募とすることの相当性 
  現在，本施設については非公募で指定管理者が選定されている。その理由は，同じ

建物内に設置されている中央保育園，子どもプラザと一体して管理を行うことにある

ようである。同じ建物内にある施設を使用貸借している借主（中央保育園は福岡市と
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福岡市保育協会との間で使用貸借契約が締結されている）に一体として管理させるこ

とで管理運営の効率化を図るという理由は不相当とまでは言えないものの，他の施設

では，施設が合築されている場合でも，施設全体にかかる経費を按分する等の方法に

より，合築施設の管理者とは異なる指定管理者が公募で選定されている例も複数見ら

れる。本施設についても，原則通り，指定管理者を公募し，複数の応募がある中から

本当に中央保育園の経営者に管理を委託することが施設の目的に資するのかを検討

する方が好ましかった。また，平成 28 年度に供用が開始される際には，中央保育園

は別の場所に移転する予定であり，中央保育園と管理運営を一体化する必要性はなく

なるので，次回指定管理者選定にあたっては公募する予定であるとのことである。従

って，ここでは意見としては記載しないこととする。なお，子どもプラザについては

本市の直営として業務委託契約に基づき管理運営を民間にまかせ，中央児童会館につ

いては指定管理により管理運営しており，これらの施設についても管理方法が統一が

されていない。子どもプラザの受託者に委託されている業務内容は，①乳幼児の親子

に常設の遊び場を提供すること，②子育てに関する情報の提供・収集，③子育て支援

に関する講座の実施，④専門家による相談日の定期的な実施等であるところ，これら

の業務はいずれも上記中央児童会館で実施されている業務に含まれているように思

われる。 
したがって，本市においては，子どもプラザと中央児童会館を別の施設としてそれ

ぞれ維持し，管理運営する必要性があるか否か，検討する機会を設けるべきである。 
エ 選定手続について 

本施設については，選定委員会を設けずに，上述のとおり非公募で指定管理者が選

定されているところ，選定にあたっては非公募とする方針の決定，候補者の選定等が

全て本市内部の手続きのみで行われており，第三者が関与する機会が設けられていな

い。 
  ここで，「ガイドライン」上，「公募を行わない場合であっても，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上で審査を

行うこと」とされており，例外的に選定委員会を設置せずに選定できる場合について

「市と民間との合築施設で市以外の区分所有者の意向も尊重する必要がある場合や，

緊急に指定管理者を指定する必要がある場合など，合理的な理由がある場合には，選

定委員会を設けずに施設所管局において審査を行い，指定管理者の候補者を選定する

ことも可能とするが，その理由を明確にしたうえで，総務企画局行政部行政改革課と

協議すること」と，選定委員会を設けなくてよい場合については極めて限定的に規定

されている。 
  実質上も，非公募とする必要があるか否かは，当該施設にかかる専門的知識を有す

る者等，外部者の意見を聴取した上で決定するのが好ましく，非公募とする場合であ
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っても，非公募を前提にどの団体を指定管理者にするのか，指定管理者候補者が指定

管理者として適当であるか否か，指定管理候補者が提出する企画書に不足する点はな

いか等，検討すべき事項が多々あるのであるから，ガイドラインに定められていると

おり，原則として選定委員会の協議を経るべきである。 
  本施設についても，上記選定委員会を選定しない場合としてあげられている，民間

との合築施設であるという事情もなく，緊急に指定管理者を選定すべき場合にも当た

らないのであるから，選定委員会を設けるべきであるところ，平成１８年度以降，全

く外部者の意見を聴取することなく指定管理者の選定が行われてきたことには問題

がある。次回，指定管理者の選定をするにあたっては，選定委員会を設置して外部者

の意見を取り入れるべきである。また，その際には，利用者代表者等を委員として参

加させることが望ましい。 
  なお，担当課によれば，選定委員会を設置していない理由は，中央児童会館は福岡

市保育協会が運営する私立中央保育園と併設されており，同協会の意向も尊重する必

要があるためであるとのことである。しかしながら，私立中央保育園については，市

が所有している施設（保育園施設）を他の団体（福岡市保育協会）に使用させている

という関係に過ぎないことから，併設されている施設の運営者に管理運営させること

で経済的にメリットがある可能性はあっても，施設を利用している団体の意向を尊重

するがために選定委員会を開催することができないという事情はないものと思われ

る。 
 

☞意見３０ 
☆ 非公募で指定管理者を選定する場合であっても，選定委員会を設

置して，協議の機会を作るべきである。 
 
オ 指定管理料について 

本施設については，以下の通り指定管理料が積算方式によって定められ，その全額

が概算払いとされている（基本協定書第２７条第１項）。 
 
【指定管理料内訳】               単位：千円（端数切捨て） 
 平成２４年度 平成２５年度 増減理由 
人件費 33,588 34,516 定期昇給 

管
理
費 

福利厚生費 64 64 変更なし 
旅費 88 78 シーリング 
研修費 10 9 シーリング 
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消耗品費 101 89 シーリング 
印刷製本費 156 140 シーリング 
水道光熱費 413 403 H23 実績による減額 
燃料費 101 113 H23 実績による増額 
修繕費 67 60 シーリング 
通信運搬費 225 202 シーリング 
業務委託費 4,846 3,789 シーリング  
損害保険料 50 50 変更なし 
リース料 1,004 978 シーリング  
雑費 42 37 シーリング 

事
業
費 

保育材料費 2,342 2,106 シーリング 
印刷製本費 115 103 シーリング 
水道光熱費 3,790 3,706 H23 実績による減額 
燃料費 878 1033 H23 実績による増額 
リース料 220 208 シーリング 

合計 48,100 47,684  
 

全額が概算払いであるため，修繕費等に限らず，指定管理料の全てについて精算

される仕組みとなっている。そのため，指定管理者の経営努力により経費節減でき

たとしても，結局は精算時に剰余金を福岡市に戻入しなければならないことになる。

この場合，指定管理者において経費節減に関するインセンティブが働く余地がない。

合理的な積算基準に基づいて適正な指定管理料を算定すべきことは当然であるが，

指定管理を継続するのであれば，一定のリスクは指定管理者に負担させつつ，経費

節減や施設利用活性化へのインセンティブを生じさせるために，精算の範囲は限定

的なものにすべきである。 
 

☞意見３１ 
☆ 指定管理料の精算に関しては，備品代，修繕費等の限定的範囲に

止め，指定管理者に一定のリスクを負担させるとともに，「経費節

減・収益性向上」へのインセンティブを与えるべきである。 
 
カ 協定書について 

本施設の基本協定書においては，「指定管理の辞退」として，指定管理者の申し入

れにより辞退が可能であるかのような規定が置かれている。 
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しかしながら，総論に記載したとおり，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り，また，形式

的にも，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から，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規定は削除すべきである。 
 
キ 条例と実施状況について 
  福岡市立児童会館条例第２条では，本施設を利用することができるものとして， 

・市内に居住するおおむね小学校終了までの児童。ただし，乳幼児については，

保護者の同伴する者に限る。 
・育児相談等のために児童館を利用しようとする者 
・児童福祉関係の各種団体 
・そのほか，市長が利用を認めた者 

  と規定している。 
  しかしながら，本施設の運用上は，０歳から１７歳までの利用を認めており，条例

の規定と運用に齟齬が生じている。 
さらに，条例上，本施設の利用者は，「市内に居住する」おおむね小学生終了まで

の児童とされているところ，本施設の事業報告書によれば市外の者の利用も少なくな

いようである。 
小学生以外の者や市外の者に利用を認めることは行われて良いが，条例に適合しな

い取扱いとなっていることは問題である。本施設をより広い範囲のものが適法に利用

できるように条例を改正する必要がある。 
 

☞指摘４ 
★ 条例上の利用対象者でない者が本施設を利用しているようである

ので，速やかに条例の改正を検討する必要がある。 
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２ 福岡市立母子福祉センター 

単位：千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市立母子福祉センター 施設数 1 

所在地 福岡市中央区大手門２丁目５－１５ 

担当部・課 こども部こども家庭課 

根拠法令 
福岡市立母子福祉センター条例 

同施行規則 

施設の設置目的 

※１ 

母子家庭等に対して各種の相談に応ずるとともに，生活指導

及び生業の指導を行う等母子家庭等の福祉のための便宜を総

合的に供与すること 

現在までの指定管理者 

管理者名 
指定期間 

（開始年月） 

公募（応募

数）・非公募 

しんぐるまざあず・ふぉーらむ・

福岡 
H18.4～H23.3 公募（６） 

同上 Ｈ23.4～Ｈ28.3 公募（２） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料   54,896 54,006 53,566 54,336 

精算 △378 △279 △318  

精算後指定管理料 54,518 53,726 53,248  

市のその他の支出 0 315 1,832 3,789 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

無 

利用料金の帰属先 無 

自主事業の有無 有 
自主事業による収

入(平成 24 年度)  
無 

自主事業の概要 夏休み学習支援 

指定管理導入以前の管理方法 直営 ※２ 

備考 

※１ 設立当初は母子家庭のみを対象としていたが，現在は父

子家庭も便宜供与の対象となっている。 

※２ 福岡市母子福祉会に業務委託 

 
 
⑴ 概要 
 ア 施設の概要 

福岡市立母子福祉センター（以下，「母子福祉センター」という。）は，当初，福

岡市と財団法人福岡市母子福祉会とが区分所有している建物であった。平成２５年

３月末に，財団法人福岡市母子福祉会が解散し，同法人の区分所有部分が福岡市に
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寄贈されたため，現在福岡市が施設の全体を所有している。 
 

開設時期 昭和６０年１０月 
施設規模 鉄筋鉄骨コンクリート造３階建（延べ床面積１３９０．５３㎡） 
施設 １階 母子福祉センター（本施設） 

   大手門保育所（社会福祉法人福岡県母子福祉協会が運営） 
２階 母子福祉センター（本施設） 
３階 母子会館・会議室（福岡市母子福祉会の事務所があった

が現在は福岡市が所有。） 
     
  上記のとおり，本施設には大手門保育所が合築されている。大手門保育所は，従来

は福岡市が直営で運営していたが，民営化され，現在は福岡県母子福祉協会が運営

している。なお，大手門保育所の施設は，福岡県母子福祉協会に対して福岡市が施

設を無償貸与している。本施設と大手門保育所は，建物全体に経常的にかかる費用

について，按分して負担している。    
  福岡市母子福祉会から寄贈された 3 階の施設については，現在利用方法を検討中で

あり，保育所の拡充等として使用されることになる予定であるとのことであった。 
イ 指定管理の状況 
(ｱ) 本施設については，指定管理制度導入前は，建物の区分所有者であった福岡市母子

福祉会が業務委託の方法により管理運営を行っていた。その後，平成１８年度に指定

管理制度が導入された時期から，公募により指定管理者が選定されるようになり，平

成１８年度以降現在に至るまで，現在の指定管理者が管理運営している。 
福岡市中央児童会館等，同じ建物に設置されている施設の管理運営者を非公募で指

定管理者として選定している施設もあるなか，経常経費を按分する等の工夫をするこ

とにより指定管理者を公募で選定することができており，応募者間の競争によるメリ

ットが得られる仕組みとなっているものと考えられる。 
 (ｲ) 指定管理者である，特定非営利活動法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ・福岡（以

下，「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」という。）は，母子，寡婦及び離婚に至る前の

母ひとりの家庭の母及び子どもが，自らの意思で主体的に生活し，生きがいに満ち，

活力に富んだ人生を送れるよう支援することを目的として設立された団体で，平成

17 年に特定非営利活動法人としての認証を受けた。 
同団体は，母子家庭の問題，離婚等にかかる相談業務，シングルマザーにかかる講

演業務，全国のシングルマザーの団体との情報交換等，シングルマザーにかかる活動

を中心として行っているとのことである。 
ウ 業務 
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(ｱ) 本施設につき，指定管理者が行うこととされている業務は，基本協定書別紙仕様書

によれば次のとおりである。  
 ①母子家庭の各種相談に応じること（就業相談の実施，法律相談の実施，生活相談の

実施） 
 ②母子家庭に対し自立・就業の支援を行うこと（就業情報の提供・就業促進活動・本

市からの情報提供） 
 ③母子家庭に対し就業支援講習会を実施すること 
 ④利用者がセンターを利用する間における当該利用者の児童の保育を実施すること 
 ⑤その他母子家庭の福祉の増進や自立の支援等の役割にかかわる事業の実施 
 ⑥職員の雇用・研修の実施 
 ⑦母子家庭の母及び児童にセンターを利用させること 
 ⑧母子家庭の母に準じて寡婦にセンターを利用させること 
 ⑨母子家庭に準じて父子家庭にセンターを利用させること 
 ⑩施設の保守管理に関すること 
 ⑪その他，報告書の作成等に係る業務 
 ⑫広報業務 
 ⑬母子家庭等日常生活支援事業の実施 
 ⑭ひとり親家庭無料職業紹介事業の受託（これについては別途されるが，業務を受託

することが指定管理業務の一部となっている。） 
 

母子家庭等日常生活支援事業及びひとり親家庭無料職業紹介事業に関する業務の

み，指定管理業務に含めず，業務委託契約で締結されているが，これは，同業務とそ

れ以外の業務とで国庫補助金の取り扱いが異なるため，区別を明確にするために便宜

上契約方法を分けているとのことである。 
なお，同委託事業に関連して本市が国から補助金を受領した額は以下のとおりであ

る。 
 
【国庫補助金の額】                      単位：千円 
 H22 年度 H23 年度 H24 年度 H25 年度 

母子家庭等就業自立支援事業 11,516 11,669 11,708 11,708 

ひとり親家庭生活支援事業 2,422 2,435 2,438 2,804 

※平成２５年度の額は見込み額 
 
 (ｲ) 事業実施状況  

平成２４年度では，以下のとおり業務が実施され，多数の利用者が来館・電話等に
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よる相談を受けている。 
 
【平成２４年度の各種相談・講習会等利用状況】 

 

生
活
相
談 

就
業
相
談 

法
律
相
談 

就
業
支
援
講
習
会 

保
育 

会
議
室
等 

講
師
室 

日
常
生
活
支
援 

そ
の
他 

小
計 

来館 226 745 100 5,144 720 46 484 173 168 7,806 
電話 575 1,623  1,375 157   917  4,647 
合計 801 2,368 100 6,519 877 46 484 1090 168 12,453 

男性利用者 16 43  1    42  102 
※男性利用者は，合計者数の内数である 
このうち，就業支援講習会としては，ワード・エクセル講座やホームヘルパー講座ケ

アマネージャー講座等が開催されている。これらの就業支援講習会は，全て無料で実

施しているため，その経費は指定管理者が指定管理料から捻出している。 
 
【平成２４年度の就業支援事業状況，成果】 
勤務形態 常勤 非常勤・パート 自営業 合計 
就業人数（人） 74（正社員 10） 10 3 166 
 
【平成２４年度におけるその他の事業の状況】 
イベン

ト 
母子家庭

おしゃべ

り会 

子育て広場 夏休み学習支援 一人親の集い 

 
参
加
人
数 

託
児
人
数 

参
加
人
数 

内
，
父
親 

子
ど
も 

一
時
預
か
り 

参
加
人
数 

親 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

講
習
会 

個
別
相
談
会 

託
児
人
数 

人数 46 41 1 0 1 1 37 0 78 15 3 20 
  
（2）問題点 
ア 本施設の必要性 

本施設の設置目的は，施設設置条例上，母子家庭及び寡婦に対して各種の相談に応ず
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るとともに，生活指導及び生業の指導を行う等母子家庭及び寡婦の福祉のための便宜を

総合的に供与するためとされているが（福岡市立母子福祉センター条例第１条），現在は

父子家庭も便宜供与の対象とされている（条例と取扱いとの齟齬については後に述べる）。 
担当課によれば，本市内のひとり親家庭は，約２０，０００世帯に上り，そのうち７

５パーセントの世帯が児童扶養手当を受給しているとのことであった。母子家庭は一般

世帯と比べて平均年収が低く，自立・就業に向けた支援が必要である。また，父子家庭

は，育児や家事等に悩みを抱えている傾向があるようである。このような一人親家庭が

一人親世帯特有の生活問題等について相談したり，就業支援を受けたりする場を提供す

ることは重要であり，事業に営利性が薄いことから民設民営でこのような機能を果たす

ことは期待しがたい。 
従って，本市において一人親家庭に相談・就労支援の場を提供することは必要である。 

イ 指定管理による必要性・効果 
本施設については，平成１７年度までは業務委託で，平成１８年度以降は公募によ

る指定管理が行われている。平成１８年度以前も，母子家庭に関してノウハウを有す

る福岡市母子福祉会が業務委託により管理していたことから，既に民間のノウハウを

取り入れた業務運営がなされていたものと考えられる。 
もっとも，指定管理には，民間ノウハウを活用した経費削減効果も期待されるとこ

ろ，担当課によれば，平成２４年度の指定管理料は平成１７年度の業務委託当時の契

約額よりも減額されたとのことであった。本市においては，シーリングにより多くの

施設の指定管理料が減額されているところでもあり，指定管理料の減額には多様な要

因が考えられることから，直ちに指定管理制度の導入により経費削減効果があったと

断定することはできないが，公募により指定管理者が選定され，事業内容，指定管理

料等で競争性を持たせていることから，一定の効果は得られているものと考える。な

お，平成１７年以降の委託料，指定管理料は次のとおりである。 
 
【平成１７年度以降の委託料・指定管理料】   単位：千円（端数切捨て） 

 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 
決算額 76,883 53,010 53,504 54,196 54,435 54,518 53,725 53,247 

                        
もっとも，本施設については，当初，母子家庭のみを対象にしていたものが，平成

２２年度から，父子家庭についても同様の事業を行うこととされた。しかし，上記事

業の実施状況記載のとおり，相談・講演会等の利用については，男性には女性の１０

０分の１も利用されていない。比較的男性の利用が多い就労支援事業についても，同

事業により平成２４年度に就業した１６６人のうち，男性は１０人だけである。仕様

書の決定や指定管理者の選定にあたっては，父子家庭についても民間事業者が有する
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ノウハウを活用して指定管理制度の効果が得られるよう，父子の利用促進について重

点的に検討する必要があると思われる。 
ウ 選定手続について 
(ｱ) 本施設に関して平成２２年度に実施された指定管理者の選定手続きは次のような

スケジュールで実施されている（いずれも平成２２年度）。 
 

【平成２２年度選定スケジュール】 
・８月３日    選定委員へ募集要項，審査評価項目等の説明，意見聴取  
・８月１０日   募集要項配布（８月１６日まで）  
・８月１８日   現地説明会  
・８月１９日   募集要項等に対する質問の受付（８月２７日まで）  
・９月１０日   質問回答  
・９月２２日   応募受付開始  
・１０月１日   応募受付終了  
・１０月２２日 第１回選定委員会（第１次審査）  

・申請内容の審査及び採点  
・第１次審査通過法人の決定  

・１０月２６日 第２回選定委員会（第２次審査）  
・第１次審査通過法人によるプレゼンテーション 及び質疑応答  
・第１順位及び第２順位の指定管理候補者の決定 

 
 このとおり，第１回審査委員会は，応募受付が終了した後に開催されており，それ

までの手続きに選定委員会での協議は行われていないことがわかる。総論で記載した

とおり，募集要項，仕様書，評価項目の決定にあたっても，選定委員会の協議を経る

べきである。なお，本施設については，上記選定スケジュール記載のとおり，募集要

項配布の１週間前に選定委員会へ募集要項等が交付され，意見聴取が行われているが，

各委員から意見聴取を行うだけではなく，選定委員会を開催して協議の場を設けるべ

きである。 
 

☞意見３２ 
☆ 募集要項，評価項目，仕様書の決定にあたっては審査委員会での

評議の機会を設けるべきである。 
 
(ｲ) 上述の通り，本施設では男性の利用がほとんどみられず，男性の利用促進が図られ

るべきところ，選定委員会において，男性の利用についてほとんど考慮されていない
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ようである。 
  例えば，しんぐるまざあず・ふぉーらむの評価されるべき点として，「母子家庭の

現状，実態をよく理解した上で基本方針を立てている」，「母子家庭の母の雇用に配慮

した提案である」等と，母子家庭への対応が評価の視点として複数あげられているが，

父子家庭対策については触れられてないし，プレゼンテーション，質疑応答でも，や

はり母子家庭に対する相談等が主たる業務であるという前提で指定管理者の選定に

関する審議が行われているような印象を受ける。 
 
【本施設指定管理者候補者採点表】 

審査項目  配点  主な評価内容 

第１順位の法人  第２順位の法人  

法人に関

する事項  

35点 31点  11点 

法人の理念や業績が母子福祉

センターの設置目的と合致し

ている。また母子家庭に対す

る相談や講座，セミナーの開

催など一定の実績があり，今

後も実施していく予定があ

る。  

社会貢献を目的とする理念を

掲げ，またそのような人材の

育成・輩出を実施しており一

定の評価に値するが，ひとり

親家庭に対する活動の実績や

予定がみられない。  

基本方針

等に関す

る事項  

30点 24点  19点 

母子家庭の現状，実態をよく

理解した上で各基本方針をた

てている。  

休館日に関する提案が現行よ

り減退するものがあった。ま

た，法人内部で整理できてい

なかった。  

事業計画

に関する

事項  

155点 101点  112点 

保育に関して開館時間すべて

に対応できる体制を要望した

い。  

グループ会社を活用した就労

情報提供，就労支援講習会に

関する提案が評価できる。  

組織及び

経費に関

する事項  

80点 61点  57点 

母子家庭の母の雇用に配慮し

た提案である。  

職員体制に関する提案が一部

不明確である。  
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合計  300点 217点  199点 

このように，しんぐるまざあず・ふぉーらむは，母子家庭に対する理解，実績等で

高い評価を得ている。確かに，本施設設立の沿革から考えると母子家庭に対する支援

は本施設の重要な目的の一つではあるが，父子家庭も支援の必要から対象となった以

上，父子家庭に対する支援の視点も重要な評価要素となるべきである。 
特に，上述のとおり，現在，本施設は父子家庭に対する支援という面では十分に効

果を発揮できていないものと思われるので，選定委員会においても，父子家庭に対す

る対策を評価項目の１つとしてあげるべきである。 
 

☞意見３３ 
☆ 指定管理者を選定するにあたっては，母子家庭のみならず，父子

家庭に対する理解，配慮等についても評価，検討されるべきである。 
 
エ 指定管理料について 

本施設については，指定管理料が必要経費の積算方式によって定められており，実

施協定書の定めに従って，毎月分割して支払われている。 
指定管理料のうち，精算の対象となっているものは修繕費・計画していたが実施さ

れなかった事業に係る経費である（実施協定書第５条）。備品は，福岡市の負担で購

入し，福岡市に帰属することされており（基本協定書の一部を変更する協定書４条），

備品購入費は指定管理料には含まれていない。このように，原則としては年度ごとの

精算は行わないこととしつつ，修繕費等についてのみ精算することは，指定管理者の

施設運営に対するインセンティブにつながり，また，施設の適正な管理修繕も確保さ

れるため，適切な方法であると考える。 
オ 条例の定めについて 
   本施設の設置条例は，「福岡市母子福祉センター条例」という名称で，同条例上，

利用者は①母子家庭の母及び児童並びに寡婦で本市の区域内に住所を有するもの，②

そのほか市長が適当と認めたものと規定されている。この条例上では，やはり男性は

本来の施設利用者としては言えない形の規定となっている（現行の条文では「そのほ

か市長が適当と認めたもの」に父子家庭の父子を含めて考えざるをえない）。このよ

うに，本施設については，施設名称，設置条例等のいずれをとってみても，「母子家

庭」を対象とした施設としての外観しか有しておらず，男女問わず一人親を対象とし

ていることを市民に理解してもらうための障害となっているものとも思われる。 
  本市においては，施設名称含め，平成２２年度に父子家庭の利用が可能となった実

態に合わせて，条例の変更を行う必要がある。 
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  また，本施設の福岡市立母子福祉センターという名称も，男性が利用しにくい原因

の一つとなっているものと思われるので条例改正とあわせて，名称も変更することを

検討すべきである。 
 

☞指摘５ 
★ 条例上，施設利用者が母子家庭等に限られたままとなっており，

父子家庭の利用開始に対応する改正が行われていない。速やかに条

例改正を実施すべきである。 
 

☞意見３４ 
☆ 本施設の名称を，母子，父子双方が利用しやすいものとなるよう

に変更することを検討すべきである。 
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３ 福岡市立めばえ学園 

こども未来局こども部発達支援課が所管する知的・肢体不自由障がい児の福祉向上

を図ることを目的とする施設は全部で４か所（保健福祉局所管の施設をあわせると 5

か所）設置されている。まず，児童発達支援センターである福岡市立めばえ学園（以

下，「めばえ学園」という。）の概要は以下のとおりである。 

 

単位：千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市立めばえ学園 施設数 1 

所在地 福岡市博多区半道橋 1-17-1 

担当部・課 こども部こども発達支援課 

根拠法令 

児童福祉法 

福岡市児童発達支援センター条例 

同施行規則 

施設の設置目的 

 
知的障がい児の福祉の向上と健やかな育成を図ること 

現在までの指定管理者 

管理者名 
指定期間 

（開始年月） 

公募（応募

数）・非公募 

福岡市社会福祉事業団 Ｈ18.4～H21.3 非公募 

同上 Ｈ21.4～Ｈ24.3 非公募 

同上 Ｈ24.4～Ｈ27.3 非公募 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 102,480 129,837 134,603 136,267 

精算 
△2,090 

 

△2,865 

 

△2,279 

 
 

精算後指定管理料 100,390 126,972 132,324  

市のその他の支出 0 0 0 0 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

177,185 105,260 112,930 108,918 

利用料金の帰属先 

※訂正した調査票を頂く 
市 

自主事業の有無 無 
自主事業による収

入(平成 24 年度)  
 

自主事業の概要  

指定管理導入以前の管理方法 管理委託（福岡市社会福祉事業団） 

備考  

 
４  福岡市立あゆみ学園 
   医療型児童発達支援センターである福岡市立あゆみ学園（以下，「あゆみ学園」
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という。」）の概要は以下のとおりである。 
単位：千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市立あゆみ学園 施設数 1 

所在地 福岡市南区屋形原２-23-2 

担当部・課 こども部こども発達支援課 

根拠法令 

児童福祉法 

福岡市医療型児童発達支援センター条例 

同施行規則 

施設の設置目的 

 
肢体不自由児の福祉の向上と健やかな育成を図る 

現在までの指定管理者 

※場所によって異なる 

管理者名 
指定期間 

（開始年月） 

公募（応募

数）・非公募 

福岡市社会福祉事業団 Ｈ18.4～Ｈ21.3 非公募 

同上 Ｈ21.4～Ｈ24.3 非公募 

同上 Ｈ24.4～Ｈ27.3 非公募 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料   166,815 187,567 185,350 199,404 

精算 △2,043 △4,684 △2,962  

精算後指定管理料 164,772 182,883 182,388  

市のその他の支出 0 0 0 0 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

51,741 52,327 61,446 68,249 

利用料金の帰属先 

※訂正した調査票を頂く 
市 

自主事業の有無 無 
自主事業による収

入(平成 24 年度)  
 

自主事業の概要  

指定管理導入以前の管理方法 管理委託（福岡市社会福祉事業団） 

備考  

 
５ 福岡市立西部療育センター 

児童発達支援センター（児童福祉法，条例上の区分），療育センター（条例上の区

分）である福岡市立西部療育センター（以下，「西部療育センター」という。）の概要

は以下のとおりである。 
単位：千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市立西部療育センター  施設数 1 

所在地 福岡市西区内浜 1-5-54 

担当部・課 こども部こども発達支援課 
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根拠法令 

児童福祉法 

福岡市療育センター条例 

同施行規則 

福岡市児童発達支援センター条例 

同施行規則 

施設の設置目的 

 

心身障がい児に総合的な療育を行い，心身障がい児及びその

家族の福祉の向上を図る 

現在までの指定管理者 

※場所によって異なる 

管理者名 
指定期間 

（開始年月） 

公募（応募

数）・非公募 

福岡市社会福祉事業団 Ｈ18.4～H21.3 非公募 

同上 H21.4～H24.3 非公募 

同上 H24.4～H27.3 非公募 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 383,650 391,290 388,857 398,746 

精算 △2,572 △3,964 △3,723  

精算後指定管理料 381,078 387,326 385,134  

市のその他の支出 0 0 0  

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

168,250    171,022 181,543 209,662 

利用料金の帰属先 

※訂正した調査票を頂く 
市 

自主事業の有無 無 
自主事業による収

入(平成 24 年度)  
 

自主事業の概要  

指定管理導入以前の管理方法 管理委託（福岡市社会福祉事業団） 

備考  

 
６ 福岡市立東部療育センター 

児童発達支援センター（児童福祉法，条例上の区分），療育センター（条例上の区

分）である福岡市立東部療育センター（以下，「東部療育センター」という。）の概要

は以下のとおりである。 
 
  単位：千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市立東部療育センター  施設数 1 

所在地 福岡市東区青葉 4-1-1 

担当部・課 こども部こども発達支援課 

根拠法令 

児童福祉法 

福岡市療育センター条例 

同施行規則 

福岡市児童発達支援センター条例 
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同施行規則 

施設の設置目的 

 

心身障がい児に総合的な療育を行い，心身障がい児及びその

家族の福祉の向上を図る 

現在までの指定管理者 

※場所によって異なる 

管理者名 
指定期間 

（開始年月） 

公募（応募

数）・非公募 

福岡市社会福祉事業団 Ｈ23.4～H27.3 非公募 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料  319,897 349,825 368,794 

精算  △5,626 △6,429  

精算後指定管理料  314,271 343,396  

市のその他の支出  0 0 0 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

 134,159 167,210 205,152 

利用料金の帰属先 

※訂正した調査票を頂く 
市 

自主事業の有無 無 
自主事業による収

入(平成 24 年度)  
 

自主事業の概要  

指定管理導入以前の管理方法 設立当初より指定管理制度導入 

備考  

 
⑴  施設の概要（めばえ学園，あゆみ学園，西部療育センター，東部療育センターにつ

いて） 
ア 本市に設置されている 5 か所の児童福祉施設（児童福祉法第３５条第２項）の条例

上の種別は以下のとおりである。 

施設名 施設の種別 

福岡市立めばえ学園 

児童発達 
支援センター 

 

 
福岡市立東部療育セン

ター 
療育センター 

福岡市立西部療育セン

ター 

福岡市立心身障がい福

祉センター（保健福祉局

所管） 
医療型児童発達 
支援センター 

 

福岡市立あゆみ学園  
※福岡市立心身障がい福祉センターは，成人のリハビリ等の業務も行っているため，保

健福祉局が所管している。 
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 上記施設はいずれも児童福祉施設であるが，各施設の種別ごとに実施する事業が異な

っており，種別ごとの実施事業は以下のとおりである。 
(ｱ) 児童発達支援センター（福岡市立児童発達支援センター条例第２条） 
 ①障がい児につき，施設に通わせ，日常生活における基本的な動作の指導，知識技能

の付与，集団生活への適応訓練その他を供与すること（児童福祉法第６条の２第２項

の児童発達支援） 
②保育所等に通う障がい児につき，当該施設を訪問し，当該施設の障がい児以外の児

童との集団生活への適応のための専門的な支援等の便宜を供与すること（同法第６条

の２第５項の保育所等訪問支援） 
③通所給付（障がい者通所支援に関して支給される給付金）等の申請にあたり，障が

い児及びその保護者の状況を勘案して障がい児通所支援にかかる計画を作成する事

業，利用決定後に事業者との連絡調整等の便宜を図る事業（同法第６条の２第７項の

障がい者支援利用援助） 
④通所給付決定を受けた障がい児の保護者が，給付決定の有効期間内に，継続して障

がい児通所支援を適切に利用することができるよう，障がい児支援利用計画の適切性

を一定期間ごとに検証し，見直しを行い，事業者との連絡調整等の便宜をはかること

（同法第６条の２第８項の継続障がい児支援利用援助） 
⑤地域の障がい者等の福祉に関する各般の問題につき，障がい者，障がい児の保護者

又は障がい者等の介護者からの相談に応じ，助言を行い，これらの者と市町村，事業

者等との連絡調整を行う等の便宜を供与すること 
⑥介護給付費給付決定等の申請にあたり，障がい者及びその保護者の状況を勘案して

サービス等利用計画を作成する事業等，支給決定後に事業者との連絡調整等の便宜を

図ること等（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５条１

７項の特定相談支援事業）  
⑦そのほか，支援センターの設置の目的達成に必要なこと。 

(ｲ) 医療型児童発達支援センター（福岡市立医療型児童発達支援センター条例第２条） 
 ①上肢，下肢又は体幹の機能の障害のある児童につき，医療型児童発達支援センター

又は指定医療機関等に通わせ，児童発達支援及び治療を行うこと（児童福祉法第６

条の２第３項の医療型児童発達支援） 
  ②上記(ｱ)の②乃至⑥の事業 
  ③そのほか，支援センターの設置目的達成に必要なこと 
(ｳ) 療育センター（福岡市立療育センター条例第２条） 
  ①心身障がい児の発達相談及び診断に関すること 
  ②心身障がい児の医学的，心理学的及び社会学的な総合判定に関すること 
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  ③上記(ｱ)①乃至⑥の事業 
  ④その他センターの設置目的達成に必要なこと 
イ めばえ学園の施設概要 
  福岡市立めばえ学園（以下，「めばえ学園」という。）は，福祉型児童発達支援セン

ターであり，障がい児の保育，保護者に対する養育指導等を行う施設として，昭和５

４年に開設された施設である。 
 
 
 
 
 
 
 
   

本施設は，医療型児童発達支援業務は取り扱っていないことから，医療従事者の雇

用は必須ではないが，本施設は，民間施設で受け入れが難しい，医療的配慮の必要な

知的障がい児を受け入れるため，看護師を 1 名雇用して児童の発作等に対応できるよ

うな体制をとっている。 
ウ 東部療育センターの施設概要 
  東部療育センターは，療育センターとして心身障がい児の診断判定等を行うほか，

児童発達支援センターとして障がい児の保育，保護者に対する養育指導等を行う施設

として，平成２３年４月に開設された施設である。診断等を行うため医師をセンター

長として医療機関の指定を受けている。多種医療従事者と機能訓練施設を擁すため，

単体の児童発達支援センターより幅広い障がい種別を受け入れることができる。 
 

定員 単独通園 ３０名 
親子通園 １０名 

医療従事者職員 看護師１名 
対象となる児童 知的障がい児（発達障がい児含

む） 
施設規模 鉄筋コンクリート造２階建て

（延べ床面積８５９．７７㎡） 

定員 ７０名（単独通園・親子通園併せて） 

医療従事者職員 医師１名 
看護師２名 
理学療法士２名 
作業療法士２名 
言語聴覚士２名 

対象となる児童 肢体不自由児，知的障がい児（発達障

がい児含む） 
施設規模 鉄筋コンクリート２階建て（延べ床面
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エ 西部療育センターの施設概要 
  西部療育センターは，児童発達支援センター及び療育センターとして，平成１４年

４月に開設された施設である。本施設は，東部療育センターと同じく，医師がセンタ

ー長を務め，医療機関としての指定も受けている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
オ あゆみ学園の施設概要 

福岡市立あゆみ学園（以下，「あゆみ学園」という。）は，医療型児童発達支援セン

ターであり，肢体不自由児の保育及び治療，保護者に対する養育指導等を行う施設と

して，昭和４８年６月に開設された施設である。治療も行うため医師を施設長として

医療機関の指定を受けている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

積３４２５．６０㎡） 

定員 ７０名（単独通園・親子通園併せて） 

医療従事者職員 医師１名 
看護師２名 
理学療法士２名 
作業療法士２名 
言語聴覚士２名 

対象となる児童 肢体不自由児，知的障がい児（発達障

がい児含む） 
施設規模 鉄筋コンクリート造り５階建て（延べ

床面積３９３６．６５㎡） 

定員 ４０名（単独通園・親子通園併せて） 

医療従事者職員 医師１名 
看護師２名 
理学療法士３名 
作業療法士１名 
言語聴覚士１名 

対象となる児童 肢体不自由児 
施設規模 鉄筋コンクリート平屋建て（延べ床面

積７９７．８０㎡） 
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カ 指定管理の状況 
いずれの施設についても，福岡市社会福祉事業団が，非公募で指定管理者に指定さ

れている。 
福岡市社会福祉事業団は，昭和４６年７月１６日付厚生省通知「社会福祉事業団等

の設立及び運営の基準について」に定める基準に基づき，昭和４８年に設立された社

会福祉法人であり，現在に至るまで，福岡市が設置した各社会福祉施設の管理運営を

行っている。 
医師・看護師等を福岡市社会福祉事業団が雇用しているため，各施設の必要に応じ

て，医療従事者を配置することができる団体である。福岡市社会福祉事業団が管理・

運営している団体は下図のとおりである。 

 
 
キ 指定管理者が行う業務 
  福岡市社会福祉事業団は，各施設の指定管理者として以下のとおりの業務を行うこ

ととされている（福岡市立西部療育センター等指定管理施設基本協定書第１２条）。 
 ①施設の運営に関する業務（職員の配置，研修，施設利用許可の手続き等） 
 ②事業に関する業務（上記⑴ア乃至ウ記載の児童発達支援業務等） 
 ③使用料・手数料の徴収に関する業務 
 ④施設の保守管理等に関する業務 
 ⑤その他，報告書等の文書作成，苦情解決，自己評価の実施等にかかる業務 
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（2）問題点（めばえ学園，あゆみ学園，西部療育センター，東部療育センターについ

て） 
ア 本施設の必要性 
(ｱ) めばえ学園，東部療育センター，西部療育センターについて 

本市には，児童発達支援センターとして，福岡市が設置し，福岡市社会福祉事業団

が経営する１⑴記載の４施設の他，民間の社会福祉法人が設置・経営する「ゆたか学

園」，「しいのみ学園」，「ｊｏｙひこばえ」の３施設が存在する。 
民間でも経営主体の異なる施設が３つ存在すること，福岡市が設置するめばえ学園

の指定管理料・利用料金に大きな差が見られないことからも，児童発達支援センター

について，必ずしも福岡市が設置しなければならないわけでもないようである。もっ

とも，施設に通所する児童の保護者からは，福岡市が設置する施設を維持するよう求

める要望が強く，福岡市が設置する施設には医療従事者が配置されているなど，保護

者の要望にも相当な理由があるものと考えられる（なお，福岡市内で民間が設置する

児童発達支援センターには，医師や看護師が所属している施設は存在しないとのこと

であった。）。医療型児童発達支援センターが，現時点では福岡市が設置する２施設し

か存在せず（定員は合計８０人），医療型児童発達支援センターに通所できないが身

体に障害のある児童，知的障害のある児童，精神に障害のある児童等にも医療行為が

必要とされる場面も多々考えられることからも，現時点で利益を度外視した経営を行

うことができない民間の法人にすべてを任せてしまうことはできず，福岡市が児童発

達支援センターを設置する必要は認められると考える。 
(ｲ) あゆみ学園について 
  上述のとおり，福岡市において開設されている医療型児童発達支援センターは，福

岡市が設置者となっている２施設のみである。あゆみ学園の定員は４０名であるとこ

ろ，平成２４年度における同施設の通園児は，平成２４年度当初で５４名，年度末で

６２名，月平均で５８名であったことから，医療型児童発達支援センターに通所する

ことを必要としている児童は相当程度存在し，施設は十分に稼働しているものと考え

られる（なお，１歳児は週１回，２歳児は週２回，３歳児は週３回，４歳，５歳児は

毎日通園と，通園児童の全てが毎日通園しているものではないため，定員をオーバー

しているわけではない）。また，医療型児童発達支援センターは，治療行為を業務の

一環としているため，医師を雇用する必要があり，運営に多額の費用を要することか

ら，民間での経営は困難であると考えられる。 
したがって，医療型児童発達支援センターであるあゆみ学園は，福岡市の施設とし

て維持する必要性は高いものと考える。 
イ 非公募とすることの相当性 
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  各施設については，上述のとおり，非公募で福岡市社会福祉事業団が指定管理者に

選定されている。この点，昭和４６年７月１６日付厚生省通知「社会福祉事業団等の

設立及び運営の基準について」では，「地方公共団体が設置した社会福祉施設は，地

方公共団体において自ら経営するほか，施設経営の効率化が図られる場合には，社会

福祉法人組織により設立された社会福祉事業団に経営を委託することができるもの

とし，社会福祉事業団の設立，資産，役員，施設整備，委託料等に関する基準を設け

て公的責任の明確を期するとともに経営の合理化に資することとする」，「地方公共団

体が設置した施設の委託先は社会福祉事業団を原則とするが，これによりがたい場合

には社会福祉事業団以外の社会福祉法人に経営を委託することができるものとし，こ

の場合における所要の基準を設けることとする」とされ，福岡市が設置した社会福祉

施設の経営を委託する場合には原則としてその委託先を福岡市社会福祉事業団とす

ることとされていた。 
  しかしながら，平成１４年８月２１日付厚生省通知「社会福祉事業団等の設立及び

運営の基準の取扱いについて」では，「各地方公共団体においては，これらの規定に

かかわらず，公設施設の経営の効率化や地域の実情に応じた対応を可能とするため，

特段の要件を付することなく，委託先を選定すること等ができる」とし，委託先は施

設経営の効率化，地域の実情等の観点から実質的に判断されるべきこととされた。こ

れは指定管理により社会福祉施設を管理・運営する場合にもあてはまり，本件各施設

の指定管理者の選定にあたっても，必ずしも社会福祉事業団によるのではなく，各施

設の設置目的達成のために適当であるか否かを実質的に判断して選定すべきである。 
(ｱ)  めばえ学園について 
  上述のとおり，児童発達支援センターについては民間が設置している施設も存在す

ることから，社会福祉事業団でなければ管理・運営できないという事情はないと思わ

れる。医療機関としての指定を受けている東部療育センター，西部療育センターは医

師を置くことが必要であることから，一般の社会福祉法人に管理・運営を任せること

は困難であることも理解できるが，めばえ学園は，公募で指定管理者を募集した上で，

他に施設の管理運営を任せることが適当な法人がないか，検討する機会を持つことも

検討されてよいのではないかと考える。 
(ｲ) あゆみ学園，東部療育センター，西部療育センターについて 
  上述のとおり，あゆみ学園は，治療行為を行うことが業務の一内容となっているこ

とから，特別な知識・経験を有する団体による管理運営の要請が高い。同様の理由か

ら，また，医療従事者の継続的雇用を必要とすることからも，3 年から 5 年のスパン

で管理者が変更になることも相当ではない。 
  従って，本施設については，非公募で社会福祉事業団を指定管理者とすることがや

むを得ず，相当性が認められると考える。 
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  また，東部療育センター，西部療育センターについてみても，医療機関としての指

定を受けており，医師の雇用が不可欠である。そして，医師が常駐していない一般の

社会福祉法人が，３年から５年のスパンで指定期間が終了する施設の指定管理者とな

るために医師を雇用することは困難であると思われるため，一般の社会福祉法人によ

る指定管理は現実的に難しい。よって，これらの施設についても非公募で社会福祉法

人を選定することもやむを得ないと考える。 
ウ 選定手続について 
(ｱ) 本施設の指定管理者を非公募で選定することについては，市の方針決裁により決

定されている。上述のとおり，本施設のうち，めばえ学園については非公募とするこ

とが施設の性質上必須であるとは考えられない。また，施設の性質上非公募とするこ

とが相当なものであっても，本施設の事業計画について審査するための運営審査委員

会が存在するのであるから，この委員会で公募・非公募について専門家の意見を聴取

することが望ましい。 もっとも，上述のとおり，現時点では本施設を非公募として

いることにについて相当な理由が認められ，公募することは事実上困難であると思わ

れることから，ここでは意見としては記載しないこととする。 
(ｲ) 指定管理者が選定されるにあたっては，運営審査委員会が開催され，同委員会で指

定管理者が提出する事業計画書等について審議されることとなっている。同委員会は，

他の施設でいうところの選定委員会に該当するものであるので，委員会開催後は，議

事録を作成し，同議事録を公開して事業計画にかかる審議の状況を明らかにすること

が望ましいと考える。 
エ 指定管理料について 

各施設の指定管理料は，必要経費を積算する方法により定められている。指定管理

者に支払われた指定管理料については，全額について費目を問わず年ごとに清算する

ことされている。各施設の指定管理料は次のとおりである（なお，下記の指定管理料

費目は大区分のみ記載しているが，指定管理者からの報告書ではより詳細な費目につ

いて報告されている）。 
 
【めばえ学園】               単位：千円（端数切捨て） 

 委託料 支出額 不用額 
人件費 122,203 120,706 1,496 
事務費 6,502 6,004 497 
事業費 5,898 5,611 286 
固定資産取得支出 0 0 0 
合計 134,603 132,323 2,279 
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【東部療育センター】            単位：千円（端数切捨て） 
 委託料 支出額 不用額 
人件費 298,821 294,895 3,925 
事務費 42,715 40,273 2,441 
事業費 7,232 7,187 44 
固定資産取得支出 1,057 1,039 17 
合計 349,825 343,395 6,429 

