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第４章 環境局所管の施設
１ 西部３Ｒステーション

単位：千円（端数切捨て）
施設名

西部３Ｒステーション（通称）

施設数

所在地

福岡市西区今宿青木 1043 番地の 2

担当部・課

循環型社会推進部循環型社会計画課

根拠法令

福岡市リサイクルプラザ条例，同施行規則

施設の設置目的

廃棄物の減量及び資源の有効利用に関する情報並びに体験の場を市民
に提供すること等により，その意識の啓発を図るとともに自主的な活動を
支援し，もって資源循環型社会の形成に資する。
指定期間

公募（応募数）・
非公募

（株）都市環境

H18.4〜H21.3

非公募

（財）ふくおか環境財団

H21.4〜H24.3

公募（3）

（財）ふくおか環境財団

H24.4〜H29.3

公募（4）

管理者名
現在までの指定管理者

Ｈ22
当初指定管理料
指定管理料

1

Ｈ23

Ｈ24

Ｈ25(予定額)

88,014

83,241

58,143

52,328

13,268

6,784

483

500

精算
精算後指定管理料
市のその他の支出

利用料金の合計額

Ｈ22

Ｈ23

利用料金の帰属先
自主事業の有無

Ｈ24

Ｈ25(予定額）

利用料金の内容
自主事業による収入
(平成 24 年度)

無

自主事業の概要
指定管理導入以前の管理方法

備考

(1)

管理委託（（株）都市環境）
「西部３Ｒステーション」は通称であり，本施設の正式名称は「福岡市西部
リサイクルプラザ」である。
H18.4 から指定管理者であった（株）都市環境は、統合により H19.4 より
（財）ふくおか環境財団となっている。
市のその他の支出としては，平成 22 年度は外壁修理（1250 万円）、平成
23 年度雨漏り修復があったとのことである。
利用料金は取っていないが，募金箱を設置しており，環境ファンド基金へ
の寄付を募っている。平成 24 年度は 476,154 円の寄付があった。