 
【西部療育センター】            単位：千円（端数切捨て） 

 委託料 支出額 不用額 
人件費 322,274 319,966 2,307 
事務費 58,742 58,157 584 
事業費 7,841 7,009 831 
固定資産取得支出 0 0  
合計 388,857 385,133 3,723 

  
【あゆみ学園】               単位：千円（端数切捨て） 

 委託料 支出額 不用額 
人件費 160,294 159,118 1,175 
事務費 19,296 17,531 1,764 
事業費 5,600 5,577 22 
固定資産取得支出 160 159 0（200 円） 
合計 185,350 182,387 2,962 

 
 

以上のとおり，各施設について指定管理料が残余しているが，全て本市に戻入され

ている。確かに，このようなシステムをとれば適正な指定管理料が支払われるという

点でメリットがあるが，指定管理者に経費削減等のインセンティブが働かない。施設

の特性上，営業努力により売上の増額等を目指すような指定管理業務ではないが，例

えば，経費削減により発生した剰余金で障がい児の福祉向上に資する自主事業を行う

こと等も考えられることから，剰余金が発生した場合には一部指定管理者の収入とす

ることも検討してよいと思われる。 
オ 協定書等について 

上記児童福祉施設４つについては，一本の協定書で管理が委託されている（なお，
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東部療育センターについては，開設時期が他の３施設の指定管理期間中であったこと

から，基本協定書は別途作成されているが，実施協定書は一本にまとめられている）。

協定書は，福岡市が指定管理者に委託する業務や指定管理料等について定めるもので

あるところ，各４施設は，根拠条例や取り扱う事業も同一ではないことから，それぞ

れの指定管理業務に応じた協定書を作成すべきであると考える。このように施設ごと

に協定を締結することは，公募非公募の是非について施設ごとに検討することにも資

すると思われる， 
  

☞意見３５ 
☆ 現在，４施設すべてが一つの協定書で処理されているが，各施設

は根拠条例・取り扱う業務等も異なり，それぞれの施設又は条例上

の種類ごとに協定を締結するのが相当である。 
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７ 福岡市立小呂保育所 

単位：千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市立小呂保育所 施設数 １ 

所在地 福岡市西区小呂島神の下６１-１ 

担当部・課 子育て支援部 保育課 

根拠法令 
福岡市立小呂保育所条例 

同施行規則 

施設の設置目的 
小呂地区における保育を要する児童に対し，保育を行い，児童の福祉

の増進を図る。 

現在までの指定管理者 

管理者名 
指定期間 

（開始年月） 

公募（応募数）・

非公募 

福岡市漁業協同組合 H18.4～H21.3 非公募 

同上 H21.4～H24.3 非公募 

同上 H24.4～H27.3 非公募 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 11,221  11,358    11,770 12,144 

精算 240 582     459  

精算後指定管理料 11,461     11,940 12,229  

市のその他の支出 2,166   1,018 2,322 0 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

566 345 345 460 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 保育料 

自主事業の有無 無 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
 

自主事業の概要  

指定管理導入以前の管理方法 直営 

備考 

※小呂島は，西区沖合約４５㎞ほどのところにある，人口２００人程度の

離島 

※北崎公民館小呂分館が併設されている 

 

⑴ 概要 

ア 施設の概要 

小呂保育所は，小呂島に設置された唯一の保育所で，昭和 36 年 4 月 3 日付発児第

76 号厚生事務次官通知に基づき，へき地保育所として開設されたものである。施設

の概要は以下のとおりである。 
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イ 指定管理の状況 

(ｱ) 本施設については，平成１８年度より，指定管理者による管理・運営が行われて

いる。指定管理導入前は福岡市の直営であったが，福岡市漁業協同組合への業務委託

により運営されていた。その後，平成１８年度以降，非公募で福岡市漁業協同組合が

指定管理者に選任され，引き続き同組合による管理が行われている。 

  福岡市漁業協同組合は，本市における唯一の漁協であり平成４年に市内１２漁協が

合併して発足したものである。現在は１３支所で構成されている（弘支所，能古支所，

志賀島支所，浜崎今津支所，奈多支所，唐泊支所，箱崎支所，西浦支所，福岡支所，

玄海島支所，伊崎支所，小呂島支所，姪浜支所）。福岡市漁業協同組合は，本市沿岸

漁業の推進を担う組織であるが，水産資源や漁場環境の変化，魚価の低迷等により福

岡市漁業協同組合の漁業生産量や生産金額は減少傾向にあり，事業収入が伸び悩み，

厳しい経営状況が続いている。 

  同組合に対しては，本来同組合が行っている漁業に関し，以下の通り本市から補助

金が支払われている（以下記載の額は平成２５年度のもの）。 

 ①使用済自動車海上輸送費補助金 ６４，０００円 

  （玄海島及び小呂島で発生する使用済み自動車を本土へ輸送する経費の補助） 

 ②売る漁業推進事業補助金 ２，５０７，０００円 

  （直販事業や体験漁業等に助成） 

開設時期 平成２年４月１日 

構造・規模 木造２階建て 

延べ床面積 ２２６．８０㎡ 

施設 １階 保育所，遊戯室，給食室，事

務室，職員休憩室，保育士宿

泊室等 

２階 保育士宿泊室 

１・２階に北崎公民館小呂分館が併

設されている 

開所時間 平日 ８：００～１７：００ 

土曜 ８：００～１３：００ 

対象児童 ３歳～就学前 

定員 ３０名 

保育従事者 ２名 

平成 25年 4月 1日現在入所児童数 7人 

保育料 月額９，６００円 
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 ③沿岸漁業新規就業支援事業補助金 ２００，０００円 

 ④博多湾海底耕うん事業補助金 ２８０，０００円 

 ⑤豊かな海づくり事業補助金 １８５，０００円  

（海底清掃への補助） 

 ⑥漁協経営基盤強化対策事業補助金（漁家経営等指導） ２，２０２，０００円 

 ⑦漁協経営基盤強化対策事業補助金（漁協共済事業促進対策）１，５３６，０００円 

 ⑧共同施設設置事業補助金  ４，０７２，０００円 

(ｲ) 指定管理業務 

  指定管理者が行うこととされている業務は，基本協定書別紙３「管理運営業務の範

囲及び基準」に定められており，その内容は以下のとおりである。 

①施設の運営に関すること（保育の実施） 

②施設の保守管理に関する業務 

③清掃・安全管理等に関する業務 

④その他事業計画書，事業報告書等の作成・提出，苦情対応等 

  

このように定められている指定管理業務につき，指定管理者において通常の保育実

施の事業を行っているものと思われるが，具体的な実施状況等については指定管理者

から提出されている報告書を見てもその詳細は不明であった。 

ウ 本施設の運営状況 

(ｱ) 本施設に入所している幼児数は以下のとおりである。 

年度 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 

幼 児

数 

4人 3人 6人 4人 3人 2人 4人 4人 5人 

  

上記のとおり，本施設の入所児童数は継続して定員を割れ少人数に留まっている状

況であるが，これは，小呂島は人口約２００名程度の小さな島であり，島内唯一の小

学校である小呂小学校の児童数が合計９人，島内唯一の中学校である小呂中学校の児

童数が合計４人であるためである。 

  小呂保育所の利用料は，１か月につき９６００円に固定されており（福岡市立小呂

保育所条例第５条），他の保育所のように収入に応じた保育料の定めとはなっていな

い。 

  以上のような施設の管理・運営に関し，指定管理者が指定管理料から支出している

経費は，平成２４年度で１２，２２９，８３７円であり，その内訳は次のとおりであ

る。 
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【指定管理料による支出内訳】 

(単位：千円，端数切捨て) 

費目 金額 備考 

事務費 職員俸給 5,700 所長 1名，保育士 2名 

職員諸手当 3,382  

法定福利費 1,493  

賃金 227 代替職員雇用費等 

事務管理費 568 出納事務を行う者の日当 

5,920 円×8日×12か月 

厚生経費  0 職員健康診断 

旅費 71  

一般物品費 12  

印刷消耗品費 0  

光熱水費 338  

会議費 0  

修繕費 0  

役務費 37  

雑費等 83 施設管理，研修費，損害保険料 

事業費 保健衛生費 16  

保育材料費 226  

光熱水費 71  

合計 12,229  

 

(ｲ) 本市への収入 

  本施設に関する利用料金（保育料）は市に帰属しており，また，本施設はへき地保

育所であることから，要件を満たせば国からの補助金が本市に支払われることとなる。

補助金交付の要件は，①一日当たり平均入所児童数が６人以上であること，②既存建

物の一部を用いてへき地保育所を設置する場合においては，その施設をそのへき地保

育所のために常時使用することができること，③保育室・便所・屋外遊技場等必要な

設備を設け適正な保育ができる規模に定めること，④必要な医療器具，医薬品等を備

える他，必要に応じて楽器，黒板，机，椅子，積木，絵本，砂場，すべり台，ぶらん

こ等を備えること，⑤保育士を２人以上置くこと，⑥保育時間，保育の内容，保護者

との連絡方法等については入所児童が健やかに育成されるよう定めることというも
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のである。補助基準額は一か所あたり年額４００万円とされており，補助率は国が２

分の１，市町村が２分の１とされている。 

これまでの本市への収入は次のとおりである。 

 

 【保育料・指定管理料・補助金の状況】              単位：円 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 

保育料 566,400 345,600 345,600 460,800 

指定管理料 11,461,000     11,940,000 12,229,000 12,144,000 

国からの補助金 0 0 0 2,000,000 

※平成２２年度から２４年度までは幼児数が少なかったため，補助要件を満たさず，

補助金の給付が受けられなかった。平成２５年度補助基準を満たしたため交付申請を

行っている。上記額は交付申請中の金額である。 

 

（2）問題点 

ア 本施設の必要性 

  本施設の設置目的は，小呂地区における保育を要する児童を保育することにある。 

本施設は，へき地保育所として設置された施設で，へき地保育所とは，交通条件及

び自然，経済，文化等諸条件に恵まれない山間地，離島等のへき地において保育を要

する児童に必要な保護を行い，児童の福祉を図る施設である。へき地においては，保

育従事者の確保の困難性，施設の不採算性等から，民間での保育実施は期待し難いと

ころ，へき地で保育を要する児童に広く保育サービスを提供することは市町村の重要

な責務であると言える。また，昭和３６年４月３日付発児第７６号厚生事務次官通知

において，へき地保育所の設置主体は市町村とされていることから，本施設を福岡市

が設置する必要性は高いものと認められる。 

  もっとも，現在，本施設は福岡市漁業協同組合が指定管理により管理運営している

ものの，今後，確実に維持継続している目途はたっていないように思われる。本施設

は保育所であるため，幼児が一人しかいない場合でも原則として保育士が２名在籍す

る必要がある。しかしながら，後述するとおり小呂島へのアクセス手段は極めて限ら

れているため，本島から小呂島に通勤させる方法により保育士を確保することは現実

的には不可能である。そのような中，現在の保育士の高齢化等の問題が現実化してく

れば，福岡市漁業協同組合が必要な人数の保育士を確保することは困難になるものと

思われる。上述のとおり，本施設は公益上の必要性が高い施設であると思われるので，

本施設を維持・継続していく方策について，本市で検討する必要があると思われる。 
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☞意見３６ 

☆ 本施設は公益上の必要性は高いものの，小呂島の地理的環境等か

ら，施設の維持・継続に不安が残る。本市においては，本施設の維

持継続という観点から今後の管理運営方針について検討する必要が

ある。 

 

イ 指定管理の必要 

  本施設については平成１８年度に指定管理制度が導入される前は福岡市の直営で，

施設の運営は，福岡市漁業協同組合が行っていた。指定管理制度導入後も同一の団体

による管理運営が継続されている。担当課によれば，指定管理制度導入後も本施設の

管理運営について特に異なるところはないとのことであった。 

  本来であれば指定管理導入により民間事業者のノウハウの活用が期待されるとこ

ろであるが，本施設の指定管理者は地理的条件から選任されているのであり，保育所

の管理運営に特にノウハウを持っているわけではない。また，指定管理導入前も導入

後も，保育所への入所決定，保育料の決定，徴収，減免等は全て本市が直接行ってお

り，処分行為的性質を有する行為を指定管理者において行う必要もない。さらに，一

般的には指定管理により経費削減効果等のメリットも期待されるところであるが，施

設の性質上，経費削減等も積極的には期待しがたい。 

  このように，本施設について，特に指定管理制度を導入する必要性があるとは思わ

れないものの，上述のとおり，本施設についての一番の課題は，維持・継続のための

計画であろうと思われる。今後現在の指定管理者が継続して本施設の管理運営を担う

という保証もなく，このまま本施設の維持のための対策をとらなければいずれ本施設

を管理するものが不在となる恐れが大きい（少なくとも保育士を雇用できなくなる可

能性が高い）。指定管理という制度で管理運営していることから，現在，本施設の保

育士は指定管理者が雇用している。指定管理制度を採用する方針そのものの変更や，

指定管理者の変更等をせざるを得ない事態になれば，保育士の雇用先を含めた地位の

確保も課題となる。指定管理導入の是非についても，本施設の維持，サービスの継続

的な提供という観点から検討する必要があろう。 

ウ 非公募で指定管理者が選定されていることについて 

  小呂島へのアクセス手段は，市営渡船のみであり，福岡市西区姪浜からフェリーで

65 分の距離である。この市営渡船も，火・木・土・日曜日は１日２便，月・水・金

曜日は１日１便と，本数が少なく，姪浜からのフェリー発時刻は午前９時（火・木・

土・日），午後３時（毎日）であるため，他の地域から小呂島へ通勤することはほぼ

不可能な環境にある。また，島内には宿泊施設もないため，この点でも島内居住者で

ないものを雇用することはほぼ不可能であると考えられる。 
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  小呂島のこのような地理的条件を考慮すれば，島内の事業者に本施設の維持・管理

を委託せざるをえないが，島内には，店は漁協の購買店が１軒あるのみで，飲食店や

弁当屋等もなく，島民の多くは漁協組合員であるため，保育所を管理・運営すること

ができるような団体は漁協以外には存在しない。 

  以上のような点を考慮すれば，本施設について指定管理による管理運営を前提とす

るのであれば非公募で現在の指定管理者を選定するのもやむを得ないものと考えら

れる。また，島民の多くが漁協関係者であることから，漁業協同組合は地域を密接な

かかわりを持っていると思われ，漁業協同組合は，本施設の指定管理者として適当で

あると考えられる。 

エ 協定書等について 

(ｱ) 上述の通り，本施設の指定管理料及び経費は年度末に全て精算する運営がなされて

いる。この点について実施協定書を見ると，「概算払いとする」との規定があるもの

の，「実施しなかったものについては精算する」，「余剰金を生じた場合，～返還しな

ければならない」との定めが置かれているが，指定管理料で経費が賄えなかった場

合に追加で支出する旨の明文がない。しかしながら，本施設について冒頭に記載し

た通り，平成 22年度以降，毎年指定管理料の追加支出が行われている。担当課によ

れば，追加支出にあたっては，変更協定書を締結して，指定管理料の額を変更して

支払う方法を取っているとのことであったが，協定締結当初より不足分も福岡市が

支払うことが決まっているのであれば（毎年不足分をはらっているという実情から，

指定管理料が不足した場合には福岡市が追加支出することが事実上決定していると

見ざるを得ない），当初からその旨を実施協定書に規定しておくべきである。 

 

☞意見３７ 

☆ 指定管理料の精算について，福岡市からの追加支出も予定されて

いるのであれば，当初からその旨を実施協定書等に記載すべきであ

る。 

 

(ｲ) 本施設の基本協定書においては，「指定管理の辞退」として，指定管理者の申し入

れにより辞退が可能であるかのような規定が置かれている。 
しかしながら，総論に記載したとおり，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り，また，形式

的にも，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から，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規定は削除すべきである。 
オ 事業報告について 

２－37



  本施設については，各事業年度ごとに事業報告書を，各月ごとに事業実施状況報告

書を提出しなければならないこととされている（基本協定書第２０条）。この規定に

従い，指定管理者からは事業実施状況報告書，事業報告書が提出されているものの，

事業実施報告書には，実施された行事の項目，実施日等が記載されているだけで，具

体的にどのような保育事業が実施されたのか全く記載されていない。事業報告書も内

容が薄く，抽象的に，やはり「保育方針」，「保護者会について」，「職員の資質向上に

ついて」等と題する，抽象的な報告がＡ４半ページ強のスペースに記載され，別紙と

して実施した大まかな事業の表題のみが記載されているにとどまる。本施設の指定管

理業務には，施設の保守管理に関する業務，清掃・安全管理等に関する業務等も重要

な業務として含まれるにも拘らず，これらの業務については一切報告が行われていな

い。そのため，本市が保育士及び児童・保護者らが抱える問題・要望等を把握できて

いるか疑問である。 

本市においては，日々の具体的な保育の実施や施設の保守点検等についても，指定

管理者が業務の範囲及び基準を満たす業務を履行しているか否か，しっかりと確認で

きる程度の報告を求めるべきである。 

 

☞意見３８ 

☆ 事業報告書に指定管理業務の一部についてしか記載されておら

ず，指定管理業務が協定書通りに実施されているのか報告書からは

確認することができない内容となっている。報告書作成も指定管理

者の業務の一部であることから，不足ない報告書を提出させる必要

がある。 
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第３章 保健福祉局所管の施設 

 

１ 福岡市立急患診療所 

単位千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市立急患診療所 施設数 6 

所在地 福岡市早良区百道浜 1-6-9（急患診療センター）ほか 

担当部・課 健康医療部地域医療課 

根拠法令 福岡市立急患診療所条例，同施行規則 

施設の設置目的 
休日や夜間など，民間医療機関の診療時間外における急病患者に適切

な医療を提供する。 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

（社）福岡市医師会 H18.4～H21.3 非公募 

（社）福岡市医師会 H21.4～H24.3 非公募 

（一社）福岡市医師会 H24.4～H26.3 非公募 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 1,220,804 1,216,872 1,236,491 1,232,745 

精算 △7,771 △1,370 12,522  

精算後指定管理料 1,213,033 1,215,502 1,249,013  

市のその他の支出 6,524 2,864 16,567 29,508 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

 897,985  923,243  961,156  925,864 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 診療報酬等 

自主事業の有無 無 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
 

自主事業の概要  

指定管理導入以前の管理方法 直営 

備考 指定管理導入以前においては福岡市医師会に運営委託を行っていた。 

 

(1) 現状 

ア 施設の概要 

  福岡市においては，急患診療所として，①急患診療センター，②東急患診療所，③博

多急患診療所，④南急患診療所，⑤城南急患診療所，⑥西急患診療所を設置している。 

  このうち，①急患診療センターについては，福岡市医師会館の１階及び２階の一部を

福岡市が区分所有する形とし，設置されている。 

  同急患診療センターは，診療時間については，平日：１９時３０分から翌７時００分

まで，土曜・盆：１９時００分から翌８時００分まで，日曜祝日・年末年始：９時００

分から翌８時００分（なお，眼科，耳鼻咽喉科は２４時００分）までとし，診療科目に
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ついては，平日・土曜・盆：内科，小児科，日曜祝日・年末年始：内科，小児科，外科，

産婦人科，眼科，耳鼻咽喉科となっている。 

  ②ないし⑥の各急患診療所については，東，博多，南，城南，西の各保健所内に設置

されている。診療時間については，日曜祝日：９時００分から１７時００分，年末年始：

９時００分から２４時００分までとし，診療科目については，いずれも内科，小児科（年

末年始は②，④，⑥のみ）となっている。 

  本施設は，福岡市における救急医療を担うものであるが，特に，本施設は，外来診療

によって対応可能な一次救急医療を提供するとともに，入院診療によって対応すること

を余儀なくされる場合の二次救急医療機関への橋渡しをする機能を担っている。なお，

二次救急医療への対応を行う制度としては，救急告示病院制度や病院群輪番制病院制度

などがある（なお，二次救急では対応できない複数診療科領域にわたる重篤救急患者に

対応するための三次救急医療体制として，本市には３つの救命救急センターが存する。）。

特に外来診療への対応を中心とする夜間・休日における一次救急医療に関しては，採算

性が低く，実際，夜間・休日に診療を実施している内科，小児科等の民間の医院，診療

所は極めて限られ，公の施設としてこれを設置・運営する必要性が存するところである。 

イ 指定管理の状況 

(ｱ) 本施設に関しては，平成１８年度から現在まで指定管理者による管理が行われ，福岡

市医師会が非公募により指定管理者に指定され，業務を実施している。 

(ｲ) 指定管理者が行う業務については，「福岡市立急患診療所管理運営業務仕様書」におい

て定められている。 

  ①急患診療に関する業務 

  ②急患診療所の施設及び付属設備等の維持管理に関する業務 

  ③その他施設の管理運営に必要な業務 

  このうち，①に関しては，急患診療所において行う一次救急医療の他，日曜・休日の

９時００分から１７時００分までにおいて一次救急医療を行う外科当番医の確保（市内

３施設），重症患者の収容を行うための病床の確保が求められており，そのために，急

患診療所に派遣する医師等の確保・調整，二次救急対応の医療機関の確保・調整等を行

うことが求められている。 

   また，②に関しては，施設・設備等の保守管理，貸与備品の管理，施設の清掃，物品

の購入等であり，会館清掃業務，自動扉保守業務，会館及び駐車場警備業務等について，

業者への再委託がなされている。 

なお，再委託に関しては，上記の他，エアシューター装置，断層撮影装置等の保守業

務，情報記録物管理業務，特別管理産業廃棄物収集運搬業務，診療報酬請求業務等の再

委託がなされており，いずれも年度当初に市に対して再委託に関する届出がなされ，市

の承認がなされている。 
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(ｳ) 平成２４年度における急患診療実績等については，以下のとおりである。 

 

 
平日 

（242日） 

土曜・盆 

（52日） 

休日 

年末年始 

（71日） 

合計 内科 小児科 その他 

センター 20,537 9,455 39,790 69,782 20,273 38,038 11,471 

東 － － 3,364 3,364 1,202 2,162 － 

博多 － － 1,422 1,422 950 472 － 

南 － － 2,855 2,855 1,370 1,485 － 

城南 － － 1,327 1,327 792 535 － 

西 － － 1,836 1,836 1,019 817 － 

外科当番 － － 7,207 7,207 － － 7,207 

二次病院 213 100 454 767 158 506 103 

                                  （単位・人） 

(ｴ) 本施設に関しては，利用料金制が採られておらず，指定管理者が行った診療報酬等の

収入は，市に帰属することとなっている。その金額は，冒頭の表のとおりであり，平成

２４年度約９億６１１５万６千円，平成２３年度約９億２３２４万３千円，平成２２年

度約８億９７９８万５千円である。 

  また，指定管理料については，年度当初に概算額を定め，四半期毎（４月，６月，９

月，１２月）にこれを支払い，一方，四半期毎（９月，１２月，２月，５月）にその実

績を基に金額を確定して，差額を精算している。すなわち，備品購入費や修繕費だけで

なく，全ての費目について精算の対象となっていることに特徴がある。 

  平成２４年度の概算額，確定額は，以下のとおりである。（なお，単位・千円，確定額

には預金利息収入△６０千円を反映している。） 

  

 概算額 確定額 精算額 

第１四半期 317,280 317,823 543 

第２四半期 289,456 289,130 -326 

第３四半期 304,101 309,403 5,302 

第４四半期 325,654 332,657 7,003 

合計 1,236,491 1,249,013 12,522 

 

  また，平成２４年度における各費目毎の確定額は，以下のとおりである。（単位・千円。
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なお，預金利息収入△60千円あり。） 

 

人件費 出動料 588,057 

専任医師 95,064 

二次病院 131,219 

外科当番 27,994 

専従職員 86,179 

主任手当 4,846 

その他 29,929 

小計 963,288 

管理経費 燃料費 77 

電話料 763 

清掃委託費 8,883 

寝具借上料 773 

保安警備費 23,304 

光熱給水費 25,447 

施設管理費 2,158 

小計 61,405 

業務経費 自動車借上料 44,622 

旅費 405 

諸会議費 5,273 

印刷消耗品費 7,448 

保険料 1,592 

研究研修費 14,783 

備品管理費 632 

郵便料 1,226 

駐車場対策費 964 

その他 9,138 

小計 86,083 

診療報酬請求事務費  8,390 

医薬材料費  54,144 

その他事務経費  15,948 

消費税  59,815 

合計  1,249,073 
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（2）問題点 

ア 本施設の必要性 

  休日や夜間などにおいて急病患者に適切な医療を提供するという急患診療所の役割は

重要であり，本施設そのものの必要性も高いところである。 

イ 指定管理の必要性 

(ｱ) 本施設については，平成１８年度から指定管理が行われているが，本施設について指

定管理を行うことの必要性は，ほとんど見出しがたいように思われる。 

平成１８年度の指定管理導入以前においては，福岡市医師会に対する業務委託によっ

て福岡市立急患診療所運営業務等を運営していた。担当課によれば，指定管理制度を導

入した理由として「住民サービスの向上と経費節減」が挙げられているものの，一方で，

実際の効果としては，「光熱費等については，指定管理者の節減努力により縮減傾向に

あるが，各年の感染症の流行等によって急患者数の増減が大きく，これに伴って，人件

費や医薬材料費等が大きく変動するという，急患診療業務の特性から，指定管理導入に

よるコスト削減効果は表面上現れにくい」との状況にあるようである。また，受診料等

の収入は市に帰属していること，指定管理料は，福岡市医師会の毎年の要望を受けて同

会と福岡市との間の協議の上で定められており，その算定方法も人件費，管理経費，業

務運営経費，医薬材料費等の積算によるものであること，そして，そのように定められ

た指定管理料についても，備品代や修繕費の他についても実績に基づく精算が行われて

いることなどからすれば，業務委託方式に比して，指定管理者のノウハウや努力による

経費節減効果や収益性向上効果が得られるものとは考えがたい。さらに，本施設につい

ては，指定管理者の選定が非公募で行われているところ，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。 

業務委託方式に依った場合にも，適正な選定・契約手続が行われ，適正な業務執行と

公の施設の設置目的たる住民福祉の向上が確保されるように委託者たる市においても

管理監督していくべきことは当然であるところである。むしろ，指定管理方式を採るこ

とによって，選定委員会の設置，モニタリング等のコストも生じる他，本来的な指定管

理制度の趣旨が拡散するところであって，本施設の現状，特性を踏まえると業務委託に

よることが今一度検討されるべきように考える。 

 

☞意見３９ 

☆ 本施設について指定管理を行うことの必要性はほとんど見出しがた

いように思われる。本施設の現状，特性を踏まえると業務委託による

ことが検討されるべきように考える。 
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(ｲ) また，本指定管理においては，単に福岡市の施設たる急患診療所における診療の提供

や施設の保守管理等の業務を超えて，外科当番医の確保，二次救急医療及び患者の収容

を行うための病床の確保，さらには，市民向けの救急医療知識の普及・啓発に関する業

務（啓発ポスター・チラシの作成，ラジオ放送・ＣＭ，新聞広告の実施など），二次病

院確保のための関係医療機関との連絡調整等についての費用が計上されている。また，

業務運営経費中において，「諸会議費」として「急患担当者会議，急患診療実務者懇談

会，市民公開講座」等の費用が計上され，同じく「研究研修費」として「専門医会，大

学医局等研究研修費」等の費用が計上されている。 

これらについては，本施設の管理・運営と直接結びつく業務とは言い難く，これを本

指定管理業務の内容とし，本指定管理料の算定における積算費目に含めることには疑問

がある。 

なお，福岡市医師会に対しては，別途，福岡市医師会保健福祉事業補助金（平成２４

年度７８００万円）が支出されており，福岡市医師会自体においても，市民向けの救急

医療知識の普及・啓発活動，会員・医療従事者向けの救急医療に関する知識・技術向上

のための研修，救急医療体制確保の取組みを行っているところ，医師会または担当医が

本来的に行う業務や研鑽との区分や境界が不分明になるように思われる。 

そもそも，福岡市と福岡市医師会は地域医療の提供・向上のために連携・協働する関

係にあるものであるが，公の施設たる本施設の管理・運営の点と，その他の救急医療体

制確保のための連携・協働の点については，分けて整理する方が適切であるものと考え

る。 

   

☞意見４０ 

☆ 公の施設たる本施設の管理・運営の点と，その他の救急医療体制確

保のための連携・協働の点については，分けて整理する方が適切であ

るものと考える。 

 

ウ 選定手続について 

(ｱ) 平成２４年度の指定管理者の選定にあたって非公募とすることについては，同年度の

第１回選定委員会において，非公募とすることについて確認が行われているが，この際

に選定委員から特段の意見は述べられていない模様である。 

  確かに，本件指定管理業務において，単に急患診療所業務の管理・運営のみならず，

上記のように，外科当番医の確保，二次救急医療及び患者の収容を行うための病床の確

保，さらには，市民向けの救急医療に関する広報・啓発や，医療従事者向けの研修・研

鑽，医療機関との調整・協議等を対象にするのであれば，業務の担い手としては，福岡

市医師会以外は考えがたいところであろう。 
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  しかしながら，公の施設たる急患診療所の管理・運営業務というところだけを切り出

して見れば，公募に供した場合に，福岡市医師会以外に適切な団体が存しないとまでは

言いがたい，公募に応じる者が全くないとまでは言い難いように思われる。現状のよう

に，修繕費・備品購入費のみならず，全ての費目について実績に基づく精算を行うこと

を前提とするのであれば，指定管理者において採算性が取れないというリスクは存しな

いし，実際，同じく採算性に乏しい島しょ診療所に関しても公募に対しては複数の応募

がなされているところである。 

  指定管理の目的が「住民サービスの向上と経費節減・収益性向上効果」にあるとすれ

ば，やはり公募によることが原則であるというべきところである。本施設に関しては，

指定管理料と収入とを比べた場合には毎年３億円程度の赤字が生じているところであ

る。もし，センター及び５診療所一括しての管理というところではハードルが高いとい

うことであれば，個々の施設について個別に指定管理者を公募するという方式も考えら

れるところである。 

  なお，本施設の設置条例である福岡市立急患診療所条例第９条第１項においては，「市

長は，診療所の管理を指定管理者に行わせようとするときは，規則に定めるところによ

り，指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし，診療所の管

理上緊急に指定管理者を指定する場合その他特別な事情があると市長が認める場合は，

この限りでない。」と規定されている。本施設を非公募としたことについては，上記条

項の「その他特別な事情があると市長が認める場合」にあたるとの解釈を基礎とするの

であろうが，「緊急に指定管理者を指定する場合」との例示を考えると，条例において

は，あくまでも非公募としうるのは限定的な場面に止まることを予定しているものと解

するのが相当である。 

 

☞意見４１ 

☆ 指定管理者の選定にあたっては公募によることが原則である。本施

設についても，本施設の運営・管理に特化して，公募に供することを

検討されるべきであると考える。なお，この場合，センター及び５診

療所一括しての管理ではハードルが高いということであれば，個々の

施設について個別に指定管理者を公募するということも考えられる。 

 

(ｲ) 指定管理者の選定にあたって，市長・議員又はその親族が指定管理者の役員に就任し

ていないかとの照会に関して，担当課からは「不明」との回答であったが，この点は把

握がなされるべきである。 
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☞意見４２ 

☆ 指定管理者の選定にあたっては，市長・議員又はその親族が指定管

理者の役員に就任していないかを把握すべきである。 

 

(ｳ) 選定委員会設置要綱においては「委員会の会議は公開するものとする」（第８条）とさ

れ，原則的に公開されることが予定されている。 

この点，平成２３年度に開かれた指定管理者選定のための選定委員会（実質的に本件

について議論されたのは第１回と第３回である模様である）について，少なくとも第１

回目については「審議事項が募集要項，応募団体を審査するための選定基準等であるこ

とから，公開することによって，その後の審議に著しい支障が生じると考えられる。」

として非公開とされた模様であり，第３回目についても議事録上は判然としないが，担

当課によれば非公開とされたとのことである。 

しかし，この第１回選定委員会においては，本施設に関する指定管理者の募集を非公

募とするとの事項について確認されることが予定されていたものであり，また，その審

議を公開することによって，その後の審議に著しい支障が生じるとの具体的おそれが存

するとも考えがたく，原則通り会議については公開すべきものであったと考える。また，

第３回選定委員会においては非公開とされた理由についても判然としないが，非公開と

しなければならない特段の理由が存したとは考えがたいし，少なくとも非公開とするの

であればその点の議論を行った上で，議事録においても非公開とした事実とその理由を

明示すべきである。 

 

☞意見４３ 

☆ 選定委員会については，要綱の原則に従い，会議を公開すべきもの

と考える。 

  また，会議を非公開とするのであれば，選定委員会においてその点

の議論を行った上で，議事録においても非公開とした事実とその理由

を明示すべきである。 

 

エ 指定管理料について 

(ｱ) 指定管理料について，年度当初に概算額を定めて，四半期毎その実績を基に金額を確

定して，差額を精算する方式を採っており，備品購入費や修繕費だけでなく，全ての費

目について精算の対象とされている。 

この点，このような全面的な精算を前提とした場合，指定管理者において指定管理制

度の期待する「経費節減・収益性向上効果」に関するインセンティブが働く余地がない

という問題点はあるが，「各年の感染症の流行等によって急患者数の増減が大きく，こ
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れに伴って，人件費や医薬材料費等が大きく変動する」という，急患診療業務の特性か

らはやむを得ない取扱いとも思われる。 

ただ，そのように「経費節減・収益性向上効果」に関するインセンティブが働きがた

いからこそ，競争性を発揮させる公募によることが重要であると考えるところである。 

(ｲ) 上記イ（イ）記載のとおり，本件指定管理料の積算においては，市民向けの救急医療

知識の普及・啓発に関する業務（啓発ポスター・チラシの作成，ラジオ放送・ＣＭ，新

聞広告の実施など），二次病院確保のための関係医療機関との連絡調整等についての費

用が計上されている。また，業務運営経費中において，「諸会議費」として「急患担当

者会議，急患診療実務者懇談会，市民公開講座」等の費用が計上され，同じく「研究研

修費」として「専門医会，大学医局等研究研修費」等の費用が計上されている。 

これらについては，本指定管理料の算定における積算費目に含めることには疑問があ

る。 

 

☞意見４４ 

☆ 本件指定管理料の積算においては，市民向けの救急医療知識の普

及・啓発に関する業務，二次病院確保のための関係医療機関との連絡

調整等についての費用，また，業務運営経費中において「急患担当者

会議，急患診療実務者懇談会，市民公開講座」，「専門医会，大学医局

等研究研修費」等の費用が計上されているが，これらについて，本指

定管理料の算定における積算費目に含めることには疑問がある。 

 

オ 協定書等について 

(ｱ) 基本協定書第９条において，その第１項で「指定管理者は，業務の執行について，市

または第三者に損害を与えたときは，その損害を賠償しなければならない。」と規定さ

れているところ，同第３項では「医療事故の場合の損害賠償については，実施協定書で

定める。」とされている。そして，同第３項を受けて，実施協定書第１５条において，「医

療事故の処理と責任」と題して，「市は，指定管理者の業務の遂行に伴い，仕様書に定

める診療機関において発生した事故については，別に設置する「医療事故処理委員会」

に調査協議を求め，その報告に基づき市及び指定管理者が協議のうえ，事故に関する救

済措置を講ずるとともに，事故が故意又は重大な過失でない限り，市において賠償責任

を負うものとする。」と規定されている。 

  すなわち，これは，指定管理者が指定管理業務たる急患診療所における診療業務の中

で発生させた医療事故に関しては，軽過失があったとしても責任を負わないとの免責を

定めたものと解されるが，軽過失に関して敢えて免責する理由は見出しがたいように思

われる（なお，歯科急患診療所，島しょ診療所の協定においては，かかる免責は行われ
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ていない模様である。）。なお，仕様書の中で，指定管理者は「市と指定管理者を被保険

者とする医師賠償責任保険に加入すること」とされており，やはり軽過失による医療事

故に関して指定管理者を免責する必要性はないものと考える。 

 

☞意見４５ 

☆ 医療事故に関して指定管理者の軽過失による場合の指定管理者を免

責するとの条項には，特段の必要性を認めがたく，相当でない。 

 

(ｲ) 実施協定書第１６条において，「業務災害」と題して，「市は，指定管理者が業務従事

中に被った災害については，誠意をもって適切な措置を講ずるものとする。」との規定

がある。 

  指定管理者は，自らの責任と負担において指定管理業務を実施し，被用者や受託者を

してこれに従事させるものであることが当然であり，その業務実施過程で事故等が発生

した場合には，市において何らかの帰責性がある場合には格別，そうでない場合には専

ら指定管理者において当然にこれに対応すべきものである。そのため，この条項の趣旨

が図り難いところであるが，およそ指定管理業務中に労災事故等が発生した場合におい

て，「（指定管理者に代わり）市が責任を負担する」との規定であるようにも解されると

ころである。かかる条項を定めることに特段の合理性は認めがたい。 

 

☞意見４６ 

☆ 「業務災害」に関して，指定管理者に代わって市が責任を負担する

と解釈される条項は，削除すべきである。 

 

(ｳ) 本基本協定書にも添付されている「リスク分担表」について，これが不合理なもので

あり，むしろ様々な解釈の余地を与えて市と指定管理者との間の責任範囲・分担を不明

にし，混乱させるものであることは，総論において述べたとおりである。 

  特に，本施設の指定管理においては，備品購入費や修繕費だけでなく，全ての費目に

ついて精算の対象とされているものであるが，例えば，「維持管理コスト」の項目にお

いて，「福岡市の指示以外による維持管理費の増大」に関して，指定管理者「○（主負

担）」，福岡市「△（従負担）」とされ，同じく，「運営コスト」の項目において，「福岡

市の指示以外の要因による業務量及び運営費の増大」に関して，指定管理者「○（主負

担）」，福岡市「△（従負担）」とされている。しかしながら，あくまでも指定管理者か

らの実績報告に基づき指定管理料について精算がなされるのであるから，指定管理者が

これらのコストを「主負担」するという分担表の内容は矛盾するものである。また，「第

三者賠償」の項目において，「指定管理者が行う業務に起因する事故によって第三者に
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与えた損害」については，指定管理者「○」，福岡市「－」とされているが，上記のと

おり，実施協定書においては，医療事故に関しては，指定管理者に軽過失が存しても指

定管理者は免責され，市が責任を負担するとの内容になっているのである。 

 

☞指摘６ 

★ 市と指定管理者との間の責任範囲・分担を不明にし，混乱させる「リ

スク分担表」を，協定書に添付すべきではない。 

 

(ｴ) 基本協定書第３１条第１項において，「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。」との規定があるが，かかる条項が不相当であることは

総論において述べたとおりである。 

カ 事業報告について 

  指定管理者からは，平成２４年度の事業報告として，「平成２４年度急患診療所の管理

に関する事業報告書」が提出されている。 

同報告書においては，①患者統計表，②時間帯別患者統計表，③二次病院搬送及び診

療依頼内訳（診療科・医療機関別），④小児科医師出勤枠数，⑤利用者意見（なお，利

用者からの意見箱における意見が記載されているもの），⑥急患診療事業決算書，⑦第

１～４四半期予算実績比較表が添付されている。 

  しかしながら，本件指定管理業務においては，急患診療所業務の管理・運営，外科当

番医の確保，二次救急診療及び患者の収容を行うための病床の確保の他に，市民向けの

救急医療に関する広報・啓発や，医療従事者向けの研修・研鑽，医療機関との調整・協

議等も対象としているということであり，その点の費用も計上されているところである

が，少なくともこの事業報告書からは，本件指定管理業務として，どのような市民向け

の救急医療に関する広報・啓発，医療従事者向けの研修・研鑽，医療機関との調整・協

議等の活動を行ったのかは，全く判然としない。 

  また，指定管理業務の範囲・内容を定めた仕様書においては，「自己評価の実施」とし

て，「業務の質とサービス向上を図ることを目的に受診者等から施設運営に関する意見

を聴取し定期的な自己評価を実施する。これらにより得られた評価は事業報告書に記載

し，次年度の事業実施において反映すること。」と定められているが，上記事業報告書

には意見箱の結果は羅列されているものの，これを超えて，指定管理者としてこの意見

箱の結果や指定管理業務遂行の結果について，どのように分析・評価しているかなどは

全く記載されていない。現行の急患診療体制で十分な対応ができているか，市民のニー

ズや期待に応えているかなどの課題やこれに対する分析・意見等を自己評価として報告

を得ることは重要であると考える。 
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  総体として，事業報告の内容としては明らかに不十分なものであると言わざるを得な

い。 

  

☞指摘７ 

★ 事業報告書においては，単に急患診療所における診療実績やその収

支のみでなく，指定管理業務としてどのような業務を実施したのかを

明確かつ網羅的に記載すべきである。また，自己評価の結果について

は，単に利用者からの意見箱に寄せられた意見を羅列するだけでなく，

かかる意見箱の意見や指定管理業務遂行の結果を踏まえて，指定管理

者としてこれをどのように分析・評価するかを記載すべきである。 

  

キ 「使用料」について 

  福岡市急患診療所条例，後に述べる施設にかかる福岡市歯科急患診療所条例，福岡市

立島しょ診療所条例においては，「診療所において診療を受ける者からは使用料を徴収

する」とされている。ここでは，診療行為に対する対価について「施設の使用料」とし

て構成していることがうかがわれるところであるが，施設の使用というよりも施設で行

われる診療行為そのものに主眼があるものであって，違和感があるところである。 
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２ 福岡市立歯科急患診療所 

単位千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市立歯科急患診療所 施設数 1 

所在地 福岡市中央区大名 1-12-43 

担当部・課 健康医療部地域医療課 

根拠法令 福岡市立急患診療所条例，同施行規則 

施設の設置目的 休日等における歯科急病患者に適切な医療を提供する。 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

（社）福岡市歯科医師会 H18.4～H21.3 非公募 

（社）福岡市歯科医師会 H21.4～H24.3 非公募 

（一社）福岡市歯科医師会 H24.4～H26.3 非公募 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料   34,247    33,696   32,434   32,188 

精算    △874    △886 △555  

精算後指定管理料   33,373   32,810   31,879  

市のその他の支出        0     598       0       0 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

 5,245 5,489  6,322  5,809 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 診療報酬等 

自主事業の有無 無 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
 

自主事業の概要  

指定管理導入以前の管理方法 直営 

備考 
指定管理導入以前においては福岡市歯科医師会に運営委託を行ってい

た。 

 

(1) 現状 

ア 施設の概要 

  福岡市においては，歯科急患診療所として，福岡市立歯科急患診療所を，福岡県歯科

医師会館内の福岡県口腔保健センターの施設，設備の無償提供を受けて設置している。

同歯科急患診療所は，福岡市の所有ではなく福岡県歯科医師会の所有であるところ，福

岡市が福岡市歯科医師会に同センターにおける業務を委託することを条件として，施設，

設備の貸与を受けているところである。 

  同急患診療センターは，診療時間については，日曜・祝日・盆（８／１３～８／１５）・

年末年始（１２／３１～１／３）の９時００分から１７時００分までである。 

イ 指定管理の状況 
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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者による管理が行われ，福岡

市歯科医師会が非公募により指定管理者に指定され，業務を実施している。 

(ｲ) 指定管理者が行う業務については，「福岡市立歯科急患診療所管理運営業務仕様書」に

おいて定められている。 

  ①歯科急患診療に関する業務 

  ②歯科急患診療所の施設及び付属設備等の維持管理に関する業務 

  ③その他施設の管理運営に必要な業務 

  このうち，①に関しては，歯科急患診療所において行う急患診療の他，繁忙時におい

て，歯科急患診療所で受け入れられない患者が出た場合に診療にあたる当番診療所を確

保すること等が求められている。具体的には，当番診療所としてＧＷ，盆，１月１日か

ら１月３日までについては１院，１２月３１日については２院設定している。また，二

次病院として，福岡歯科大学病院，九州大学病院を指定して，休日，ＧＷ，盆，年末年

始につき二次診療にあたらせている。 

   また，窓口受付業務，歯科衛生士業務，産業廃棄物収集運搬処理業務につき，年度当

初に市に対して再委託に関する届出がなされ，市の承認がなされている。 

(ｳ) 平成２４年度における，歯科急患診療所における急患診療実績等については，以下の

とおりである。 

 

休日 盆 年末年始 合計 

742 70 134 946 

                   （単位・人） 

 

  なお，例として，平成２５年３月における歯科急患診療所における日別実績は，以下

のとおりである。 

３／３ ３／１０ ３／１７ ３／２０ ３／２４ ３／３１ 合計 

4   6 8 15 3 4   40 

（単位・人） 

 

  また，当番診療所における診療実績，二次病院への依頼実績については，以下のとお

りである。 

    

 休日 ＧＷ 盆 年末年始 合計 

当番診療所 －   22 17 56 95 

二次病院（搬送） 11 0 2 1 14 
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二次病院（電話） 6 0 0 0 6 

（単位・人） 

 