現状

ア 施設の概要
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本施設は，平成６年度に，旧西部清掃工場管理棟を再使用する形で開設された。正式
名称を「福岡市西部リサイクルプラザ」というが，現在は，一般公募で決定された通称
「西部３Ｒステーション」が広く使われている。本報告書においても，本施設を「西部
３Ｒステーション」と呼称するが，市の作成文書等において「福岡市西部リサイクルプ
ラザ」とされている部分については，そのまま引用している。
本施設建物は，鉄筋２階建て，延床面積９８５．１３㎡である。
開館時間は午前１０時から午後５時までであり，休館日は毎週月曜日（ただし，休日
のときは次の平日），１２月２８日から翌年１月３日，その他施設保守等のための臨時
休館日となっている。
３Ｒ（スリーアール）とは，
「Ｒｅｄｕｃｅ（リデュース）
」
（ごみを減らすこと）
，
「Ｒ
ｅｕｓｅ（リユース）
」
（繰り返し使うこと）
，
「Ｒｅｃｙｃｌｅ（リサイクル）
」
（資源と
して再利用すること）という言葉の頭文字の「３つのＲ」をとって作られた言葉で，ご
み減量やエネルギー節約のキーワードである。
イ 指定管理者の概要
（財）ふくおか環境財団は，市が２０００万円を出資する外郭団体である。循環のま
ち・ふくおかの構築に向けた事業推進並びにし尿収集・運搬業務，葬祭場管理運営業務
等行政の補完的な役割を担う事業を行っている。
（財）ふくおか環境財団の前身である（株）都市環境は，本施設が指定管理制度を導
入する前から，市からの管理委託により，本施設の管理を行ってきている。
ウ 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，非公募により（株）都市環境（平成１９
年４月より（財）ふくおか環境財団）が選定され，２期目（平成２１年度から平成２３
年度）及び３期目（平成２４年度から平成２８年度）は公募により（財）ふくおか環境
財団が選定されている。
(ｲ) 指定管理者が行なう業務については，
「福岡市西部リサイクルプラザ管理運営業務仕
様書」において次の通り定められている。
① 施設管理業務
② 西部リサイクルプラザ運営業務
③ その他
このうち，①に関しては，日常清掃，定期清掃，消毒，電気設備の保守点検，冷暖房
設備の保守点検と清掃等の頻度まで定められているところ，業務が全般にわたって業者
へ再委託されている。再委託については，
「福岡市西部リサイクルプラザの管理に係る
基本協定書」においてあらかじめ市の承認を受ける必要があるところ（第１７条第１項
ただし書き），本施設の再委託に関し，指定管理者が承認依頼を提出していることを確
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認した。
②に関しては，次の業務が定められている。
・ 施設運営全般
受付・案内に関する業務，施設の利用その他の便宜供与に関する業務，
施設見学の受付，案内等に関する業務
・ 情報発信業務
情報コーナーの運営等に関する業務，啓発コーナーの運営に関する業務，
プレイコーナーの運営に関する業務，
インターネット運用・維持管理業務，
ごみ減量・リサイクルに関する広報誌等発行等業務
・ リユース事業
衣類・図書等のリユースに関する業務，
公民館等における衣類・図書等のリユースに関する業務，
フリーマーケットコーナーの設置に関する業務，
福岡市リサイクル募金に関する業務
・ 環境学習事業
リサイクル体験・物づくり講座等の実施に関する業務，
３Ｒ実践講座等の開催に関する業務，
３Ｒについて学ぶ講座等の開催に関する業務，
公民館等における講座の開催に関する業務，人材育成事業，
イベント開催業務
③に関しては，資源物の回収，管理やアンケート調査等の定めがある。
(ｳ) 事業報告書によると，平成２４年度の入館者数は，５万９２１人であり，年々減少
傾向にあるとの報告がなされている。もっとも，入館者数というのは，事前申込みをし
た施設見学者，講座受講者，リユース品提供者，リユース品引取者を合算した数字であ
り，実際に本施設を訪れた人数とは異なるとのことである。
リサイクル体験講座は，１９５回開催され，１５０９人が参加している。講座内容は，
平成２２年度，２３年度は紙すきと石鹸作り講座のみであったが，平成２４年度は，こ
れらの講座に加えて，裂き織り，牛乳パック工作，廃ガラス工作，空瓶リメイク，木の
枝鉛筆作り，木の枝キーラック等の講座が開催された。市では，人口増加に伴い近年，
家庭ごみが増加傾向にあることから，新たな指定管理者の選定にあたり，講座等のメニ
ューを幅広く企画するよう仕様書に明記し，指定管理者に対し３Ｒへの関心を推進する
ための取り組みを求めたところ，平成２４年度から対応がなされたとのことである。
もの作り講座としては，
「間伐材で砂絵ネームプレート作り」
（参加者７２人）
，
「新聞
紙でエコバック作り」
（参加者５１人）
，
「新聞紙でペーパーローズ作り」
（参加者４５人）
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等１９講座が開催され，計４１９人が参加している。
３Ｒ実践講座としては，リフォーム教室が１期１２回で３期開催され，３１８人の参
加があり，パッチワーク教室も同様に１期１２回で３期開催され，３９３人の参加があ
った。他にも，愛宕小学校４年生を対象に，
「堆肥の熟成と１学期の振り返り」
（参加者
１１５人）
，「堆肥利用と野菜の植え付け」
（参加者１１５人）
，
「食育（冬野菜の収穫）
」
（参加者１１５人）等の講座が開催されている。
３Ｒについて学ぶ講座としては，
「ダンボールコンポストについて（愛宕小学校）
」
（参
加者１１５人）
，
「堆肥作りと熟成について（南当仁小学校）
」
（参加者９９人）
，
「観劇：
自然テーマいまからいえでにいってきます」
（参加者１０４人）等の講座が開催され，
計７７２人（延べ）が参加している。
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

４－4

れており，本監査においても評価書の提出を確認した。
エ 指定管理者選定手続き
本施設の指定管理者選定にあたっては，６名の委員からなる「福岡市リサイクルプラ
ザに係る指定管理者選定委員会」が設置され，平成２３年７月１３日から同年１０月２
６日まで計３回の委員会会議が開催されている。
議事録を確認したところ，第１回会議より，指定管理者選定スケジュール案，指定管
理者募集要項案，指定管理者選定に係る選定基準案について充実した議論がなされてお
り，評価できる。
会議については全て非公開で行われており，選定後に選定理由及び選定委員が市のホ
ームページにおいて公表されている。
(2)

問題点

ア 本施設の必要性について
本施設の設置目的は，福岡市リサイクルプラザ条例第１条によると，
「廃棄物の減量及
び資源の有効利用に関する情報及び体験の場を市民に提供すること等により，その意識
の啓発を図るとともに自主的な活動を支援し，もって資源循環型社会の形成に資するた
め」ということである。
かかる情報提供や意識啓発のために，果たして専用の施設が必要なのか，公民館や学
校等の利用で足りるのではないかとの疑問があったが，担当課によると，本施設は，
「新・循環のまち・ふくおか基本計画」において環境教育・学習の機会を提供する啓発
施設として位置づけられ，ごみ減量・リサイクルに関する情報や体験の場を市民に提供
することで意識の啓発を図るとともに，自主的な活動の支援等を行っており，福岡式循
環型社会の形成に不可欠の施設ということであった。というのも，市においては，平成
１５年度以降減少傾向であった家庭ごみ排出量が，人口の増加に伴い平成２３年度には
横ばい，平成２４年度からは増加に転じており，福岡市にとって家庭ごみ対策は重要課
題の一つとなっているとのことである。また，今後２０年間は人口増が予測されており，
とりわけ転入者が多いという本市の状況からすると，家庭ごみの減量や啓発のための中
核施設が必要とのことであった。
係る説明からすれば，本施設に一定の必要性は認められると考える。
なお，福岡市リサイクルプラザ条例第１条の文言「廃棄物の減量及び資源の有効利用
に関する情報及び体験の場を市民に提供すること等により」との部分は，
「及び」が重
ねて使われているため分かりにくいが，担当課によると，通常の使い方であるとのこと
であったため，条例の通り引用している。
イ 指定管理の必要性について
担当課によると，本施設につき指定管理制度を導入した理由は，指定管理者が独自の
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事業計画，必要経費や管理体制等に基づいた管理運営を行なうことが可能であり，民間
事業者等の活力を活かした質の高いサービスの提供や経費削減が期待できたことにあ
る。
そして，制度導入の効果としては，制度導入前（平成１７年度）と比べ，講座等の実
施回数が約４倍，参加者数が約９倍と増加したこと，人材育成講座の開催や，ＮＰＯ法
人，地域と連携した事業展開，小学校における食育事業など幅広い事業展開が進められ
ており，コストを抑えた形でのサービス向上が図られていることが挙げられるとのこと
であった。従来の管理委託では，単年度契約のため，人材育成等に関して長期的な観点
で運営することに支障があったが，指定管理とすることでこれを改善でき，また，アン
ケート調査の結果を踏まえてより良い講座の提供につなげることが可能となったよう
である。
係る説明からすれば，本施設について指定管理とする必要性も認められると考える。
なお，
同様の施設である臨海３Ｒステーションでは指定管理制度が取られていないが，
これは，臨海３Ｒステーションが，焼却処理施設である「クリーンパーク・臨海」内（建
物の２階と３階の一部が３Ｒステーションとなっている。
）にあることから，施設管理
は一体的に行ったほうが，効率が良いとの判断によるとのことである。
ウ 指定管理者選定委員会議の非公開について
選定手続については，
「福岡市リサイクルプラザの指定管理者の選定の手続に関する
要綱」が定められているが，当該要綱には指定管理者選定委員会の公開に関する定めが
ない。
本指定管理者選定にあたっては，選定委員会すべてが非公開で行われているところ，
その理由について，担当課からは，公開すると委員の率直な意見交換が阻害される，ま
た施設の性質上，どんな講座を提案するかといった企画やアイデアが盗まれると困ると
いう応募団体の意向もあるとのことであった。
応募団体相互の公平性のために，ヒアリングを公開できないということは理解できな
くもないが，公開した上で公平性を保つ手段はあると思われるし，委員の率直な意見交
換が阻害されるという理由は，およそ選定委員会の公開を否定するものである。
また，仮に担当課が説明するような事情が認められるとしても，例えば，指定管理者
選定スケジュールや指定管理者募集要項，選定基準等を議題とする部分については，公
開しても，担当課の危惧するような弊害は生じないと思われる。
なお，担当課からも，部分的公開については改善の余地があるとのことであった。