(ｴ) 本施設に関しては，利用料金制が採られておらず，指定管理者が行った診療報酬等の

収入は，市に帰属することとなっている。その金額は，冒頭の表のとおりであり，平成

２４年度６３２万２千円，平成２３年度５４８万９千円，平成２２年度５２４万５千円

である。なお，二次病院や当番診療所が診療を行った場合の診療報酬は各医療機関に帰

属し，市には帰属しないこととされている。 

  また，指定管理料については，年度当初に概算額を定め，四半期毎（４月，６月，９

月，１２月）にこれを支払い，一方，四半期毎（８月，１０月，２月，５月）にその実

績を基に金額を確定して，差額を精算している。すなわち，備品購入費や修繕費だけで

なく，全ての費目について精算の対象となっていることに特徴がある。 

  平成２４年度の概算額，確定額は，以下のとおりである。 

  

 概算額 確定額 精算額 

第１四半期 9,639 9,356 -283 

第２四半期 7,398 7,281 -117 

第３四半期 6,839 6,790 -49 

第４四半期 8,558 8,452 -105 

合計 32,434 31,879 -554 

（単位・千円） 

３－15



 

  また，平成２４年度における各費目毎の確定額は，以下のとおりである（なお，単位・

千円。なお，預金利息収入△１千円あり。） 

 

人件費 出動料 14,238 

二次病院 3,075 

当番経費 1,663 

専従職員 3,618 

アルバイト 0 

人件費小計 22,594 

管理経費 電話料  44 

光熱水費 190 

保安警備費 82 

清掃委託費 92 

施設管理費 740 

管理経費小計 1,148 

業務経費 医師車賃 740 

旅費 200 

諸会議費 800 

印刷消耗品費 569 

保険料 78 

研究研修費 1,399 

備品管理費 38 

郵便料 103 

その他 1,291 

小計 5,218 

診療報酬請求事務費  134 

医薬材料費  1,268 

消費税  1,518 

合計  31,880 

                        （単位・千円） 

 

（2）問題点 

ア 本施設の必要性 
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  休日において急病歯科患者に適切な医療を提供するという目的は重要であると考える。 

  ただ，民間の歯科医院も多く，夜間・休日等の診療にも対応する医院も相当数存する

こと，本施設も市内中心部に１施設のみであることなどを考えると，本市において多額

の赤字を甘受しながらも本施設を開設・維持することが，手段として最適なものである

のかは，検討の余地があろうと考える。上記のように，平成２５年３月の実績では，歯

科医師２名，歯科衛生士２名，事務員２名に対して，患者数が３，４名に止まるという

日も散見されるようである。 

  この点，例えば，休日等の診療を行う当番診療所や当番歯科医師を指定して，地域の

歯科急患に対応することとし，その指定や運用につき歯科医師会及び会員の協力を得る

ということも考えられるべきである。 

 

☞意見４７ 

☆ 休日において急病歯科患者に適切な医療を提供するという目的は重

要なるも，その目的を達成するために，本施設を開設・維持すること

が手段として最適なものであるかについて，検討がなされるべきであ

る。 

 

イ 指定管理の必要性 

本施設についても，先述した福岡市立急患診療所と同様に，平成１８年度から指定管

理が行われているが，やはり本施設について指定管理を行うことの必要性は見出しがた

いように思われる。 

急患診療業務の特性の他，福岡市立急患診療所と同様に，受診料等の収入は市に帰属

していること，年度当初に定められた指定管理料に関して備品代や修繕費の他について

も実績に基づく精算が行われていること，指定管理者の選定について非公募を前提とす

るものであること（そもそも，福岡市歯科医師会に委託することが本施設の貸与条件に

なっている実態がある。）からすれば，指定管理によって，導入の理由である「住民サ

ービスの向上と経費節減・収益性向上」という効果が生じることが期待できるかは疑問

があるところである。 

やはり，もし，上記アで述べた検討の結果，本施設について公の施設として維持する

にしても，本施設の現状，特性を踏まえると，業務委託によることが今一度検討される

べきように考える。この場合においても適正な選定・契約手続が確保されるべきこと，

住民福祉の向上が確保されるように市においても管理監督していくべきことは当然で

ある 
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☞意見４８ 

☆ 本施設について指定管理を行うことの必要性はほとんど見出しがた

いように思われる。本施設の現状，特性を踏まえると業務委託による

ことが検討されるべきように考える。 

 

ウ 選定手続について 

(ｱ) 本施設の平成２４年度の指定管理者の選定に関する選定委員会は，福岡市立急患診療

所，福岡市立島しょ診療所と合わせて行われている。そして，本施設について非公募と

することについても，福岡市立急患診療所と同様に，第１回選定委員会において非公募

とすることについて確認が行われているが，やはりこの際に選定委員から特段の意見は

述べられていない模様である。 

  本施設は，福岡県歯科医師会館内の福岡県口腔保健センターの施設，設備の無償提供

を受けて設置しているものであり，その条件として福岡市が福岡市歯科医師会に同セン

ターにおける業務を委託することとされている実態があるため，そもそも福岡市歯科医

師会を指定管理者に指定することが本施設を維持する前提となっている。 

  しかしながら，仮に，同貸与条件を捨象し，現在行っている歯科急患診療業務の受託

者を公募することになれば，福岡市歯科医師会以外に適切な団体が存しないとまでは言

いがたく，また，公募に応じる団体も相当数存するであろう。現状のように，修繕費・

備品購入費のみならず，全ての費目について実績に基づく精算を行うことを前提とする

のであれば，指定管理者において採算が取れないというリスクは存しないところである。 

  指定管理の目的が「住民サービスの向上と経費節減・収益性向上効果」にあるとすれ

ば，やはり公募によることが原則であるところ，本施設はいびつな現状にあるものと言

わざるを得ない。本施設に関して，指定管理料と収入とを比べた場合においては毎年２

０００万円以上の赤字が恒常化しているところであり，やはり本施設のあり方について

慎重に検討すべきものと考える。 

 

☞意見４９ 

☆ 指定管理者の選定にあたっては公募によることが原則である。本施

設についても，公募によることを検討すべきであり，もし，それが難

しいというのでならば，本施設のあり方そのものから慎重に検討すべ

きものと考える。 

 

(ｲ) 指定管理者の選定にあたって，市長・議員又はその親族が指定管理者の役員に就任し

ていないかとの照会に関して，担当課からは「不明」との回答であったが，この点は把

握がなされるべきである。 
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☞意見５０ 

☆ 指定管理者の選定にあたっては，市長・議員又はその親族が指定管

理者の役員に就任していないかを把握すべきである。 

 

(ｳ) 本施設にかかる指定管理者選定のための選定委員会については，福岡市立急患診療所，

福岡市島しょ診療所と共通しているところ，福岡市立急患診療所の項目において既に述

べたとおり，その選定委員会設置要綱においては「委員会の会議は公開するものとする」

（第８条）とされ，原則的に公開されることが予定されているところ，平成２３年度に

開かれた指定管理者選定のための選定委員会（実質的に本件について議論されたのは第

１回と第３回である模様である）について，いずれも非公開とされていた。選定委員会

については，要綱の原則に従い，会議を公開すべきものと考えることは，福岡市立急患

診療所において述べたとおりである。 

 

 

☞意見５１ 

☆ 選定委員会については，要綱の原則に従い，会議を公開すべきもの

と考える。 

  また，会議を非公開とするのであれば，選定委員会においてその点

の議論を行った上で，議事録においても非公開とした事実とその理由

を明示すべきである。 

 

エ 指定管理料について 

指定管理料について，福岡市立急患診療所で述べたのと同様に，急患診療業務の特性

から全面的な精算を行うとの取扱いもやむを得ないものと思われるが，ただ，そのよう

に「経費節減・収益性向上効果」に関するインセンティブが働きがたいからこそ，競争

性を発揮させる公募によることが重要であると考えるところである。 

オ 協定書等について 

(ｱ) 福岡市急患診療所のそれと同様に，実施協定書第１６条において，「業務災害」と題し

て，「市は，指定管理者が業務従事中に被った災害については，誠意をもって適切な措

置を講ずるものとする。」との規定があるところ，これは，およそ指定管理業務中に労

災事故等が発生した場合において，「（指定管理者に代わり）市が責任を負担する」との

規定であるようにも解されるところである。かかる条項を定めることに特段の合理性は

認めがたい。 
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☞意見５２ 

☆ 「業務災害」に関して，指定管理者に代わって市が責任を負担する

と解釈される条項は，削除すべきである。 

 

(ｲ) 本基本協定書にも添付されている「リスク分担表」について，これが不合理なもので

あり，むしろ様々な解釈の余地を与えて市と指定管理者との間の責任範囲・分担を不明

にし，混乱させるものであることは，総論において述べたとおりである。 

また，本施設の指定管理においては，備品購入費や修繕費だけでなく，全ての費目に

ついて精算の対象とされているものであるところ，「維持管理コスト」の項目において，

「福岡市の指示以外による維持管理費の増大」に関して，指定管理者「○（主負担）」，

福岡市「△（従負担）」とされ，同じく，「運営コスト」の項目において，「福岡市の指

示以外の要因による業務量及び運営費の増大」に関して，指定管理者「○（主負担）」，

福岡市「△（従負担）」とされている点などにおいて矛盾が生じていることは，福岡市

立急患診療所の項目におけると同様の問題が指摘される。 

 

☞指摘８ 

★ 市と指定管理者との間の責任範囲・分担を不明にし，混乱させる「リ

スク分担表」を，協定書に添付すべきではない。 

 

(ｳ) 基本協定書第３０条第１項において，「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。」との規定があるが，かかる条項が不相当であることは

総論において述べたとおりである。 

カ 事業報告について 

  指定管理者からは，平成２４年度の事業報告として，「平成２４年度福岡市立歯科急患

診療所の管理に関する事業報告書」が提出されている。 

同報告書においては，①福岡市歯科急患診療所診療状況（診療日数，患者数（地区別，

年齢階級別，時間帯別，二次病院搬送患者数等のデータ），②福岡市歯科急患診療所統

計表（患者の地域，保険種別，午前・午後，性別，傷病名，処置内容，年齢階層，問診

結果（来院経路を含む）の各割合が表にまとめられたもの），③福岡市歯科急患診療事

業決算書が添付されている。 

  しかしながら，同事業報告書においては，歯科急患診療所の診療実績データとその収

支についてはかろうじて把握できるものの，その他には実施された指定管理業務の内容

や状況等についてはほとんど把握できないものと言わざるを得ない。例えば，施設及び

附属設備に関してどのような維持管理を行ったのか，職員の配置と必要な研修としてど
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のようなことを実施したのか（なお，「業務経費」として旅費，会議費，研究研修費が

相当額計上されている）などは全く判然としない。一方，問診票の結果をそのまま記載

した統計データに関して，本指定管理業務との関係で特段の意味を有するとは思われな

い（例えば，「現在どうありますか？・・・じっとしていても痛む，かんだり・さわる

と痛い，しみる，その他，無回答・・・」，「血圧は？・・・正常，高い，低い，わから

ない，無回答・・・」，「今薬を飲んでいますか？・・・はい，いいえ，無回答・・・」

など）一方で，仕様書において事業報告書において報告が求められている自己評価に関

する記載は全く見受けられない。 

  事業報告書の記載については福岡市立急患診療所の項目においても指摘したが，本施

設に関しては，これを超えて指定管理者に求めている事業報告として明らかに不十分な

ものであると言わざるを得ないところである。 

 

☞指摘９ 

★ 事業報告書においては，単に歯科急患診療所における診療実績やそ

の収支のみでなく，指定管理業務としてどのような業務を実施したの

かを明確かつ網羅的に記載すべきである。また，自己評価の結果につ

いては，指定管理業務遂行の結果を踏まえて，指定管理者としてこれ

をどのように分析・評価するかを記載すべきである。 
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３ 福岡市立島しょ診療所 

単位千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市立玄界診療所 施設数 1 

所在地 福岡市西区玄界島 1219-60 

担当部・課 健康医療部地域医療課 

根拠法令 福岡市立島しょ診療所条例，同規則 

施設の設置目的 島しょ住民の健康保持に必要な医療を提供する。 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

（社福）恩賜財団済生会支部 

福岡県済生会福岡総合病院 
H18.4～H21.3 非公募 

（社福）恩賜財団済生会支部 

福岡県済生会福岡総合病院 
H21.4～H24.3 非公募 

（一社）福岡市医師会 H24.4～H26.3 公募(2） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料  68,079 67,898        67,746 67,746 

精算 △6,380  △7,570     △2,112  

精算後指定管理料 61,699     60,328       65,634  

市のその他の支出 8,449     1,504      12,077   4,785 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

 23,217  20,860  24,382  31,181 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 診療報酬等 

自主事業の有無 無 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
 

自主事業の概要  

指定管理導入以前の管理方法 直営 

備考 

指定管理導入以前においては福岡県済生会福岡総合病院に運営委託を

行っていた。平成２３年度までは玄界診療所，能古診療所は一括して収支

報告が行われていたところ，便宜上分けて記載している。 
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施設名 福岡市立能古診療所 施設数 1 

所在地 福岡市西区能古 725-2 

担当部・課 健康医療部地域医療課 

根拠法令 福岡市立島しょ診療所条例，同規則 

施設の設置目的 島しょ住民の健康保持に必要な医療を提供する。 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

（社福）恩賜財団済生会支部 

福岡県済生会福岡総合病院 
H18.4～H21.3 非公募 

（社福）恩賜財団済生会支部 

福岡県済生会福岡総合病院 
H21.4～H24.3 非公募 

（一社）福岡市医師会 H24.4～H26.3 公募（2） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料  55,555 58,861       59,525 60,568 

精算 2,352  △5,574     △2,473  

精算後指定管理料 57,907     53,287       57,052  

市のその他の支出 1,140     2,523      5,536   3,756 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

 36,266  37,269  37,321  37,453 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 診療報酬等 

自主事業の有無 無 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
 

自主事業の概要  

指定管理導入以前の管理方法 直営 

備考 

指定管理導入以前においては福岡県済生会福岡総合病院に運営委託を

行っていた。平成２３年度までは玄界診療所，能古診療所は一括して収支

報告が行われていたところ，便宜上分けて記載している。 

 

(1) 現状 

ア 施設の概要 

  福岡市においては，市立島しょ診療所として，①玄界診療所，②能古診療所を設置し

ている。 

  ①玄界診療所については，昭和３６年に糸島郡北崎村との合併に際して従前の診療所

を福岡市立診療所として移管したものである。平成８年には同診療所施設を建て替えて

（鉄筋コンクリート造２階建，床面積４５６．４０㎡），現在に至っている。平成８年

の建替時に福岡県済生会福岡総合病院に診療業務等を委託するようになり，平成１８年

度からは同病院を指定管理者に指定して運営を委託していた。 
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  診療科目は，内科，小児科，歯科であり，診療時間は，内科，小児科については平日：

９時００分から１７時００分，土曜：９時００分から１３時００分であり，歯科につい

ては，火曜，木曜：９時００分から１７時００分，土曜：９時００分から１３時００分

である。なお，医師は同診療所施設に居住して常駐している。 

  ②能古診療所については，昭和１６年に早良郡能古村との合併に際して従前の診療所

を福岡市立診療所として移管したものである。平成１１年には同診療所施設を建て替え

て（鉄筋コンクリート造平屋建，床面積２５４．０９㎡），現在に至っている。平成１

１年の建替時に福岡県済生会福岡総合病院に診療業務等を委託するようになり，平成１

８年度からは同病院を指定管理者に指定して運営を委託していた。 

  診療科目は，内科，小児科，歯科であり，診療時間は，内科，小児科については平日：

９時００分から１７時００分，土曜：９時００分から１３時００分であり，歯科につい

ては，月曜，水曜，金曜：９時００分から１７時００分である。なお，能古診療所につ

いては医師の居住設備はない。 

  なお，その他には島しょ診療所として小呂診療所があるが，看護師が常駐し、月に１

度福岡市から委託を受けた福岡県済生会福岡総合病院が医師等を派遣する形で医療を

提供している。 

イ 指定管理の状況 

(ｱ) 両施設に関しては，平成１８年度から現在まで指定管理者による管理が行われ，上記

のとおり，平成２３年度までは福岡県済生会福岡総合病院が非公募により指定管理者に

指定され，業務を実施していた。 

  担当課によれば，「①都心部の医療機関に比べて，医師等従事者の確保が困難であり，

１医療機関が２箇所の施設の管理運営を並行して行うことが厳しい状況になってきた

こと，②広く管理者を募集し競争性を持たせることで，住民サービスの向上や経費の節

減等が期待できる」との考慮から，平成２４年度以降においては，両診療所の指定管理

者を個別に公募することとなった。 

  平成２４年度の公募に際しての選定手続としては，概ね以下のとおりである。（いずれ

も平成２３年） 

  ・７月２２日 第１回指定管理者選定委員会（募集要項，選定基準等を決定） 

   なお，福岡市立急患診療所，福岡市立歯科急患診療所に関する選定委員会と同一 

  ・８月１日～２６日 募集要項等の掲載及び配布（市ホームページなど） 

  ・８月１８，１９日 募集説明会・施設見学会 

  ・９月１日～９日 応募受付（両施設に各２団体からの応募あり） 

  ・９月２９日 第２回指定管理者選定委員会（応募者ヒアリング，候補者選定） 

  ・１２月５日 選定結果の公表（市ホームページ） 

  ・１２月２１日 議会による議決 
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  上記選定委員会による指定管理者候補者の選定結果（選定委員各１００点満点，合計

５００点満点）は，以下のとおりであり，両施設とも福岡市医師会が指定管理者候補者

として選定された。 

  ＜玄界診療所＞ 福岡市医師会４１１点，Ａ団体１５７点 

  ＜能古診療所＞ 福岡市医師会４０８点，Ｂ団体３０９点 

(ｲ) 指定管理者が行う業務については，「福岡市立玄界診療所管理運営業務仕様書」，「福岡

市立能古診療所管理運営業務仕様書」において定められている。 

  ①診療所における診療に関する業務 

  ②診療所の施設及び付属設備等の維持管理に関する業務 

  ③その他施設の管理運営に必要な業務 

  なお，再委託に関しては，館内清掃，消防設備点検，放射線量測定，自動扉保守点検，

歯科技工，感染性廃棄物収集・運搬，レセプト作成・総括業務につき，年度当初に再委

託に関する届出がなされ，市の承認がなされている。 

(ｳ) 平成２４年度における診療実績等については，以下のとおりである。 

 

玄界診療所 能古診療所 

医 科 歯 科 医 科 歯 科 

患者数 １日平均 患者数 １日平均 患者数 １日平均 患者数 １日平均 

2,465 8.2 682 4.7 4,467 15.1 1,482 10.3 

                                  （単位・人） 

(ｴ) 本施設に関しては，利用料金制が採られておらず，指定管理者が行った診療報酬等の

収入は，市に帰属することとなっている。その金額は，冒頭の表のとおりであり，玄界

診療所につき，平成２４年度約２４３８万２千円，平成２３年度約２０８６万円，平成

２２年度約２３２１万７千円，能古診療所につき，平成２４年度約３７３２万１千円，

平成２３年度約３７２６万９千円，平成２２年度約３６２６万６千円である。 

  また，指定管理料については，年度当初に概算額を定め，四半期毎（４月，６月，９

月，１２月）にこれを支払い，一方，四半期毎（１０月，１２月，２月，５月）にその

実績を基に金額を確定して，差額を精算している。すなわち，備品購入費や修繕費だけ

でなく，全ての費目について精算の対象となっていることに特徴がある。 
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 平成２４年度の概算額，確定額は，以下のとおりである。 

  

＜玄界診療所＞ 

 概算額 確定額 精算額 

第１四半期 16,727 17,175 448 

第２四半期 16,910 16,460 -450 

第３四半期 17,238 16,701 -537 

第４四半期 16,871 15,298 -1,573 

合計 67,746 65,634 -2,111 

（単位・千円，預金利息収入△３千円あり） 

   

＜能古診療所＞ 

 概算額 確定額 精算額 

第１四半期 14,390 14,323 -67 

第２四半期 15,083 14,233 -850 

第３四半期 15,532 14,819 -713 

第４四半期 14,520 13,677 -843 

合計 59,525 57,052 -2,473 

（単位・千円，預金利息収入△２千円あり） 
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  また，平成２４年度における各費目毎の確定額は，以下のとおりである。 

 

＜玄界診療所＞ 

人件費 医師 22,918 

看護師 4,755 

事務 3,274 

歯科医師 6,404 

歯科衛生士等 1,490 

代替医師 1,063 

代替看護師 0 

代替事務 0 

補助要員 5,837 

小計 45,741 

管理経費 電話料 235 

保守等委託費 559 

寝具借上料 84 

光熱水費 1,304 

施設管理費 174 

小計 2,356 

業務経費 旅費 124 

研究研修費 111 

保険，予防費 146 

郵便料 18 

機器等リース料 205 

印刷消耗品費 339 

その他の事務費 735 

小計 1,678 

診療報酬請求事務費  560 

医薬材料費  11,247 

医療関連委託料  930 

消費税  3,125 

合計  65,637 

（単位・千円，預金利息収入△３千円あり） 
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＜能古診療所＞ 

人件費 医師 15,996 

看護師 4,810 

事務 0 

歯科医師 5,244 

歯科衛生士等 1,732 

代替医師 448 

代替看護師 93 

代替事務 0 

補助要員 5,837 

小計 34,160 

管理経費 電話料 215 

保守等委託費 554 

寝具借上料 84 

光熱水費 803 

施設管理費 178 

小計 1,834 

業務経費 旅費 84 

研究研修費 76 

保険，予防費 252 

郵便料 24 

機器等リース料 707 

印刷消耗品費 324 

その他の事務費 1,474 

小計 2,941 

診療報酬請求事務費  933 

医薬材料費  12,907 

医療関連委託料  1,562 

消費税  2,717 

合計  57,054 

（単位・千円，預金利息収入△２千円あり） 
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（2）問題点 

ア 本施設の必要性 

  くまなく住民に医療サービスが受けられる体制を整備することは，自治体として重要

な責務の一つである。大きな赤字が生じているものではあるが，とはいえ両施設共に島

しょ医療の基礎をなすものであり，採算性が乏しいからこそ自治体において設置・運営

することが求められるものともいうべく，本施設そのものの必要性も高いものと考える。 

イ 指定管理の必要性 

本施設についても，平成１８年度から指定管理が行われているが，先述した福岡市立

急患診療所，福岡市立歯科急患診療所と同じく，本施設について指定管理を行うことの

必要性は，ほとんど見出しがたいように思われる。指定管理によって，導入の理由であ

る「住民サービスの向上と経費節減・収益性向上」という効果が生じることが期待でき

るかは疑問があるところである。 

  なお，両施設については，担当する医療関係者らにおいて，島しょ部の住民と密接な

関係を築く必要があるところ，選定委員会の議論においても，担当医師については固定

することが望ましく，担当する医師を固定して常駐，派遣できるかということが重要視

されているようである。この点，指定管理による場合においては，法律上法人を指定管

理者に選定しなければならないとされているが，両施設とも小規模の診療所であること

もあり，例えば，市が直接医師や歯科医師等に対して診療業務を委託するという形態も

考えられるように思われる。 

 

☞意見５３ 

☆ 本施設について指定管理を行うことの必要性はほとんど見出しがた

いように思われる。本施設の現状，特性を踏まえると委託方式による

ことが検討されるべきように考える。 

 

ウ 選定手続について 

(ｱ) 指定管理者の選定にあたって，市長・議員又はその親族が指定管理者の役員に就任し

ていないかとの照会に関して，担当課からは「不明」との回答であったが，この点は把

握がなされるべきである。 

 

☞意見５４ 

☆ 指定管理者の選定にあたっては，市長・議員又はその親族が指定管

理者の役員に就任していないかを把握すべきである。 
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(ｲ) 福岡市立急患診療所において述べたと同じく，選定委員会設置要綱においては「委員

会の会議は公開するものとする」（第８条）とされ，原則的に公開されることが予定さ

れている。 

この点，平成２３年度に開かれた指定管理者選定のための選定委員会において，本件

について議論がなされたのは，第１回と第２回である模様であるが，第１回については

「審議事項が募集要項，応募団体を審査するための選定基準等であることから，公開す

ることによって，その後の審議に著しい支障が生じると考えられる。」として，また，

第２回については，「主に応募団体に対するヒアリング等であり，公開することによっ

て，その後の審議に著しい支障が生じると考えられる。」として，いずれも非公開とさ

れている。 

しかし，この第１回選定委員会において，募集要綱や応募団体を審査するための選定

基準等を審議するからといって，その審議を公開することによってその後の審議に著し

い支障が生じるとの具体的おそれが存するとも考えがたい。また，第２回選定委員会に

ついても，同じくヒアリングを公開することによってその後の審議に著しい支障が生じ

るとも考えがたい。 

ついては，原則通り会議については公開すべきものであったと考える。 

 

☞意見５５ 

☆ 選定委員会にあっては，要綱の原則に従い，会議を公開すべきもの

と考える。 

 

エ 協定書等について 

(ｱ) 福岡市急患診療所のそれと同様に，実施協定書第１６条において，「業務災害」と題し

て，「市は，指定管理者が業務従事中に被った災害については，誠意をもって適切な措

置を講ずるものとする。」との規定があるところ，これは，およそ指定管理業務中に労

災事故等が発生した場合において，「（指定管理者に代わり）市が責任を負担する」との

規定であるようにも解されるところである。かかる条項を定めることに特段の合理性は

認めがたい。 

 

☞意見５６ 

☆ 「業務災害」に関して，指定管理者に代わって市が責任を負担する

と解釈される条項は，削除すべきである。 

  

(ｲ) 本基本協定書にも添付されている「リスク分担表」について，これが不合理なもので

あり，むしろ様々な解釈の余地を与えて市と指定管理者との間の責任範囲・分担を不明

３－30



にし，混乱させるものであることは，総論において述べたとおりである。 

また，本施設の指定管理においては，備品購入費や修繕費だけでなく，全ての費目に

ついて精算の対象とされているものであるところ，「維持管理コスト」の項目において，

「福岡市の指示以外による維持管理費の増大」に関して，指定管理者「○（主負担）」，

福岡市「△（従負担）」とされ，同じく，「運営コスト」の項目において，「福岡市の指

示以外の要因による業務量及び運営費の増大」に関して，指定管理者「○（主負担）」，

福岡市「△（従負担）」とされている点などにおいて矛盾が生じていることは，福岡市

立急患診療所の項目におけると同様の問題が指摘される。 

 

☞指摘１０ 

★ 市と指定管理者との間の責任範囲・分担を不明にし，混乱させる「リ

スク分担表」を，協定書に添付すべきではない。 

 

(ｳ) 基本協定書第３１条第１項において，「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。」との規定があるが，かかる条項が不相当であることは

総論において述べたとおりである。  

オ 事業報告について 

  指定管理者からは，平成２４年度の事業報告として，「平成２４年度島しょ診療所の管

理に関する事業報告書」が提出されている。 

同報告書においては，①患者統計表，②島しょ診療事業決算書，③第１～４四半期予

算実績比較表，④平成２４年度医薬材料費棚卸資産報告書，⑤平成２４年度福岡市医師

会決算書が添付されている。 

  しかるに，指定管理業務の範囲・内容を定めた仕様書においては，福岡市立急患診療

所等と同じく，「自己評価の実施」として，「業務の質とサービス向上を図ることを目的

に受診者等から施設運営に関する意見を聴取し定期的な自己評価を実施する。これらに

より得られた評価は事業報告書に記載し，次年度の事業実施において反映すること。」

と定められているところであるが，かかる自己評価の実施及びその内容に関する記載は

見られない。この点，急患診療所の管理・運営の他，外科当番医の確保，二次救急医療，

患者の収容を行うための病床の確保，市民向けの救急医療に関する広報・啓発や，医療

従事者向けの研修・研鑽，医療機関との調整・協議等も，指定管理業務の対象としてい

るという福岡市立急患診療所と比して，本件では実質的に島しょ診療所の運営と医療の

提供のみを対象としていることから，自己評価といってもなかなか記載することが比較

的少ないのかも知れない。それでも，仕様書において明確に自己評価の実施と事業報告

所への記載を義務づけているところであり，島しょ診療所の運営と医療の提供という点
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においても医師等の医療従事者の確保や運営面における問題点などの課題は存すると

ころであり，選定の際の評価事項が実現されているかを検証し，今後の島しょ医療の課

題や問題点等を把握するためにも，指定管理者の自己評価は重要であるものと思われる。 
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４ 福岡市健康づくりセンター（現：福岡市健康づくりサポートセンター） 

単位千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市健康づくりセンター 施設数 1 

所在地 福岡市中央区舞鶴 2-5-1 

担当部・課 健康医療部健康増進課 

根拠法令 
福岡市健康づくりセンター条例，同施行規則 

（現：福岡市健康づくりサポートセンター条例，同施行規則） 

施設の設置目的 
市民の自主的な健康づくりへの支援等を通じて，その健康の保持及び増

進を図るとともに，豊かな生活文化の創造の場を提供する。 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

（財）福岡市健康づくり財団 H18.4～H21.3 非公募 

（財）福岡市健康づくり財団 H21.4～H24.3 非公募 

（財）福岡市健康づくり財団 H24.4～H25.3 非公募 

福岡市医師会・鹿島建物共同事業体 H25.4～H28.3 公募（1） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料  326,459   264,535   228,140 297,475 

精算 △26,179  △27,406 △15,988  

精算後指定管理料  300,280   237,129   212,152  

市のその他の支出       0        0    4,989      0 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

 22,885  22,683  19,884 19,224 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 教室受講料，施設使用料等 

自主事業の有無 有 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
8,690 

自主事業の概要 

調査研究事業，教育・研修事業，普及・啓発事業，講座・教室の開催，特

別企画展の開催，ウォーキング大会・教室の開催，財団解散記念事業（平

成２４年度） 

指定管理導入以前の管理方法 管理委託（（財）福岡市健康づくり財団） 

備考  

 

(1) 現状 

ア 施設の概要 

(ｱ) 福岡市においては，福岡市中央区舞鶴に，福岡市健康づくりセンター等複合施設，通

称「あいれふ」（平成２５年４月より「福岡市健康づくりサポートセンター等複合施設」

と改称。以下においては，本センターにつき平成２４年度当時の名称である「福岡市健

康づくりセンター」，施設全体については通称名である「あいれふ」をもって称する。）

を有している。 
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 ＜「あいれふ」の施設概要：平成２４年度＞ 

  敷地面積：３４５５．３０㎡ 

  延床面積：１８１９５．９８㎡ 

  構造：地上１０階，地下２階建 

     地下２階部分 鉄筋コンクリート造 

     地下１階～地上３階部分 鉄骨鉄筋コンクリート造 

     地上４階～地上１０階部分 鉄骨造 

  平成６年１２月開設 

 

  入居施設 

10Ｆ  あいれふホール，講堂 

９Ｆ  婦人会館 

８Ｆ  婦人会館 

７Ｆ  消費生活センター 

６Ｆ  中央区保健福祉センター，精神保健福祉センター 

５Ｆ  中央区保健福祉センター 

４Ｆ  健康づくりセンター 

３Ｆ  ウエルネス・ストリート，あいれふ図書館 

    ひきこもり成年地域支援センター（よかよかルーム） 

２Ｆ  ウエルネス・ストリート 

１Ｆ  総合案内，あいれふプラザ，喫茶オアシス，防災センター 

B1Ｆ  駐車場（一般駐車場５０台，庁用車４台），倉庫 

B2Ｆ  中央監視室 
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＜「福岡市健康づくりセンター」の施設概要：平成２４年度＞ 

 上記「あいれふ」のうち， 

10Ｆ  全施設 

９Ｆ  以下の婦人会館施設以外の全施設 

（ロビー，幼児室，物入，大研修室等の婦人会館施設） 

８Ｆ  ＥＶホール，ＥＶ，ＷＣ等の施設 

    （上記以外は婦人会館施設） 

７Ｆ  ＥＶホール，ＥＶ，ＷＣ，一部研修室，栄養学習室等の施設 

    （上記以外は消費生活センター施設） 

６Ｆ  ＥＶホール，ＥＶ，ＷＣ等の施設 

    （上記以外は中央保健所，精神保健福祉センター施設） 

５Ｆ  以下の中央保健所施設以外の全施設 

    （ロビー，受付コーナー，診察室，検査室等の中央保健所施設） 

４Ｆ  全施設 

３Ｆ  ひきこもり成年地域支援センターの施設以外の全施設 

２Ｆ  全施設 

１Ｆ  中央保健所の休憩室，消費生活センターのボンベ庫を除く全施設 

B1Ｆ  中央保健所，婦人会館，消費生活センター，精神保健センターの倉庫・

書庫を除く全施設 

B2Ｆ  全施設 

 

(ｲ) １０階のあいれふホール・講堂（ホール控室等につき９階）については，福岡市の講

演会・研修会などに使用される他，市民において占有利用することができる。 

  ４階の健康づくりセンター（胃透視検査室等につき一部５階）については，よかドッ

ク，よかドック３０の生活習慣病予防健診，各種がん検診，健康に関する相談窓口等を

実施している。また，運動器具等を設置して，健康診断，体操教室などを開催している。 

  ２階，３階のウェルネスストリートでは，健康づくり・食育に関する展示や学習施設

等を設けていた。 

  １階については，来訪した市民が利用できる喫茶室を設置するとともに，市民の企画

展示などを行うことができるコミュニティプラザを設けている。 

  なお，あいれふ図書館，ウェルネスストリートの一部を廃止し，平成２５年１０月に，

一部，センター施設につき変更して，健診施設・設備を拡充した。 

イ 指定管理の状況 
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(ｱ) 本施設については，平成１８年度から現在まで指定管理による管理が行われ，上記の

とおり平成２４年度までは，財団法人福岡市健康づくり財団が非公募により指定管理者

に指定され，業務を実施していた。なお，平成１７年度までは，福岡市健康づくり財団

に，本施設の管理・運営につき管理委託されていた。また，平成２４年度までは選定委

員会は設置されずにその余の特段の選定手続もなく，指定管理者の指定申請書が提出さ

れ，これに基づき指定についての議会の議決によって指定が行われていた。 

  ここで，福岡市健康づくり財団は，あいれふ及び本センター開設に向けて平成６年３

月に設立された団体で，設立に際しては福岡市が基本財産の約７４％の２億円を拠出し

ていた。 

  福岡市健康づくり財団は，あいれふ及び本センター開設以降，本センターの運営・管

理等を行うとともに，本センターの施設・設備を利用して，健康づくりに関する調査・

研究事業，教育・研修事業，普及・啓発事業などを行ってきたものである。 

しかし，平成２１年３月に追補・増補された「健康日本２１福岡市計画」を受け，専

門部会「健康づくりセンター見直し委員会」において，健康づくりセンターについては，

医療との連携を主眼に事業内容の再構築について検討を進めることとなり，併せて，平

成２０年度の「第２次外郭団体改革実行計画」においても，福岡市健康づくり財団につ

いても「抜本的にあり方を検討する団体」に位置づけられた。そして，平成２３年度に

は，①健康づくりサポートセンターについては，それまでの「健康づくりの中核施設」

から「生活習慣病を主体に，一次予防から三次予防までを包含する総合的な健康づくり

サポート施設」へと機能再構築すること，②センター実施事業については，市民ニーズ

や費用対効果を踏まえ，「選択と集中」を図るとともに，健診機能の充実（二次予防）

や，新たな糖尿病の重症化予防事業（三次事業）を実施すること，③指定管理者につい

ては医療系の団体を想定して広く公募すること，④福岡市健康づくり財団については平

成２４年度末解散に向け準備を進めること，との市政方針が示された。 

これを受けて，本センターの運営・管理等を主たる事業として行うとともに，本セン

ターの施設・設備を基盤として各種事業を行ってきた福岡市健康づくり財団については

平成２５年３月に解散した。 

一方で，平成２４年度に本施設の指定管理者の公募が行われ，福岡市医師会・鹿島建

物共同事業体が指定管理者に選定された。この際には５名の外部委員による選定委員会

が設置され，２回の会議が開かれて選定された。 

(ｲ) 平成２４年度において，指定管理者が行う業務は「福岡市健康づくりセンター管理運

営業務仕様書」において定められていた。 

  ①センター事業等に関する業務 

   ○調査・研究機能（健康づくりに関する調査，健康づくりのプログラムや教材の開

発・提供，健康度診断や健康処方の開発とその先導的実践） 
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   ○教育・研修機能（健康づくり指導者の技術研修等の実施） 

   ○普及・啓発機能（健康づくりに関する知識の普及・啓発，アンケート調査，健康

づくり関連団体との連絡調整，健康づくり事業の企画と運営） 

   ○利用の許可・制限，使用料の徴収・減免 

  ②センター及びその他入居施設の維持・管理業務 

（建物施設の保守管理，清掃，警備，駐車場の管理運営，受付・案内，ホール・講

堂・あいれふプラザ管理など） 

なお，上記②の施設の維持・管理業務については，「あいれふ」の一部を指定管理業

務とした上で，「あいれふ」のその他の部分については福岡市健康づくり財団に管理委

託し，委託料として別途支払を行っていた。 

  平成２４年度の事業報告書によれば，上記①センター事業等に関する業務につき，具

体的に以下の事業を実施したとされている。 

  ○調査・研究事業 

   ・健康度診断１日コース：２０回 

   ・特定健診：３６回，特定保健指導：３６回，がん検診：３６回 

   ・各保健所のヘルシースクールの受講者等を対象として運動処方の提供 

  ○教育・研修事業 

   ・各区保健福祉センター（保健所）職員研修：４回 

  ○普及・啓発事業 

   ・健康づくりセンターＮＥＷＳ，パンフレット等の発行 

   ・禁煙教室：４回，防煙対策の小冊子の作成 

   ・糖尿病教室：６回，歯周病予防教室（妊婦歯科健診）：２０回， 

働くママとパパのマタニティスクール：１０回 

   ・展示施設（ウェルネスストリート等）の運営 

   ・図書資料室の運営 

   ・健康づくり相談 

  一方，同事業報告書によれば，自主事業としても，以下のような調査・研究事業，教

育・研修事業，普及・啓発事業を行ったとされている。 

  ○調査・研究事業 

   ・小児生活習慣病予防教室：１回 

   ・ニコニコペースの運動教室：８講座（１講座１３回） 

  ○教育・研修事業 

   ・日本医師会認定産業医研修：４回 

   ・地域指導者研修：１回 

   ・フィットネス実習：２回 
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  ○普及・啓発事業 

   ・マスメディアを通じた健康づくりの普及 

   ・体力測定コース健診：２６回，体脂肪・骨塩量測定：３１回 

   ・親子食育講座：２回，糖尿病食を学ぶ料理教室：２回，企業向け健康教室：１回， 

    出前健康講座：１３回，にこにこルーム：３１９回，やせナイト塾：４講座（１

講座８回），親子健康運動教室：５回，糖尿病食まるわかり教室：２回 

  ○特別企画展 

  ○歩く健康づくりの推進 ウォーキング大会，ウォーキング実践教室等 

  ○百貨店イベントでの体験コーナー設置 

  ○財団解散記念事業 
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(ｳ) 平成２４年度において，指定管理料については，「福岡市健康づくりセンターの管理に

関する実施協定書」により指定管理料の概算額を定め，毎月に分割して支払い，年度終

了時において，過不足の精算を行うこととされていた。 

平成２３年１０月に福岡市健康づくり財団から提出された，平成２４年度の本指定管

理業務にかかるものとする収支予算書の内容は以下のとおりであった。 

 

歳

入 

市からの収入 222,201 

合計 222,201 

歳

出 

役員報酬 8,671 

給料手当 31,781 

臨時雇賃金 16,523 

退職共済費 792 

旅費交通費 1,123 

通信運搬費 1,564 

消耗什器備品費 39 

消耗品費 7,732 

修繕費 6,172 

燃料費 61 

光熱水料費 25,283 

印刷製本費 2,050 

賃借料 3,172 

保険料 114 

諸謝金 4,108 

租税公課 7,102 

負担金支出 767 

委託費 80,962 

交際費 46 

雑費 352 

合計 222,201 

（単位・千円） 

３－39



 

 平成２５年３月に福岡市健康づくり財団から提出された，平成２４年度「福岡市健康づ

くりセンター管理運営等委任契約実績（事業費・施設管理費）」における「決算額」は以下

のとおりであった。 

  

施設管理費 

光熱水費 46,024,287 

燃料費 254,100 

ビル管理及び保守料 100,205,968 

通信運搬費 0 

消耗什器備品費 0 

消耗品費 4,982,928 

印刷製本費 0 

賃借料 736,722 

施設所有者保険 125,160 

自営消防隊負担金等 180,000 

修繕費 14,996,535 

雑費 0 

施設管理費小計 167,343,700 

事業運営費 調査研究 35,411,347 

教育研修 69,300 

普及啓発 4,319,523 

課税仕入れできない金額／消費税 4,001,800 

消耗什器備品費 0 

事業運営費小計 43,801,970 

管理費 人件費 80,783,330 

管理費小計 80,783,330 

特定預金支出 人件費 0 

特定預金支出小計 0 

合計 291,929,000 

（単位・円） 

 

（2）問題点 

ア 本施設の必要性・指定管理の必要性 

  本施設については，上記のとおり，平成２５年度からは，「生活習慣病を主体に，一次
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予防から三次予防までを包含する総合的な健康づくりサポート施設」への機能の再構築

を目指し，「健診機能の充実（二次予防）や新たな糖尿病の重症化予防事業（三次事業）

を実施する」施設としての再スタートを切ることとなった。これを受けて，新たに指定

管理者を公募するとともに，平成２５年度中に，あいれふ図書館，ウェルネスストリー

トの一部を廃止し，健診施設・設備を拡充するなどの変更を行ったとのことである。 

  市として，市民の健康維持のために，十分な健診の場と機会を提供し，その他の種々

の支援を行うという目的は重要であり，必要性も高いとは言いうるが，しかしながら，

少なくとも平成２４年度までにおいては，福岡市健康づくり財団へ指定管理を行うこと

の必要性やそのメリットは見出しがたいものと感じられた。 

  すなわち，全ての費目に関して実績に基づく精算が行われることが予定されていたし，

指定管理者の選定が，平成２４年度までは選定委員会は設置されずにその余の特段の選

定手続もないままに非公募により行われていたものであって，指定管理者のノウハウ・

努力，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った。さらには，指定管理業務と市からの指定管理外の委託業

務，自主事業との間の区分も必ずしも明確でなく，事業報告書等に照らしても，特に指

定管理業務による収支，指定管理外の委託業務の収支，自主事業の収支が明確に区分さ

れているとはおよそ見受けられなかった。結局，「福岡市健康づくりセンターの事業」

＝「福岡市健康づくり財団の行う事業」としつつ，十分な整理がないままに，福岡市健

康づくりセンターの事業のうち，指定管理業務，指定管理外の委託業務，自主事業とに

区分しようとしたために，このような混乱が生じていたものと感じられる。 

  平成２５年度以降については，指定管理者を公募することとし，修繕費のみを精算す

る方式としたとのことである。これにより，新たに本施設に期待する目的や指定管理制

度を採るメリットが実現されることを期待するところである。 

   

☞指摘１１ 

★ 事業の実施及び事業報告においては，指定管理業務・指定管理外の

委託業務・自主事業の区分を意識し，少なくとも収支に関しては明確

に区分されなければならない。 

 

イ 選定手続について 

平成２５年度の指定管理者の選定にあたっては選定委員会が開かれたとのことであ

るが，担当課によればその議事録は作成されていないとのことであった。選定委員会に

ついては，選定の経過や議論等の内容を検証可能なものとするために，議事録を作成す

べきである。 

  また，同選定委員会は２回開かれたが，いずれも非公開とされたとのことである。そ
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の理由は議事録が存在しないために判然としないところであるが，その審議を公開する

ことによって，その後の審議に著しい支障が生じるとの具体的おそれが存したとも考え

がたく，原則通り会議については公開すべきものであったと考える。 

   

☞指摘１２ 

★ 選定委員会については，選定の経過や議論等の内容を検証可能なも

のとするために，議事録を作成すべきである。 

 

☞意見５７ 

☆ 選定委員会については，要綱の原則に従い，会議を公開すべきもの

と考える。 

  また，会議を非公開とするのであれば，選定委員会においてその点

の議論を行った上で，議事録においても非公開とした事実とその理由

を明示すべきである。 

 

ウ 協定書等について 

  基本協定書において，「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。」との旨の規定があるが，かかる条項が不相当であることは総論にお

いて述べたとおりである。 
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５ 福岡市市民福祉プラザ 

単位千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市市民福祉プラザ 施設数 1 

所在地 福岡市中央区荒戸 3-3-39 

担当部・課 高齢社会部高齢社会政策課 

根拠法令 福岡市市民福祉プラザ条例，同施行規則 

施設の設置目的 

市民の福祉意識の高揚を図ると共に，市民の主体的な福祉活動への参

加を支援することにより，市民が相互に助け合い，支え合う豊かな福祉社

会を実現する。 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

（社福）福岡市社会福祉協議会 H18.4～H21.3 公募（2） 

（社福）福岡市社会福祉協議会 H21.4～H26.3 公募（1） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 215,403 215,503 215,703 216,000 

精算     

精算後指定管理料    215,403 215,503 215,703  

市のその他の支出    2,064  17,124  16,716  36,933 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

 23,168 23,224 22,669 23,226 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 施設・駐車場使用料等 

自主事業の有無 有 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
0 

自主事業の概要 施設のボランティアニーズ，ボランティアグループ調査 

指定管理導入以前の管理方法 管理委託（福岡市社会福祉協議会） 

備考 

指定管理料に関して，平成 25 年度までは精算を行わない定めとなってい

る。平成 26 年度からは修繕費，備品代について精算を行う定めとする予

定とのこと。自主事業に関する記載は担当課からの回答による。 

 

(1) 現状 

ア 施設の概要 

福岡市においては，福祉の総合的拠点施設として，福岡市市民福祉プラザ（通称：ふ

くふくプラザ）を設置している。 

  設備として，市民や福祉・ボランティア団体等が利用する，福祉用具展示場，福祉相

談センター，福祉図書・情報室，研修室，実習室，会議室，ホール等がある。また，行

政と協働する民間福祉団体の事務所等が同プラザに入居している。 

  施設の概要は以下のとおりである。 
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  ＜福岡市市民福祉プラザ（通称：ふくふくプラザ）の施設概要＞ 

敷地面積：３３０９．３６㎡ 

延床面積：１６４７０．５３㎡ 

構造：鉄筋コンクリート造地上７階，地下２階建 

  平成１０年２月開設 

  

 施設・入居団体（平成２５年４月現在） 

７Ｆ  機械室 

６Ｆ  保育実習室，研修室，講師控室，事務室 

    ＜入居団体＞ 

（一社)福岡市保育協会 

５Ｆ  研修室，介護実習室，音楽室，軽運動室，調理実習室，視聴覚室 

４Ｆ  会議室，事務室 

    ＜入居団体＞ 

    （公財）九州盲導犬協会，（社福)福岡市身体障害者福祉協会 

    （社福)福岡市手をつなぐ育成会，福岡市遺族会連合会 

福岡市原爆被害者の会， 

（社福)福岡市社会福祉協議会，福岡市民生委員児童委員協議会， 

（公社)福岡市老人クラブ連合会，（社福)福岡市社会福祉事業団 

３Ｆ  介護実習普及センター（福祉用具展示場）・住宅改造相談センター 

ボランティアルーム・プリンディングルーム 

福祉相談コーナー・福岡市聴覚障がい者情報センター 

交流広場，事務室 

    ＜入居団体＞ 

    福岡市障がい者スポーツ協会 

２Ｆ  福祉図書・情報室，会議室，録音室，事務室 

    ＜入居団体＞ 

    （社福）福岡市社会福祉協議会（地域福祉部・ボランティアセンター）， 

     共同募金会福岡市支会 

１Ｆ  総合案内，ふくふくホール，喫茶・レストラン，売店・授産製品展示，

キャッシュサービスコーナー，資料展示スペース，管理事務室 

重度障がい者トイレ 

B1Ｆ  駐車場 

B2Ｆ  倉庫・中央監視室 
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イ 指定管理の状況 

(ｱ) 本施設に関しては，平成１８年度から現在まで指定管理者による管理が行われ，（社福）

福岡市社会福祉協議会が公募により指定管理者に選定され，業務を実施している。 

(ｲ) 指定管理者が行う業務については，「福岡市市民福祉プラザ管理運営業務仕様書」にお

いて定められている。 

  ①プラザ事業等に関する業務 

   ○プラザ事業に関する業務 

   ・福祉団体との連絡調整 

   ・福祉に関する図書，資料等の収集及び情報の提供 

   ・福祉に関する調査及び研究 

   ・福祉に関する相談 

   ・福祉に関する研修及び啓発 

   ・福祉活動の推進のためのプラザの施設の提供 

   ・その他プラザの設置目的を達成するために必要と認められる事業 

   ○利用許可・制限・使用料徴収・減免に関する業務 

  ②プラザの施設，付属設備，図書，資料等の維持及び修繕に関する業務 

   ・施設の保守管理，環境維持管理，光熱水費の支払等 

  ③その他の業務 

   ・駐車場の管理運営等 

  このうち，平成２４年度の事業報告書によれば，①のうち，プラザ事業に関する業務

として，例えば，具体的に以下のような業務を行ったとされている。 

   福祉団体との連絡調整 

・入居団体によるプラザ連絡会 

    ・利用ボランティアグループ，障がい者団体との懇談会 

    ・人権ポスターの展示 

    ・入居団体職員によるプラザ周辺の清掃活動 

    ・当仁校区自治協議会への参加  など 

   福祉に関する図書，資料等の収集及び福祉情報の提供 

    ・福祉図書・情報室の運営 

    ・視覚障がい者向け対面朗読サービス，プラザだより点訳版・音訳版の製作 

    ・ふくふくプラザだよりの発行，ホームページの運営  など 

   福祉に関する調査，情報の提供 

    ・校区社会福祉協議会が行っている「ふれあいネットワーク活動」の調査 

    ・ボランティアニーズ・グループの状況調査及び冊子の作成配布等 

３－45



   福祉に関する相談 

    ・心配ごと相談（実施団体：福岡市社会福祉協議会） 

    ・住宅改造相談（実施団体：ふくおか福祉サービス協会） 

    ・障がい者１１０番（実施団体：身体障害者福祉協会） 

    ・知的障害に関する相談（実施団体：手をつなぐ育成会） 

    ・福岡市認知症介護相談事業，認知症の介護に関する電話相談 

（実施団体：認知症の人と家族の会） 

    ・プラザ相談窓口研修会の実施 

   福祉に関する研修及び啓発 

    ・市民向け福祉講演会の実施 

    ・施設見学，社会福祉援助技術現場実習生の受け入れ 

    ・授産製品展示コーナーの管理 

    ・「ふくふくプラザまつり」の実施 

    ・福祉映画鑑賞会の実施 

    ・喫茶室及びロビーでの障がい者作品展の実施 

    ・「ふくふくプラザ写真展」の実施 

     ※なお，上記「ふくふくプラザまつり」，福祉映画鑑賞会の実施は，報告書にお

いては「指定管理者の自主事業」と記載されていた。 

   福祉活動推進のためのプラザ施設の提供 

    ・団体事務室，会議室，研修室，実習室，ホール，交流ひろばの貸出 

    ・プラザ総合案内等の実施  など 

   その他 

    ・アンケート調査の実施 

    ・託児サービスの提供 

    ・職員研修の実施  など 
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(ｳ) 平成２４年度の事業報告書によれば，本施設の利用状況の概況は以下のとおりである。 

 

ふくふくホール 
利用件数 631 

利用者数 43,096 

会議室（３室） 
利用件数 2,292 

利用者数 40,832 

研修室（７室） 
利用件数 5,304 

利用者数 99,156 

和室・実習室（７室） 
利用件数 3,861 

利用者数 48,975 

交流ひろば 
利用件数 800 

利用者数 8,954 

貸出施設合計 
利用件数 12,888 

利用者数 241,013 

福祉施設展示場 利用者数 25,479 

視察・施設見学 
団体数 65 

利用者数 1,813 

ボランティア 

ルーム等 

利用件数 3,167 

利用者数 16,178 

福祉図書・情報室 

利用者数 38,383 

貸出冊・本数 12,214 

対面朗読件数 493 

登録者数 458 

レファレンス 1,078 

利用者総計 322,866 

一日平均利用者数 933 

                                   

(ｴ) 平成２４年度の事業報告書によれば，施設の利用許可，使用料の徴収，使用料の減免

に関する業務の結果として，以下の報告がなされている。 

  利用許可   事務室等：１５件，会議室等：１万１１１５件 

  使用料徴収  事務室等：９件，３１６万９０８０円 

         会議室等：１２５２件 ５４５万１７９０円 

         駐車場：２万５５４１件 １００６万０４００円 
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  使用料減免  事務室等：１５件，会議室等：９８６３件，駐車場：１万３５４９件 

本施設に関しては，利用料金制が採られておらず，上記に記載されている使用料収入

市の歳入に帰属することとなっている。なお，市は，上記の使用料収入の他，本施設の

一部分をＡＴＭコーナー，携帯電話基地局等として目的外使用許可を行って占有利用さ

せることによる使用料収入，事務室入居団体からの光熱水費の負担金収入等を得ている。 

(ｵ) 指定管理料については，「福岡市市民福祉プラザの管理に関する実施協定書」により指

定管理料を定め，１２回の分割で支払う形となっている。この指定管理料については，

備品購入費（協定書上は金額の定めなし）や修繕費（協定書上は「大規模なもの」は市

の負担，「それ以外」は乙負担とされている）も含め，精算は行われない。（なお，平成

２６年度以降については，備品購入費及び修繕費については精算を行うとの内容に変更

する予定であるとのことである。） 

  なお，「福岡市市民福祉プラザの管理に関する基本協定書」によれば，備品購入に関し

ては，「市の備品が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場

合，市は，指定管理者との協議により，必要に応じて市の費用で当該備品を購入又は調

達するものとする。」（第２７条第４項），「指定管理者は，指定管理者の任意により備品

を購入又は調達し，本業務実施のために供することができる。」（第２８条）とされてい

る。そして，指定管理者が第２８条に基づき購入・調達した備品については，指定管理

の終了にあたっては，「原則として，指定管理者が自己の責任と費用で撤去・撤収する

ものとする。ただし，市と指定管理者の協議において両者が合意した場合，指定管理者

は，市又は市の指定するものに対して引き継ぐことができるものとする。」（第４４条第

２号）とされている。同じく，修繕費に関しては，「大規模なものは市が自己の費用と

責任において実施するものとし，それ以外のものについては指定管理者が自己の費用と

責任において実施するものとする。」（第２３条第２項）との定めがあるが，大規模なも

のか，それ以外かの具体的基準については，同基本協定書等においてもはっきりしない。 

３－48



 

(ｶ) 平成２４年度の事業報告書によれば，平成２４年度における本指定管理に関する収支

状況は以下のとおりである。 

 

収

入 

指定管理料 215,703,000 

受託金収入 0 

雑収入 0 

合計 215,703,000 

支

出 

人件費等 28,901,972 

諸謝金 345,444 

旅費交通費 392,750 

消耗品費 5,003,921 

器具什器費 1,192,561 

印刷製本費 123,900 

光熱水費 35,445,645 

修繕費 4,684,424 

通信運搬費 1,127,432 

会議費 6,600 

広報費 873,180 

業務委託費 101,921,290 

手数料 204,433 

損害保険料 243,114 

賃借料 5,586,483 

租税公課 5,634,806 

雑費 55,581 

経理区分間繰入金支出 19,812,000 

収支差額 4,147,464 

（単位・円） 

  なお，上記業務委託費の概略は以下のとおりである。 

施設管理事業（委託料） 合計７３９５万２３０５円 

・・・施設管理業務，清掃業務，警備保安業務，駐車場管理業務，受付案内業務，

予約受付業務等 

 施設管理事業（保守料） 合計２６３３万１３６７円 

・・・消防設備保守点検，昇降機設備保守点検，空調用自動制御装置保守等 
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 プラザ事業（委託料）  合計１０４万１０６１円 

   ・・・プラザまつり看板製作委託，プラザまつり照明・音響・司会業務委託 

      福祉映画上映業務委託，調査集計分析・印刷業務委託 

図書流通センターＴＲＣマーク委託等 

 プラザ事業（保守料）  合計５９万６５５７円 

   ・・・図書管理システム保守，図書室電子複写機保守 

(ｷ) 喫茶室について，上記管理運営業務仕様書において，以下のように規定されている。

すなわち，喫茶室については，「プラザ利用者の利便を図ることに加え，同室を利用し

た利用者への福祉啓発の推進を併せて目的としていることから」，市が指定管理者に対

して（目的内）使用許可を行って，指定管理者の責任において運営することとしている。

同使用許可に伴う使用料は全額減免され，喫茶室の運営にかかる一切の収入及び支出に

ついては，指定管理料に含まないものとし，その運営に要する光熱水費は，設置された

メーターの計測結果に基づき市が請求する額を，指定管理者が市に納入することとされ

ている。また，指定管理者は，喫茶室における飲食物の提供について，受託者である簡

易保険事務センター食堂に運営委託し，指定管理者は，同受託者から月額５万円を徴収

するとともに，光熱水費の実費分を受託者から徴収することとされている。 

  なお，指定管理者からの事業報告書には，喫茶室に関する収支等を含めて，喫茶室に

関する特段の記載はなされていない。 

 

(2）問題点 

ア 本施設の必要性 

福祉の担い手である高齢者団体，障がい者団体，ボランティア団体等については財政

基盤も弱いところ，総合的拠点施設として本施設を設置して，福祉に関する諸活動のた

めに提供することは，公共の必要性が高く，また，各団体の交流や接触等を通じて，理

解・協働を促す効果もあるものと考える。また，本施設を通じた諸活動によって，市民

の福祉活動への参加，福祉意識の高揚にもつながるものと考える。 

イ 指定管理の必要性 

(ｱ) 本施設については，指定管理導入以前から福岡市社会福祉協議会に平成１８年度から

指定管理が行われているところ，担当課によれば，指定管理導入以前と導入以後におい

ては，特に，経費削減の点において一定の効果が挙がっているとのことである。すなわ

ち，平成１７年度における市民福祉プラザの管理に要した費用は約２億２５１０万円で

あったところ，平成２４年度の指定管理料は約２億１５７０万円と圧縮されているとの

ことである。 

また，同じく担当課によれば，本施設の利用に関しても，会議室等の利用率は，指定

管理導入前は７８％前後であったところが，指定管理導入後は漸増していき，平成２４
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年度の実績では８３．８％まで増加しており，指定管理を導入した効果が見られるとい

うことであった。 

委託料や利用者数の増減については様々な要因が影響するものであることから，単純

な比較のみから全てが指定管理導入の効果として評価することには慎重にならざるを

得ないが，公募制を採用して競争性を持たせたことによって，一定の効果は生じている

ものとは言いうると思われる。 

(ｲ) ただ，公募によっても平成２１年度以降の指定管理者の公募にあっては，応募は１団

体のみとなり，また，平成１８年度から継続して指定管理者となっている福岡市社会福

祉協議会は，福祉分野に関しては専門的な経験やノウハウを有すると思われるとは言え，

管理業務及び必要経費の重要な部分を占める施設そのものの保守・管理の分野について

は高い専門性やノウハウを有すると言いうるかについては議論の余地もあろうと思わ

れるところである。平成２４年度の事業報告書を見ても，福祉団体との連絡調整や福祉

に関する研修・啓発等の福祉的活動に関する項目については比較的詳細に記載されてい

るが，「１４．プラザの施設，付属設備，図書，資料等の維持及び修繕に関する業務」

との項目については，項目の標題のみであって，具体的な記載が全く見られない（収支

報告書に関連して，業務委託費の内訳として，委託項目と委託料額が記載されているの

みであって，どこに業務を委託したのかも報告書の記載からは判然としない。）。また，

施設の設備・機械等の保守点検業務のみならず，施設そのものの管理業務の多くが外部

に委託されている模様であり，指定管理料の半分程度が業務委託費として支出されてい

る。 

  施設そのものの維持・保守等の業務についても重要なものである。また，経費節減の

面においても，人件費や光熱水費の削減のみならず，施設そのものの維持・保守等の点

においても工夫の余地も大きいものと思われる。少なくとも事業報告書等においてもそ

の記載を厚くし，また，モニタリング等を通じて特に重点を置いてチェックすることが

望ましいものと考える。 

ウ 選定手続について 

選定委員会に関する要綱においては「委員会の会議は公開する（ものとする）」とさ

れ，原則的に公開されることが予定されている。 

この点，平成２０年度に開かれた指定管理者選定のための選定委員会について，その

議事録に徴すると，第１回目については，「審議するのは，募集要項，応募団体を審査

するための審査基準等なので，公開することによりその後の審議に著しい支障が生じる

と考えられる。」として非公開とされている。なお，第２，３回選定委員会においては，

公開された模様である。 

しかし，この第１回選定委員会についても，その審議を公開することによって，その

後の審議に著しい支障が生じるとの具体的おそれが存するとも考えがたく，原則通り会
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議については公開すべきものであったと考える。 

 

☞意見５８ 

☆ 審議対象が募集要項，応募団体を審査するための選定基準等であっ

たとしても，選定委員会については，要綱の原則に従い，会議を公開

すべきものと考える。 

 

エ 指定管理料等について 

備品購入費（協定書上は金額の定めなし）や修繕費（協定書上は「大規模なもの」は

市の負担，「それ以外」は乙負担とされている）についても，指定管理料に含まれるも

のとし，精算を予定していない。 

  本施設のために購入した備品については市に帰属する形とするのが自然かつ合理的で

あるところ，現行では指定管理者が指定管理料の中から購入・調達した備品については

原則として指定管理者に帰属することになるものと解される。この場合，指定管理者と

の間の指定期間が終了した場合には，同備品は指定管理者により撤去・搬出されること

になり，あくまでも市と指定管理者との間で協議して合意することができれば同備品に

ついて市に帰属することになるというものの，かかる合意が成立するかは不確実であり，

市の取得費をどうするかという問題も生じることとなる。また，指定管理者による指定

管理料の中からの備品の取得も，指定管理者の任意に委ねられることとなり，必要な備

品の購入について，指定管理者が抑制的になってしまうとの懸念も生じる。 

  特に，本指定管理においては「図書・資料の収集」ということも重要な業務の一つで

あるが，指定管理料を用いて購入・調達された「図書・資料」について，これが市に帰

属するのか指定管理者に帰属するのかは必ずしも協定書等においても判然としない（実

施協定書第２５条によれば，取得価格１万円以上の図書については，原則として備品と

しての取扱いを予定しているようである。これによれば原則として指定管理者に帰属す

ることになるものと解される。これ以外の図書・資料については判然としないが，消耗

品として考えるにしても，指定管理者に帰属する指定管理料の支出の下に購入されたも

のについては，協定書等において特段の定めがない限りには，指定管理者に帰属すると

考えるのが自然ということになろう。）。そして，やはり指定管理者において，必要な図

書・資料の購入・収集等について抑制的になることも懸念される。 

  同じく，修繕費についても，「大規模なもの」か「それ以外」かという区分も明確でな

く，修繕の結果については性質上市に帰属するものであることもあり，必要な修繕が十

分に実施されないということも懸念されるところである。 

  実際，利用団体や利用者からのアンケート等においては，イス等の備品や電灯等の設

備の不具合に関する意見も見られる。指定管理者によれば，備品や設備等については定
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期または随時にチェックしており，都度対応しているとのことであるようであるが，数

字的に見ると，平成２４年度における収支状況を見ると，「器具備品費」について，当

初予算額：１６３万５０００円に対して支出額：１１９万２５６１円，「修繕費」につ

いて，当初予算額：９５５万００００円に対して支出額：４６８万４４２４円，図書・

資料の収集に一部関連する「消耗品費」について，当初予算額：６３３万８０００円に

対して，支出額：５００万３９２１円，同じく図書・資料の収集に一部関連する「印刷

製本費」について，当初予算額：５２万７０００円に対して，支出額：１２万３９００

円となっており，いずれも当初予算額を下回り，精算がなされない結果として，差額分

については，指定管理者の収入として帰属していることになる。なお，収支差額に，社

会福祉協議会の他会計に繰り入れられた経理区分間繰入金支出を合計すると，その合計

金額は約２４００万円にも及んでいるところである。 

  もちろん，不要・不相応な備品購入，修繕等を行うべきものでなく，消耗品費や印刷

製本費等の節減の努力を重ねることは重要なことであり，その結果が指定管理者に帰属

することについては指定管理制度の予定するところである。上記のように，支出額が予

算額を数字的に下回るからといって，直ちに問題があるというものではない。しかし，

性質上の問題として上記のような懸念があるために，備品購入，修繕に要する費用につ

いては市の別途負担として精算がなされるのが望ましいと考える。また，図書・資料の

購入・収集に要する費用については，現在，収支報告の中では，「消耗品費」，「印刷製

本費」の中に組み込まれているが，図書・資料の購入・収集に要する費用については，

別立ての項目とした上で，やはり市の別途負担として精算がなされるのが望ましいと考

える。 

なお，平成２６年度以降については，「備品購入費」及び「修繕費」については精算

を行うとの内容に変更する予定であるとのことであるが，本施設においては，図書・資

料の購入・収集についても同様の取扱いをすべきと考える。また，この場合には，総論

において述べたとおり，預託金等として整理するのが望ましい。 

 

☞意見５９ 

☆ 備品購入，修繕，図書・資料の購入・収集に要する費用については，

指定管理料と別立ての預託金等として整理して，精算を行うのが望ま

しいものと考える。 

 

オ 自主事業等について 

(ｱ) 本施設に関して，指定管理業務と自主事業にかかる業務との区分と整理が十分でない

ように思われる。 

  すなわち，担当課への自主事業に関する照会においては，冒頭の概要表のとおり，自
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主事業について「有」とされ，その内容として，「施設のボランティアニーズ，ボラン

ティアグループ調査」が挙げられていた。また，平成２４年度の事業報告書においては，

上記のとおり，「ふくふくプラザまつり」（内容：市民，福祉団体等によるステージでの

発表，授産製品の販売等），「福祉映画鑑賞会」（内容：障がい者と一緒に鑑賞できる副

音声や字幕入りの映画の上映）の実施について，「指定管理者の自主事業」と記載され

ていた。 

  しかしながら，これらについては，いずれも「プラザ事業等に関する業務」・・・「福

祉に関する調査及び研究」，「福祉に関する研修及び啓発」などに，正に該たるものであ

り，自主事業として整理することは相当でない。 

  なお，「ふくふくプラザまつり」，「福祉映画鑑賞会」が仮に自主事業であるとするなら

ば，指定管理者が，指定管理業務とは別に，「指定管理者の責任と費用により実施する」

ものであるところ，平成２４年度の指定管理業務にかかる事業報告書の収支状況におい

て，「プラザまつり看板製作委託」，「プラザまつり照明・音響・司会業務委託」，「福祉

映画上映業務委託」の委託料が計上されていることは不相当であると思われる（基本協

定書第３１条に基づき，「自主事業の実施状況に関する事項」として，収支の点も含め

て別立てで記載すべきである。）。 

 

☞意見６０ 

☆ 指定管理業務と自主事業にかかる業務との区分と整理が十分でない

と思われる。担当課が挙げる「施設のボランティアニーズ，ボランテ

ィアグループ調査」，平成２４年度の事業報告書に挙げられている「ふ

くふくプラザまつり」，「福祉映画鑑賞会」のいずれも，本来業務であ

る「プラザ事業等に関する業務」の一つと整理すべきものと考える。 

 

(ｲ) 喫茶室については，上記のとおり，「市は指定管理者に目的内使用許可を行う（使用料

は全額減免）」，「指定管理者は自らの責任と負担において喫茶室を運営する」，「指定管

理者は別途受託者（簡易保険事務センター食堂）に運営委託する」，「喫茶室の収支は受

託者の計算に帰属し，指定管理者は受託者から月額５万円と光熱水費の実費分を徴収す

る」とのスキームにより運営されている。 

  まず，このスキームによる場合においては，正に指定管理者の「自主事業」と整理す

べきものであると考える。この点，喫茶室の運営状況や収支等に関しては，事業報告書

にも全く記載が見られない。しかし，自主事業に関しては，基本協定書第６０条に基づ

き，「指定管理者は，市に対して業務計画書を提出し，事前に市の承諾を受ける（なお，

市は，指定管理者が自主事業を実施するにあたって，自主事業の実施条件等を定めるこ

とができるとされている）」必要があり，また，基本協定書第３１条に基づいて，「指定
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管理者は，事業報告書において，自主事業の実施状況に関する事項を報告する」必要が

あるのであって，この点，不備が存するものと言わざるを得ない。 

  また，指定管理者が喫茶室の運営に関して全面的に受託者に委託し，収支に関して受

託者の計算で行われる実態がある一方で，市が指定管理者に対して使用料を全額減免し

て，指定管理者が光熱水費の実費分の他に，月額５万円を取得して自らの収入とするこ

との，実質的な理由も理解しがたいところである。どうして，市が直接受託者との関係

で使用許可関係を結び若しくは業務委託しないのか，または，市が指定管理者に対して

使用料を減免して指定管理者に月額５万円を自らの収入として保持させることを認め

ているのか，不明である。かかる現状の取扱いについては改められるべきであると考え

る。 

    

☞指摘１３ 

★ 喫茶室に関する現状のスキームを前提にすれば，指定管理者の「自

主事業」と整理すべきものである。喫茶室の運営状況や収支等に関し

ては，事業報告書にも全く記載が見られないが，協定書等に基づき，

事業報告書等において十分な報告をさせるべきである。 

 

☞指摘１４ 

★ 市から目的内使用許可を受けた指定管理者が喫茶室の運営に関して

全面的に受託者に委託し，収支に関して受託者の計算で行われる実態

がある一方で，市が指定管理者に対して使用料を全額減免して，指定

管理者が光熱水費の実費分の他に月額５万円を取得して自らの収入と

して保持せしめているが，その実質的な理由は理解しがたい。 

  かかる現状の取扱いについては改められるべきであると考える。 

 

カ 協定書等について 

(ｱ) 基本協定書第１４条において，指定管理者は，指定期間中において，指定管理業務等

を実施する上で想定される損害を填補するための施設賠償責任保険等に加入すること

とされている。本協定書の内容を受けて，仕様書には，指定管理者において，施設賠償

保険として，①身体賠償１名につき５０００万円，１事故につき１億円，②財物賠償１

事故につき施設５０００万円，駐車場３９２０万円，同じく昇降機賠償責任保険につき，

①身体賠償１名につき５０００万円，１事故につき１億円，②財物賠償１事故につき施

設５０００万円以上の保険に加入すべきことが定められている。 

  しかしながら，不特定多数の市民が利用することを予定する本施設において，上記保

険限度金額においては，身体賠償事故発生時のリスク回避という観点からは明らかに不
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足するものと考える。この点，少なくとも，全国市長会の市民総合賠償補償保険と同等

に，身体賠償事故につき，１名につき１億円，１事故につき１０億円程度の保険限度金

額の保険への加入を求めるべきである。 

   

☞意見６１ 

☆ 指定管理者に施設賠償保険等の加入を求めるにあたっては，特に身

体賠償に関しては，施設の特性等に鑑みて，十分な保険限度金額の保

険への加入を求めるべきである。 

 

(ｲ) 基本協定書第１３条第１項において，「本業務の実施において，乙（指定管理者）の責

めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合，乙はその損害を賠償しなければな

らない。ただし，その損害が甲（市）の責めに帰すべき事由または甲乙双方の責めに帰

すことができない事由による場合には，この限りでない。」との旨定められている。 

  しかしながら，この規定によれば，市と指定管理者の双方の責めにより発生した事故

に関しては，但書が適用されてしまい，指定管理者は賠償責任を負わないと解釈する余

地が生じるものと考える。市と指定管理者の双方の責めによる場合には，少なくともそ

の責任割合に応じて損害を分担するのが公平に資するものである。一方，市及び指定管

理者の双方の責めによらない場合には，いずれも賠償責任を負わないのは当然である。

ついては，同但書については削除すべきであると考える。 

  なお，関連して付言すると，ここでは第三者に損害が生じた場合のみ規定されている

が，せっかく損害賠償について定めるのであれば，他の協定書にも見られるとおり，「甲

または第三者に損害が生じた場合」としておくのが望ましいと思われる。 

   

☞意見６２ 

☆ 市と指定管理者の双方の責めにより発生した事故に関して，指定管

理者は賠償責任を負わないと解釈する余地が生じる条項については，

修正すべきである。 

 

(ｳ) 基本協定書第４７条第１項において，「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。」との規定があるが，かかる条項が不相当であることは

総論において述べたとおりである。 

(ｴ) なお，本基本協定書第３１条においては，事業報告書について，同報告書提出後，指

定管理者及び市において，ホームページ等により，速やかにその内容を公表しなければ

ならないとの旨の規定があり，実際に，本施設のホームページでは，前年度の事業報告
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書，利用状況，（利用者）アンケート結果に接することができる。協定書においてかか

る定めをすることについては，市民への情報公開・提供の意識を示すものであり，高く

評価されるべきものと考える。 
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６ 福岡市立老人福祉センター（東香園，長生園，舞鶴園，若久園，寿楽園，早寿園，福

寿園） 

 

施設名 東香園 施設数 1 

所在地 福岡市東区香住ヶ丘 1-9-1 

担当部・課 高齢社会部高齢社会政策課 

根拠法令 老人福祉法，福岡市老人福祉センター条例，同施行規則 

施設の設置目的 

老人福祉法第１５条に定める老人福祉施設として，高齢者に対して，各種

の相談に応じるとともに，健康の増進，教養の向上及びレクレーションの

便宜を総合的に供与する。 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

（株）西日本介護サービス H18.4～H21.3 公募（5） 

（株）西日本介護サービス H21.4～H26.3 公募（3） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料   36,900 36,900 36,900 36,900 

精算     

精算後指定管理料   36,900 36,900 36,900 36,900 

市のその他の支出 ※ ※ ※ ※ 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

        

利用料金の帰属先  利用料金の内容  

自主事業の有無 有 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
0 

自主事業の概要 
高齢者の健康増進，教養の向上及びレクリエーション等の実施に関する

事業（担当課からの回答） 

指定管理導入以前の管理方法 管理委託（福岡市社会福祉事業団） 

備考 

なお，上記指定管理料には，老人教室及び高齢者創作講座実施にかかる

委託料は含まない。上記指定管理料と異なり，同委託料は，余剰金が生じ

た場合には返還することとされている（以下の 6 施設に関しても同じ）。平

成 24年度当初金額は 718万 1180円，同年度末に 32万 2805円が返還さ

れた。※「市のその他支出」は下記のとおり。 

※概要表における「市のその他支出」の項目については７園で区分しにくい支出があるた

めに，以下に別記する。 

 平成２２年度 ７園分合計金額：７８４３万３１５５円 

 平成２３年度 ７園分合計金額：９６７９万５９０４円 

 平成２４年度 ７園分合計金額：８８３３万５２３７円 

 平成２５年度（予定額） 

        ７園分合計金額：９１７３万００００円 
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施設名 長生園 施設数 1 

所在地 福岡市千代 1-21-16 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

学校法人麻生塾 H18.4～H21.3 公募（4） 

（社福）まごころ会 H21.4～H24.3 公募（1） 

（社福）まごころ会 H24.4～H29.3 公募（2） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料   37,900 37,900 35,863 35,863 

精算     

精算後指定管理料   37,900 37,900 35,863 35,863 

市のその他の支出 ※ ※ ※ ※ 

自主事業の有無 有 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
0 

自主事業の概要 
高齢者の健康増進，教養の向上及びレクリエーション等の実施に関する

事業（担当課からの回答） 

備考 

担当部・課，根拠法令，設置目的，利用料金，指定管理導入以前の管理

方法，指定管理導入時期につき，東香園と同じ 

東香園と同じく，上記指定管理料には老人教室及び高齢者創作講座実施

にかかる委託料は含まず，同委託料につき平成 24 年度当初金額は 342

万 3230 円，同年度末に 47 万 9712 円が返還された。 

 

施設名 舞鶴園 施設数 1 

所在地 福岡市中央区長浜 1-2-15 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

（社福）まいづる会 H18.4～H21.3 公募（6） 

（社福）まいづる会 H21.4～H26.3 公募（1） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料   36,198 36,198 36,198 36,198 

精算     

精算後指定管理料   36,198 36,198 36,198 36,198 

市のその他の支出 ※ ※ ※ ※ 

自主事業の有無 有 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
41 

自主事業の概要 
高齢者の健康増進，教養の向上及びレクリエーション等の実施に関する

事業（担当課からの回答） 

備考 

担当部・課，根拠法令，設置目的，利用料金，指定管理導入以前の管理

方法，指定管理導入時期につき，東香園と同じ 

東香園と同じく，上記指定管理料には老人教室及び高齢者創作講座実施

にかかる委託料は含まず，同委託料につき平成 24 年度当初金額は 488

万 3250 円，同年度末に 56 万 2100 円が返還された。 
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施設名 若久園 施設数 1 

所在地 福岡市南区若久 6-29-1 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

（株）西日本介護サービス H18.4～H21.3 公募（4） 

（株）西日本介護サービス H21.4～H26.3 公募（3） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料   34,469 34,469 34,469 34,469 

精算     

精算後指定管理料   34,469 34,469 34,469 34,469 

市のその他の支出 ※ ※ ※ ※ 

自主事業の有無 有 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
0 

自主事業の概要 
高齢者の健康増進，教養の向上及びレクリエーション等の実施に関する

事業（担当課からの回答） 

備考 

担当部・課，根拠法令，設置目的，利用料金，指定管理導入以前の管理

方法，指定管理導入時期につき，東香園と同じ 

東香園と同じく，上記指定管理料には老人教室及び高齢者創作講座実施

にかかる委託料は含まず，同委託料につき平成 24 年度当初金額は 769

万 7560 円，同年度末に 39 万 9275 円が返還された。 

 

施設名 寿楽園 施設数 1 

所在地 福岡市城南区南片江 2-32-1 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

（社福）福岡西部福祉会 H18.4～H21.3 公募（3） 

（社福）福岡市身体障害者福祉協会 H21.4～H26.3 公募（3） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料   35,488 35,488 35,488 35,488 

精算     

精算後指定管理料   35,488 35,488 35,488 35,488 

市のその他の支出 ※ ※ ※ ※ 

自主事業の有無 有 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
111 

自主事業の概要 
高齢者の健康増進，教養の向上及びレクリエーション等の実施に関する

事業（担当課からの回答） 

備考 

担当部・課，根拠法令，設置目的，利用料金，指定管理導入以前の管理

方法，指定管理導入時期につき，東香園と同じ 

東香園と同じく，上記指定管理料には老人教室及び高齢者創作講座実施

にかかる委託料は含まず，同委託料につき平成 24 年度当初金額は 431

万 6730 円，同年度末に 27 万 9751 円が返還された。 
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施設名 早寿園 施設数 1 

所在地 福岡市早良区重留 7-8-8 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

（社福）敬養会 H18.4～H21.3 公募（1） 

（社福）敬養会 H21.4～H26.3 公募（2） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料   39,457 39,011   39,011 39,011 

精算     

精算後指定管理料   39,457 39,011   39,011 39,011 

市のその他の支出 ※ ※ ※ ※ 

自主事業の有無 有 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
624 

自主事業の概要 
高齢者の健康増進，教養の向上及びレクリエーション等の実施に関する

事業（担当課からの回答） 

備考 

担当部・課，根拠法令，設置目的，利用料金，指定管理導入以前の管理

方法，指定管理導入時期につき，東香園と同じ 

東香園と同じく，上記指定管理料には老人教室及び高齢者創作講座実施

にかかる委託料は含まず，同委託料につき平成 24 年度当初金額は 447

万 9790 円，同年度末に 38 万 0582 円が返還された。 

 

施設名 福寿園 施設数 1 

所在地 福岡市西区今宿青木 1043-31 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

（社福）福岡ケアサービス H18.4～H21.3 公募（3） 

（社福）福岡ケアサービス H21.4～H26.3 公募（1） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料   50,400 50,400   50,400 50,400 

精算     

精算後指定管理料   50,400 50,400   50,400 50,400 

市のその他の支出 ※ ※ ※ ※ 

自主事業の有無 有 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
0 

自主事業の概要 
高齢者の健康増進，教養の向上及びレクリエーション等の実施に関する

事業（担当課からの回答） 

備考 

担当部・課，根拠法令，設置目的，利用料金，指定管理導入以前の管理

方法，指定管理導入時期につき，東香園と同じ 

東香園と同じく，上記指定管理料には老人教室及び高齢者創作講座実施

にかかる委託料は含まず，同委託料につき平成 24 年度当初金額は 511

万 3010 円，同年度末に 41 万 8455 円が返還された。 
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(1) 現状 

ア 施設の概要 

  福岡市においては，老人福祉センターを各区１施設ずつ設置している。 

  設備として，研修室，図書室，浴室，大広間等を備え，６０歳以上の市民を対象とし

て（福寿園の入浴のみ６０歳未満の利用可），各種教室・講座，研修，サークル活動，

交流・懇談等に利用されている。 

  各施設の概要は以下のとおりである。 

 

  東香園 昭和５０年設置 鉄筋コンクリート造２階建 

敷地面積：３３８４．００㎡ 

延床面積：１０３２．６２㎡ 

施設内容：浴室２，機能回復訓練室，図書室，作業室（和），相談室 

大広間，研修室，和室，駐車場３５台 

長生園 昭和４３年設置 鉄筋コンクリート造７階建の１，２階部分の一部 

      敷地面積：４７９３．４６㎡（なお，千代町商店街と共有） 

      延床面積：１２０６．１３㎡ 

      施設内容：浴室２，機能回復訓練室，図書室，大広間，研修室２，談話室 

           囲碁将棋室（和），控室（和），相談室，講堂 

      なお，千代庁舎（シルバー人材センター，障害者就労支援センター）との複

合施設 

舞鶴園 昭和５２年設置 鉄筋コンクリート造４階建の３，４階部分 

      敷地面積：２８７６．４８㎡ 

      延床面積：１０８０．０３㎡ 

      施設内容：浴室２，機能回復訓練室，健康相談室，和室，研修室，図書室 

           娯楽室（和），大広間 

      なお，１，２階は舞鶴保育園 

  若久園 昭和４８年設置 鉄筋コンクリート造２階建 

      敷地面積：３４４８．６６㎡ 

      延床面積：１０８６．８３㎡ 

      施設内容：浴室２，機能回復室，図書室，相談室，茶室，研修室２，大広間 

           和室２，陶芸場（別棟），駐車場１８台 
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  寿楽園 昭和６３年設置 鉄筋コンクリート造２階建 

      敷地面積：３３０９．００㎡（一部借地） 

      延床面積：１０５８．２２㎡（寿楽園部分） 

           なお，城南障害者フレンドホーム部分 ４９５．５３㎡ 

      施設内容：共用 事務室，図書室，相談室，駐車場３６台 

           寿楽園部分 浴室２，機能回復訓練室，和室３，大広間，研修室 

           城南障害者フレンドホーム部分 

                 作業室（小・大），社会適応訓練室，日常生活訓練室，

浴室２ 

  早寿園 平成元年設置 鉄筋コンクリート造２階建 

      敷地面積：３２５８．２３㎡ 

      延床面積：１３１９．２１㎡ 

（うちデイサービスセンター部分２２３．９２㎡） 

      施設内容：早寿園部分 浴室２，図書室，相談室，大広間，研修室，和室３ 

                 介護実習室，地域交流スペース，駐車場２７台 

陶芸場（別棟） 

           デイサービスセンター部分 

                 厨房，養護室（和室），特殊浴室２，機能回復訓練室 

                 健康相談室 

  福寿園 昭和４７年設置（平成元年改修） 

      敷地面積：３０６５．００㎡ 

      延床面積：１６７２．４５㎡ 

      施設内容：浴室２，機能回復訓練室，相談室，図書室，大広間，研修室 

和室４，ラウンジ３，駐車場２１台 

イ 指定管理の状況 

(ｱ) 本施設に関しては，平成１８年度から現在まで指定管理者による管理が行われており，

平成１８年度から公募により指定管理者を選定している。各応募数及び指定管理者は，

冒頭の概要表のとおりである。 

    なお，長生園については，平成２１年度以降の募集に際して改修計画等について検討

する必要が存したことから，同募集における指定期間を３年間（他センターは５年間）

としたために，他のセンターとの間で指定期間のずれが生じている。 

(ｲ) 本施設に共通して指定管理者が行う業務については，「指定管理者管理業務の仕様書」

において定められている。 

  ①センターの運営に関する業務（センターの利用許可・制限，利用証の発行等） 
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  ②センターの事業に関する業務（老人教室，高齢者創作教室，センター企画講座，発

表会，入浴サービス，サークル活動等への場所の提供，高齢者向け相談等） 

  ③センターの施設及び付属設備の管理運営に関する業務（施設の保守管理，清掃，光

熱水費等の支払等） 

このうち，②センターの事業に関する業務につき，「老人教室」については，センタ

ーの他，各校区に設置している老人いこいの家でも実施することが求められている。老

人教室については，高齢者の特技・知識を高齢者同士が教えたり，習ったりすることに

より，社会参加の意識の昂揚，教養の向上及び相互の親睦を図り，高齢者の生きがいを

増進することを目的に，「教える人」，「習う人」になる高齢者を年に１回募集して，通

年の教室を実施するというものである。教室数の上限と，１教室あたりの年間実施回数

の上限（４２回以内，月４回以内，１回２時間以内）等が定められている。 

②のうち，「高齢者創作講座」については，陶芸，手芸，園芸等について外部講師を

招いて実施する講座であり，平成２５年度において，講座内容・講座数・クラス数上限

と，１クラスあたりの年間実施回数の上限（４８回以内，月４回以内，１回２時間以内）

が定められている。 

②のうち，「センター企画講座」については，指定管理者において高齢者のニーズに

あった内容の高い講座を提案し，実施することとされる一方で，平成１７年度以降現在

まで継続して実施している講座は引き続き実施することとされている。 

③センターの施設及び付属設備の管理運営に関する業務に関連して，センターの運営

にかかる管理費用，光熱水費等については，原則として指定管理者において指定管理料

の中から負担して支払うことが予定され，精算等は予定されていない。ただ，長生園，

舞鶴園，早寿園については，他施設が併設されている関係から，費用の按分割合や按分

方法等についての定めがある。また，センターや敷地内に自動販売機等が設置されてい

るが，その設置に関しては，市が業者等に対して行政財産の目的外使用許可を行う形と

し，指定管理者においては同業者から電気・上下水道代の実費を請求して，その収入は

センターの光熱水費の支払に充てることとされている。 

なお，基本協定書においては，「センターの設置目的に合致し，かつ本業務の実施を

妨げない範囲において，自らの責任と費用により，自主事業を実施することができるも

のとする。」，「自主事業を実施する場合は，甲に対して業務計画書を提出し，事前に市

の承諾を受けなければならない。」（第１８条）と定められており，指定管理者は指定管

理業務以外の自主事業を行うことができるとされている。この点，担当課によれば，老

人教室，高齢者創作講座，平成１７年度以降現在まで継続して実施しているセンター企

画講座，入浴事業等の「指定事業」，左記以外のセンター企画講座，相談事業，地域交

流事業等の「提案事業」以外の事業を自主事業として理解しているとのことであった。

なお，指定管理者の事業報告書によると，例えば，東香園では，自主事業（「その他の
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事業」）として，ＤＶＤシアター，季節湯（菖蒲湯，ゆず湯），歌謡ショー，パソコン教

室，落語会，シルバーヘアカット＆シルバーメイク，バレンタインデー（チョコレート

配布）等が挙げられていた。 

(ｳ) なお，寿楽園については，障害者福祉施設である城南フレンドホームを併設しており，

指定管理者の選定にあたっては，両施設を共通の指定管理者が管理することを予定し，

一括して募集を行っている。そのために，選定に際しての評価基準にも，フレンドホー

ムに関する運営能力等についての項目があり，平成１７年及び平成２０年の募集要項で

は，応募資格として単なる「法人」ではなく「社会福祉法人等の法人」としていた。な

お，平成２５年度の募集要項では「法人その他の団体」としている。 

また，早寿園については，市有財産であるデイサービスセンターを併設しており，早

寿園の指定管理者が福岡市から同デイサービスセンター施設及び設備等を賃借して，デ

イサービス事業を実施することが指定管理の条件とされている。そのため，選定に際し

ての評価基準にも，デイサービス事業の運営能力等についての項目があり，応募資格と

して単なる「法人」ではなく「社会福祉法人及び民法上の公益法人」に限定している。 

(ｴ) 平成２２年度から平成２４年度におけるセンターの利用者数，各種事業の状況につい

ては以下のとおりである。 
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＜利用者数＞  

 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ１７（参考） 

東香園 60,342 

205 

61,896 

210 

63,962 

217 

50,192 

171 

長生園 50,659 

172 

49,382 

167 

51,539 

175 

42,643 

146 

舞鶴園 73,961 

230 

76,613 

238 

72,127 

224 

65,559 

224 

若久園 64,086 

217 

61,425 

208 

62,170 

211 

60,726 

207 

寿楽園 58,654 

199 

65,801 

222 

66,133 

224 

51,093 

174 

早寿園 68,585 

222 

66,590 

213 

71,613 

231 

54,703 

187 

福寿園 118,400 

402 

121,506 

412 

118,908 

410 

100,971 

345 

合計 494,687 

1,647 

503,213 

1,670 

506,452 

1,692 

425,887 

1,454 

           （上段利用者数，下段１日平均利用者数，単位・人） 

＜事業の状況＞ 

 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ１７（参考） 

センター企画講座 

上段：教室講座数 

中段：延実施回数 

下段：延参加者数 

51 

964 

15,583 

53 

886 

15,511 

55 

929 

16,270 

19 

481 

6,867 

相談事業（相談者数） 1,825 1,904 1,812 2,092 

高齢者創作講座 

上段：延実施回数 

下段：延参加者数 

599 

6,155 

596 

6,067 

597 

6,291 

661 

4,881 

老人教室 

上段：教える人数 

下段：習う人数 

435 

9,503 

449 

9,985 

445 

9,661 

464 

8,874 

※なお，上記平成１７年度「老人教室」のデータについては平成１８年１月末現在のもの。 
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(ｴ) 本施設に関して，高齢者の施設利用については原則無料とされている。なお，老人福