☞意見７９
☆ 選定委員会は安易に非公開とするのではなく，非公開とする必要性
を十分に検討すべきである。少なくとも，指定管理者選定スケジュー
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ルや指定管理者募集要項，選定基準等を議題とする部分については公
開すべきである。

エ 協定書について
本施設の基本協定書においては，第３０条において「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
月前までに，書面により市に申し出なければならない。
」と，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。総論でも述べている通りである
から，当該条文は削除すべきと考える。
オ 本施設の名称について
本施設については，一般に「西部３Ｒステーション」という名称が使用されているが，
これは通称である。正式名称は「福岡市西部リサイクルプラザ」といい，本施設の指定
管理者募集要項を始め，基本協定書，実施協定書，仕様書，選定委員会議事録等では，
すべて「福岡市西部リサイクルプラザ」が使われている。福岡市ホームページにおいて
も「指定管理者の指定情報」においては，
「福岡市西部リサイクルプラザの指定管理者
の指定について」として情報が公表されている状況である。
これでは，市民が，本施設の設置条例を参照したり，本施設の指定管理者選定・指定
状況を把握するにあたって混乱が生じかねず、好ましくない。
そこで，少なくとも，
「西部３Ｒステーション」のホームページ上においては，当該
名称が通称であり，正式名称が「福岡市西部リサイクルプラザ」であることを明記すべ
きであるし，市のホームページや協定書等作成にあたっては，正式名称と通称を併記す
るといった対応をすべきである。

☞意見８０
☆ 一般には，
「西部３Ｒステーション」という通称を広く使っているが，
本施設について作成される書面や市のホームページ上では，
「福岡市西
部リサイクルプラザ」の名称のみが使用されている場合がほとんどで
ある。かかる状況は，市民に混乱を生じさせかねない。
少なくとも，本施設のホームページ上においては，当該名称が通称
であり，正式名称が「福岡市西部リサイクルプラザ」であることを明
記するよう，指定管理者に指導すべきであるし，市のホームページや
協定書等作成にあたっては，正式名称と通称を併記するといった対応
をすべきである。
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第５章

経済観光文化局所管の施設

第５章
１

経済観光文化局所管の施設

はかた伝統工芸館
単位：千円（端数切捨て）
施設名

はかた伝統工芸館

施設数

所在地

福岡市博多区上川端町６番１号

担当部・課

産業振興部 振興課

根拠法令

はかた伝統工芸館条例，
同施行規則

施設の設置目的

福岡市を代表する伝統工芸品である博多織・博多人形，その他伝統工
芸品の紹介，展示，情報提供，販売等を行うことにより，市民や観光客
に向けて伝統工芸品のＰＲを行い，本市の伝統産業の承継，発展を図
ること
指定期間
（開始年月）

公募（応募数）・
非公募

ラブエフエム国際放送㈱

Ｈ23.4～H26.3

公募(4)

同上

H26.4～H31.3

公募（4）

管理者名
現在までの指定管理者

1

Ｈ22

Ｈ23

当初指定管理料

Ｈ24

Ｈ25(予定額)

28,368

28,368

0

0

精算後指定管理料

28,368

28,368

市のその他の支出

0

0

指定管理料

精算

利用料金の合計額

Ｈ22

Ｈ23

Ｈ24
149

利用料金の帰属先

市 ※１

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)