祉法第２０条の７においては，老人福祉センターについて，「老人福祉センターは，無

料又は低額な料金で，老人に関する各種の相談に応ずるとともに，老人に対して，健康

の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的

とする施設である。」と定められているところである。 

  なお，各種教室・講座の実施にあたって，講師等が受講者等から必要な教材費等を徴

収することがあるが，担当課によれば，これは指定管理者が収受するものではなく，講

師等と受講者等との間でのやり取りであるとの理解のようである。 

  指定管理料については，まず，「老人福祉センター管理運営業務 実施協定書」により，

老人教室及び高齢者創作講座の事業費以外の業務にかかる指定管理料を定め，１２回の

分割で支払う形となっている。この指定管理料については，備品購入費（協定書上は金

額の定めなし）や修繕費（１件３０万円未満のもの）も含め，精算は行われない。（な

お，平成２６年度以降については，備品購入費及び修繕費については精算を行うとの内

容に変更する予定であるとのことである。） 

また，老人教室及び高齢者創作講座の事業費については，別途「老人教室及び高齢者

創作講座実施業務 実施協定書」が締結され，４回の分割で支払う形となっている。こ

の委託料については，年度終了後に剰余金が発生した場合には，市に返還して精算する

こととされている。 
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  各事業報告書によれば，平成２４年度の各センターの収支状況は以下のとおりである。 

（なお，上段が指定管理料等による収入，中段が支出，下段が収支差額）。 

 

 一般 老人教室 高齢者 

創作講座 

東香園 37,162,221 

36,748,839 

413,382 

6,440,420 

6,161,655 

278,765 

740,760 

696,720 

44,040 

長生園 35,929,099 

33,714,905 

2,214,194 

3,061,640 

2,618,875 

442,765 

361,590 

324,643 

36,947 

舞鶴園 36,445,778 

36,442,452 

3,326 

3,883,710 

3,558,470 

325,240 

999,540 

762,680 

236,860 

若久園 34,810,691 

36,002,726 

△1,192,035 

6,608,890 

6,262,775 

346,115 

1,088,670 

1,035,510      

531,60 

寿楽園 35,811,481 

35,209,614 

601,867 

3,321,390 

3,212,785 

108,605 

995,340 

824,194 

171,146 

早寿園 40,718,573 

42,001,349 

△1,282,776 

4,011,070 

3,672,943 

338,127 

768,720 

726,265 

42,455 

福寿園 50,978,542 

48,500,283 

2,478,259 

4,113,470 

3,863,463 

250,005 

999,540 

831,090 

168,450 

なお，単位・円。老人教室，高齢者創作講座の剰余額は市に返還される。 
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なお，例として，東香園の平成２４年度における収支の詳細については，以下のとおり

である。 

＜東香園＞ 

老人教室，高齢者創作講座以外 

収入                    

指定管理料 36,900,000 

自販機電気水道代 97,445 

自販機手数料 82,005 

雑収（利息・コピー代等） 82,771 

収入合計 37,162,221 

支出 

職員等人件費 14,515,637 

職員等交通費 662,625 

広告宣伝費 182,293 

業務委託料（保守管理等） 8,288,382 

水光熱費 9,679,354 

報償費 375,840 

通信費 129,413 

印刷消耗品費 139,413 

修繕費 402,434 

旅費交通費 541,878 

一般物品費（事務用品・図書等） 430,022 

損害保険料 310,615 

賃借料（リース料） 260,600 

顧問料 567,240 

雑費（租税公課，会議費等） 102,566 

支払手数料 37,273 

支出合計 36,748,839 

 

収支（収入－支出） 413,382 
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老人教室 

収入                    

指定管理料 6,440,420 

収入合計 6,440,420 

支出 

講師謝礼金 5,478,910 

振込手数料 158,445 

その他経費 483,300 

役務費 41,000 

支出合計 6,161,655 

 

収支（収入－支出） 278,765 

収支差額については市に返還。 

 

高齢者創作講座 

収入                    

指定管理料 740,760 

収入合計 740,760 

支出 

講師謝礼金 587,640 

振込手数料 8,820 

その他経費 100,260 

支出合計 696,720 

 

収支（収入－支出） 44,040 

 収支差額については市に返還。 

 

（2）問題点 

ア 本施設の必要性 

  本市においても社会の高齢化が進む中で，高齢者が，健康で生きがいある生活を送る

ために，各種の文化的活動や相互交流等の場を提供することは重要であり，本施設の公

の施設としての必要性は高いと言いうる。なお，老人福祉法が設置を求めるものでもあ

る。 
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イ 指定管理の必要性及び効果等 

本施設については，平成１８年度から公募による指定管理が行われている。 

  単純な比較は難しい部分もあるものの，上記（１）イ（エ）において見たとおり，指

定管理導入前の平成１７年度に比べて，いずれのセンターにおいても施設利用者や講座

等への参加者等も増加傾向にあることが窺われる。各センターにおいても，それぞれの

指定管理者が，限られた予算の中で，利用者のニーズ等を踏まえて，講座やイベント等

を企画するなどの創意工夫を行っていることも窺われる。これらは，民間のノウハウを

組み入れるとともに，指定管理者を公募することによる競争（応募時点における競争と

共に，施設間での競争もあろう）の効果であると思われる。 

  本施設においては，指定管理者のノウハウと工夫，指定管理者間の競争による効果を

発揮しうる部分が大きく，指定管理を行うことの必要性，効果は高く，また，現状にお

いてその効果も発揮しているように思われる。 

なお，事業報告書においては，自己評価として，単純に，利用者アンケートの集計結

果や，指定管理者の自己評点だけを記載するだけでなく，利用者アンケートの集計結果

を踏まえた指定管理者による分析や，実施した事業のうち，効果が高かった企画のベス

ト５の記載させる項目等を設けるなど，報告様式に工夫も見られ，内容としてもいずれ

の報告書ともに非常に充実していた。かかる自己評価の記載については，市の行政運営

においても非常に参考となるのではないかと思われる。もちろん各指定管理者の努力・

工夫にもよるものであるが，担当課における報告書様式の工夫・指導にもよるものでも

あると思われる。自己評価に関する報告のあり方として，他の施設・担当課においても

大いに参考にすべきものと考える。 

  また，現在，年に２回，各センターの指定管理者間で，園長会議，担当者会議を行い，

施設の管理・運営に関する意見交換を行っているとのことである。他の指定管理者がど

のような企画や工夫を行い，また，どのような問題点を抱えているのかなどについて，

意見交換等を行うことも，センターのよりよい運営を実現するためには有意義であると

思われる。この点も，他の施設・担当課においても大いに参考とすべきである。 

ウ 選定手続について 

(ｱ) 寿楽園については，障がい者福祉施設である城南フレンドホームを併設しているとこ

ろ，両施設を共通の指定管理者が管理することを予定し，一括して募集を行っている。 

  ただ，併設されているとはいえ，高齢者福祉施設である高齢者福祉センターと障がい

者福祉施設であるフレンドホームでは，性質も異なり，担い手たる指定管理者において

も得手・不得手があるものと思われる。 

この点，平成２０年に開催された選定委員会においても，寿楽園部分に関わる審査結

果と城南フレンドホームに関わる審査結果との間で，候補者自身において大きな差が生

じ，寿楽園部分について高い評点を取った候補者と城南フレンドホーム部分について高
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い評点を取った候補者が生じるという結果となったようである（公表された評点による

と，第１位の社会福祉法人福岡市身体障害者福祉協会と第２位の団体との評点は，８０

０点満点のところ，５８３点と５８１点と２点の差のみであった。）。委員からも，「フ

レンドホームは障がい者団体の方が細やかに運営するように思えるが，寿楽園はそうと

は限らず，判断が難しい。」，「障がい者についての提案はさすがだと思う点が多々あっ

たが，老人福祉センターの運営についてはどうか。」などとの発言も見られた。 

  民間の経験・ノウハウを活かした住民サービスの向上や施設運営の効率化といった指

定管理の効果を発揮するためには，性質の異なる両施設については，個別に募集を行い，

それぞれの施設の特性にあった指定管理者に管理を委託するのが本来は望ましいと考

える。この点，確かに，寿楽園及び城南フレンドホームについては，施設内に事務所が

１箇所しかないなど物理的に一体的構造にあり，施設長を兼任とすることによって人件

費の削減につながっているとの面はあるが，共同事業体方式の活用を促すなどすること

も考えられる。 

(ｲ) 選定委員会における指定管理者候補者の選定過程については，「選定の概況」として本

市のホームページ上に公表されている。 

  このうち，平成２０年に開かれた各センターの「選定の概況」において，選定委員が

５名であるにもかかわらず，東香園，舞鶴園，寿楽園分については，何故か「採点者は

４名」と記載されている。 

  この点，当時の募集要項や選定委員会の議事録を見ても，どうして採点者が４名とな

ったのかの理由については全く判然としない。なお，募集要項には，「（選定）委員と利

害関係のある団体が応募団体となった場合は，当該委員を選定委員会から除きます。」

との記載はあるが，選定委員会の議事録に徴しても，委員が除外されたとの旨の記載も

その理由の記載も見あたらず，選定過程のどの段階を関与していないのかも不明である。  

選定委員の除外がなされた場合には，議事録にその旨と理由を明記すべきである。 

なお，これがもし応募団体との利害関係の存在を理由とするものであれば，応募団体

も公募前からある程度は予想できるであろうから，選定委員の選定にあっても利害関係

の有無については予め十分注意すべきである。 

   

☞指摘１５ 

★ 選定委員が除外されたり，採点に加わらなかったりした場合には，

議事録にその旨と理由を明記すべきである。 

  なお，応募団体も公募前からある程度は予想できるであろうから，

選定委員の選定にあっても利害関係の有無については予め十分注意す

べきである。 
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(ｳ) 指定管理者の選定にあたって，市長・議員又はその親族が指定管理者の役員に就任し

ていないかとの照会に関して，担当課からは長生園分については，市長・議長が役員に

就任していないかは確認しているが，その親族が役員に就任しているかまでは「不明」

とのことであったが，この点は把握がなされるべきである。 

 

☞意見６３ 

☆ 指定管理者の選定にあたっては，市長・議員の親族が指定管理者の

役員に就任していないかも把握すべきである。 

 

(ｴ) 選定委員会に関する要綱においては「委員会の会議は公開する（ものとする）」とされ，

原則的に公開されることが予定されている。 

この点，平成２０年度に開かれた指定管理者選定のための選定委員会，平成２３年度

に開かれた長生園に関する指定管理者選定のための選定委員会について，第１回目につ

いては，「審議事項が募集要項，応募団体を審査するための選定基準等であることから，

公開することによって，その後の審議に著しい支障が生じると考えられる。」として非

公開とされている。 

しかし，この第１回選定委員会についても，その審議を公開することによって，その

後の審議に著しい支障が生じるとの具体的おそれが存するとも考えがたく，原則通り会

議については公開すべきものであったと考える。 

 

☞意見６４ 

☆ 審議対象が募集要項，応募団体を審査するための選定基準等であっ

たとしても，選定委員会については，要綱の原則に従い，会議を公開

すべきものと考える。 

 

エ 指定管理料等について 

(ｱ) 備品購入費（協定書上は金額の定めなし）や修繕費（１件３０万円未満のもの）につ

いても，指定管理料に含まれるものとし，精算を予定していない。 

なお，平成２６年度以降については，備品購入費及び修繕費については精算を行うと

の内容に変更する予定であるとのことであるが，総論において述べたとおり，市の別途

負担により購入または実施する備品購入又は修繕なのかの区分が難しいこと，購入され

た備品及び修繕された結果は市に帰属するものであること，精算が行われない場合には

必要な備品購入や修繕について指定管理者が抑制的になってしまうとの懸念も存する

ことなどからすれば，備品購入及び修繕に要する費用については市の別途負担として精

算がなされるのが望ましい。そして，その際には指定管理料に含めるのではなく，預託
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金として整理するのが望ましいと考える。 

 

☞意見６５ 

☆ 備品購入及び修繕に要する費用については，指定管理料と別立ての

預託金等として整理して，精算を行うのが望ましいものと考える。 

 

(ｲ) 上記のとおり，センターや敷地内に自動販売機等が設置されているところ，その設置

に関しては，市が業者等に対して行政財産の目的外使用許可を行う形とし，指定管理者

においては同業者から電気・上下水道代の実費を請求して，その収入はセンターの光熱

水費の支払に充てることとされている。この点，基本協定書及び実施協定書には記載が

なく，募集要項の「経理に関する事項」の「収入」の項目に，「指定管理者の収入は，

本市からの委託料と，自動販売機等行政目的外使用許可を受けた者から徴収する上水道

代や電気代の実費相当額があります。」との記載が，仕様書に，「電気・上水道代の実費

相当額の徴収について」の項目に，「行政財産目的外使用許可をした自動販売機の電気・

上下水道代については，指定管理者で立て替えて支払うが，・・・電気・上下水道代の

実費相当額を使用者から徴収すること。」との記載がある。 

  確かに，光熱水費は指定管理料に含まれているために，許可を得て自動販売機を設置

している業者から電気・上水道代の実費相当額を徴収して，指定管理者の光熱水費に充

てるという取扱いは不合理とは言えない。しかし，例えば，東香園の事業報告書におけ

る収支決算報告書によれば，「自販機電気水道代」の他に，「自販機手数料」との項目で

指定管理者の収入が計上されている。行政財産目的外使用許可による自動販売機の設置

に関する契約（使用許可）関係の主体は，あくまでも市と自動販売機設置業者との整理

になるはずである。さすれば，電気代・上水道代の実費相当額を指定管理者と自動販売

機設置業者との間で精算するという取扱いについてはともかくとしても，これとは別途

に，本来市に帰属すべき設置の手数料を指定管理者が収受できるということには根拠は

見出しがたい。もとより，基本・実施協定書や募集要項・仕様書にも，根拠となるべき

何らの言及もなく，かかる取扱いは問題があるものと言わざるを得ない。 
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☞指摘１６ 

★ 行政財産目的外使用許可により，市が主体となって自動販売機業者

との間で契約（使用許可）関係を結んでいるにもかかわらず，指定管

理者が自動販売機業者から手数料を収受していることについては，根

拠を欠くものと考える。 

  仮に，市・自動販売機業者・指定管理者間で，手数料の帰属につい

て特段の定めをし，手数料について，指定管理料の一部とし，または，

実費として光熱水費の精算に充てる形とするとしても，事実上の運用

により処理すべき事項ではなく，基本協定書及び募集要項・仕様書に

おいて規定すべきである。 

 

(ｳ) 上記のとおり，高齢者の施設利用については原則無料とされているが，各種教室・講

座の実施にあたって，講師等が受講者等から必要な教材費等を徴収することは認めてい

る。この点，基本協定書及び実施協定書には特段の記載がなく，募集要項の「利用料金」

の項目に，「センターの利用料金は無料です。ただし，教養講座等の教材費，原材料費

等は受講生の負担となります。」などとの記載が見られる。 

  この点，各センターの事業報告書における収支決算報告書には，指定管理者の収入と

して教室教材費が計上されているものと，計上されていないものが見られた。担当課に

よれば，この教材費・原材料費等の性質として，指定管理者が収受するものではなく，

講師等と受講者等との間でのやり取りを行うものであるとの理解であるようであるが，

市及び指定管理者で把握することが望ましいし，少なくとも市・指定管理者・講師の理

解と取扱いを統一しておくべきと思われる。 

  教材費・原材料費等の取扱いについて，基本協定書，仕様書等においてより具体的に

言及するとともに，指定管理者の収入として計上するか，別立てで整理するかを統一し

つつ，事業報告書の中で報告させることが望ましい。 

 

☞意見６６ 

☆ 教材費・原材料費等の取扱いについて，基本協定書，仕様書等にお

いてより具体的に言及するとともに，指定管理者の収入として計上す

るか，別立てで整理するかを統一しつつ，事業報告書の中で報告させ

ることが望ましい。 

 

オ 自主事業について 

  本センターに関して，指定管理業務と自主事業にかかる業務との区分と整理が十分で
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ないように思われる。 

  すなわち，担当課への自主事業に関する当初の照会においては，いずれのセンターも

自主事業について「有」とされ，その内容として，「高齢者の健康増進，教養の向上及

びレクリエーション等の実施に関する事業」であるとの回答がなされ，その収入につい

ては，「不明」とのことであった。 

担当課においては，自主事業の例として，センターの広報誌の発行，ホームページに

よる広報，ＤＶＤシアターの開催等を考えているようであり，仕様書に記載された施設

の運営管理そのものに関わる事業の他，老人教室，高齢者創作講座，センター企画講座

のうち平成１７年度からの継続分の「指定事業」と，左記以外のセンター企画講座，相

談事業，世代間や地域等との交流事業などの「提案事業」以外のものが，「その他の事

業」（例えば，東香園においては，ＤＶＤシアター，季節湯，落語会など）として自主

事業にあたるとの理解にあるように思われる。 

ただ，これらの「その他の事業」についても，「高齢者の健康増進，教養の向上及び

レクリエーション等の実施に関する事業」，「センターの目的達成に必要な事業」そのも

のであり，これらを自主事業として整理することは相当でない。 

また，一方で，早寿園の事業報告書における収支決算報告書においては，ランチ収入

として５８万７３００円が，介護予防教室受託料として９１万６５１０円がそれぞれ計

上されている。 

担当課によれば，ランチの提供については自主事業，介護予防教室については市によ

る指定管理業務とは別途の受託事業であるとの理解であるようであるが，基本・実施協

定書や仕様書等では，指定管理者において，指定管理業務に関しては，特段の根拠がな

い限り，指定管理料以外の収入を得ることを予定しておらず（上記のとおり，本センタ

ーでは自動販売機業者からの電気・上水道代の実費相当額，教材費・原材料費等のみに

つき言及がある），これらが自主事業であるとすれば，指定管理者は，指定管理業務と

は別に，「指定管理者の責任と費用により実施する」ものであり，市に対して「業務計

画書を提出し，事前に項の承諾を受けなければならない」（基本協定書第１８条）。また，

年度末の事業報告書においては，特に「自主事業に関する状況（自主事業利用者数，自

主事業開催日数，自主事業の収支状況）」を報告しなければならない（基本協定書第２

２条第１項第３号）はずである。 

少なくとも，市としては，自主事業（本施設において指定管理者が実施する指定管理

業務以外の事業）による指定管理者の収入と，これがある場合の金額については，その

内容と収支状況とともに把握しなければならないことはもちろんである。 
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☞意見６７ 

☆ 指定管理業務と自主事業にかかる業務との区分と整理が十分でない

と思われる。担当課が挙げる「自主事業」の多くは，本来業務である

「高齢者の健康増進，教養の向上及びレクリエーション等の実施に関

する事業」，「センターの目的達成に必要な事業」の一つと整理すべき

ものと考える。 

 

☞指摘１７ 

★ 少なくとも，市としては，自主事業（本施設において指定管理者が

実施する指定管理業務以外の事業）による指定管理者の収入と，これ

がある場合の金額については，その内容と収支状況とともに把握しな

ければならない 

  

カ 協定書等について 

各基本協定書第４４条第１項において，「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１０月以上前まで

に，市に申し出をしなければならない。」との規定があるが，かかる条項が不相当であるこ

とは総論において述べたとおりである。 
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７ 福岡市葬祭場 

 

単位：千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市葬祭場 施設数 1 

所在地 福岡市南区桧原 6 丁目 1 番 1 号 

担当部・課 生活衛生部生活衛生課 

根拠法令 
墓地，埋葬等に関する法律，同施行規則，福岡市立火葬施設条例，同

施行規則 

施設の設置目的 
火葬を公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行うため（条例

第１条） 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

（財）ふくおか環境財団 H17.10～H21.3 非公募 

（財）ふくおか環境財団 H21.4～H27.3 非公募 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 361,580 358,688 395,327 356,282 

精算 △7,181 0 △7,373  

精算後指定管理料 354,399 358,688 387,954  

市のその他の支出 

(※1) 

①318,485 

②   631 

③ 36,091 

①303,637 

②   622 

③ 35,561 

①299,689 

②   551 

③ 31,473 

①296,279 

②   546 

③ 31,171 

④138,430 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

240,68 240,502 249,880 251,796 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 火葬料等 

自主事業の有無 無 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
 

自主事業の概要  

指定管理導入以前の管理方法 直営  

備考 

※1 財団に対して①本施設の代金 51 億 1544 万 1623 円の分割払い②

本施設付属建物の代金 950 万 7074 円の分割払いを，それぞれ公有財

産購入費として，また，③葬祭場解体，敷地環境整備等の費用 5 億

5228 万 9028 円を補助金として支払っている。なお，平成 24 年度までは

指定管理料に火葬炉等設備等の修繕料も含まれていたが，平成 25 年

度から経年劣化に伴う火葬炉補修範囲が広がるため，④火葬炉等設備

工事費等を別途計上し，分かりやすくした。 

 

（1） 現状 

ア 本施設の概要 

  本施設は，火葬施設（葬祭場）であり，その概要は以下のとおりである。 
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名称 福岡市葬祭場（通称 刻の森 福岡市葬祭場） 

敷地面積 82,105.84㎡ 

延床面積 9,458.95㎡ 

建物 鉄筋コンクリート造 3階建 

施設 

告別式６室，収納室 6室 

有料待合室 20室（無料の待合スペースあり） 

火葬炉 26基（うち予備炉１基，胞衣炉各１基） 

排ガス処理設備 

・再燃焼炉 26基 

・バグフィルタ 13基 

軽食・喫茶コーナー，駐車場 

運動広場（ソフトボール場） 

開場日 平成 17年 10月 1日 

   

火葬施設については，「墓地，埋葬等に関する法律」に規定があり，「火葬」とは，

死体（妊娠４カ月以上の死胎を含む。）を葬るために，これを焼くこと（同法第２条

第２号）をいい，「火葬場」とは，火葬を行うために，火葬場として都道府県知事の

許可を受けた施設（同法第２条第７号）をいう。 

  火葬場の管理者は，火葬の求めを受けたときは，正当の理由がなければこれを拒ん
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ではならず（同法第１３条），火葬許可証を受理した後でなければ，火葬を行っては

ならないものである（同法第１４条第３項）。 

  なお，東区の一部（旧志賀町，旧和白町，旧香椎町，旧多々良町地区）については，

福岡市と古賀市等３市７町で組織する組合で直営する北筑昇華苑組合立北筑昇華苑

（福岡県古賀市青柳１４５番地の１）で火葬することになっている。北筑昇華苑組合

の火葬料については，福岡市葬祭場よりも高額であるところ，「福岡市と北筑昇華苑

組合間における北筑昇華苑組合立筑昇華苑の利用負担に関する協定書」により，利用

者は福岡市葬祭場と同額を支払い，差額については，利用負担金として福岡市から北

筑昇華苑組合に支払われている。 

 

福岡市葬祭場の利用料金 

区分 使用料金 

火葬料金 

市内 

居住者 

大人 20,000 円 

小人 10,000 円 

その他 
大人 70,000 円 

小人 35,000 円 

死産児 3,000 円 

人体の一部 200 円/㎏ 

産汚物 200 円/㎏ 

改葬火葬 

料金 

市内居住者 10,000 円 

その他 35,000 円 

待合室 5,000 円 

 

北筑昇華苑の利用料金 

区分 使用料金 

火葬料金 

区内 

居住者 

大人 44,000 円 

小人 22,000 円 

死産児 10,000 円 

その他 

大人 90,000 円 

小人 45,000 円 

死産児 25,000 円 

人体の一部 10,000 円 

産汚物（30㎝以内） 1,000 円 

待合室 3,500 円 
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また，福岡市は，福岡市玄界島火葬場を有しているが，平成２２年以降利用されて

いない（平成２６年２月末日段階）。 

イ 指定管理者 

  本施設については，平成１７年１０月の開場日より（財）ふくおか環境財団（以下，

「財団」という。）が指定管理者となっている。   

財団は，昭和４４年７月１日に設立された，福岡市が全額出資をした外郭団体で

あり，公共の福祉の見地から福岡市及び近隣都市における環境保全事業等を推進す

るとともに，能率的運営を図ることにより住民の快適な生活環境を確保し，もって

公衆衛生の向上に寄与することを目的とした団体である。主な事業は，廃棄物収集

運搬等，廃棄物関連施設の管理運営，下水道設備の検査等，福岡市葬祭場の整備及

び管理運営であり，西部リサイクルプラザの指定管理も行っている。 

ウ 指定管理者の行う業務 

  指定管理者の業務は，福岡市葬祭場管理業務仕様書によると，次に係る業務及びこ

れに伴う一切の業務である。 

  ①火葬の予約，窓口での受け付け，会葬者の案内，接遇に関すること 

  ②火葬許可書の受理，火葬済証明に関すること 

    ㋐火葬施設の利用（人体の一部または産汚物の火葬に係るもの。改葬に伴う火

葬にかかるもの及び待合室の利用を除く）許可については，福岡市区長事務委

任規則により市長から区長へ事務委任がされている。そのため，かかる許可を

行うことについては，指定管理者の業務ではない。 

    ㋑人体の一部または産汚物の火葬に係るもの。改葬に伴う火葬にかかるもの及

び待合室の利用に係る許可については，市長の権限であるため，指定管理者の

業務である。 

  ③火葬事蹟の証明，分骨証明に関すること（墓地，埋葬等に関する法律施行規則第

５条） 

  ④火葬施設，有料待合室使用申請の受付及び許可に関すること 

  ⑤施設使用料金の徴収，市への払込みに関すること 

①死体 

大人：満 10歳以上の場合 

小人：満 10歳未満の場合 

死産児：妊娠４カ月（11 週）以上で，胎児が母体から完全に排出又は分

娩される以前に死亡している場合 

②産汚物：妊娠４カ月未満の死胎及び産後排出される臍帯等の場合 
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  ⑥火葬業務に関すること 

  ⑦施設，設備，備品，物品等の維持管理及び修繕に関すること 

  ⑧管理運営に必要な物品の購入に関すること 

  ⑨火葬状況，施設稼働状況等の報告に関すること 

  ⑩葬祭場利便施設（食堂，売店，自動販売機）の運営に関すること 

    ただし，葬祭場本来の業務ではないため，指定管理業務であるが，目的外使用

許可が必要である。 

  ⑪葬祭場関連施設（ソフトボール場）の維持管理に関すること 

  ⑫葬祭場関連施設（健康増進会館）の施設の維持管理に関すること（電気料金，上

下水道料金，受信料の支払いに係るものを除く） 

  ⑬地元(桧原葬祭場対策委員会，桧原地域振興委員会等)との連絡調整に関すること 

  ⑭火葬件数が著しく増加または増加が予想される場合において，火葬業務を円滑に

遂行するために必要な措置と対応に関すること 

  ⑮有価物を含む残灰の売却に関する手続き及び売却益の市への払込に関すること 

  ⑯その他，前各号に付随する業務 

エ 本施設の建設の経緯等 

(ァ) 福岡市が所有・管理する火葬場については，従来直営で業務を行っていたが，施

設が老朽化したことから，建替えの必要性が生じていた。そのため，平成９年頃から，

新施設について直営，財団活用，民間活用等を検討していたが，資金調達条件，市の

財政負担，建築コスト，事業の継続性，業務の効率化等の観点から，財団が建設後，

新施設を市に譲渡し，財団に運営委託を行うＰＦＩ的手法を行うことにしたものであ

る。 

(ィ) 福岡市は，財団との間に平成１４年２月２６日に，「福岡市葬祭場の再整備等に

関する基本協定書」（以下，「再整備基本協定書」という。）を締結しており，その中

で，①造成，建設，（旧葬祭場の）解体の設計・施工・監督業務，②再整備期間中に

おける（旧）葬祭場運営の継続に必要な措置等について，財団の業務であるとし，当

該業務に係る費用（再整備資金）については，財団が自ら調達するものと定めている。

また，財団は新施設（再整備施設等）を再整備完了後速やかに福岡市に譲渡するよう

に定められており，福岡市が財団に支払う譲渡価額（財団が福岡市に譲渡する再整備

施設等の価額）については，財団が調達した再整備資金及び借入金の利息の合計額で

あると定められている。 

  また，再整備基本協定書には，再整備施設等の譲受後，葬祭場の管理運営を財団に

委託すること，委託については別途覚書を締結すること（再整備基本協定書第７条）

が規定されており，それを受けて作成されたのが，「福岡市葬祭場の管理運営に係る

基本協定書」である。 

(ゥ) 福岡市は，本施設を，平成１７年９月８日，財団より，譲渡代金５１億１３１９
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万６６８３円（概算総額）で譲り受け，平成１８年１月２３日に，財団が銀行から長

期資金を借り入れしたことにより，借入金利息額及び施設譲渡消費税相当額等が確定

し，５１億１５４４万１６２３円となった。実際に福岡市が負担する金額については，

財団が金融機関に支払う利息分も含まれることから，担当課によると，５８億９９３

８万３３９３円が予定されており，平成３７年９月に償還終了予定とのことである。 

  また，本施設付属建物を，平成１８年８月８日，財団より，譲渡代金９４６万６５

８６円（概算総額）で譲り受け，平成１９年２月１９日に，財団が銀行から長期資金

を借り入れしたことにより，借入金利息額及び施設譲渡消費税相当額等が確定し，９

５０万７０７４円となった。実際に福岡市が負担する金額については，財団が金融機

関に支払う利息分も含まれることから，担当課によると，１０８９万８４９６円が予

定されており，平成３８年３月に償還終了予定とのことである。 

なお，譲渡代金には，財団が負担した葬祭場解体，敷地環境整備等の資金（平成１

８年８月８日時点，５億４９９２万６１９６円（概算総額）。平成１９年２月１９日

時点，５億５２２８万９０２８円で確定。）は含まれておらず，これらについては，

補助金の形で，分割して財団に交付することとしている。補助金についても，実際に

福岡市が負担する金額については，財団が金融機関に支払う利息分も含まれることか

ら，今後も，金額については，利率の変更等による未確定な部分はあるが，平成３８

年３月に支払いが終了する予定である。担当課によると，このような手段を利用した

のは，葬祭場解体に要した経費は，その性質から公有財産取得費をあてることは適切

でないとの考えから，財政局と協議した結果であるとのことである。 

 

（2） 問題点 

ア 本施設の必要性 

本施設については，「火葬を公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行うた

め」（条例第１条）設置された施設であり，市民にとって必要不可欠なものであり，

かつ安定性，継続性が求められるものである。公の施設としての必要性は非常に高い

ものであると思われる。 

イ 非公募であることについて 

  本件施設については，財団が建設後，市に譲渡，財団に運営委託を行うＰＦＩ的手

法で建設されたものであり，非公募であることには理由があるといえる。 

  なお，平成１７年に非公募により財団を選定するに当たっての，福岡市の決裁にお

いては，非公募で財団を選定する理由として，①ＰＦＩ的手法により事業を進めてい

ること，②財団は，葬祭場建設を行っており，人員投入や技術習得を行い，ノウハウ

を取得していること，③火葬場は操業停止を行ってはならず，民間リスク（倒産やス

トライキなど）を負うことができず，公的機関の強い関わりが必要であることなどが

挙げられている。 
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  もっとも，償還が終了した後まで非公募を続けるかという点については，検討を要

する問題であり，担当課としても，償還が終了したのちは公募を検討すべきと考えて

いるとのことである。その際には，本施設が操業停止することはできない事に鑑み，

十分に応募者に対する条件等を吟味すべきである。 

ウ 協定書・指定管理料等について 

(ァ) 再整備基本協定書第７条第１項・第２項によると，福岡市は財団に葬祭場の管理

運営を委託し，その事項については，別途覚書を定めることになっている。 

  そして，それを受けて作成されたのが，「福岡市葬祭場の管理運営に係る基本協定

書」（以下，「基本協定書」という。）となる。 

  しかしながら，基本協定書は，指定期間ごとに作成されるものであり，葬祭場の管

理・運営に関する長期的な計画について，定めることはできないものである。再整備

基本協定書第７条は，財団に葬祭場の管理運営を委託することを規定しているが，こ

の規定によりいつまで財団に管理運営を委託するか等については全く示されておら

ず，今後，仮に福岡市が葬祭場を公募とするような場合には，再整備基本協定書第７

条との関係で問題になる可能性がある。担当課としては，今後，公募する可能性もあ

るとのことであり，財団との間で，きちんと協議されたい。 

(ィ) 仕様書７条（１０）には，業務の内容に，売店・食堂の運営に関することが規定

されており，食堂・売店の運営も指定管理業務に含まれる。もっとも，本業務につい

ては，指定管理者が，桧原地域振興委員会に対して食堂・売店の運営を委託すること

が前提となっており，財団も，同委員会との間で，「覚書」を締結している。覚書に

おいては，同委員会が，財団に対し施設使用料及び光熱水費を支払うこととなってい

る。同委員会から財団に支払われた平成２４年度の施設使用料は９５万６４３２円，

光熱水費は２８３万６５７８円である。 

  食堂・売店の運営については，以下の図の通りとなっており，同委員会が財団に支

払う施設使用料及び光熱水費と，財団が福岡市に支払う目的外使用料と光熱水費は同

額となっている。財団及び市は，食堂・売店を営業している業者及び同委員会の収入

状況は把握していないとのことである。 

実際には，財団は，施設使用料及び光熱水費について，市が発行した納付書を，食

堂・売店を営業している業者に直接渡しており，財団の収支上の処理を行っていない。

このような運用は，財団が，同委員会に食堂・売店の運営を委託しているという形式

に合致しておらず，今後，食堂・売店の運営のあり方について検討すべきである。現

在の状況を前提とすれば，福岡市が直接，食堂・売店を営業する業者に対して使用許

可を出してもよいものであり，今後のあり方を検討する際においては，随意契約の潜

脱とならないよう十分に留意し，福岡市に対して直接又は間接に，食堂・売店に係る

収支を報告させるべきである。 

  なお，担当課によると，食堂・売店運営については，今後，現在締結している覚書
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を更新する際に見直しも含め検討予定であるとのことであるから，意見等は付さない

こととした。 

 

 

(ゥ) 基本協定書第３５条第１項において，「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。」との規定があるが，かかる条項が不相当である

ことは総論において述べたとおりである。 

 (ェ) 指定管理料については，全額精算の対象となっているが，担当課によると，こ

れは火葬件数を正確に予想することは難しく，状況により過不足が発生する可能性が

あるためとのことである。 

修繕費については，前年度に修繕の範囲を決めて予算組みをしており，その金額が

指定管理料に入っているとのことである。また，その他の突発的に必要な修繕等につ

いては，福岡市と協議の上，①指定管理料の差額で対応する，②翌年度まで待てるも

のについては，翌年度予算組みをする，③緊急性が高い場合は，指定管理者に一時的

に立て替えてもらい，年度末に精算する，というやり方を取っているとのことである。

また，備品については，基本協定書により，指定管理料で購入した備品については，

福岡市の所有とし，速やかに福岡市に報告するように規定されている。 

(ェ) 本協定書にも添付されているリスク分担表について，これが不合理なものであり，
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むしろ様々な解釈の余地を与えて市と指定管理者との間の責任範囲・分担を不明にし，

混乱させるものであることは，総論において述べたとおりである。 

エ モニタリングについて 

  モニタリングについては，対象期間（４月から６月，７月から９月，１０月から１

２月，１月から３月の年４期）ごとに，年間事業計画と長期整備計画の実施状況及び

結果，職員配置並びに管理運営の効率的な対応及び態勢の確保等について，評価報告

を受ける形でモニタリングを行っており，モニタリングという形では実地調査を行っ

ていない。そして，モニタリングを元に，実績評価を作成している。もっとも，毎月

定期的に，福岡市葬祭場においては，管理運営に関する会議が行われており，福岡市

も出席し，その際現地の状況を確認し，また利用者アンケートの確認等も行い，問題

点についてはその都度対処していることから，モニタリングとしての現地調査までは

特に不要であると思われる。 

  実績評価については，事務局４名がそれぞれ評価をし，合計点数を算出しており，

事務局員ごとに評価が異なり，それぞれ異なった視点で評価しているものと思われる。

ただし，実績評価は３段階であり，どうしても中央に偏りがちになることから，評価

を偶数にする，文字記載を増やす等の工夫をされたい。 

オ 選定手続について 

  選定委員会については，第１回委員会で，福岡市葬祭場の管理運営方針等の説明や

募集要項，審査基準について丁寧な検討がなされている。また，第２回委員会では，

指定管理候補者のヒアリングを行い，丁寧な質疑応答がなされた上で，採点が行われ

ており，有意義な議論ができていると思われる。 

  会議については，「福岡市葬祭場指定管理者選定委員会設置要綱」第８条第１項に

より，「委員会の会議は，これを公開するものとする。ただし，出席委員の３分の２

以上の多数で，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

ると決した場合には，この限りではない。」と規定されている。 

  この規定に基づき，本会議は，すべて公開されており，適正に行われていると評価

できる。 

カ 事業報告書等について 

  事業報告書については，コンパクトながらも，必要な情報が盛り込まれていて，分

かりやすい。周辺地元対策についても，自主的に葬祭場付近のバス停を毎日清掃する

など，地元と良好な関係が築けているようである。 

自己評価についても，適切に記載されているように思われる。 

キ 評価委員会について 

  評価委員会は，選定委員会のメンバーを含んだ外部委員と，保健福祉局生活衛生部

長等を含んだ内部委員により構成される委員会であり，火葬実績などの資料をもとに，

「評価結果」を決定する委員会である。なお，「評価結果」は，福岡市のホームペー
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ジなどで公表されている。 

  会議については，「福岡市葬祭場指定管理評価委員会運営要領」第９条により，「委

員会の会議は，これを公開するものとする。ただし，出席委員の３分の２以上の多数

で，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決した

場合には，この限りではない。」と規定されている。 

  この規定に基づき，本会議は，すべて公開されており，適正に行われていると評価

できる。 

  また，この委員会においては，「評価結果」の決定のほか，葬祭場の看板の問題等，

具体的な施設運営の問題についても議論がされている。このように，本評価委員会に

おいては，葬祭場の適正管理及び，より市民が利用しやすい施設にするための議論が

なされており，評価できる。 

  今後は，選定委員会ないし評価委員会において，公募・非公募についての議論もな

されることが望ましい。 
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８ 障がい者施設に共通する事項（障がい者福祉政策等） 
 

 日本の障がい者福祉制度は，「支援費制度」の導入により，それまでの行政がサービス内

容を決定していた「措置制度」から障がい者自らがサービスを選択し，業者との対等な関

係に基づき，契約によりサービスを利用する制度へと大きく転換した。しかし，導入後に

は，サービス利用者数は増加したものの，財源問題やサービス水準の地域間格差，障がい

種別間の格差など，新たな課題が生じた。 

 これらの課題を解消するため，平成１７年に「障害者自立支援法」が成立（平成１８年

施行）し，これまで障がい種別ごとに異なっていたサービス体系の一元化や，障がいの状

態を示す全国共通の尺度「障害程度区分」導入による支給決定のプロセスの明確化・透明

化，安定的な財源確保のため国の費用負担の責任の強化（費用の２分の１を負担）や，サ

ービス量に応じた定率の利用者負担などが導入された。 

 本制度については施行後も検討が行われ，特に利用者負担については，軽減策が講じら

れており，平成２２年の法律改正では，利用者負担が抜本的に見直され，これまで利用量

に応じた１割を上限とした定率負担から，応能負担になっている（平成２４年から実施）。 

その後，平成２３年の障害者基本法の改正を踏まえて，障害者自立支援法に代わる法律

の検討が進められ，平成２４年に「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健

福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」が公布された。この法律により平

成２５年に障害者自立支援法は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（障害者総合支援法）」となり，障がい者の範囲に難病等が追加されるほか，障がい

福祉サービスなどの改正が行われている。 

 

支援費制度：障がい者の自己決定を尊重し，利用者本位のサービスの提供を基本

として，事業者等との対等な関係に基づき，障がい者自らがサービスを選択し，

契約によりサービスを利用する制度。 

措置制度：行政がサービスの受け手及び障がい福祉サービス内容やサービスを提

供する事業者を決定する制度。 

障害程度区分：障がい福祉サービスの必要性を明らかにするため，障がい者等の

心身の状態を総合的に示すものとして定める区分。 

 

障害者総合支援法 

（目的）  

第一条  この法律は，障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）の基本的な

理念にのっとり，身体障害者福祉法（（昭和二十四年法律第二百八十三号），
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知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第三十七号），精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律 （昭和二十五年法律第百二十三号），児童福祉法（昭和二

十二年法律第百六十四号）その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相

まって，障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさ

わしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう，必要な障害福祉サー

ビスに係る給付，地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い，もって障

害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに，障害の有無にかかわらず国民

が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に

寄与することを目的とする。  

（基本理念）  

第一条の二  障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は，全

ての国民が，障害の有無にかかわらず，等しく基本的人権を享有するかけが

えのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり，全ての国民

が，障害の有無によって分け隔てられることなく，相互に人格と個性を尊重

し合いながら共生する社会を実現するため，全ての障害者及び障害児が可能

な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支

援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と

生活するかについての選択の機会が確保され，地域社会において他の人々と

共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活

又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物，制度，慣行，

観念その他一切のものの除去に資することを旨として，総合的かつ計画的に

行わなければならない。  

（市町村等の責務）  

第二条  市町村（特別区を含む。以下同じ。）は，この法律の実施に関し，次に

掲げる責務を有する。  

一  障害者が自ら選択した場所に居住し，又は障害者若しくは障害児（以下「障

害者等」という。）が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう，

当該市町村の区域における障害者等の生活の実態を把握した上で，公共職業

安定所その他の職業リハビリテーション（障害者の雇用の促進等に関する法

律（昭和三十五年法律第百二十三号）第二条第七号 に規定する職業リハビリ

テーションをいう。以下同じ。）の措置を実施する機関，教育機関その他の関

係機関との緊密な連携を図りつつ，必要な自立支援給付及び地域生活支援事

業を総合的かつ計画的に行うこと。  

二  障害者等の福祉に関し，必要な情報の提供を行い，並びに相談に応じ，必要

な調査及び指導を行い，並びにこれらに付随する業務を行うこと。  
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三  意思疎通について支援が必要な障害者等が障害福祉サービスを円滑に利用

することができるよう必要な便宜を供与すること，障害者等に対する虐待の

防止及びその早期発見のために関係機関と連絡調整を行うことその他障害者

等の権利の擁護のために必要な援助を行うこと。  

２  都道府県は，この法律の実施に関し，次に掲げる責務を有する。  

一  市町村が行う自立支援給付及び地域生活支援事業が適正かつ円滑に行われ

るよう，市町村に対する必要な助言，情報の提供その他の援助を行うこと。  

二  市町村と連携を図りつつ，必要な自立支援医療費の支給及び地域生活支援事

業を総合的に行うこと。  

三  障害者等に関する相談及び指導のうち，専門的な知識及び技術を必要とする

ものを行うこと。  

四  市町村と協力して障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行うととも

に，市町村が行う障害者等の権利の擁護のために必要な援助が適正かつ円滑

に行われるよう，市町村に対する必要な助言，情報の提供その他の援助を行

うこと。  

３  国は，市町村及び都道府県が行う自立支援給付，地域生活支援事業その他こ

の法律に基づく業務が適正かつ円滑に行われるよう，市町村及び都道府県に

対する必要な助言，情報の提供その他の援助を行わなければならない。  

４  国及び地方公共団体は，障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むこ

とができるよう，必要な障害福祉サービス，相談支援及び地域生活支援事業

の提供体制の確保に努めなければならない。  

（国民の責務）  

第三条  すべての国民は，その障害の有無にかかわらず，障害者等が自立した日

常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなけ

ればならない。  

 

 市町村（福岡市）の支援の中身としては，①自立支援給付（介護給付費，特例介護給付

費，訓練等給付費，自立支援医療費，補装具費，その他）と，②地域生活支援事業（相談

支援事業，移動支援事業，コミュニケーション支援事業，日常生活用具給付等支援事業，

地域活動センターの機能強化事業，その他）があり，本外部監査が対象としている障がい

者施設のうち，その区分は以下のとおりである。 

  

区分  

①自立支援給付 なのみ学園，清水ワークプラザ，つくし学
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園，ふよう学園 

②地域生活支援事業 
障がい者スポーツセンター，各障がい者フ

レンドホーム，点字図書館 

①②両方に関わるもの 
心身障がい福祉センター，ももち福祉プラ

ザ 

 

<非公募の障がい者施設> 

 

●障がい者施設（非公募分）について 
 福岡市が所有する障がい者施設のうち，非公募のものは，①福岡市立心身障がい福祉セ

ンター，②福岡市立障がい者スポーツセンター，③福岡市立南障がい者フレンドホーム，

④福岡市立早良障がい者フレンドホーム，⑤福岡市立西障がい者フレンドホーム，⑥福岡

市立清水ワークプラザ，⑦福岡市立なのみ学園，⑧福岡市立ももち福祉プラザがある（以

下，①から⑧につき，「福岡市立」を省略する。）。 
 このうち，③南障がい者フレンドホーム，④早良障がい者フレンドホーム，⑤西障がい

者フレンドホームについては，福岡市障がい者フレンドホーム条例により設置された施設

であり，まとめて述べることとする。また，⑥清水ワークプラザ，⑦なのみ学園，⑧もも

ち福祉プラザについては，福岡市立障がい者生活・就労者支援施設条例により設置された

施設であり，まとめて述べることとする。 
 なお，②障がい者スポーツセンター，③南障がい者フレンドホーム，⑥清水ワークプラ

ザ，⑦なのみ学園については，いずれも南区清水内にあることから，「清水福祉タウン」と

して連携して事業を実施している。 
 非公募分施設については，全て社会福祉法人福岡市社会福祉事業団（以下，「福岡市社会

福祉事業団」という。）がすべて指定管理を行っている。福岡市においては，障がい者施設

（現在指定管理制度を適用しているものに限る。）については，平成１８年度より前は，原

則として，福岡市社会福祉事業団に管理を委託していた。平成１８年度より，福岡市は指

定管理制度を導入し，一部の施設については公募を行っている。 
●福岡市社会福祉事業団について 
 福岡市社会福祉事業団は，昭和４８年に設立され，福岡市が設置した社会福祉施設の管

理運営に当たっている外郭団体である。福岡市社会福祉事業団の定款第１条によると，「多

彩な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫するこ

とにより，利用者が，個人の尊厳を保持しつつ，心身ともに健やかに育成され，又はその

有する能力に応じ自立した日常生活を地域社会内において営むことができるよう支援する

ことを目的」とする団体である。事務所は，福岡市市民プラザ４階に入っている。 
 福岡市社会福祉事業団に対しては，福岡市が毎年度運営費の補助を行っており，平成２
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４年度の補助金は，１億６６５５万０３３１円である。 
 平成２４年度の段階において，福岡市社会福祉事業団の理事に１名福岡市議会議員が就

任している。 
現在，福岡市社会福祉事業団が管理を行っている施設は，①から⑧を含めて以下のとお

りである。 
 

区分 施設名 所管 
医療型児童発達支援センター あゆみ学園 こども未来局 
児童発達支援センター めばえ学園 こども未来局 
障がい者生活・就労支援施設 なのみ学園 保健福祉局 
障がい者生活・就労支援施設 清水ワークプラザ 保健福祉局 
障がい者生活・就労支援施設 ももち福祉プラザ 保健福祉局 
心身障がい福祉センター 保健福祉局 
療育センター 西部療育センター こども未来局 
療育センター 東部療育センター こども未来局 
障がい者スポーツセンター 保健福祉局 
障がい者フレンドホーム 南障がい者フレンドホーム 保健福祉局 
障がい者フレンドホーム 早良障がい者フレンドホーム 保健福祉局 
障がい者フレンドホーム 西障がい者フレンドホーム 保健福祉局 
障がい者就労支援センター（事業委託） 保健福祉局 
発達障がい者支援センター（事業委託） こども未来局 

 
●非公募の理由について（平成２４年度選定委員会における事務局説明） 
 ①から⑧の施設につき，担当課が平成２４年度選定委員会において，非公募で福岡市社

会福祉事業団を選定することについて説明をしている内容については以下のとおりである。 
 

施設名 福岡市社会福祉事業団を選定する理由 
心身障がい福祉センター 
（あいあいセンター） 

高次脳機能障がい者や成人期発達障がい者など，高

度専門的かつ先駆的で，民間の取り組みが進んでい

ない相談支援や障がい福祉サービス事業を総合的

に実施しているため。 
障がい者スポーツセンター 
（さん・さんプラザ） 

広く障がい者スポーツの指導・普及を行うともに，

指導者育成も実施するなど，障がい者スポーツの中

核施設としての役割を担っている。障がい者スポー
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ツに関する専門的知識を有し，指導技術の有資格者

を擁している法人は，福岡市社会福祉事業団のみで

あるため。 
ももち福祉プラザ 市内で唯一の知的障がい者，身体障がい者の双方を

受け入れる総合福祉施設である。平成２１年度から

強度行動障がい者支援モデル事業を開始し，短期入

所等に関して，民間事業所と共同支援を行いながら

自らも受け入れるなど，民間事業所をリードする機

能を果たしているため。 
なのみ学園・清水ワークプラザ 同種の民間障がい者福祉サービス事業所が多数算

入している事業であり，指定管理制度の目的に照ら

して公募の指定管理への移行を検討しているが，移

行するとしても，利用者等への説明，公募手続き，

引継ぎ等に一定期間を設ける必要があるため。 
南障がい者フレンドホーム 清水ワークプラザとの合築施設であり，効率的な施

設管理の観点から，清水ワークプラザと同じ指定管

理を選定するため。 
早良障がい者フレンドホーム ももち福祉プラザとの合築であり，効率的な施設管

理の観点から，ももち福祉プラザと同じ指定管理を

選定するため。 
西障がい者フレンドホーム 西部療育センターとの合築であり，効率的な施設管

理の観点から，西部療育センターと同じ指定管理を

選定するため。 
 
 非公募であることの合理性については，施設ごとに後述する。 
  

９ 福岡市立心身障がい福祉センター（あいあいセンター） 
 

単位：千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市立心身障がい福祉センター 施設数 １ 

所在地 福岡市中央区長浜 1丁目 2番 8号 

担当部・課 障がい者部障がい者施設支援課 

根拠法令 福岡市心身障がい福祉センター条例，同施行規則 

施設の設置目的 
心身障がい者（心身障がい児を含む）の早期発見，早期療育等を行い，福

祉の向上を図るため（条例第１条） 
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現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

（社福）福岡市社会福祉事業団 H18.4～H21.3 非公募 

（社福）福岡市社会福祉事業団 H21.4～H24.3 非公募 

（社福）福岡市社会福祉事業団 H24.4～H27.3 非公募 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 290,956 278,415 278,907 291,564 

精算 △16,291 △15,441 △10,989  

精算後指定管理料 274,665 262,974 267,918  

市のその他の支出 58,497 10,520 46,500 7,511 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

48,442 44,329 39,596 42,558 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 診療報酬等（自己負担分） 

自主事業の有無 無 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
 

自主事業の概要  

指定管理導入以前の管理方法 管理委託（福岡市社会福祉事業団）  

備考 

指定管理とは別に、①福岡市からの委託事業として、ホームヘルパース

キルアップ研修，障がい程度区分認定調査，サービス等計画作成等従事

者研修，障がい児等療育支援事業，障がい児保育訪問支援事業，障がい

児保育判定事業，私立幼稚園障がい児支援事業などが，②福岡県からの

委託事業として，福岡県高次脳機能障害支援事業，相談支援従事者現任

研修，行動援護従業者養成研修がある。 

 

（1） 現状 
ア 本施設の概要  
  本施設は，①診察部門，②児童部門，③成人部門で構成された施設である。①につい

ては，児童部門と成人部門での療育や訓練を支援し，発達の促進と障がいの軽減を図る

ため，疾患の診断と障がいの評価を実施している。②については，就学前の障がい児を

対象とした通園療育や外来療育等を実施している。また，③においては，発達障がい者

や高次脳機能障がい者などの社会適応訓練や機能訓練等を実施している。 
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    （心身障がい福祉センター） 

 

名称 福岡市立心身障がい福祉センター 

敷地面積 1291㎡ 00 

延床面積 6219㎡ 49 

建物 鉄筋コンクリート造地下１階地上７階 

施設 

１階 受付，管理事務室，センター長室など 

２階 肢体不自由児部門（にこにこ園），聴覚言語障が

い児部門（ありんこ園） 

３階 発達遅滞児（ぴよぴよ園），発達障がい児部門，

視覚障がい児部門（つくしんぼ園） 

４階 障がい者リハビリテーション部門（肢体・言語），

障がい者生活支援相談室，障がい者基幹相談支援セ

ンター 

５階 診察室，検査室，レントゲン室，福岡市障がい者

更生相談所 

６階 医局，児童相談部門，障がい者リハビリテーショ

ン部門（視覚） 

７階 研修室・会議室 

屋上 屋外遊戯場 

地下１階 厨房、電気室、空調機械室など 

駐車場 

設置時期 昭和５４年 

   

イ 指定管理者 

  本施設は，既に述べたとおり，福岡市社会福祉事業団が指定管理を行っている。 

ウ 指定管理者の行う業務 
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  担当課によると，公募の施設と同様の募集要項や仕様書はないとのことであるが，基

本協定書によると，以下のとおりである。 
  （事業運営に関する業務） 

  ①職員の配置と必要な研修等の実施 

  ②指定管理施設の利用の許可及び制限，手続き等に関する業務 

  ③福岡市立心身障がい福祉センター条例第２条各号に規定する事業に関する業務（た

だし，障がい者更生相談所に係るものを除く。）及び障がい者生活支援事業に関す

る業務 

 

心身障がい福祉センター条例第２条（抜粋） 

第２条 センターは，前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。 

(1) 心身障がい者の更生及び援護の相談に関すること。 

(2) 心身障がい者の医学的，心理学的，社会学的，職能的な総合判定に関する

こと。 

(3) 心身障がい者の療育，機能訓練及びその指導等に関すること。 

(4) 心身障がい者の文化教養の向上に関すること。 

(5) 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。）第６条の２第

２項に規定する児童発達支援に関すること。 

(6) 法第６条の２第３項に規定する医療型児童発達支援に関すること。 

(7) 法第６条の２第５項に規定する保育所等訪問支援に関すること。 

(8) 法第６条の２第６項に規定する障害児相談支援及び障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号）第５条

第 17項に規定する特定相談支援事業に関すること。 

(9) 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める事業 

 

 

（使用料・手数料の徴収に関する業務） 

  別途規定する徴収事務委託要綱によるものとする。 

（施設および付属設備の管理運営に関する業務） 

  ①管理施設の保守管理業務 

  ②環境維持管理業務 

  ③光熱水費等の管理経費の支払い等に関する業務 

  ④駐車場，運動場等の管理業務 

  ⑤管理物品等の保守管理 

  ⑥修繕の執行 
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（その他業務） 

  ①事業計画書，収支予算書の作成 
  ②事業報告書の作成 
  ③福岡市への随時報告 
  ④自己評価の実施 
  ⑤指定期間終了後の引継業務 
  ⑥苦情解決業務 
  ⑦緊急時対策，防犯，防災等のマニュアルの作成と職員への指導 
  ⑧個人情報保護体制の確立 
  ⑨文書の保存 
  ⑩運営規定の作成 
  ⑪経理関係の帳簿の作成 
  ⑫福岡市への協力 
  ⑬施設の視察への対応 
 

（2） 問題点 
ア 本施設の必要性 
  本施設は，心身障がい者（心身障がい児を含む）の早期発見，早期療育等を行い，福

祉の向上を図るため（福岡市心身障がい福祉センター条例第１条）の施設であり，高次

脳機能障がい者や成人期発達障がい者などの，高度専門的かつ先駆的で，民間の取り組

みが進んでいない相談事業や障がい者福祉サービス事業を総合的に行っている。このよ

うな施設は民間で設置することは極めて困難であり，公の施設として設置する必要があ

ると思われる。 
  なお，平成２４年度の利用実績は以下のとおりである。 

 ①診療数 

                                  （単位：人） 

区分 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 内科 精神科 眼科 合計 

初診 80 10 43 27 160 

再診 137 11 26 0 174 

合計 217 21 69 27 334 

  

  本施設は福祉施設と診療所の機能を有しており，機能訓練や療育，相談に関して，各

診療の医師が対応している。 

  診療の流れは，小児部門は，医師の診察の他，心理判定員，理学療法士，作業療法士，

言語聴覚士，児童指導員，保育士，ケースワーカー等が評価を行い，外来療育，通園施
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設への処遇等の方針を検討する。成人部門はリハビリテーション医の診察ののち，リハ

ビリテーション訓練への適応を決定し，外来訓練が開始される。訓練スタッフは，理学

療法士，作業療法士，言語聴覚士，臨床心理士，看護師であり，また，脳卒中の利用者

には，脳血管内科の医師による診察が，脳外傷の利用者には，精神神経科の診察が加味

される。 

 

 ②自立訓練・外来訓練 

 

区 分 訓練日数（日） 延べ訓練人数（人） 

自立訓練 

機能訓練 

肢体・言語障がい者 209 593 

高次脳機能障がい者 196 45 

視覚障がい者 242 2,306 

合計 － 2,944 

生活訓練 

肢体・言語障がい者 209 80 

高次脳機能障がい者 196 1,379 

発達障がい者 130 438 

合計 － 1,897 

外来訓練 

肢体・言語障がい者 209 19 

高次脳機能障がい者 196 34 

発達障がい者 130 50 

合計 － 130 

 

機能訓練：地域での生活への移行に必要な身体機能を維持・回復・向上させるた

めに作業療法や理学療法によるリハビリテーションや歩行訓練，家事な

どの日常生活上の活動の訓練，コミュニケーションの訓練や，これらに

ついての相談・支援を，個別の支援計画に基づいて行うもの。 

生活訓練：知的障がい者や精神障がい者を対象に，地域での日常生活で必要にな

る食事や家事などの訓練や日常生活上の相談を行うもの。 

外来訓練：自立訓練の開始まで，医療により訓練を行うもの。 

 

③その他 

 その他，施設の提供のほか，リハビリ教室やフィットネス教室，ホームヘルパースキル

アップ研修等を行っている。 

イ 指定管理の必要性及び効果 
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  本施設については，民間活力の導入という意味では，指定管理の意義は少ないと言わ

ざるを得ない。ただし，担当課によると，指定管理ではなく管理委託することは不可能

ではないが，管理委託では，受託者に利用許可の権限なく多数の市職員が必要になるな

どするため，利用許可権限のある指定管理者制度に意味があるとのことである。 

ウ 非公募であることについて 

  本施設は，本施設の必要性で述べた通り，心身障がい者（心身障がい児を含む）の早

期発見，早期療育等を行い，福祉の向上を図るための施設であり，複数名の医師等の専

門家が必要とされる施設である。また，少なくとも現状においては，高次脳機能障がい

者や成人期発達障がい者などの，高度専門的かつ先駆的で，民間の取り組みが進んでい

ない相談事業や障がい者福祉サービス事業を総合的に行うことができる団体は，現指定

管理者のみであり，非公募であることにつき合理的な理由があると思われる。 
エ 募集要項等について 
  担当課によると，本施設については，公募の施設と同様の募集要項や仕様書等はない

とのことである。「指定管理者の指定に関する申請について（依頼）」という依頼書はあ

り，その別紙に，それぞれの施設につき，管理業務及び管理の基準についての記載はあ

るが，「福岡市立心身障がい福祉センター条例第１７条第２項及び第２１条」と記載さ

れているのみである。長期間にわたって本施設の管理を行っており，その業務内容を熟

知しているとはいえ，福岡市が希望する業務の内容等について，きちんと仕様書等で明

記をすべきである。なお，担当課によると，次期の非公募施設の指定管理者の選定の際

には，公募の施設と同様の仕様書を作成する予定とのことである。 
オ 協定書・指定管理料等について 
(ァ) 非公募施設分の基本協定書及び実施協定書は，「福岡市立心身障がい福祉センター等

指定管理施設」という形でまとめられている。協定書は，福岡市が指定管理者に委託

する業務や指定管理料等について定めるものであるところ，各施設は，根拠条例や取

り扱う事業も同一ではないことから，それぞれの指定管理業務に応じた協定書を作成

すべきであると考える。このように施設ごとに協定を締結することは，公募非公募の

是非について施設ごとに検討することにも資すると思われる。 
 

☞意見６８ 

☆ 現在，非公募分各施設すべてが一つの協定書で処理されているが，

各施設は根拠条例・取り扱う業務等も異なり，それぞれの施設又は条

例上の種類ごとに協定を締結するのが相当である。 

  
(ィ) 実施協定書第７条によると，「指定期間の管理運営業務が完了したときは，指定管理

料の精算を行うものとし，余剰金が生じた場合は甲（市）に返還しなければならない」
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と規定されている。しかしながら、これに対して、実施協定書第５条では、「指定管理

料は前金払い」であると規定されている。「前金払い」とは、金額の確定した債務につ

いて、履行期限前にその債務を支払うことをいうものであり、債権者は確定している

が、債務の履行期限前に未確定の債務金額を概算をもって支払う「概算払い」とは区

別される。社会福祉事業団に対する指定管理料については、全て精算が予定されてい

るのであるから、「前金払い」ではなく、「概算払い」とするのが相当である。 
なお、担当課によると，「昭和４６年の厚生省（当時）通知「社会福祉事業団等の

設立及び運営の基準について」（４６通知）に基づき，事業団の人件費については，市

職員に準じた給与体系をとっていることなどから，民間事業所と比較して高水準とな

っており，指定管理料は人件費，物件費ともに上限を設けず必要額を全額支払ってい

る。このため，市において指定管理料の必要額を細かく精査する必要があり，余剰金

は年度末に事業団から市に返還させている」とのことである。 
(ェ) 備品購入費（原則１件５０万円未満のもの）や修繕費（原則１件３０万円未満もの）

についても，指定管理料に含まれるとしている。もっとも，先ほど述べた通り，指定

管理料はすべて精算を行うものである。 

(ォ) 本協定書にも添付されているリスク分担表について，これが不合理なものであり，

むしろ様々な解釈の余地を与えて市と指定管理者との間の責任範囲・分担を不明にし，

混乱させるものであることは，総論において述べたとおりである。 

カ モニタリング等について 
  モニタリングについては，年４回（６月，９月，１２月，３月）に行っており，モニ

タリング実施結果や，事業報告書等を元にして福岡市が年度評価を行っている。平成２

４年度の実施結果は，４７点（いずれも５０点満点）であり，特に自立訓練において利

用者が減少していること等により減点されている。 

  なお，福岡市は指定期間を通しての評価として「総合評価」も行っているが，本施設

については，総合評価はまだ行われていない。なお，平成２６年度から公募に移行する

ため指定期間が平成２５年度末までとなっている清水ワークプラザ，なのみ学園，南障

がい者フレンドホームの３施設のみについては，平成２５年８月に総合評価を行ってい

る。 

  また，既に述べた通り，非公募施設分については，選定委員会が評価委員会も兼ねて

おり，年度評価及び総合評価の報告及び承認がなされている（平成２３年度の選定・評

価委員会においては，平成２３年に行われた総合評価の報告がなされており，７７点と

なっている。 
キ 選定手続について 
  非公募分については，すべてまとめて選定委員会が開かれている。選定委員会は１回

のみ（３時間程度）であるが，それぞれの施設につきヒアリングが行われている。 

３－100



  募集要項，仕様書等は存在しないため，選定委員会において，その点についての検討

は行われておらず，また，審査基準についても検討がされておらず，点数付もなされて

いない。 
  この点，担当課によると，「募集要項や仕様書等はないが，書面により管理業務及び管

理基準を示し，申請者から提案書を提出させ，仕様書等に代えており，選定委員会にお

いてはその提案書を基に，審査の基準として，「利用者の正当かつ公平な利用が確保さ

れていること」，「施設の効用を十分発揮させるとともに，経費の縮減が図られること」，

「施設の運営管理に必要な経済的基礎や，的確に遂行するために必要な能力が十分であ

ること」の３つの視点で検討を行っている。なお，次回以降の選定委員会においては，

非公募の施設についても仕様書を作成する予定としており，点数付についても検討する

必要があると考えているが，点数付を行った場合，非公募の申請者が選定基準に満たな

いという事態になった際，どのように対応するかという点が課題であるというように考

えている。」とのことである。 
  なお，選定委員会においては，個別の施設につき，委員が深く感心を持っており，深

い議論がなされている。また，福岡市社会福祉事業団のコスト意識の低さが委員から問

題視されており，市としても，福岡市社会福祉事業団に対し，モニタリング等を通じて，

経費削減についてきちんと監督をすることが望ましい。 
   

☞意見６９ 

☆ 今後，募集要項等を作成した際には，選定委員会において募集要項等につ

いても審議対象とすべきであり，また，非公募であっても，審査基準につい

て選定委員会で検討がなされるべきである。 

 
ク 事業計画書・事業報告書について 
  非公募施設分の事業計画書及び事業報告書については，それぞれ福岡市社会福祉事業

団分という形で１本にまとめられている。これについては，保健福祉局所管の施設に限

らず，こども未来局所管の施設も含まれている。 
  事業計画書については，ごく簡単なスケジュール等が記載されているのみであり，施

設ごとの基本方針や重点事項等が全く見られず，どのような管理運営を行いたいのか，

不明瞭である。事業報告書についても，ほとんどが契約者・利用者人数等の羅列であり，

報告書としての意味を全くなさないものである。 

  非公募の施設については，とりわけ長い期間福岡市社会福祉事業団が管理を行ってき

ており，報告書等の内容が他の指定管理者の報告書等と比較しても薄いものになってい

ると言わざるを得ない。市としては，ガイドラインで求められている事項はもちろんの

こと，指定管理者として具体的にどのような事業を行いたいか，また行ったか等を報告
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書等に記載するよう，指定管理者に対してきちんと指導すべきである。また，自己評価

については，利用者アンケートを分析する等しており，利用者からの苦情等に対する対

策等についてもある程度検討されているようである。 

 

☞意見７０ 

☆ ガイドラインで求められている事項はもちろんのこと，指定管理者として

具体的にどのような事業を行いたいか，また行ったか等を報告書等に記載す

るよう，指定管理者に対してきちんと指導すべきである。 

 

１０ 福岡市立障がい者スポーツセンター（さん・さんプラザ） 
 

単位：千円（端数切捨て） 

施設名 
福岡市立心身障がい者スポーツセ

ンター 
施設数 １ 

所在地 福岡市南区清水 1 丁目 17 番 15 号 

担当部・課 障がい者部障がい者施設支援課 

根拠法令 福岡市立障がい者スポーツセンター条例，同施行規則 

施設の設置目的 

心身障がい者のスポーツ及びレクリエーション活動への参加を促進すると

ともに，健康の維持及び増進を図り，もってその福祉の向上に資するため

（条例第１条） 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

（社福）福岡市社会福祉事業団 H18.4～H21.3 非公募 

（社福）福岡市社会福祉事業団 H21.4～H24.3 非公募 

（社福）福岡市社会福祉事業団 H24.4～H27.3 非公募 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 173,676 172,666 167,398 178,161 

精算 △1,825 △4,479 2,156  

精算後指定管理料 171,851 168,187 169,554  

市のその他の支出 8,387 12,265 28,662 40,138 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

121 95 111 95 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 
センター使用料（障がい者等

以外の者など） 

自主事業の有無  
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
 

自主事業の概要  

指定管理導入以前の管理方法 管理委託（福岡市社会福祉事業団） 

備考 福岡市に，地域生活支援事業補助金（国庫・県負担）からの収入がある。 
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（1） 現状 

ア 本施設の概要  

  本施設は，心身障がい者のスポーツ及びレクリエーション活動への参加を促進すると

ともに，健康の維持及び増進を図り，もってその福祉の向上に資するため（福岡市立障

がい者スポーツセンター条例第１条）の施設である。福岡市内はもとより，福岡県，九

州管内における障がい者スポーツの指導や普及，指導者育成の中心的な施設である。 

  開館時間は，午前９時から午後９時まで（プールは午前１０時から午後８時半まで）

であり，センターの使用料は無料であるが，①障がい者以外の者及び②福岡県の区域外

に住所を有する障がい者等が利用する場合は，使用料を徴収することになっている。 

 

     （障がい者スポーツセンター） 

 

名称 福岡市立障がい者スポーツセンター 

敷地面積 6,343㎡ 54 

延床面積 4666㎡ 30 

建物 鉄筋コンクリート造地上２階建て地下１階 

施設 

１階 体育館，小体育館，温水プール，アーチェリー室，

事務局，トイレ，更衣室，シャワー室，倉庫，医務室な

ど 

２階 卓球室，講習室，トレーニング室，和室，ラウン

ジ，観覧席，厨房など 

地下１階 機械室 

設置時期 昭和５９年 

   

  本施設は，障がい者の利用を対象とした総合スポーツセンターとしては，大阪市（昭

和４９年），名古屋市（昭和５６年），広島市（昭和５８年）についで全国で４番目に設
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置された施設であり，スポーツの意義を広くとらえて，「するスポーツ」「みるスポーツ」

「かたるスポーツ」の三つの要素（機能）を持っている。また，重度の障がい者も利用

できるように，設備面に配慮するとともに，軽喫茶等での「かたるスポーツ」を通して，

友達やグループ作りを促進している。 

  様々なスポーツ教室のほか，スポーツ大会，レクリエーション広場（コンサート，お

もちゃ図書館），ボランティア，地域住民との交流会（運動会，クリスマスなど），研修

事業，スポーツ支援事業（地域における障がい者スポーツの振興を図るために，来館が

困難な地域に出向いて地域でのスポーツ活動を支援する），スポーツ医事相談等を行っ

ている。 

イ 指定管理者 

  本施設は，既に述べたとおり，福岡市社会福祉事業団が指定管理を行っている。 

ウ 指定管理者の行う業務 

  担当課によると，公募の施設と同様の募集要項や仕様書はないとのことであるが，基

本協定書によると，以下のとおりである。 
（事業運営に関する業務） 

  ①職員の配置と必要な研修等の実施 

  ②指定管理施設の利用の許可及び制限，手続き等に関する業務 

  ③福岡市立障がい者スポーツセンター条例第２条各号に規定する事業に関する業務 

 

 

（使用料・手数料の徴収に関する業務） 

  別途規定する徴収事務委託要綱によるものとする。 

（施設および付属設備の管理運営に関する業務） 

  ①管理施設の保守管理業務 

  ②環境維持管理業務 

  ③光熱水費等の管理経費の支払い等に関する業務 

  ④駐車場，運動場等の管理業務 

福岡市立障がい者スポーツセンター条例第２条（抜粋） 

第２条 センターは，次の各号に掲げる事業を行う。 

(1) 心身障がい者のスポーツ及びレクリエーションの活動のための施設を提供

すること。 

(2) 心身障がい者のスポーツ及びレクリエーション活動の指導及び普及に関す

ること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか，市長が必要と認める事業 
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  ⑤管理物品等の保守管理 

  ⑥修繕の執行 

（その他業務） 

  ①事業計画書，収支予算書の作成 
  ②事業報告書の作成 
  ③福岡市への随時報告 
  ④自己評価の実施 
  ⑤指定期間終了後の引継業務 
  ⑥苦情解決業務 
  ⑦緊急時対策，防犯，防災等のマニュアルの作成と職員への指導 
  ⑧個人情報保護体制の確立 
  ⑨文書の保存 
  ⑩運営規定の作成 
  ⑪経理関係の帳簿の作成 
  ⑫福岡市への協力 
  ⑬施設の視察への対応 
 
（2） 問題点 

ア 本施設の必要性 

  本施設は，心身障がい者のスポーツ及びレクリエーション活動への参加を促進すると

ともに，健康の維持及び増進を図り，もってその福祉の向上に資するため（福岡市立障が

い者スポーツセンター条例第１条）の施設であり，心身障がい者のスポーツ及びレクリエ

ーション活動への参加を促すとともに，健康の維持及び増進を図ることを目的としたもの

である。 

パラリンピックでの日本人選手の活躍の影響などにより，障がい者スポーツは，生涯ス

ポーツや競技スポーツなど，障がいのない人と同様に多様な目的で行われていることが一

般的に知られるようになった。また，平成３２年の東京オリンピック・パラリンピックの

開催決定もあり，障がい者スポーツへの関心が高まる中，障がい者スポーツに特化した用

具が常備されており，障がい者スポーツの人材育成の拠点として障がい者を理解し，対応

できる指導員がいることで安心して利用できる等，障がい者が継続的にスポーツに親しめ

る環境が整備された本施設が果たす役割は，ますます重要なものとなっている。 

  また，本施設は利用料金を徴収しない事を前提とした施設であり，民間施設として採

算が取れず，運営をすることは困難であることから，公の施設として設置する必要があ

ると思われる。 
  なお，本施設の利用者の年度ごとの推移は以下のとおりである。 
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                               （単位：人） 

Ｈ２０年度 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 

108,606 109,389 116,003 107,978 113,613 

 

イ 指定管理の必要性及び効果 

  本施設の管理運営においては，障がい者が積極的に外出をし，スポーツをしたり，ボ

ランティア等との交流を図りたくなるような魅力ある教室づくりが重要である。そのた

めには，民間のノウハウの活用が重要であるといえ，指定管理の必要性が高いと言える。 

  もっとも，本施設の指定管理者は，従前より変更はなく，現時点においては，民間サ

ービスの活用という効果は強くないものと思われる。 

ウ 非公募であることについて 

  担当課によると，指定管理者には，障がい者スポーツの専門的知識及び指導資格を有

することが必要とされ，高度の専門性を必要とすることから非公募としているとのこと

である。障がい者スポーツについては，公益財団法人日本障害者スポーツ協会が，障が

い者のスポーツ環境を構築する上で必要な人材の養成並びに資質向上を図るための研

修事業を行なっており，福岡市社会福祉事業団には，平成２４年度時点で，障害者スポ

ーツ指導員（初級：１人，中級：５人，上級：３人），障害者スポーツコーチ３人がい

る。 

もっとも，同公益財団のホームページによると，平成２３年１２月末日の時点で，登

録者数は下記のとおりであり，障がい者スポーツの認知度が増すにつれ，障害者スポー

ツ指導員等の数も増えてきている。 

 

障害者スポーツ指導員……21,924名 

 初級……18,841名 

 中級……2,395名 

 上級……688名 

スポーツコーチ……99名 

障害者スポーツ医……187名 

障害者スポーツトレーナー……59名  

 

  本施設については，障害者スポーツ指導員等がいることについて応募資格にあげた上

で，公募すれば足りると思われる。本施設については，速やかに公募すべきであると思

われる。 
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☞意見７１ 

☆ 障がい者スポーツセンターについては，速やかに公募すべきである。 

 

エ 募集要項等について 
  担当課によると，本施設については，公募の施設と同様の募集要項や仕様書等はない

とのことである。「指定管理者の指定に関する申請について（依頼）」という依頼書はあ

り，その別紙に，それぞれの施設につき，管理業務及び管理の基準についての記載はあ

るが，「福岡市立障がい者スポーツセンター条例第１４条第２項及び第１８条」と記載

されているのみである。長期間にわたって本施設の管理を行っており，その業務内容を

熟知しているとはいえ，福岡市が希望する業務の内容等について，きちんと仕様書等で

明記をすべきである。なお，担当課によると，次期の非公募施設の指定管理者の選定の

際には，公募の施設と同様の仕様書を作成する予定とのことである。 
オ 協定書，指定管理料等について 
  非公募施設分の基本協定書及び実施協定書は，「福岡市立心身障がい福祉センター等指

定管理施設」という形でまとめられている。その問題点については，心身障がい福祉セ

ンターの箇所で述べたとおりである。 
カ モニタリング等について 
  モニタリングについては，年４回（６月，９月，１２月，３月）に行っており，モニ

タリング実施結果や，事業報告書等を元にして福岡市が年度評価を行っている。平成２

４年度の実施結果は，４９点（いずれも５０点満点）であった。 

  なお，福岡市は指定期間を通しての評価として「総合評価」も行っているが，今期の

総合評価は未了である。 

  また，既に述べた通り，非公募施設分については，選定委員会が評価委員会も兼ねて

おり，年度評価及び総合評価の報告及び承認がなされている。平成２３年度の選定・評

価委員会においては，平成２３年に行われた総合評価の報告がなされており，１００点

満点中８３点となっている。 

キ 選定手続について 
  選定手続全体の問題点については，心身障がい福祉センターの箇所で述べたところで

ある。 
ク 事業計画書・事業報告書について 
  非公募施設分の事業報告書及び事業報告書については，それぞれ福岡市社会福祉事業

団分という形で１本にまとめられている。その問題点については，心身障がい福祉セン

ターの箇所で述べたとおりである。 
 

１１ 福岡市立南障がい者フレンドホーム， 
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１２ 福岡市立早良障がい者フレンドホーム， 

１３ 福岡市立西障がい者フレンドホーム 

 

単位：千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市立南障がい者フレンドホーム 施設数 １ 

所在地 福岡市南区清水 1 丁目 16 番 22 号 

担当部・課 障がい者部障がい者施設支援課 

根拠法令 
身体障害者福祉法第 31 条の 2，福岡市立障がい者フレンドホーム条例，

同施行規則 

施設の設置目的 
心身障がい者の社会生活への適応を図るとともに，地域における福祉活

動を促進し，もってその福祉の向上に資するため（条例第１条） 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

（社福）福岡市社会福祉事業団 H18.4～H21.3 非公募 

（社福）福岡市社会福祉事業団 H21.4～H24.3 非公募 

（社福）福岡市社会福祉事業団 H24.4～H27.3 非公募 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 23,350 23,190 23,157 23,396 

精算 △502 △89 △547   

精算後指定管理料 22,848 23,101 22,610  

市のその他の支出 0 1,315 0 0 

利用料金の合計額※１ 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

    

利用料金の帰属先  利用料金の内容  

自主事業の有無 無 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
 

自主事業の概要  

指定管理導入以前の管理方法 管理委託（福岡市社会福祉事業団） 

備考 

本施設は，清水ワークプラザとの複合施設である。 

※１ 利用者負担はないが，福岡市に，地域生活支援事業補助金（国庫・

県負担）からの収入がある。 

 

単位：千円（端数切捨て） 

施設名 
福岡市立早良障がい者フレンドホー

ム 
施設数 1 

所在地 福岡市早良区百道浜 1 丁目 4 番 1 号 

担当部・課 障がい者部障がい者施設支援課 

根拠法令 
身体障害者福祉法第 31 条の 2，福岡市立障がい者フレンドホーム条例，

同施行規則 

施設の設置目的 

 

心身障がい者の社会生活への適応を図るとともに，地域における福祉活

動を促進し，もってその福祉の向上に資するため（条例第１条） 
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現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

（社福）福岡市社会福祉事業団 H18.4～H21.3 非公募 

（社福）福岡市社会福祉事業団 H21.4～H24.3 非公募 

（社福）福岡市社会福祉事業団 H24.4～H27.3 非公募 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 84,472 85,768 84,793 86,359 

精算 △293 △3,813 △1,633  

精算後指定管理料 84,179 81,955 83,160  

市のその他の支出 195 943 0 279 

利用料金の合計額※1 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

407 440 379 440 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 体育館使用料 

自主事業の有無 無 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
 

自主事業の概要  

指定管理導入以前の管理方法 管理委託（福岡市社会福祉事業団） 

備考 

本施設は，ももち福祉プラザとの合築である。 

※1 基本的に利用者負担はないが，体育室を利用する者（福岡県の区域

内に住所を有する障がい者等を除く）から使用料を徴収している。また，福

岡市に，地域生活支援事業補助金（国庫・県負担）からの収入がある。 

 

単位：千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市立西障がい者フレンドホーム 施設数 1 

所在地 福岡市西区内浜 1 丁目 5 番 54 号 

担当部・課 障がい者部障がい者施設支援課 

根拠法令 
身体障害者福祉法第 31 条の 2，福岡市立障がい者フレンドホーム条例，

同施行規則 

施設の設置目的 

 

心身障がい者の社会生活への適応を図るとともに，地域における福祉活

動を促進し，もってその福祉の向上に資するため（条例第１条） 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

（社福）福岡市社会福祉事業団 H18.4～H21.3 非公募 

（社福）福岡市社会福祉事業団 H21.4～H24.3 非公募 

（社福）福岡市社会福祉事業団 H24.4～H27.3 非公募 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 26,420 27,120 27,207 27,906 

精算 △54 △291 △152  

精算後指定管理料 26,366 26,829 27,055  

市のその他の支出 0 1,457 0 0 

利用料金の合計額※1 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 
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利用料金の帰属先  利用料金の内容  

自主事業の有無 無 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
 

自主事業の概要  

指定管理導入以前の管理方法 管理委託（福岡市社会福祉事業団） 

備考 

本施設は，西部療育センターとの合築施設である。 

※1 利用者負担はないが，福岡市に，地域生活支援事業補助金（国庫・

県負担）からの収入がある。 

 
（1） 現状 
ア 本施設の概要  
  本施設は，不特定の障がい者が利用する公民館的施設である。利用料金は徴収せず（早

良障がい者フレンドホームの体育室の使用料を除く），以下の事業を行っている。 
  ①心身障がい者の更生及び援護の相談に関すること 
  ②心身障がい者のための文化教養の講座，研修会及びレクリエーション等の実施に関

すること 
  ③心身障がい者に創作，軽作業等の場を提供し，技術援助及び指導を行うこと 
  ④心身障がい者団体等の行う福祉活動に対する便宜を提供すること 
  ⑤その他フレンドホームの設置の目的に必要な事業 
 
 
 
 
 
 

（南障がい者フレンドホーム）  （早良障がい者フレンドホーム）  （西障がい者フレンドホーム） 

 
名称 福岡市立南障がい者フレンドホーム 

敷地面積 1,642㎡ 79 

延床面積 1,299㎡ 90（うち，451 ㎡ 96） 

建物 鉄筋コンクリート造 2階建 

施設 
事務室，作業室（大，小），和室，図書室， 

シャワー室，医務室 
洗面所，便所，倉庫，車庫，駐車場 

設置時期 昭和６２年 
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その他 清水ワークプラザとの複合施設であり，一括管理運営を

している。（１階部分：南障がい者フレンドホーム・清

水ワークプラザ事務所，２階部分：清水ワークプラザ） 
 

名称 福岡市立早良障がい者フレンドホーム 
敷地面積 18,811㎡ 63 
延床面積 4353㎡ 73（うち，2820㎡ 89） 
建物 鉄骨・鉄筋コンクリート造地上４階地下１階 

施設 

事務室，作業室，社会適応訓練室，相談室， 

日常生活訓練室，研修室，入浴室，脱衣室， 

便所，更衣室，倉庫，湯沸室，電気窯庫，駐車場 

体育室，シャワー室，更衣室， 

設置時期 平成６年 
その他 ももち福祉プラザとの複合施設であり，一括管理運営を

している。（１階部分：早良障がい者フレンドホーム，

２・３階部分：ももち福祉プラザ，４階部分：体育館） 
 

名称 福岡市立西障がい者フレンドホーム 
敷地面積 2,252㎡ 27 
延床面積 3,936㎡ 65（うち，486㎡ 20） 
建物 鉄筋コンクリート５階建 

施設 
スタッフルーム，作業室，相談室，デイルーム， 

ボランティア室，講習室（大，中，小），調理室， 

プール，プール更衣室，浴室，便所，駐車場 

設置時期 平成１４年 
その他 福岡市立西部療育センターとの合築施設であり，一括管

理運営をしている。（１・３・４階部分：西部療育セン

ター，２階部分：西障がい者フレンドホーム，５階部分：

屋上ひろば） 

 
なお，様々な文化教室等のほかに，早良障がい者フレンドホーム，西障がい者フレン

ドホームにおいては，高次脳機能障がい者リハビリ教室を実施している（南障がい者フ

レンドホームでは実施していないが，同じ清水福祉タウンである障がい者スポーツセン

ターが同教室を実施している。） 
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イ 指定管理者 

  本施設は，既に述べたとおり，福岡市社会福祉事業団が指定管理を行っている。 

ウ 指定管理者の行う業務 

  担当課によると，公募の施設と同様の募集要項や仕様書はないとのことであるが，公

募分のフレンドホームと業務内容は同じであるとのことである。なお，公募分の管理業

務の仕様書によると，指定管理者の行う業務は以下のとおりである。なお、早良障がい

者フレンドホームについては，以下に加え，体育室の使用料の徴収（福岡県の区域内に

住所を有する障がい者等以外の者が体育室を利用する場合に徴収）に関する業務がある。 
（運営に関する業務） 

  ①職員の配置と必要な研修等の実施 

  ②利用の許可，利用の制限等に関する業務 

（事業に関する業務） 
  ①障がい者のための文化教養の講座，研修会及びレクリエーション等の実施に関する

業務，障がい者に創作，軽作業等の場を提供しての技術援助及び指導に関する業務 
  （具体例）陶芸教室，絵画教室，茶道教室，ボウリング教室，料理教室等 
  ②障がい者の更生及び援護の相談に関する業務 
  ③障がい者団体等の行う福祉活動に対する研修室の貸出業務 
  ④啓発活動 
  ⑤事業の広報 
（施設および付属設備の管理運営に関する業務） 

  ①保守管理業務 

  ②環境維持管理業務 

  ③光熱水費等の支払い等に関する業務 

  ④駐車場の管理業務 

  ⑤物品の保守管理業務 

  ⑥修繕料の執行 

（その他業務） 

  ①事業計画書，収支予算書，事業報告書の作成及び自己評価の実施 
  ②福岡市への随時報告 
  ③指定後の事前引継業務と指定期間終了後の引継業務 
  ④苦情解決業務 
  ⑤緊急時対策，防犯，防災等のマニュアルの作成と職員への指導 
  ⑥個人情報保護体制の確立，文書の保存 
  ⑦運営規定，経理関係の帳簿の作成 
  ⑧福岡市への協力及び施設の視察への対応 
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（2） 問題点 
ア 本施設の必要性 
  本施設は，身障がい者の社会生活への適応を図るとともに，地域における福祉活動を

促進し，もってその福祉の向上に資するため（福岡市立障がい者フレンドホーム条例第

１条）の施設であり，陶芸や絵画などの文化教室等の活動を通じて，本市の障がい者の

社会参加に大きな役割を果たしている。 

  なお，平成２０年度から２４年度の各施設の利用者数（延べ利用者数）は以下のとお

りである。 

 

 Ｈ20度 Ｈ21度 Ｈ22度 Ｈ23度 Ｈ24度 

南障がい者フレンドホーム 11,599 13,172 13,730 14,956 15,062 

早良障がい者フレンドホーム 12,930 11,916 12,620 12,135 13,530 

西障がい者フレンドホーム 7,988 8,558 9,223 11,563 10,919 

 

  本施設のような障がい者のための公民館的な施設は，全国的にも多くなく，本施設は，

他都市の障がい者施設施策の参考になりうる施設である。 

  また，本施設は利用料金を徴収しない事を前提とした施設であり，民間施設として採

算が取れず，運営をすることは困難であることから，公の施設として設置する必要があ

ると思われる。 
イ 指定管理の必要性及び効果 

  本施設については，様々な文化教室（絵画教室，書道教室，陶芸教室等）等が行われ

ており，民間の能力を活用し，住民サービスの向上を図るため，指定管理制度を採用す

る意義があると思われる。 

  もっとも，本施設の指定管理者は，従前より変更はなく，現時点においては，民間サ

ービスの活用という効果は強くないものと思われる。 
ウ 非公募であることについて 

(ァ) 南障がい者フレンドホーム 

   担当課によると，本施設については，清水ワークプラザとの合築施設であるため，

効率的な施設管理の観点から清水ワークプラザと同じ指定管理を選定しているとのこ

とである。平成２６年度の指定管理者の選定から，清水ワークプラザについては公募

されており，それに合わせて，南障がい者フレンドホームについても公募されている。

もっとも，これらの施設については性質が異なることから，合築であることから安易

に同一の指定管理者を選定するのではなく，同一の指定管理者が適切かどうかについ

ては，十分に検討をすべきである。 
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   この点，担当課によると，南障がい者フレンドホームと清水ワークプラザは，「建物，

土地の境界線が明確に分かれておらず，物理的な責任範囲の線引きが困難である。ま

た共通の管理者のもと，年間行事や事業実施，緊急時の避難への対応など，施設職員

が一体となって施設を円滑に運営することが可能であり，管理経費を１つにまとめる

ことによって合理的に管理でき，一括公募することによって，施設長の人件費の１名

分削減など，経費の縮減にもつながっている。」とのことである。 

   民間の経験・ノウハウを活かした住民サービスの向上や施設運営の効率化といった

指定管理の効果を発揮するためには，性質の異なる両施設については，個別に募集を

行い，それぞれの施設の特性にあった指定管理者に管理を委託するのが本来は望まし

いと考える。この点，確かに，南障がい者フレンドホームと清水ワークプラザについ

ては，物理的に一体的構造にあり，施設長を兼任とすることによって人件費の削減に

つながっているとの面はあるが，このような施設の場合には，より積極的に，共同事

業体方式の活用を促すなどすることも考えられる。 

(ィ) 早良障がい者フレンドホーム 

   担当課によると，本施設については，ももち福祉プラザとの合築であるため，効率

的な施設管理の観点からももち福祉プラザと同じ指定管理者を選定しているとのこと

である。ももち福祉プラザについては，ももち福祉プラザについての検討の箇所で詳

細は述べるが，現時点においては非公募であることは相当であると思われる。 

   もっとも，障がい者フレンドホームという施設自体は，非公募であることは相当で

はないのであって，性質の異なる施設については，施設が物理的に区別することが可

能であり，異なる指定管理者とする方が効率的に管理運営できる場合等個別に募集を

行うのが望ましい場合もあることから，その妥当性については十分に検討すべきであ

る。 

   この点，担当課によると，早良障がい者フレンドホームとももち福祉プラザは，「建

物，土地の境界線が明確に分かれておらず，物理的な責任範囲の線引きが困難である。

また共通の管理者のもと，年間行事や事業実施，緊急時の避難への対応など，施設職

員が一体となって施設を円滑に運営することが可能であり，管理経費を１つにまとめ

ることによって合理的に管理でき，一括公募することによって，施設長の人件費の１

名分削減など，経費の縮減にもつながっている。」とのことである。 

   民間の経験・ノウハウを活かした住民サービスの向上や施設運営の効率化といった

指定管理の効果を発揮するためには，性質の異なる両施設については，個別に募集を

行い，それぞれの施設の特性にあった指定管理者に管理を委託するのが本来は望まし

いと考える。この点，確かに，早良障がい者フレンドホームとももち福祉プラザにつ

いては，物理的に一体的構造にあり，施設長を兼任とすることによって人件費の削減

につながっているとの面はあるが，このような施設の場合には，より積極的に，共同
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事業体方式の活用を促すなどすることも考えられる。その際には、早良障がい者フレ