28,368

Ｈ25(予定額）
266

450

施設使用料，観覧料 ※２

自主事業の概要
指定管理導入以前の管理方法 開館当初より指定管理導入

備考

⑴

概要

ア

施設の概要

※１ 観覧料収入は福岡市に帰属するが，物販・喫茶による収入は一
時的には指定管理者に帰属する。
※２ 観覧料は原則として無料。展示に当たり特別に費用を要する場合
には観覧料を徴収することがある。

はかた伝統工芸館は，福岡市の伝統工芸品（博多織・博多人形等）の紹介，展示，情
報提供，販売等を行い，市民や観光客に向けて伝統工芸品のＰＲを行い，伝統工芸の継
承・発展を図ることを目的とする施設である。本施設は平成２３年４月７日に開館した
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もので，現在が指定管理期間の一期目である。建物は昭和５１年建築の旧冷泉公民館を
改修して使用している。
はかた伝統工芸館には，ホール，展示室，喫茶等が備えられており，開館時間は午前
１０時から午後６時まで，毎週水曜日が休館日とされている。外国人の招致にも力を入
れており，実際に外国人客の来館も多く見られるようである。
はかた工芸館の観覧料は原則として無償で（展示にあたり，有料で展示物を借り受け
ている場合等，展示に特別な費用を要する場合には，観覧料を徴収することがある。），
企画展示室又はホールを専用的に利用する場合には，以下のとおりの使用料を支払うこ
ととされている。

区分
企画展示室

利用者
(1)

利用時間

経済産業大臣指定の伝統的工芸品を製 AM10 時～PM1 時

造する事業者を構成員とする特定製造協同組

PM1 時～PM6 時

金額（円）
400
700

合等のうち市内に主たる事務所を有するもの

(2) ア
イ

(1)の特定製造協同組合等の構成員
福岡県知事指定の特産工芸品等を製

全日

1,000

1 週間

5,000

AM10 時～PM1 時

800

PM1 時～PM6 時

1,400

全日

2,000

造する者のうち市内に住所又は主たる
事務所を有するもの

ア又はイに準じる者として市長が特 1 週間

ウ

10,000

に認めるもの
(3)

経済産業大臣指定の伝統的工芸品又は AM10 時～PM1 時

福岡県知事指定の特産工芸品等の振興又は発

1,200

PM1 時～PM6 時

2,100

全日

3,000

展を図るための事業に従事する者で(1)及び
(2)に該当しないもの

1 週間
(4) (1)から(3)までに該当しないもの

AM10 時～PM1 時

1,600

PM1 時～PM6 時

2,800

全日

4,000

1 週間
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15,000

20,000

2

1 以外で市長が特に認める利用

区分

単位

金額（円）

企画展示室 AM10 時～PM1 時

2,000

PM1 時～PM6 時

3,500

全日

5,000

1 週間

25,000

また，飲食物の提供（喫茶コーナー 部分）
，物販も行われおり，これらについても指定
管理者の業務として（自主事業ではなく）実施されている。
喫茶コーナーは，平成２３年４月から同年８月１８日までは指定管理者において実施し，
平成２３年８月１９日から平成２４年６月までは外部の企業に再委託されていたが，採算
が合わないこと等を理由として，企業との再委託を終了し，現在は個人に喫茶の運営を再
委託している。個人に委託することとなった経緯は，喫茶事業は団体が実施するほどの利
益が見込めず，採算が合わないためとのことであった。
物販は，平成２４年７月から実施された事業である。周辺の伝統工芸品販売店等との調
整を経て，同時期頃から物販開始となったようである。
イ

指定管理の状況

(ｱ) 指定管理者について
本施設は，平成２３年の開館時より現在の指定管理者であるラブエフエム国際放送㈱
による管理が行われている。
ラブエフエム国際放送㈱はラジオ放送の実施を主たる業務とする企業であり，福岡県
全土，熊本，長崎，佐賀，大分，山口県の一部を放送エリアとしている。
(ｲ) 指定管理者が行う業務
指定管理者が行う業務は，
「はかた伝統工芸館指定管理者業務仕様書」に定められてお
り，その概要は以下のとおりである。
①施設の運営管理に関する業務