ンドホームとももち福祉プラザにつき公募をし、現指定管理者である福岡市社会福祉

事業団もその対象とすることになると思われる。 

(ゥ) 西障がい者フレンドホーム 

   担当課によると，本施設については，西部療育センターとの合築であるため，効率

的な施設管理の観点から西部療育センターと同じ指定管理者を選定しているとのこと

である。西部療育センターについては，こども未来局所管の施設で述べた通り，非公

募であることに相当性が認められる。 

   もっとも，障がい者フレンドホームという施設自体は，非公募であることは相当で

はないのであって，性質の異なる施設については，施設が物理的に区別することが可

能であり，異なる指定管理者とする方が効率的に管理運営できる場合等個別に募集を

行うのが望ましい場合もあることから，その妥当性については十分に検討すべきであ

る。 

   この点，担当課によると，西障がい者フレンドホームと西部療育センターは，「建物，

土地の境界線が明確に分かれておらず，物理的な責任範囲の線引きが困難である。ま

た共通の管理者のもと，年間行事や事業実施，緊急時の避難への対応など，施設職員

が一体となって施設を円滑に運営することが可能であり，管理経費を１つにまとめる

ことによって合理的に管理でき，一括公募することによって，施設長の人件費の１名

分削減など，経費の縮減にもつながっている。」とのことである。 

   民間の経験・ノウハウを活かした住民サービスの向上や施設運営の効率化といった

指定管理の効果を発揮するためには，性質の異なる両施設については，個別に募集を

行い，それぞれの施設の特性にあった指定管理者に管理を委託するのが本来は望まし

いと考える。この点，確かに，西障がい者フレンドホームと西部療育センターについ

ては，物理的に一体的構造にあり，施設長を兼任とすることによって人件費の削減に

つながっているとの面はあるが，このような施設の場合には，より積極的に，共同事

業体方式の活用を促すなどすることも考えられる。その際には、西障がい者フレンド

ホームと西部療育センターにつき公募をし、現指定管理者である福岡市社会福祉事業

団もその対象とすることになると思われるが、西部療育センターにつき公募すること

が適切かどうかは、こども未来局と協議の上、十分に検討する必要がある。 

エ 募集要項等について 
  担当課によると，本施設については，公募の施設と同様の募集要項や仕様書等はない

とのことである。「指定管理者の指定に関する申請について（依頼）」という依頼書はあ

り，その別紙に，それぞれの施設につき，管理業務及び管理の基準についての記載はあ

るが，「福岡市立障がい者フレンドホーム条例第１２条第２項及び第１６条」と記載さ

れているのみである。長期間にわたって本施設の管理を行っており，その業務内容を熟
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知しているとはいえ，福岡市が希望する業務の内容等について，きちんと仕様書等で明

記をすべきである。なお，担当課によると，次期の非公募施設の指定管理者の選定の際

には，公募の施設と同様の仕様書を作成する予定とのことである。 
オ 協定書，指定管理料等について 
  非公募施設分の基本協定書及び実施協定書は，「福岡市立心身障がい福祉センター等指

定管理施設」という形でまとめられている。その問題点については，心身障がい福祉セ

ンターの箇所で述べたとおりである。 
なお，障がい者の施設利用については無料とされているが，講座（教室）等の実施に

あたって，講師等が受講者等から必要な教材費等を徴収することは認められている。し

かしながら，基本協定書及び実施協定書には特段の記載はないようである。 

この点，本施設の事業報告書における収支計算報告書には，徴収した教材費等につい

ての記載はみられなかった。教材費については，講師等と受講者等との間でのやり取り

を行うものであるとの理解であるようであるが市及び指定管理者で把握することが望

ましい。 

教材費等の取り扱いについて，基本協定書等，仕様書等において具体的に言及すると

ともに，指定管理者の収入として計上するか，別立てで整理するかを統一しつつ，事業

報告書の中で報告させることが望ましい。 

 

☞意見７２ 

☆ 教材費等の取り扱いについて，基本協定書，仕様書等において，より具体

的に言及するとともに，指定管理者の収入として計上するか，別立てで整理

するかを統一しつつ，事業報告書の中で報告させることが望ましい。 

 
カ モニタリング等について 
  モニタリングについては，年４回（６月，９月，１２月，３月）に行っており，モニ

タリング実施結果や，事業報告書等を元にして福岡市が年度評価を行っている。平成２

４年度の実施結果は，南障がい者フレンドホームが４９点，早良障がい者触フレンドホ

ームが４７点，西障がい者フレンドホームが４６点（いずれも５０点満点）であり，早

良障がい者フレンドホームについては新規事業の実施に優れたものが特にないこと等，

西障がい者フレンドホームについては，利用者減，より地元に向けた地域交流が必要な

こと等により減点されている。 

  なお，福岡市は指定期間を通しての評価として「総合評価」も行っており，南障がい

者フレンドホームについては平成２５年８月に総合評価を行っている。総合評価は１０

０点満点中，９５点である。担当課によると，平成２３年度の評価は，公募移行の関係

で，ほぼ１年だけの評価であるところ，当該施設については，新規開始事業等が多く，
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利用者が増加したので高い点数となったとのことである。なお，早良障がい者フレンド

ホーム，西障がい者フレンドホームの総合評価は未了である。 

  また，既に述べた通り，非公募施設分については，選定委員会が評価委員会も兼ねて

おり，年度評価及び総合評価の報告及び承認がなされている（平成２３年度の選定・評

価委員会においては，平成２３年に行われた総合評価の報告がなされており，南障がい

者フレンドホームが８１点，早良障がい者フレンドホームが８１点，西障がい者フレン

ドホームが７７点となっている。 
キ 選定手続について 
  選定手続全体の問題点については，既に述べたところである。 
  なお，会議において，委員から，「複合・合築施設だから非公募といった理由だけでな

く，事業団が管理運営することでのメリットを全面的に出すべき。」等の意見が出され

ている。 
ク 事業計画書・事業報告書について 
  非公募施設分の事業報告書及び事業報告書については，それぞれ福岡市社会福祉事業

団分という形で１本にまとめられている。その問題点については，心身障がい福祉セン

ターの箇所で述べたとおりである。 
 
１４ 福岡市立なのみ学園， 
１５ 福岡市立清水ワークプラザ， 
１６ 福岡市立ももち福祉プラザ 
 

単位：千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市立なのみ学園 施設数 １ 

所在地 福岡市南区清水 1 丁目 13 番 19 号 

担当部・課 障がい者部障がい者施設支援課 

根拠法令 
障害者自立支援法（現障害者総合支援法），福岡市立障がい者生活・就

労支援施設条例，同施行規則 

施設の設置目的 

障がい者がその有する能力及び適性に応じ，自立した日常生活又は社会

生活を営むことができるよう，生活能力，就労能力等の向上に必要な支援

等を行い，もって障がい者の福祉の向上を図るため（条例第 1 条） 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

（社福）福岡市社会福祉事業団 H18.4～H21.3 非公募 

（社福）福岡市社会福祉事業団 H21.4～H24.3 非公募 

（社福）福岡市社会福祉事業団 H24.4～H24.3 非公募 

指定管理料 
 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 18,675 0 917 2,037 
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精算 318 0 △917  

精算後指定管理料 18,993 0 0  

市のその他の支出 2,017 8,501 811 6,250 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

81,109 89,282 88,325 91,819 

利用料金の帰属先 指定管理者 利用料金の内容 自立支援費等 

自主事業の有無 無 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
 

自主事業の概要  

指定管理導入以前の管理方法 管理委託（福岡市社会福祉事業団） 

備考 

平成23年度及び平成24年度については，必要経費を利用料金収入が上

回ったため，余剰額を，福岡市の歳入として指定管理者に納付させてい

る。（なお，平成 24 年度分については，他の施設の指定管理料と相殺して

いる。） 

 

単位：千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市立清水ワークプラザ 施設数 １ 

所在地 福岡市南区清水 1 丁目 16 番 22 号 

担当部・課 障がい者部障がい者施設支援課 

根拠法令 
障害者自立支援法（現障害者総合支援法），福岡市立障がい者生活・就

労支援施設条例，同施行規則 

施設の設置目的 

障がい者がその有する能力及び適性に応じ，自立した日常生活又は社会

生活を営むことができるよう，生活能力，就労能力等の向上に必要な支援

等を行い，もって障がい者の福祉の向上を図るため（条例第 1 条） 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

（社福）福岡市社会福祉事業団 H18.4～H21.3 非公募 

（社福）福岡市社会福祉事業団 H21.4～24.3 非公募 

（社福）福岡市社会福祉事業団 H24.4～27.3 非公募 

指定管理料 
 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 35,343 27,501 21,248 34,632 

 

精算 △2,177 8,716 7,107  

精算後指定管理料 33,166 36,217 28,355  

市のその他の支出 1,621 248 1,533 16,481 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

39,209 44,458 43,448 41,714 

利用料金の帰属先 指定管理者 利用料金の内容 自立支援費等 

自主事業の有無 無 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
 

自主事業の概要  

指定管理導入以前の管理方法 管理委託（福岡市社会福祉事業団） 
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備考 本施設は，南障がい者フレンドホームとの合築である。 

 
単位：千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市立ももち福祉プラザ 施設数 １ 

所在地 福岡市中央区百道浜 1 丁目 4 番 1 号 

担当部・課 障がい者部障がい者施設支援課 

根拠法令 
障害者自立支援法（現障害者総合支援法），福岡市立障がい者生活・就

労支援施設条例，同施行規則 

施設の設置目的 

障がい者がその有する能力及び適性に応じ，自立した日常生活又は社会

生活を営むことができるよう，生活能力，就労能力等の向上に必要な支援

等を行い，もって障がい者の福祉の向上を図るため（条例第 1 条） 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

（社福）福岡市社会福祉事業団 H18.4～H21.3 非公募 

（社福）福岡市社会福祉事業団 H21.4～H24.3 非公募 

（社福）福岡市社会福祉事業団 H24.4～H27.3 非公募 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 87,628 47,839 58,769 43,087 

精算 △6,324 3,778 △13,238  

精算後指定管理料 81,304 51,617 45,531  

市のその他の支出 4,914 0 6,851 33,771 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

139,451  164,946 171,460 186,699 

利用料金の帰属先 指定管理者 利用料金の内容 自立支援費等 

自主事業の有無 無 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
 

自主事業の概要  

指定管理導入以前の管理方法 管理委託（福岡市社会福祉事業団）  

備考 本施設は，早良障がい者フレンドホームとの複合施設である。 

 
（1） 現状 

ア 本施設の概要 

  本施設は，生活能力，就労能力等の向上に必要な支援を行うため，障害者総合支援法

に規定する下記の事業を行うなど，もって障がい者の福祉の向上に資することを目的と

した施設である。 

  特にももち福祉プラザにおいては，強度行動障がい者及びそのリスク児への支援事業

を行っている。なお，強度行動障がいとは，直接的他害（かみつき，頭突きなど）や間

接的他害（睡眠の乱れ，同一性の保持（場所・プログラム・人へのこだわり，多動，う

なり，飛び出し，器物損壊など））や自傷行為などが，通常考えられない頻度と形式で
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出現し，その養育環境では著しく処遇の困難なものをいう。 
 
 
 
 
 
 
 

     （なのみ学園）         （清水ワークプラザ）     （ももち福祉プラザ） 

 

  なお，平成２５年３月末における本施設の在籍数は，以下のとおりである。（市の基準

上，一定の定員を超えることも認められており，在籍数は，その範囲内である。） 

 

名称 事業 定員 Ｈ25年 3月末在籍 

なのみ学園 

就労移行支援 12人 3人 

就労継続支援Ｂ型 42人 50人 

自立訓練（生活訓練） 6人 6人 

清水ワーク

プラザ 

就労移行支援 12人 4人 

就労継続支援Ｂ型 28人 26人 

ももち福祉

プラザ 

就労移行支援 12人 7人 

就労継続支援Ａ型 20人 16人 

就労継続支援Ｂ型 53人 46人 

自立訓練（生活） 6人 4人 

生活介護 44人 56人 

短期入所 3人  

 
就労移行支援：一般企業等への就労を希望する障がい者に，生産活動その他の活

動の場を提供し，就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な

訓練を行うもの。 

就労継続支援Ａ型：一般企業等での就労が困難な障がい者に，雇用契約に基づく

就労の機会を提供するとともに，一般就労に必要な知識及び能力の

向上のために必要な訓練を行うもの。 

就労継続支援Ｂ型：一般企業等での就労が困難な障がい者に，生産活動や就労の

機会を提供し，就労への移行に向けて必要な知識及び能力の向上の
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ために必要な訓練を行うもの（雇用契約なし。） 

自立訓練：機能訓練と生活訓練があり，その内容については，「福岡市立心身障が

い福祉センター」の（２）アで述べたとおりである。 

生活介護：常時介護を必要とする障がい者に，入浴，排泄及び食事の介助並びに

創作的活動又は生産活動の機会を提供するもの。 

短期入所：介護者が病気などで一時的に介護ができなくなったときに，障がい者

を短期間入所させて，入浴，排泄，食事等の介護を提供するもの。 

 
名称 福岡市立 なのみ学園 

敷地面積 1527㎡ 00 

延床面積 919㎡ 23 

建物 鉄筋コンクリート造２階建 

施設 

事務室，作業室，食堂，相談室，和室 

医務室，洗面所，便所，シャワー室 

更衣室  

設置時期 昭和６３年 

 
名称 福岡市立 清水ワークプラザ 

敷地面積 1,642㎡ 79 

延床面積 847㎡ 91 

建物 鉄筋コンクリート造２階建（主に２階部分） 

施設 
事務室，作業室，食堂，調理室，相談室 

便所，更衣室，倉庫，  

設置時期 昭和６２年 

その他 １階に福岡市立南障がい者フレンドホームあり 

 
名称 福岡市立 ももち福祉プラザ 

敷地面積 1,797㎡ 39 

延床面積 4353㎡ 73 

建物 鉄筋コンクリート造地上４階建，地下 1階 

施設 
事務室，作業室，食堂，相談室，和室 

医務室，便所，駐車場 

設置時期 平成６年 
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また，本施設における平均工賃等については，以下のとおりである。 

 

（単位：円） 

  H21 H22 H23 H24 作業科目 

なの

み学

園 

生活訓練 10,244 10,586 9,882 13,548 菓子製造・箱折 

就労移行支援 13,257 13,368 13,248 11,659 菓子製造・買物カゴ洗浄 

就労継続Ｂ 
14,442 15,908 16,447 16,079 

菓子製造・買物カゴ洗浄・

箱折 

清水

ワー

クプ

ラザ 

就労移行支援 
9,245 7,951 5,335 6,063 

印刷・電気部品の組立・箱

折等 

就労継続Ｂ 
28,569 29,078 27,206 27,881 

印刷・電気部品の組立・箱

折等 

もも

ち福

祉プ

ラザ 

生活介護 1,501 845 1,067 979 箱折等 

生活訓練 1,885 1,625 2,887 2,837 箱折等 

就労移行支援 2,890 6,582 6,552 6,776 箱折等 

就労継続Ａ 35,686 15,006 38,103 38,900 園外清掃・売店事業 

就労継続Ｂ 11,773 11,739 12,230 14,046 菓子製造 

市立 

施設 

合計 

生活訓練 6,758 8,475 9,733 10,616  

就労移行支援 9,178 9,182 9,477 8,405  

就労継続Ｂ 15,121 16,189 16,117 17,419  

 
イ 指定管理の状況 

  本施設は，既に述べたとおり，福岡市社会福祉事業団が指定管理を行っている。 

ウ 指定管理者の行う業務 

  担当課によると，公募の施設と同様の募集要項や仕様書はないとのことであるが，公

募分のつくし学園・ふよう学園と業務内容は同じであるとのことである。なお，公募分

（つくし学園・ふよう学園）の管理業務の仕様書によると，指定管理者の行う業務は以

下のとおりである。 
（運営に関する業務） 

  ①職員の配置と必要な研修等の実施 

  ②利用の手続等に関する業務（利用契約，利用の制限，停止等） 

  ③障害者総合支援法に基づく介護給付費等の請求，重量等に関する業務 

  ④利用者への工賃の支払いに関する業務 

  ⑤光熱水費等の管理経費の支払いに関する業務 
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 （事業に関する業務） 

  ①就労支援施設，就労継続支援（Ｂ型），自立訓練（生活訓練）等の障がい福祉サービ

スに関する業務 

  ②相談及び援助に関する業務 

  ③健康管理に関する業務 

  ④食事の提供に関する業務 

  ⑤余暇活動等に関する業務 

  ⑥地域交流活動に関する業務 

  ⑦広報，啓発事業 

 （施設および付属設備の管理運営に関する業務） 

  ①建物・設備の保守管理業務 

  ②環境維持管理業務等 

  ③運動場等の管理業務 

  ④物品等の管理 

  ⑤修繕の執行 

 （その他の業務） 

  ①事業計画書，収支予算書，事業報告書の作成及び自己評価の実施 

  ②福岡市への随時報告 

  ③指定後の事前引継業務と指定期間終了後の引継業務 

  ④苦情解決業務 

  ⑤緊急時対策，防犯，防災等のマニュアルの作成と職員への指導 

  ⑥個人情報保護体制の確立，文書の保存 

  ⑦運営規定，経理関係の帳簿の作成 

  ⑧福岡市への協力及び施設の視察への対応 

 

（2） 問題点 

ア 本施設の必要性 

本施設は，障がい者がその有する能力及び適性に応じ，自立した日常生活又は社会生

活を営むことができるよう，生活能力，就労能力等の向上に必要な支援等を行い，もっ

て障がい者福祉の向上を図るもの（福岡市立障がい者生活・就労支援施設条例第１条）

であり，必要性の高い施設であるといえる。 

もっとも，施設設置当時は，障がい者生活・就労支援施設が少なく，公の施設として

設置する必要があったものであるが，現在においては，同じ機能を持つ民間施設が多数

設置されていることからすると，今後，公の施設として存続させるかどうかについては，

検討する必要があるものであり，民間（社会福祉法人）への譲渡についても検討すべき
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ところではある。 

イ 指定管理の必要性及び効果 

  本施設については，作業（契約先）の確保のほか，利用者が施設に通いたくなる様々

な工夫等を行う必要があり，まさに民間の能力を活用が必要な施設であると思われる。 

  もっとも，本施設の指定管理者は，従前より変更はなく，民間サービスの活用という

意義は強くないものと思われる。 
ウ 非公募であることについて 

(ァ) なのみ学園・清水ワークプラザ 
  本施設については，多数の同種民間施設があることから，担当課においても，平成２

４年度の指定管理者選定の段階から，将来的な公募を予定していたところである。担当

課によると，平成２６年度４月より，公募に移行している。公募に当たっては引継ぎを

どのように行うかについて十分検討されたい。 
(ィ) ももち福祉プラザ 
  本施設は，早良障がい者フレンドホームとの合築である。 
  非公募である理由につき，担当課は，「市内で唯一の知的障がい者，身体障がい者の双

方を受け入れる総合福祉施設である。平成１８年度から強度行動障がい者支援モデル事

業を開始し，短期入所等に関して，民間事業所と共同支援を行いながら自らも受け入れ

るなど，民間事業所をリードする機能を果たしているため。」と説明をしている。現時

点においては，福岡市において強度行動障がいを専門的に行っている民間施設はなく，

現指定管理者が管理を行う必要がある。 
  もっとも，本施設が民間施設をリードし，民間施設に対して強度行動障がいにつき十

分認識，対処できるように情報を発信し，また共同で支援を行うなど，努めるべきであ

り，いずれは公募にできるように努力すべきである。 
エ 募集要項等について 
  担当課によると，本施設については，公募の施設と同様の募集要項や仕様書等はない

とのことである。「指定管理者の指定に関する申請について（依頼）」という依頼書はあ

り，その別紙に，それぞれの施設につき，管理業務及び管理の基準についての記載はあ

るが，「福岡市立障がい者生活・就労支援条例第６条第２項及び第１０条」と記載され

ているのみである。長期間にわたって本施設の管理を行っており，その業務内容を熟知

しているとはいえ，福岡市が希望する業務の内容等について，きちんと仕様書等で明記

をすべきである。なお，担当課によると，次期の非公募施設の指定管理者の選定の際に

は，公募の施設と同様の仕様書を作成する予定とのことである。 
オ 協定書・指定管理料等について 

  非公募施設分の基本協定書及び実施協定書は，「福岡市立心身障がい福祉センター等指

定管理施設」という形でまとめられている。その問題点については，心身障がい福祉セ
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ンターの箇所で述べたとおりである。 
  なお、本施設については、自立支援給付費等の利用料金収入により施設を運営してお

り，人件費等の必要経費のうち利用料金収入を充てても不足する額を，指定管理料とし

て市から交付している。 
 
  ○なのみ学園の必要経費及び利用料金収入等の推移      （単位：千円） 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25（予定） 
必要経費（Ａ） 101,038 85,930 84,492 93,856 
利用料金収入（Ｂ） 81,109 89,282 88,325 91,819 
職員等給食費（Ｃ） 936 689 413 690 
Ａ－Ｂ 19,929 △3,352 △3,833 △2,037 
Ａ－Ｂ－Ｃ 18,993 △4,041 △4,246 △1,347 

 
   ○清水ワークプラザの必要経費及び利用料金収入等の推移  （単位：千円）  

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25（予定） 
必要経費（Ａ） 72,547 80,675 71,803 76,346 
利用料金収入（Ｂ） 39,209 44,458 43,448 41,714 
職員等給食費（Ｃ） 172 159 139 159 
Ａ－Ｂ 33,338 36,217 28,355 34,632 
Ａ－Ｂ－Ｃ 33,166 36,058 28,216 34,473 

 
  ○ももち福祉プラザの必要経費及び利用料金収入等の推移   （単位：千円） 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25（予定） 
必要経費（Ａ） 221,931 216,563 216,991 229,786 
利用料金収入（Ｂ） 139,451 164,946 171,460 186,699 
職員等給食費（Ｃ） 1,176 1,262 969 1,262 
Ａ－Ｂ 82,480 51,617 45,531 43,087 
Ａ－Ｂ－Ｃ 81,304 50,355 44,562 41,825 

 
   なお、職員等給食費とは、本施設では利用者に給食（昼食）を提供しているが、そ

の給食を職員や実習生等が食べた場合に徴収している昼食代（６５０円）のうち、指定

管理料に組み込まれている人件費相当分（３５０円）を市に返還させているものである。 
カ 指定管理者を評価する基準について（工賃・利用者出勤等） 

  本施設の平均工賃については，（１）アで述べたとおりである。工賃の増加については，
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様々な企業から受注を受ける必要があること等から，民間事業者のノウハウの活用がま

さに求められるところである。そのため，指定管理者を評価する一つの基準となる。し

かしながら他方，本施設を利用する障がい者やその保護者は，必ずしも工賃が増えるこ

とを主目的にしているものではない。むしろ，就労意欲を維持し，楽しく施設に通うこ

とを第一とするものであり，受注量を増やし，労働の負担を重くすることが本施設の目

的に合わない場合もありうる。特に，本施設は，比較的障がいの程度が重い人が多く，

個々の障がい者のニーズにあった就労形態が求められることになろう。したがって，工

賃の増加は指定管理者を評価する重要な基準とはなりえず，むしろ，利用者出勤率や，

利用者が積極的に利用したくなる取り組みを行っているかが重要な判断基準になると

思われる。 

 

 １日平均利用者数 

（単位：人）   

名称 事業 定員 23年度 24年度 

なのみ学園 

就労移行支援 12 7.4 2.6 

就労継続支援Ｂ型 42 42.2 46.3 

自立訓練 6 4.5 5.1 

合計 60 54.1 54.0 

清水ワーク

プラザ 

就労移行支援 12 3.6 3.1 

就労継続支援Ｂ型 28 21.8 21.1 

合計 40 25.4 24.1 

ももち福祉

プラザ 

就労移行支援 12 8.0 7.9 

就労継続支援Ａ型 20 13.7 14.6 

就労継続支援Ｂ型 53 41.7 39.5 

生活介護 44 32.8 34.2 

自立訓練 6 2.8 3.4 

合計 135 99.0 99.6 

 

また，地域の住民や企業等と障がい者との相互の理解を深めることを目的に，なのみ

学園，清水ワークプラザにおいては，障がい者スポーツセンター，南障がい者フレンド

ホームとともに「清水福祉タウン」として，清水ふれあいまつりを，ももち福祉プラザ

においては，早良障がい者フレンドホームとともに，ももち福祉まつりを行っている。 

キ モニタリング等について 
  モニタリングについては，年４回（６月，９月，１２月，３月）に行っており，モニ

３－126



タリング実施結果や，事業報告書等を元にして福岡市が年度評価を行っている。平成２

４年度の実施結果は，なのみ学園が４５点，清水ワークプラザが４６点，ももち福祉プ

ラザが４７点（いずれも５０点満点）であり，なのみ学園については利用者減，経費削

減についてすぐれたものがないこと等，清水ワークプラザについては利用者減，新規事

業につき優れたものが特にないこと等，ももち福祉プラザについては新規事業につき優

れたものが特にないこと等により減点されている。 

  なお，福岡市は指定期間を通しての評価として「総合評価」も行っており，なのみ学

園、清水ワークプラザについては，平成２５年８月に総合評価が行われており，なのみ

学園が７６点、清水ワークプラザが７９点である。ももち福祉プラザについては，総合

評価は未了である。 

  また，既に述べた通り，非公募施設分については，選定委員会が評価委員会も兼ねて

おり，年度評価及び総合評価の報告及び承認がなされている（平成２３年度の選定・評

価委員会においては，平成２３年に行われた総合評価の報告がなされており，なのみ学

園が８５点，清水ワークプラザが７６点，ももち福祉プラザが８２点となっている。 
 

<公募の障がい者施設> 

 

●はじめに－障がい者施設（公募分）について 

 福岡市が所有する障がい者施設のうち，公募しているものは，①福岡市立東障がい者フ

レンドホーム，②福岡市立博多障がい者フレンドホーム，③福岡市立城南障がい者フレン

ドホーム，④福岡市立点字図書館，⑤福岡市立つくし学園，⑥福岡市立ふよう学園がある。

（以下，本文中において，「福岡市立」を省略する。） 

 このうち，①東障がい者フレンドホーム，②博多障がい者フレンドホーム，③城南障が

い者フレンドホームについては，非公募分で述べた通り，福岡市障がい者フレンドホーム

条例により設置された施設であり，以下，まとめて述べることとする。⑤つくし学園，⑥

ふよう学園についても，福岡市障がい者生活・就労支援施設条例に基づいて設置された「就

労移行支援」，「就労継続支援（Ｂ型）」，「自立訓練（生活訓練）」を行う施設であることか

ら，まとめて述べることにする。 

 

１７ 福岡市立東障がい者フレンドホーム， 

１８ 福岡市立博多障がい者フレンドホーム， 

１９ 福岡市立城南障がい者フレンドホーム 

 

単位：千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市立東障がい者フレンドホーム 施設数 1 
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所在地 福岡市東区松島 3 丁目 15 番 2 号 

担当部・課 障がい者部障がい者施設支援課 

根拠法令 身体障害者福祉法第 31 条の 2，同施行規則 

施設の設置目的 
心身障がい者の社会生活への適応を図るとともに，地域における福祉活

動を促進し，もってその福祉の向上に資するため（条例第 1 条） 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

（社福）福岡市身体障害者福祉協会 H18.4～H21.3 公募（1） 

（社福）福岡市身体障害者福祉協会 H21.4～H26.3 公募（1） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 26,544 26,544 26,544 26,544 

精算     

精算後指定管理料 26,544 26,544 26,544 26,544 

市のその他の支出 12,124※１ 4,984※１ 943※１ 181（予算）※１ 

利用料金の合計額※2 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

    

利用料金の帰属先  利用料金の内容  

自主事業の有無 無 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
 

自主事業の概要  

指定管理導入以前の管理方法 管理委託（福岡市社会福祉事業団） 

備考 

※1 うち，自家用電気工作物保守点検業務委託はふよう学園分を含む。 

※2 利用者負担はないが，福岡市に，地域生活支援事業補助金（国庫・

県負担）からの収入がある。 

本施設では，障がい福祉サービスの生活介護事業を行っており，別途社

会福祉法人福岡市身体障害者福祉協会に委託している。 

 

単位：千円（端数切捨て） 

施設名 
福岡市立博多障がい者フレンドホー

ム 
施設数 1 

所在地 福岡市博多区西月隈 5 丁目 6 番 1 号 

担当部・課 障がい者部障がい者施設支援課 

根拠法令 身体障害者福祉法第 31 条の 2，同施行規則 

施設の設置目的 

 

心身障がい者の社会生活への適応を図るとともに，地域における福祉活

動を促進し，もってその福祉の向上に資するため（条例第１条） 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

（社福）福岡市身体障害者福祉協会 H18.4～H21.3 公募（1） 

（社福）福岡市身体障害者福祉協会 H21.4～H26.3 公募（1） 

指定管理料 
 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 24,843 24,843 24,843 24,843 
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精算     

精算後指定管理料 24,843 24,843 24,843 24,843 

市のその他の支出 2,257※1,2 2,280※1,2 2,208※1,2 11,169※1,2 

利用料金の合計額※3 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

    

利用料金の帰属先  利用料金の内容  

自主事業の有無 無 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
 

自主事業の概要  

指定管理導入以前の管理方法 管理委託（福岡市身体障害者福祉協会） 

備考 

福岡市立南福岡特別支援学校の敷地内に設置されている。 

※1 建築物定期点検は東フレンドホーム分含む。 

※2 光熱水費等は南福岡特別支援学校に，施設点検業務委託料は施設

整備公社に令達。 

※3 利用者負担はないが，福岡市に，地域生活支援事業補助金（国庫・

県負担）からの収入がある。 

本施設では，障がい福祉サービスの生活介護事業を行っており，別途社

会福祉法人福岡市身体障害者福祉協会に委託している。 

 

 

 

単位：千円（端数切捨て） 

施設名 
福岡市立城南障がい者フレンドホー

ム 
施設数 1 

所在地 福岡市城南区南片江 2 丁目 32 番 1 号 

担当部・課 障がい者部障がい者施設支援課 

根拠法令 身体障害者福祉法第 31 条の 2，同施行規則 

施設の設置目的 

 

心身障がい者の社会生活への適応を図るとともに，地域における福祉活

動を促進し，もってその福祉の向上に資するため（条例第１条） 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

（社福）福岡西部福祉会 H18.4～H21.3 公募（3） 

（社福）福岡市身体障害者福祉協会 H21.4～H26.3 公募（3） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 16,200 16,200 16,200 16,200 

精算     

精算後指定管理料 16,200 16,200 16,200 16,200 

市のその他の支出 1,206 1,315 0 3,395（予算） 

利用料金の合計額※1 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

    

利用料金の帰属先  利用料金の内容  
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自主事業の有無 無 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
 

自主事業の概要  

指定管理導入以前の管理方法 管理委託（福岡市社会福祉事業団） 

備考 

※1 利用者負担はないが，福岡市に，地域生活支援事業補助金（国庫・

県負担）からの収入がある。 

本施設は，福岡市立老人福祉センター寿楽園との合築施設である。 

本施設では，障がい福祉サービスの生活介護事業を行っており，別途社

会福祉法人福岡市身体障害者福祉協会に委託している。 

 

（1） 現状 

ア 本施設の概要  

  本施設は，不特定の障がい者が利用する公民館的施設である。利用料金は徴収せず，

以下の事業を行っている。 

  ①心身障がい者の更生及び援護の相談に関すること 

  ②心身障がい者のための文化教養の講座，研修会及びレクリエーション等の実施に関

すること 

  ③心身障がい者に創作，軽作業等の場を提供し，技術援助及び指導を行うこと 

  ④心身障がい者団体等の行う福祉活動に対する便宜を提供すること 

  ⑤その他フレンドホームの設置の目的達成に必要な事業 

 

   

（東障がい者フレンドホーム） （博多障がい者フレンドホーム） （城南障がい者フレンドホーム） 

 

名称 福岡市立東障がい者フレンドホーム 

敷地面積 4243㎡ 00 

延床面積 563㎡ 84 

建物 鉄筋コンクリート平屋建 

施設 

事務室，作業室（大，小），社会適応訓練室 

相談室， 日常生活訓練室，図書室，入浴室 

脱衣室，便所，更衣室，倉庫，駐車場 
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（駐車場はふよう学園と共用） 

設置時期 平成２年 

その他 隣接地にふよう学園あり 

 

名称 福岡市立博多障がい者フレンドホーム 

敷地面積 18,811㎡ 63（うち，1,157㎡ 32） 

延床面積 711㎡ 45 

建物 鉄筋コンクリート３階建（うち１階の一部） 

施設 

事務室，作業室，社会適応訓練室，相談室，  

日常生活訓練室，図書室，入浴室，脱衣室，便所， 

更衣室，倉庫，湯沸室，電気窯庫，駐車場 

（駐車場は併設の特別支援学校と共用） 

設置時期 平成８年 

その他 南福岡特別支援学校併設 

 

名称 福岡市立城南障がい者フレンドホーム 

敷地面積 3,309㎡ 00 

延床面積 1,553㎡ 75（うち，495㎡ 53） 

建物 鉄筋コンクリート２階建 

施設 

（共用） 

事務室，図書室，相談室，駐車場，便所，更衣室 

（寿楽園） 

浴室，機能回復訓練室，和室，大広間，研修室 

（城南フレンド部分） 

作業室（大，小），社会適応訓練室，日常生活訓練室，

浴室 

設置時期 昭和６３年 

その他 福岡市立老人福祉センター寿楽園との合築施設であり，

一括管理運営をしている。 

 

イ 指定管理の状況 

  本施設については，平成１８年度より公募しており，同年より，東及び博多障がい者

フレンドホームにおいては，社会福祉法人福岡市身体障害者福祉協会（以下，「福岡市

身体障害者福祉協会」という。）が，指定管理を行っている。城南障がい者フレンドホ
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ームにおいては，平成１８年度から２０年度は，社会福祉法人福岡西部福祉会が，平成

２１年度から２５年度は，福岡市身体障害者福祉協会が，指定管理を行っている。平成

２６年度からの指定管理（第３期）についても，福岡市身体障害者福祉協会が指定管理

を行う予定である（平成２６年２月末現在において，既に議会の議決を得て指定を行っ

ている）。 

  福岡市身体障害者福祉協会は，昭和２５年に設立された団体であり，福岡市の視覚・

身体・聴覚・難聴の各障がい者団体で構成している当事者団体である。事務所は市民福

祉プラザ（ふくふくプラザ）４階にあり，平成１０年に社会福祉法人の認可を受け，各

種社会福祉事業に取り組んでいる。福岡市身体障害者福祉協会は，本施設のほか，点字

図書館の指定管理を行っている。 

ウ 指定管理者の行う業務 

  東障がい者フレンドホーム，博多障がい者フレンドホーム管理業務の仕様書によると，

指定管理者の行う業務は以下のとおりである。なお，城南障がい者フレンドホームにつ

いても，福岡市立老人福祉センター寿楽園に係る業務以外の部分については，東及び博

多障がい者フレンドホームと同様である。 

（運営に関する業務） 

  ①職員の配置と必要な研修等の実施 

  ②利用の許可，利用の制限等に関する業務 

    ただし，日常生活訓練室については，別途福岡市身体障害者福祉協会が市から委

託されている生活介護事業を行うための専門施設であり，同室については，指定管

理業務としては，ハード部分の管理を行うのみであり，利用許可等を行うことはで

きない。 

（事業に関する業務） 

  ①障がい者のための文化教養の講座，研修会及びレクリエーション等の実施に関する

業務，障がい者に創作，軽作業等の場を提供しての技術援助及び指導に関する業務 

  （具体例）陶芸教室，絵画教室，書道教室，料理教室等 

  ②障がい者の更生及び援護の相談に関する業務 

  ③障がい者団体等の行う福祉活動に対する研修室の貸出業務 

  ④啓発活動 

  ⑤事業の広報 

（施設および付属設備の管理運営に関する業務） 

  ①保守管理業務 

  ②環境維持管理業務 

  ③光熱水費等の支払い等に関する業務 

    なお，博多障がい者フレンドホームは南福岡特別支援学校との併設施設であるた
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め，水道光熱費等は，南福岡特別支援学校全体の料金を按分した金額を福岡市が一

括して負担し支払っており，城南フレンドホームは老人福祉センター寿楽園との合

築施設であるため，水道光熱費等は，老人福祉センター寿楽園分と，城南障がい者

フレンドホーム分を按分して，それぞれ支払っている。 

  ④駐車場の管理業務 

  ⑤物品の保守管理業務 

  ⑥修繕料の執行 

（その他業務） 

  ①事業計画書，収支予算書，事業報告書の作成及び自己評価の実施 

  ②福岡市への随時報告 

  ③指定後の事前引継業務と指定期間終了後の引継業務 

  ④苦情解決業務 

  ⑤緊急時対策，防犯，防災等のマニュアルの作成と職員への指導 

  ⑥個人情報保護体制の確立，文書の保存 

  ⑦運営規定，経理関係の帳簿の作成 

  ⑧福岡市への協力及び施設の視察への対応 

 

（2） 問題点 

ア 本施設の必要性 

  本施設は，陶芸や絵画などの文化・教養講座等の活動を通じて，「心身障がい者の社

会生活への適応を図るとともに，地域における福祉活動を促進し，もってその福祉の向

上に資するため」（条例第１条）に設置された施設であり，本市の障がい者の社会参加

に大きな役割を果たしている。 

  なお，平成２０年度から２４年度の各施設の利用者数（延べ利用者数）は以下のとお

りである。（なお，延べ利用者数は，参加者実数であり，ボランティア，保護者参加も

含む。） 

（単位：人） 

 Ｈ２０  Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 

東障がい者フレンドホーム 13,549 15,749 16,924 16,925 16,615 

博多障がい者フレンドホーム 14,578 12,061 16,370 17,819 15,885 

城南障がい者フレンドホーム 9,443 9,570 10,734 11,231 12,544 

 

  本施設のような障がい者のための公民館的な施設は，全国的にも多くはなく，本施設

は，他都市の障がい者施設施策の参考になりうる施設であると思われる。 

  また，本施設は利用料金を徴収しない事を前提とした施設であり，民間施設として採
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算が取れず，運営をすることは困難であることから，公の施設として設置する必要があ

る。 

イ 指定管理の必要性及び効果 

  本施設については，様々な文化・教養講座教室（体操教室，ボウリング教室，パン教

室，スローフード教室，油絵教室等）やイベント（初詣，山登り，納涼船，ホタル観賞

会）等が行われており，民間の能力を活用し，住民サービスの向上を図るため，指定管

理制度を採用する意義があると思われる。実際に，特に新規イベント，地域等との交流

行事の企画が活発になっており，利用者からも喜ばれている。 

  また，実際に，延べ利用者数も，下記のとおり，平成１７年度と平成２４年度を比べ

ると増加している（もっとも，平成１７年度以前の延べ利用者数のデータについては，

不正確な面もあるとのことである。） 

   

                        （単位：人） 

 Ｈ１７ Ｈ２４ 

東障がい者フレンドホーム 5,061 16,615 

博多障がい者フレンドホーム 11,607 15,885 

城南障がい者フレンドホーム 8,704 12,544 

 

ウ 募集要項等について 

募集要項においては，指定管理者の業務の内容のほか，これまでの利用者の状況や水

光熱費等，応募するにあたって応募者が知りたいと思われる情報が詳しく記載されてお

り，分かりやすい募集要項となっている。 

エ 協定書・指定管理料等について 

(ァ) 備品購入費（原則１件５０万円未満のもの）や修繕費（原則１件３０万円未満もの）

についても，指定管理料に含まれるとし，精算を予定していない。 

  なお，平成２６年度以降については，備品購入費及び修繕費については精算を行うと

の内容に変更する予定であるとのことであるが，総論において述べたとおり，市の別途

負担により購入または実施する備品購入又は修繕なのかの区別が難しいこと，購入され

た備品及び修繕された結果は市に帰属するものであること，精算が行われない場合には

必要な備品購入や修繕について指定管理者が抑制的になってしまうとの懸念も存する

ことなどからすれば，備品購入及び修繕に要する費用については市の別途負担として精

算がなされるのが望ましい。そして，その際には指定管理料に含めるのではなく，預託

金等として整理するのが望ましいと考える。 

  また，自動販売機については，市が直接業者に目的外使用許可を行っているが，自動

販売機使用分の光熱費については，予め指定管理料に含まれており，特に精算はしてい
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ないとのことである。 

(ィ) 障がい者の施設利用については無料とされているが，講座（教室）等の実施にあた

って，講師等が受講者等から必要な教材費等を徴収することは認められている（募集要

項にもそれを前提とした記載がみられる。）。しかしながら，基本協定書及び実施協定書

には特段の記載はないようである。 

  この点，本施設の事業報告書における収支計算報告書には，徴収した教材費等につい

ての記載はみられなかった。教材費については，講師等と受講者等との間でのやり取り

を行うものであるとの理解であるようであるが市及び指定管理者で把握することが望

ましい。 

  教材費等の取り扱いについて，基本協定書等，仕様書等において具体的に言及すると

ともに，指定管理者の収入として計上するか，別立てで整理するかを統一しつつ，事業

報告書の中で報告させることが望ましい。 

 

☞意見７３ 

☆ 教材費等の取り扱いについて，基本協定書，仕様書等において，より具体

的に言及するとともに，指定管理者の収入として計上するか，別立てで整理

するかを統一しつつ，事業報告書の中で報告させることが望ましい。 

 

(ゥ) 基本協定書第１３条においては，「乙（指定管理者）は，本協定，実施協定，条例及

び関係法令等のほか，募集要項等及び応募書類に従って本業務を適正に実施するものと

する。」（第１項），「本協定，募集要項等及び応募書類の間に矛盾又は齟齬がある場合は

本協定，募集要項等，応募書類の順にその解釈が優先するものとする。」（第２条），「前

項の規定にかかわらず，応募書類にて仕様書を上回る業務水準及び業務実施条件が提案

されている場合は，応募書類に示された水準によるものとする」（第３項）と規定され

ている。第３項については，当然のことを定めた規定であるともいえるが，まさに第３

項のような業務を求めて指定管理者制度を行っているものである。 

  担当課によると，本条項については，遵守すべき募集要項，応募書類等が協定書に添

付されていないのが問題との指摘があったことから，平成２６年度の基本協定書からは，

仕様書のみ添付し本条項は削除したとのことであるが，応募要項等に仕様書を上回る業

務水準等が提案されているときは，事業計画書等に記載をし，それに示された水準を遵

守することを規定するなど工夫をすることで，本条項の趣旨を生かすべきである。 

(ェ)  基本協定書において，「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１０月以上前までに，市に

申し出なければならない。」との規定があるが，かかる条項が不相当であることは総論

において述べたとおりである。 
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(ォ) 本協定書にも添付されているリスク分担表について，これが不合理なものであり，

むしろ様々な解釈の余地を与えて市と指定管理者との間の責任範囲・分担を不明にし，

混乱させるものであることは，総論において述べたとおりである。 

オ モニタリング等について 

  モニタリングについては，年４回（６月，９月，１２月，３月）に行っており，モニ

タリング実施結果や，事業報告書等を元にして福岡市が年度評価を行っている。平成２

４年度の実施結果は，東障がい者フレンドホームが４８点，博多障がい者フレンドホー

ムが４８点，城南障がい者フレンドホームが４８点（いずれも５０点満点）であり，東

障がい者フレンドホームと博多障がい者フレンドホームについては利用者減等，城南障

がい者フレンドホームについては，経費削減への取り組みに優れたものがないこと等に

より減点されている。 

  なお，福岡市は指定期間を通しての評価として「総合評価」も行っており，本施設に

ついては平成２５年８月に総合評価を行っている。総合評価は１００点満点中，東障が

い者フレンドホームが８９点（Ｂ評価），博多障がい者フレンドホームが８８点（Ｂ評

価），城南障がい者フレンドホームが８９点（Ｂ評価）となっている。これについては，

３つの施設でほとんど点数が変わらず，詳細な採点ができているのかという疑問は残る

が，他方，他の指定管理者が行っている南障がい者フレンドホームについては，９５点

となっており，同じ指定管理者が行っているほぼ同一事業の施設である以上，点数に差

異がないのも相当であると思われる。 

  年度評価・総合評価については，選定委員会で報告がなされているが，いずれの評価

についても，点数評価のみであり，委員にとって，詳細が分かりにくいものとなってい

る。今後は，評価のあり方についても，文字記載部分を増やす等，より分かりやすい評

価の方法を工夫されたい。また，評価を報告するにとどまらず，選定委員会において，

あるいは他の外部委員会を組織し，施設の合理的な管理運営のあり方等も含めて検討を

行うことが望ましい。 

カ 選定手続について 

(ァ) 東障がい者フレンドホーム，博多障がい者フレンドホーム 

本施設の応募者は，いずれも福岡市身体障害者福祉協会のみであった。なお，本選定

委員会は，福岡市立点字図書館の選定委員会とまとめてなされている。 

  第１回選定委員会では，指定管理者制度の概要，公募・非公募の取り扱いについての

説明や，募集要項・審査基準について丁寧な検討がなされている。 

    もっとも，第１回選定委員会においては，「委員会要綱第８条には委員会を公開すると

定めているが，本日の会議にて審査するのは，募集要項，応募団体を審査するための審

査基準等なので，公開することによりその後の審査に著しい支障が生じると考えられる。

よって，同条ただし書き該当すると考えられることから，非公開とすることが妥当と考
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えられる。」として非公開とされている。 

  しかしながら，選定委員会については，会議の適正な運営に著しい支障が生じると認

められる場合以外は，原則として公開をするものであり，この第１回選定委員会につい

ても，その審議を公開することによって，その後の審議に著しい支障が生じるとの具体

的なおそれが生じるとは考え難く，原則どおり会議については公開すべきものであった

と考える。 

 

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 8 条第 1 項 委員会の会議は，これを公開するものとする。ただし，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。 

 

☞意見７４ 

☆ 審議対象が募集要項，応募団体を審査するための選定基準等であったとし

ても，選定委員会については，要綱の原則に従い，会議を公開すべきものと

考える。 

 

  第２回選定委員会では，応募状況の説明と，応募者に対する採点が選定委員会の合格

点に達しなかった場合の取り扱い，応募者のヒアリング等がなされている。ヒアリング

においては，引継のスケジュールや，人員配置等について細かい質問があり，充実した

ヒアリングが行われている。 

  第３回選定委員会では，採点結果に特に問題がなかったため，スムーズに東障がい者

フレンドホーム，博多障がい者フレンドホームともに現在の指定管理者が選定されてい

る。 

 (ィ) 城南障がい者フレンドホーム 

  本施設の応募者は，現指定管理者を含め，３名あった。なお，本施設は，福岡市老人

福祉センター寿楽園との合築施設であり，両施設について，一体管理をすることとなっ

ている。そのため，規模の大きい，福岡市高齢者保健福祉施設分として選定委員会が行

われた。 

  第１回選定委員会では，募集要項・審査基準等について丁寧な検討がなされている。 

また，第１回選定委員会においては，「委員会要綱第８条には委員会を公開すると定

めているが，本日の会議にて審査するのは，募集要項，応募団体を審査するための審査

基準等なので，公開することによりその後の審査に著しい支障が生じると考えられる。

よって，同条ただし書き該当すると考えられることから，非公開とすることが妥当と考

えられる。」として非公開とされている。 
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  しかしながら，選定委員会については，会議の適正な運営に著しい支障が生じると認

められる場合以外は，原則として公開をするものであり，この第１回選定委員会につい

ても，その審議を公開することによって，その後の審議に著しい支障が生じるとの具体

的なおそれが生じるとは考え難く，原則どおり会議については公開すべきものであった

と考える。 

 

☞意見７５ 

☆ 審議対象が募集要項，応募団体を審査するための選定基準等であったとし

ても，選定委員会については，要綱の原則に従い，会議を公開すべきものと

考える。 

 

  第２回選定委員会では，応募者のヒアリングが行われ，１時間程度のヒアリングが行

われている。 

  第３回選定委員会においては，応募者の順位付けが行われているが，何故か「採点者

は４名」と記載されている。 

  この点，当時の募集要項や選定委員会の議事録を見ても，どうして採点者が４名とな

ったのかの理由については全く判然としない。なお，募集要項には，「（選定）委員と利

害関係のある団体が応募団体となった場合は，当該委員を選定委員会から除きます。」

との記載はあるが，選定委員会の議事録に徴しても，委員が除外されたとの旨の記載も

その理由の記載も見あたらず，選定過程のどの段階を関与していないのかも不明である。  

選定委員の除外がなされた場合には，議事録にその旨と理由を明記すべきである。 

なお，これがもし応募団体との利害関係の存在を理由とするものであれば，応募団体

も公募前からある程度は予想できるであろうから，選定委員の選定にあっても利害関係

の有無については予め十分注意すべきである。 

   

☞指摘１８ 

★ 選定委員が除外されたり，採点に加わらなかったりした場合には，

議事録にその旨と理由を明記すべきである。 

  なお，応募団体も公募前からある程度は予想できるであろうから，

選定委員の選定にあっても利害関係の有無については予め十分注意す

べきである。 

 

  また，城南障がい者フレンドホームは，老人福祉センター寿楽園に併設しているとこ

ろ，両施設を共通の指定管理者が管理することを予定し，一括して募集を行っている。

城南障がい者フレンドホームと寿楽園を同一の指定管理者とすることの相当性につい
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ては，性質の異なる施設については，施設が物理的に区別することが可能であり，異な

る指定管理者とする方が効率的に管理運営できる場合等個別に募集を行うのが望まし

い場合もあることから，その妥当性については十分に検討すべきである。 

担当課によると，「城南障がい者フレンドホームと寿楽園の場合は，経費の按分は示

しているが，共同で使用している部屋やスペースも多くあり，物理的な責任範囲が明確

に区別できる状況ではなく，また，施設長を兼任することにより施設長１人分の人件費

を削減できるなど管理経費を１つにまとめることによって合理的に管理でき，経費の縮

減につながっている。」とのことである。 

ただ，併設されているとはいえ，高齢者福祉施設である高齢者福祉センターと障がい

者福祉施設である障がい者フレンドホームでは，性質も異なり，担い手たる指定管理者

においても得手・不得手があるものと思われる。 

この点，平成２０年に開催された選定委員会においても，寿楽園部分に関わる審査結

果と城南障がい者フレンドホームに関わる審査結果との間で，候補者自身において大き

な差が生じ，寿楽園部分について高い評点を取った候補者と城南障がい者フレンドホー

ム部分について高い評点を取った候補者が生じるという結果となったようである（公表

された評点によると，第１位の社会福祉法人福岡市身体障害者福祉協会と第２位の団体

との評点は，８００点満点のところ，５８３点と５８１点と２点の差のみであった。）。

委員からも，「障がい者フレンドホームは障がい者団体の方が細やかに運営するように

思えるが，寿楽園はそうとは限らず，判断が難しい。」，「障がい者についての提案はさ

すがだと思う点が多々あったが，老人福祉センターの運営についてはどうか。」などと

の発言も見られた。 

  民間の経験・ノウハウを活かした住民サービスの向上や施設運営の効率化といった指

定管理の効果を発揮するためには，性質の異なる両施設については，個別に募集を行い，

それぞれの施設の特性にあった指定管理者に管理を委託するのが本来は望ましいと考

える。この点，確かに，城南障がい者フレンドホームと寿楽園については，施設内に事

務所が１箇所しかないなど物理的に一体的構造にあり，施設長を兼任とすることによっ

て人件費の削減につながっているとの面はあるが，このような施設の場合には，より積

極的に，共同事業体方式の活用を促すなどすることも考えられる。 

もっとも，担当課によると，「城南障がい者フレンドホームと寿楽園については，施

設を相互に活用することで，他の施設ではできないような事業を行うことができており，

サービスの向上に寄与している。さらに，現在の指定管理者は，城南障がい者フレンド

ホーム，生活介護，寿楽園のそれぞれの利用者の代表者と指定管理者によって事業につ

いて話し合う「ハッピーフレンド運営委員会」を立ち上げ，同一法人だからこそできる

３事業の連携について，定期的に協議を行うことによってサービス向上が図られており，

「城南フレンド祭」「交流バザー」「餅つき大会」などを合同で行う交流行事を多く開催
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することにより，利用者の満足度も年々向上している。また，「ハッピーフレンド運営

委員会」は指定管理の事業計画の大きな柱として掲げており，今後も障がい者と高齢者

のサービスの連携のモデルとして，城南障がい者フレンドホーム，寿楽園の事業連携の

重要性は増していくと考えられる。」とのことであり，現指定管理者は，両方の施設を

適切に運用し，サービス向上等の効果がみられているようである。 

キ 事業計画書・事業報告書について 

事業計画書・事業報告書については丁寧に記載され，分かりやすいものになっている。

自己評価の様式については，指定管理者が個別に作成しているとのことであるが，今後，

より分かりやすい自己評価のために，記載方法を十分考慮の上，その形式についても市

が検討することが望ましい。 

 

２０ 福岡市立点字図書館 

 

    単位：千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市立点字図書館 施設数 1 

所在地 福岡市早良区百道浜 3 丁目 7 番 1 号 

担当部・課 障がい者部障がい者施設支援課 

根拠法令 身体障害者福祉法第 34 条，福岡市立点字図書館条例，同施行規則 

施設の設置目的 

 

点字図書，録音図書等を収集し，及び保存して，視覚障がい者の利用に

供するともに，その読書に関する環境の充実を図り，もって福祉の向上に

資するため（条例第 1 条） 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

（社福）福岡市社会福祉事業団 H18.4～H21.3 非公募 

（社福）福岡市身体障害者福祉協会 H21.4～H26.3 公募（1） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 41,353 40,331 40,331 40,331 

精算     

精算後指定管理料 40,331 40,331 40,331 40,331 

市のその他の支出 2,810※1 2,836※1 2,813※1 2,837（予算）※１ 

利用料金の合計額※2 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

    

利用料金の帰属先  利用料金の内容  

自主事業の有無 無 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
 

自主事業の概要  

指定管理導入以前の管理方法 管理委託（福岡市社会福祉事業団） 

備考 
※1 総合図書館に令達 

※2 利用者負担はないが，福岡市に，身体障害者保護費国庫負担金，
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地域生活支援事業補助金（国庫・県負担）からの収入がある。 

 

（1） 現状 

ア 本施設の概要  

  本施設は，点字図書，録音図書等を収集・保存して，視覚障がい者の利用に供すると

ともに，その読書に関する環境の充実を図り，もってその福祉の向上に資するための施

設である。本施設は，福岡市総合図書館との合築施設（平成８年度に現在地に移転）で

ある。 

 

 

 

 

 

       

 

 

   （点字図書館：ただし，写真は総合図書館の外観である。） 

 

名称 福岡市立点字図書館 

敷地面積 19,818.㎡ 03 

延床面積 24,120.㎡ 80（うち点字図書館占有部分 313㎡ 00） 

建物 

鉄筋コンクリート造地上５階建て 

うち，点字図書館占有部分 

 １階の一部，３階の一部，４階の一部 

施設 

１階 点字図書館 

３階 点字図書館事務室，録音室，倉庫，研究室 

４階 閉架書庫，収密書庫 

設置時期 昭和５４年（心身障がい福祉センターにおいて開館） 

 

  本施設においては，図書の貸し出し（無料の郵送での貸し出しを含む）のほか，対面

朗読サービス，プライベートサービス（図書雑誌説明書や電化製品のマニュアル等の録

音版等の作成），ファックス代読サービス，デイジー図書（視覚障害者や普通の印刷物

を読むことが困難な人々のためにカセットに代わるデジタル録音図書の国際標準規格

として，５０カ国以上の会員団体で構成するデイジーコンソーシアム（本部スイス）に

より開発と維持が行なわれている情報システム）再生機の貸し出しなどを行っている。 
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イ 指定管理の状況 

  本施設については，平成２０年度まで非公募で社会福祉法人福岡市社会福祉事業団が

指定管理を行っており，平成２１年度より，現在の指定管理者である社会福祉法人福岡

市身体障害者福祉協会（以下，「福岡市身体障害者福祉協会」という。）が指定管理者と

なった。 

  福岡市身体障害者福祉協会は，昭和２５年に設立した団体であり，福岡市の視覚・身

体・聴覚・難聴の各障がい者団体で構成している当事者団体である。事務所は市民福祉

プラザ（ふくふくプラザ）４階にあり，平成１０年に社会福祉法人の認可を受け，各種

社会福祉事業に取り組んでいる。福岡市身体障害者福祉協会は，本施設のほか，東・博

多・城南障がい者フレンドホーム，寿楽園（老人福祉センター）の指定管理を行ってい

る。 

ウ 指定管理者の行う業務 

  福岡市立点字図書館管理業務の仕様書によると，指定管理者の業務は以下のとおりで

ある。 

 （運営に関する業務） 

  ①職員の配置と必要な研修等の実施 

  ②利用の許可，利用の制限等に関する業務 

 （事業に関する業務） 

  ①点字図書等の収集，保存，貸出・閲覧等に関する業務 

  ②ボランティアの指導・育成・援助に関する業務 

  ③図書等の利用に関する相談及び奨励，広報に関する業務 

  ④その他点字図書館の設置の目的に必要な業務 

 （施設および付属設備の管理運営に関する業務） 

  ①保守管理業務 

  ②環境維持管理業務 

  ③光熱水費等の支払い等に関する業務 

   なお，総合図書館との合築のため，光熱水費，施設点検業務委託料は総合図書館が

まとめて支払い，保健福祉局が，総合図書館を管轄する教育委員会に点字図書館利用

分を令達している。 

  ④物品の保守管理業務 

 （その他業務） 

  ①事業計画書，収支予算書，事業報告書の作成及び自己評価の実施 

  ②福岡市への随時報告 

  ③指定後の事前引継業務と指定期間終了後の引継業務 

  ④苦情解決業務 
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  ⑤緊急時対策，防犯，防災等のマニュアルの作成と職員への指導 

  ⑥個人情報保護体制の確立，文書の保存 

  ⑦運営規定，経理関係の帳簿の作成 

  ⑧福岡市への協力及び施設の視察への対応 

   

（2） 問題点 

ア 本施設の必要性 

本施設は，身体障害者福祉法第３４条に規定する視聴覚障がい者情報提供施設であり，

「点字図書，録音図書等を収集し，及び保存して，視覚障がい者の利用に供するととも

に，その読書に関する環境の充実を図り，もって福祉の向上に資するため」（条例第１

条）の施設である。本施設は，視覚障がい者の生活にとって必要不可欠な施設であり，

本施設の必要性は高い。また，本施設は原則として利用料金を徴収しない事を前提とし

た施設であり，民間施設として採算が取れず，運営をすることは困難であることから，

公の施設として設置する必要があると思われる。 

 

身体障害者福祉法第３４条 

視聴覚障害者情報提供施設は，無料又は低額な料金で，点字刊行物，視覚障害

者用の録音物，聴覚障害者用の録画物その他各種情報を記録した物であつて専ら

視聴覚障害者が利用するものを製作し，若しくはこれらを視聴覚障害者の利用に

供し，又は点訳（文字を点字に訳すことをいう。）若しくは手話通訳等を行う者

の養成若しくは派遣その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設とする。 

 

 なお，福岡県内にある点字図書館は，福岡市立点字図書館のほか，下記の２つがあ

る。 

 

施設名 住所 

福岡点字図書館 春日市原町３－１－７ 

クローバープラザ３階 

北九州市立点字図書館 北九州市八幡西区若葉１－８－１ 

 

イ 指定管理の必要性及び効果 

  本施設の管理運営においては，単純な貸出作業等だけではなく，ボランティアの指導・

育成や行事（利用者・ボランティアのつどい），広報等も行われている。指定管理の必

要性が高いとまでは言えないが，民間の能力を活用し，住民サービスの向上を図るため，

指定管理制度を採用する意義があると思われる。 
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  また，実際に，延べ利用者数も，下記のとおり，平成１７年度と平成２４年度を比べ

ると，１万８１１人から１万２４９３人に増加している。 

ウ 協定書・指定管理料等について 

(ァ) 基本協定書第１２条第１項第２号アにおいては，指定管理者の業務として，「点字図

書等の収集，保存，貸出・閲覧等に関する業務」が規定されている。しかしながら，基

本協定書においては，指定管理者が収集した点字図書等の所有権の帰属については記載

されていない。指定管理者が収集した点字図書等については，福岡市に所有権があるこ

とを明確に記載すべきである。 

 

☞意見７６ 

☆ 指定管理者が収集した点字図書等については，福岡市に所有権があること

を明確に記載すべきである。 

 

  なお，平成２４年度における蔵書の推移は下記のとおりである。 

                                 

区分 平成２３年度末 平成２４年度末 増減 

点字図書 タイトル ６，２８１ ６，４２２ ＋１４１ 

冊数 ２０，０８８ ２０，５５０ ＋４６２ 

録音図書 タイトル ６，３４５ ６，３５８ ＋１３ 

冊数 ３５，１２７ ３５，２３２ ＋１０５ 

ＣＤ図書 タイトル ４，７２０ ４，９５８ ＋２３８ 

冊数 ４，７４５ ４，９８５ ＋２４０ 

図書合計 タイトル １７，３４６ １７，７３８ ＋３９２ 

冊数 ５９，９６０ ６０，７６７ ＋８０７ 

 

 (ィ) 備品購入費（原則１件５０万円未満のもの）や修繕費（原則１件３０万円未満もの）

についても，指定管理料に含まれるとし，精算を予定していない。 

  なお，平成２６年度以降については，備品購入費及び修繕費については精算を行うと

の内容に変更する予定であるとのことであるが，総論において述べたとおり，市の別途

負担により購入または実施する備品購入又は修繕なのかの区別が難しいこと，購入され

た備品及び修繕された結果は市に帰属するものであること，精算が行われない場合には

必要な備品購入や修繕について指定管理者が抑制的になってしまうとの懸念も存する

ことなどからすれば，備品購入及び修繕に要する費用については市の別途負担として精

算がなされるのが望ましい。そして，その際には指定管理料に含めるのではなく，預託
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金等として整理するのが望ましいと考える。 

(ゥ) 基本協定書第１３条においては，「乙（指定管理者）は，本協定，実施協定，条例及

び関係法令等のほか，募集要項等及び応募書類に従って本業務を適正に実施するものと

する。」（第１項），「本協定，募集要項等及び応募書類の間に矛盾又は齟齬がある場合は

本協定，募集要項等，応募書類の順にその解釈が優先するものとする。」（第２条），「前

項の規定にかかわらず，応募書類にて仕様書を上回る業務水準及び業務実施条件が提案

されている場合は，応募書類に示された水準によるものとする」（第３項）と規定され

ている。第３項については，当然のことを定めた規定であるともいえるが，まさに第３

項のような業務を求めて指定管理者制度を行っているものである。 

  担当課によると，本条項については，遵守すべき募集要項，応募書類等が協定書に添

付されていないのが問題との指摘があったことから，平成２６年度の基本協定書からは，

仕様書のみ添付し本条項は削除したとのことであるが，応募要項等に仕様書を上回る業

務水準等が提案されているときは，事業計画書等に記載をし，それに示された水準を遵

守することを規定するなど工夫をすることで，本条項の趣旨を生かすべきである。 

(ェ)  基本協定書において，「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１０月以上前までに，市に

申し出なければならない。」との規定があるが，かかる条項が不相当であることは総論

において述べたとおりである。 

 (ォ) 本協定書にも添付されているリスク分担表について，これが不合理なものであり，

むしろ様々な解釈の余地を与えて市と指定管理者との間の責任範囲・分担を不明にし，

混乱させるものであることは，総論において述べたとおりである。 

エ モニタリング等について 

  モニタリングについては，年４回（６月，９月，１２月，３月）に行っており，モニ

タリング実施結果や，事業報告書等を元にして福岡市が年度評価を行っている。平成２

４年度の実施結果は，４６点であり，減点の一理由として，利用者，貸出減があげられ

ている。 

  なお，福岡市は指定期間を通しての評価として「総合評価」も行っており，本施設に

ついては平成２５年８月に総合評価を行っている。総合評価は１００点満点中７９点

（Ｂ評価）であり，当初の計画書等に示された事業が予定通り円滑に実施された等の履

行状況や経費削減の努力や利用者の意見等に速やかかつ適切に対処することについて

高い評価を得る一方，指定管理者の創意工夫や地域との連携等については厳しい評価を

受けている。 

  年度評価・総合評価については，選定委員会で報告がなされているが，いずれの評価

についても，点数評価のみであり，委員にとって，詳細が分かりにくいものとなってい

る。今後は，評価のあり方についても，文字記載部分を増やす等，より分かりやすい評

３－145



価の方法を工夫されたい。また，評価を報告するにとどまらず，選定委員会において，

あるいは他の外部委員会を組織し，施設の合理的な管理運営のあり方等も含めて検討を

行うことが望ましい。 

オ 選定手続について 

  本施設の応募者は，福岡市身体障害者福祉協会のみであった。なお，本選定委員会に

ついては，東障がい者フレンドホーム，博多障がい者フレンドホーム分と同一の機会に

なされている。 

  選定委員会については，第１回選定委員会で指定管理者制度の概要，公募・非公募の

取り扱いについての説明や，募集要項・審査基準について丁寧な検討がなされている。 

  もっとも，第１回選定委員会においては，「委員会要綱第８条には委員会を公開すると

定めているが，本日の会議にて審査するのは，募集要項，応募団体を審査するための審

査基準等なので，公開することによりその後の審査に著しい支障が生じると考えられる。

よって，同条ただし書き該当すると考えられることから，非公開とすることが妥当と考

えられる。」として非公開とされている。 

  しかしながら，選定委員会については，会議の適正な運営に著しい支障が生じると認

められる場合以外は，原則として公開をするものであり，この第１回選定委員会につい

ても，その審議を公開することによって，その後の審議に著しい支障が生じるとの具体

的なおそれが生じるとは考え難く，原則どおり会議については公開すべきものであった

と考える。 

 

☞意見７７ 

☆ 審議対象が募集要項，応募団体を審査するための選定基準等であったとし

ても，選定委員会については，要綱の原則に従い，会議を公開すべきものと

考える。 

 

  第２回選定委員会では，応募状況の説明と，応募者に対する採点が選定委員会の合格

点に達しなかった場合の取り扱い，応募者のヒアリング等がなされている。ヒアリング

においては，引継のスケジュールや，人員配置等について細かい質問があり，充実した

ヒアリングが行われている。 

  第３回選定委員会では，事前に各委員が採点した結果を踏まえて，指定管理者の選定

についての議論がなされている。これについては，各議員の採点の合計点が，設定した

合格点に満たなかったことから，各委員が採点方法等や応募者の問題点等について述べ，

応募者を指定管理者として選定するか，再募集をするかについて議論をしている。最終

的には，採点基準が厳しいものであったことなどもあったことから，指定管理者選定委

員会要綱第３条第４号（「指定管理者の指定取消しに関すること」が選定委員会の審議
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事項となっている。）を根拠に，条件付き（付帯意見）で選定をするという形をとって

いる。このように，選定委員会において丁寧でかつ実質的な議論がなされているもので

あり，この点につき高く評価できる。また，翌年度（平成２１年度）のつくし学園，ふ

よう学園の指定管理者についての選定委員会において，再度本施設についての議論がな

されるなど，選定委員会が事実上選定後の評価についても一定程度関わっており，その

点評価できる。 

なお，担当課によると，この付帯意見についての対応としては，指定管理者選定後，

指定を開始するまでの間（平成２１年３月）に，指定管理者である身体障害者福祉協会

から，対応に関する文書を市が受領し，同文書を選定委員会にも送っているとのことで

ある。なお，平成２５年度の選定委員会においては，前回付帯意見の対応はできている

との委員意見があるとのことである。 

カ 事業計画書・事業報告書について 

  事業報告書において，別紙を利用するなどして，新しい蔵書等（どのような本が増え

たのか，等の具体的な内容）の情報について，できるだけ詳細に記載すべきである。 

  また，自己評価については，ほとんどが利用者アンケートと実施した事業だけで，自

己「評価」がなされていない。きちんと自己評価を行うよう指定管理者に指導すべきで

ある。また，自己評価の様式については，指定管理者が個別に作成しているとのことで

あるが，今後，より分かりやすい自己評価のために，記載方法を十分考慮の上，その形

式についても市が検討することが望ましい。 

 

２１ 福岡市立つくし学園， 

２２ 福岡市立ふよう学園 

 

単位：千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市立つくし学園 施設数 1 

所在地 福岡市城南区鳥飼 5 丁目 16 番 12 号 

担当部・課 障がい者部障がい者施設支援課 

根拠法令 
障害者自立支援法（現障害者総合支援法），福岡市立障がい者生活・就

労支援施設条例，福岡市立障がい者生活・数楼支援施設条例設置規則 

施設の設置目的 

 

障がい者がその有する能力及び適性に応じ，自立した日常生活又は社会

生活を営むことができるよう，生活能力，就労能力等の向上に必要な支援

等を行い，もって障がい者の福祉の向上を図るため（条例第 1 条） 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

（社福）福岡市社会福祉事業団 H18.4～H21.3 非公募 

（社福）福岡市社会福祉事業団 H21.4～H22.3 非公募 

（社福）福岡市障害者支援センター H22.4～H27.3 公募（3） 
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指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 0 0 0 0 

精算     

精算後指定管理料 0 0 0 0 

市のその他の支出 1,148 1,143 3,505 144（予算） 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

100,105 98,127 110,358 109,594 

利用料金の帰属先 指定管理者 利用料金の内容 自立支援費等 

自主事業の有無 無 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
 

自主事業の概要  

指定管理導入以前の管理方法 管理委託（福岡市社会福祉事業団） 

備考  

 

単位：千円（端数切捨て） 

施設名  福岡市立ふよう学園 施設数 1 

所在地 福岡市東区松島 3 丁目 15 番 1 号 

担当部・課 障がい者部障がい者施設支援課 

根拠法令 
障害者自立支援法（現障害者総合支援法），福岡市立障がい者生活・就

労支援施設条例，福岡市立障がい者生活・就労支援施設条例設置規則 

施設の設置目的 

 

障がい者がその有する能力及び適性に応じ，自立した日常生活又は社会

生活を営むことができるよう，生活能力，就労能力等の向上に必要な支援

等を行い，もって障がい者の福祉の向上を図るため（条例第 1 条） 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

（社福）福岡市社会福祉事業団 H18.4～H21.3 非公募 

（社福）福岡市社会福祉事業団 H21.4～H22.3 非公募 

（社福）野の花学園 H22.4～H27.3 公募（3） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 0 0 0 0 

精算     

精算後指定管理料 0 0 0 0 

市のその他の支出 586 3,637 1,045 16,107（予算） 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

92,603 106,889 111,591 107,022 

利用料金の帰属先 指定管理者 利用料金の内容 自立支援費等 

自主事業の有無 無 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
 

自主事業の概要  

指定管理導入以前の管理方法 管理委託（福岡市社会福祉事業団） 

備考  
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（1） 現状 

ア 本施設の概要 

  本施設は，生活能力，就労能力等の向上に必要な支援を行うため，障害者自立支援法

に規定する「就労移行支援」，「就労継続支援（Ｂ型）」，「自立訓練（生活訓練）」の事業

を行うなど，もって障がい者の福祉の向上に資することを目的とした施設である。 

 

    

      （つくし学園）             （ふよう学園） 

  

名称 福岡市立 つくし学園 

所在地 福岡市城南区鳥飼５丁目１６番１２号 

敷地面積 3,360㎡ 99（運動場含む） 

延床面積 988㎡ 98（自転車倉庫含む） 

建物 鉄筋コンクリート造２階建（園舎） 

施設 

事務室，作業室，食堂，相談室，和室 

医務室，洗面所，便所，シャワー室 

更衣室，倉庫，運動場 

設置時期 昭和５２年（ただし，平成２年に現所在地に移転） 

 

名称 福岡市立 ふよう学園 

所在地 福岡市東区松島３丁目１５番１号 

敷地面積 4,243㎡ 00（運動場含む） 

延床面積 938㎡ 57（作業棟，倉庫含む） 

建物 鉄筋コンクリート造２階建（園舎） 

施設 
事務室，作業室，食堂，相談室，和室 

医務室，洗面所，便所，シャワー室 
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更衣室，倉庫，運動場 

設置時期 昭和５５年 

その他 隣接地に福岡市立東障がい者フレンドホームあり 

 

 なお，平成２５年３月末における本施設の在籍数は，以下のとおりである。（市の基準上，

一定の定員を超えることも認められており，在籍数は，その範囲内である。） 

 

名称 事業 定員 Ｈ25年 3月末在籍 

 

つくし学園 

 

就労移行支援 12人 12人 

就労継続支援Ｂ型 42人 50人 

自立訓練 6人 9人 

 

ふよう学園 

 

就労移行支援 12人 7人 

就労継続支援Ｂ型 42人 47人 

自立訓練 6人 4人 

 

 また，本施設における平均工賃等については，以下のとおりである。なお，工賃が発生

する生産活動は就労継続支援Ｂ型が中心だが，生活訓練，就労移行支援においても生産活

動を実施している。 

（単位：円） 

  H21 H22 H23 H24 作業科目 

つく

し学

園 

生活訓練 4,112 6,596 7,651 13,739 箱折・パン･自転車 

就労移行支援 6,007 4,690 4,196 3,366 封入封緘･袋詰め 

就労継続Ｂ 
5,844 7,762 8,306 11,498 

パン･箱折・簡易･自転車･

軍手 

ふよ

う学

園 

生活訓練 13,920 14,357 15,071 10,983 箱折 

就労移行支援 16,744 17,248 15,113 16,434 箱折･干支作成 

就労継続Ｂ 22,079 22,668 22,206 22,674 箱折･干支作成･ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 

市立 

施設 

合計 

生活訓練 6,758 8,475 9,733 10,616  

就労移行支援 9,178 9,182 9,477 8,405  

就労継続Ｂ 15,121 16,189 16,117 17,419  

 

イ 指定管理の状況 

(ァ)  つくし学園 

  本施設については，平成１８年度から平成２０年度までは，社会福祉法人福岡市社会
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福祉事業団が非公募で選定されており，平成２１年度より公募により指定管理者を選定

することが検討された。しかしながら，平成２１年度分については，調整はつかず，同

年については社会福祉法人福岡市社会福祉事業団が引き続き非公募で指定管理を行い，

平成２２年度より，公募により，現在の指定管理者である社会福祉法人福岡障害者支援

センター（以下，「福岡障害者支援センター」という。）が指定管理を行っている。 

  福岡障害者支援センターは，平成１１年に設立された社会福祉法人であり，主に知的

障がい者を対象に，障がい福祉サービス事務所「おおほり苑」「くれぱす」等を運営し

ている。 

(ィ) ふよう学園 

  本施設については，平成１８年度から平成２０年度までは，社会福祉法人福岡市社会

福祉事業団が非公募で選定されており，平成２１年度より公募により指定管理者を選定

することが検討された。しかしながら，平成２１年度分については，調整はつかず，同

年については社会福祉法人福岡市社会福祉事業団が引き続き非公募で指定管理を行い，

平成２２年度より，公募により，社会福祉法人野の花学園（以下，「野の花学園」とい

う。）が指定管理を行っている。 

  野の花学園は，知的障がいの子を持つ親が昭和３４年に設立し，昭和４０年に社会福

祉法人の認可を受けた団体であり，主に知的障がい者を対象に，障害者支援施設「第一

野の花学園」「第二野の花学園」等を運営している。 

ウ 指定管理者の行う業務 

  指定管理者の業務は，福岡市立つくし学園及び福岡市立ふよう学園管理業務の仕様書

によると，次に係る業務である。 

（運営に関する業務） 

  ①職員の配置と必要な研修等の実施 

  ②利用の手続等に関する業務（利用契約，利用の制限，停止等） 

  ③障害者自立支援法に基づく介護給付費等の請求，重量等に関する業務 

  ④利用者への工賃の支払いに関する業務 

  ⑤光熱水費等の管理経費の支払いに関する業務 

 （事業に関する業務） 

  ①就労支援施設，就労継続支援（Ｂ型），自立訓練（生活訓練）の障がい福祉サービス

に関する業務 

  ②相談及び援助に関する業務 

  ③健康管理に関する業務 

  ④食事の提供に関する業務 

  ⑤余暇活動等に関する業務 

  ⑥地域交流活動に関する業務 
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  ⑦広報，啓発事業 

 （施設および付属設備野管理運営に関する業務） 

  ①建物・設備の保守管理業務 

  ②環境維持管理業務等 

  ③運動場等の管理業務 

  ④物品等の管理 

  ⑤修繕の執行 

 （その他の業務） 

  ①事業計画書，収支予算書，事業報告書の作成及び自己評価の実施 

  ②福岡市への随時報告 

  ③指定後の事前引継業務と指定期間終了後の引継業務 

  ④苦情解決業務 

  ⑤緊急時対策，防犯，防災等のマニュアルの作成と職員への指導 

  ⑥個人情報保護体制の確立，文書の保存 

  ⑦運営規定，経理関係の帳簿の作成 

  ⑧福岡市への協力及び施設の視察への対応 

 

（2） 問題点 

ア 本施設の必要性 

本施設は，障がい者がその有する能力及び適性に応じ，自立した日常生活又は社会生

活を営むことができるよう，生活能力，就労能力等の向上に必要な支援等を行い，もっ

て障がい者福祉の向上を図るものであり，必要性の高い施設であるといえる。 

もっとも，施設設置当時は，障がい者生活・就労支援施設が少なく，公の施設として

設置する必要があったものであるが，現在においては，同じ機能を持つ民間施設が多数

設置されていることからすると，今後，公の施設として存続させるかどうかについては，

検討する必要があるものであり，民間（社会福祉法人）への譲渡についても検討すべき

である。 

イ 指定管理の必要性及び効果 

  本施設については，作業（契約先）の確保のほか，利用者が施設に通いたくなる様々

な工夫等を行う必要があり，まさに民間の能力を活用が必要な施設であると思われる。 

 もっとも，本施設は，知的・精神障がい者が多数通っており，スタッフの入れ替わりが

多いことは望ましくなく，また通常の施設以上に引き継ぎが重要となる。実際，平成２

２年４月より指定管理者が変更となる際には，変更前６か月に渡り，常勤スタッフ２～

３名が施設に通い引継を行い，その費用は福岡市が負担している（つくし学園分：６１

１万１０００円，ふよう学園分：６１１万６０００円）。指定管理制度である以上，数
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年おきの指定管理者の変更は十分考えられることであり，今後，どのような制度を採用

すべきか，また引継をどのようにするべきか等については十分に考えられたい。 

ウ 募集要項等について 

募集要項においては，指定管理者の業務の内容のほか，これまでの利用者の状況や水

光熱費等，応募するにあたって応募者が知りたいと思われる情報が詳しく記載されてお

り，分かりやすい募集要項となっている。 

エ 協定書・指定管理料等について 

(ァ) 備品購入費（原則１件５０万円未満のもの）や修繕費（原則１件３０万円未満もの）

についても，指定管理料に含まれる（利用料金制度）とし，精算を予定していない。 

  担当課によると，ガイドラインでは利用料金制の場合，原則精算しないこととされて

いるため，本施設については，備品購入費，修繕費の一年ごとの上限額（備品購入費上

限額１年３０万円，修繕費上限額１年５０万円）を定め，利用料金の中から支出するこ

ととする予定であるとのことである。総論において述べたとおり，市の別途負担により

購入または実施する備品購入又は修繕なのかの区別が難しいこと，購入された備品及び

修繕された結果は市に帰属するものであること，精算が行われない場合には必要な備品

購入や修繕について指定管理者が抑制的になってしまうとの懸念も存することなどか

らすれば，備品購入及び修繕に要する費用については市の別途負担として精算がなされ

るのが望ましい。そして，その際には指定管理料に含めるのではなく，預託金等として

整理するのが望ましいと考える。 

(ィ) 基本協定書第１３条においては，「乙（指定管理者）は，本協定，実施協定，条例及

び関係法令等のほか，募集要項等及び応募書類に従って本業務を適正に実施するものと

する。」（第１項），「本協定，募集要項等及び応募書類の間に矛盾又は齟齬がある場合は

本協定，募集要項等，応募書類の順にその解釈が優先するものとする。」（第２条），「前

項の規定にかかわらず，応募書類にて仕様書を上回る業務水準及び業務実施条件が提案

されている場合は，応募書類に示された水準によるものとする」（第３項）と規定され

ている。第３項については，当然のことを定めた規定であるともいえるが，まさに第３

項のような業務を求めて指定管理者制度を行っているものである。 

  担当課によると，本条項については，遵守すべき募集要項，応募書類等が協定書に添

付されていないのが問題との指摘があったことから，平成２６年度の基本協定書からは，

仕様書のみ添付し本条項は削除したとのことであるが，応募要項等に仕様書を上回る業

務水準等が提案されているときは，事業計画書等に記載をし，それに示された水準を遵

守することを規定するなど工夫をすることで，本条項の趣旨を生かすべきである。 

(ゥ)  基本協定書において，「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１０月以上前までに，市に

申し出なければならない。」との規定があるが，かかる条項が不相当であることは総論
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において述べたとおりである。 

 (ェ) 本協定書にも添付されているリスク分担表について，これが不合理なものであり，

むしろ様々な解釈の余地を与えて市と指定管理者との間の責任範囲・分担を不明にし，

混乱させるものであることは，総論において述べたとおりである。 

(ォ) なお，協定書（つくし・ふよう）によると，「業務の実施において必要な事項につい

て」別途実施協定書を締結することになっているが，指定管理料が０円である（利用料

金制である）ため，協定書記載事項以外で個別に定める必要があるときのみ実施協定書

を締結しているとのことであり，平成２１年度分についてのみ，事前引継業務があった

ため，実施協定書を締結しているとのことである。 

オ 指定管理者を評価する基準について（工賃・１日平均利用者数等） 

  本施設の平均工賃については，（１）アで述べたとおりである。工賃の増加については，

様々な企業から受注を受ける必要があること等から，民間事業者のノウハウの活用がま

さに求められるところである。そのため，指定管理者を評価する一つの基準となる。し

かしながら他方，本施設を利用する障がい者やその保護者は，必ずしも工賃が増えるこ

とを主目的にしているものではない。むしろ，就労意欲を維持し，楽しく施設に通うこ

とを第一とするものであり，受注量を増やし，労働の負担を重くすることが本施設の目

的に合わない場合もありうる。本施設は，障がいの程度が重い人や年齢の高い障がい者

も利用しているので，個々の障がい者のニーズにあった就労形態が求められることにな

ろう。したがって，工賃の増加のみでは指定管理者を評価する重要な基準とはなりえず，

むしろ，一日平均利用者数や，利用者が積極的に利用したくなる取り組みを行っている

かも一つの判断基準になると思われる。 

 

１日平均利用者数 

（単位：人）   

名称 事業 定員 23年度 24年度 

 

つくし学園 

 

就労移行支援 12 4.3 7.9 

就労継続支援Ｂ型 42 45.3 44.9 

自立訓練 6 3.1 6.3 

合計 60 52.8 59.0 

 

ふよう学園 

 

就労移行支援 12 6.9 7.4 

就労継続支援Ｂ型 42 44.5 48.2 

自立訓練 6 5.2 3.9 

合計 60 56.6 59.5 
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  つくし学園においては，つくしんぼ祭，つくしんぼツアー（１泊２日の旅行），いも掘

り収穫祭，クリスマス会・新年会などを行っており，ふよう学園においては，さわやか

旅行（１泊２日の旅行），サークル活動（太鼓等），ユニバーサルカフェを活用した就労

体験などを行っている。特につくし学園においては，平成２４年度より祝日開所を行っ

ており，ふよう学園においては，平成２３年度より送迎サービスの実施，平成２４年度

より新規作業の追加（お菓子作り）を行っており，民間ノウハウを生かしたサービス向

上が顕著であると思われる。 

カ モニタリング等について 

  モニタリングについては，年４回（６月，９月，１２月，３月）に行っており，モニ

タリング実施結果や，事業報告書等を元にして福岡市が年度評価を行っている。平成２

４年度の実施結果は，つくし学園は５０点中４７点，ふよう学園は５０点中５０点と，

いずれも高得点である。 

  なお，福岡市は指定期間を通しての評価として「総合評価」も行っている。本施設に

ついては，平成２６年度に実施する予定である。 

  年度評価・総合評価については，選定委員会で報告がなされているが，いずれの評価

についても，点数評価のみであり，委員にとって，詳細が分かりにくいものとなってい

る。今後は，評価のあり方についても，文字記載部分を増やす等，より分かりやすい評

価の方法を工夫されたい。また，評価を報告するにとどまらず，選定委員会において，

あるいは他の外部委員会を組織し，施設の合理的な管理運営のあり方等も含めて検討を

行うことが望ましい。 

  また，本施設については，すべて利用料金制を採用しており，そのため，必要な備品

の購入及び修繕につき，指定管理者が抑制的になってしまうおそれがある。そのため，

市は，モニタリング等で現地を確認し，必要な備品の購入・修繕を行うようにきちんと

指導すべきである。 

キ 選定手続について 

  平成２２年度の選定委員会においては，つくし学園に現指定管理者を含めて応募者が

３名，ふよう学園に現指定管理者を含めて応募者が３名（うち，１名は途中辞退）あっ

た。 

  第１回選定委員会においては，つくし学園の指定管理者の選定における臨時委員を置

くこと，指定管理者制度等の説明，募集要項，審査基準等についての丁寧な議論がなさ

れている。なお，議事録によると，選定基準を審査する部分については，非公開となっ

ているが，議事録要旨では非公開の部分が明確ではないようである。担当課によると，

第１回選定委員会では，審査基準に関する審議のみ非公開で，他は公開とのことである。

この点，議事録要旨の作成においては，公開・非公開の部分を明確にされたい。担当課

によると，平成２５年度の議事録からこの点を修正し，公開・非公開部分につき明確に
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しているとのことである。また，本委員会においては，つくし学園のみ，臨時委員を置

いているが，その点についても明確ではなく，ふよう学園においても臨時委員を置いて

いるように読める。この点についても，議事録要旨の作成においては，今後どの施設に

臨時委員を置いているか，明確にされたい。 

また，そもそも，「選定基準についての部分は今後の公募手続きに影響があることか

ら」非公開とされている。 

  しかしながら，選定委員会については，会議の適正な運営に著しい支障が生じると認

められる場合以外は，原則として公開をするものであり（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８条第１項），この第１回選定委員会についても，その審

議を公開することによって，その後の審議に著しい支障が生じるとの具体的なおそれが

生じるとは考え難く，原則どおり会議については公開すべきものであったと考える。 

 

☞意見７８ 

☆ 審議対象が募集要項，応募団体を審査するための選定基準等であったとし

ても，選定委員会については，要綱の原則に従い，会議を公開すべきものと

考える。 

 

  第２回選定委員会においては，採点方法や採点結果の利用方法についての議論，ヒア

リングがなされている。ヒアリングにおいては，それぞれの委員が，経理，職員の研修，

工賃等についてかなり具体的な質問をしており，有意義なヒアリングがなされている。 

  第３回選定委員会においては，委員ごとの採点結果（順位）を説明し，指定管理候補

者を決定している。また，ホームページ公表部分や，公開請求手続があった場合の公表

部分についても検討をしており，細やかな議論がなされている。 

ク 事業計画書・事業報告書について 

(ァ) つくし学園 

  事業報告書については，簡潔ながら必要な情報が盛り込まれている。自己評価につい

ても，利用者のアンケートに基づき，改善方法等をあげているが，より具体的な改善案

を提示できるように市としても指導すべきである。 

(ィ) ふよう学園 

  事業報告書については，概ね必要な情報が盛り込まれているが，利用者出勤率等も盛

り込むとさらに分かりやすい事業報告書になると思われる。自己評価についても，利用

者のアンケートに基づき分析等を行っているが，より詳細，具体的な改善案を提示でき

るように市としても指導すべきである。 
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	人材育成事業としては，環境ボランティア養成講座，地域リーダー養成講座，市民活動フォローアップ講座，講師養成講座，環境活動団体交流会の開催があり，２６４人が参加している。
	(ｴ)　本施設では使用料が取られておらず，３Ｒ実践講座について実費が徴収されるのみである。徴収された実費は，指定管理者の雑収入として計上されている。リサイクル体験やもの作り講座は，指定管理料に含まれている材料費で賄われている。
	指定管理料については１２分の１の額が毎月支払われることとなっており（基本協定書第２５条第２項），平成２４年度は指定管理料が５８１４万３０００円であり，毎月４８４万５２５０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。精算は行われていない。もっとも，担当課によると，平成２６年度からは概算払いを取り入れる予定となっており，年４回もしくは月ごとの概算払い年度末精算を検討しているとのことである。精算対象は備品代や修繕費が考えられるが、対象費目についても検討中とのことであった。
	施設の修繕については，別途予算措置がなされることとなっており，平成２４年度はトイレ修繕等で４８万３０００円が支払われている。
	なお，平成２４年度の指定管理料５８１４万３０００円は，募集時に市が設定した上限額である。
	(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Ⅰ「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。
	(ｶ)　基本協定書第２０条では，指定管理者は，毎年度終了後，プラザの効果的かつ効率的な管理及びサービスの向上の観点から，管理運営の実施状況等について，自己評価を実施し，当該事故評価の結果を記載した書面を事業報告書とともに市に提出することとされており，本監査においても評価書の提出を確認した。
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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。
	空白ページ
	空白ページ

	
	空白ページ
	空白ページ

	
	08-01　道路下水道局　春吉Ｐ→３／１１服部修正
	08-03　道路下水道局　
	空白ページ
	空白ページ

	
	(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
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