清掃
保安警備
火災及び事故の予防
施設の利用者の安全確保
建築物・付属設備の保守管理・点検，補修
光熱水費の支払い
その他の業務
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②伝統工芸品振興の業務

展示及び催物の企画及び運営に関する業務
・伝統工芸品の紹介，展示並びに情報の収
集および提供
・企画展示室の貸出し，使用料及び観覧料
の徴収
・その他の業務
喫茶に関する業務
・喫茶コーナーの運営業務（再委託を含む）
・許認可等の手続き
博多町屋ふるさと館との連携

以上のとおり定められている業務のうち，展示及び催物の企画及び運営に関する業務
につき，具体的には，次のような業務が実施されている。
（平成２４年度に実施された業務）
イベントの実施

自主企画展「博多祇園山笠人形展」等計６回
企画展「博多伝統職の会展」等計２０回
自主企画イベント マルティグラス作成体験教室等
計２８回

情報収集・資料提供

博多織・博多人形・博多伝統職の会等外部団体との
連絡，海外都市との連携による情報収集等

広報・ＰＲ活動

ＨＰリニューアル，フェイスブックページ開設等

伝統工芸品，オリジナルグ

来館者の要望を受け，博多織等の伝統工芸品の販売

ッズ（作成）販売

を開始。また，アンケートの結果を受け，ポストカ
ード等の記念品を作成し，販売を開始。

このように，本施設においては，博多人形，博多織を中心に，各種伝統工芸の組合との
連携を図ることにより，複数回の企画展，講座，体験教室等，多数のイベントが実施され
ている。実施されるイベントには，利用者の声も反映されているようである。例えば，平
成２３年度のアンケートの体験教室等の開催の要望を受け，平成２４年度に自主企画イベ
ントとして体験教室が計９回実施されている。
(ｳ) はかた伝統工芸館の利用状況
本施設を，平成２４年度中に来館した者の数は以下のとおりである。
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【平成２４年度来館者数】
4

月

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

計

来
5,902 8,260 5,578 11,468 3,640 7,046 12,649 10,508 4,729 9,232 7,861 9,814 96,687

館
者
日

26

28

26

28

26

26

26

27

24

27

24

27

315

227

295

215

410

140

271

487

389

197

342

328

363

305

数
日
平
均

上記来館者数の集計は，はかた伝統工芸館への出入者数を機械で形式的に測定する（出
入り口を通った人数を２で除する（一人が入って出るのに２回出入り口を通るため）
）方法
によっている。したがって，同じ者が何度か出入りしていることもあることから，実際の
来館者は上記人数よりも少ない可能性がある。月によって来館者数が大きく異なるのは，
周辺で行われるイベント等の影響が大きく，近隣で祭り等が開催された場合には来館者数
が伸びるためである。指定管理者においても，周辺のイベントに合わせて開館時間を延ば
すなど，工夫して集客を伸ばしているようである。
平成２４年度の本施設による収入は以下のとおりである。
単位：千円（端数切捨て）
月
物
販
喫
茶

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

計

0

0

0

81

27

31

84

103

74

96

58

91

648

14

25

15

24

22

26

16

28

17

30

18

26

268

※物販は平成２４年７月から開始した。
※このほかに，本施設から生じる収入としては，観覧料収入がある。
これらの物販・喫茶からの収入は，指定管理者に帰属する。但し，物販収入に関しては，
翌年の指定管理料の積算において，収入予定にあげられ，必要経費から同額が差し引いて
指定管理料が算定されることとなるため，実質的には全てが指定管理者の利益となるもの
ではない。
また，物販については，指定管理者が各伝統工芸品の組合との間で販売委託契約を締結
して販売する方法をとっているため，販売した代金額全額が指定管理者の収入となるもの
ではなく，指定管理者には販売手数料が入るのみである。
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（2）問題点
ア

本施設の必要性
博多人形や博多織等の福岡市の伝統工芸は，昭和５０年頃のピークと比較すると，著

しく生産量が減少しており，いずれも需要の低迷，後継者の不足，技術者の高齢化等と
いった問題を抱えている。これらの伝統工芸は，後世に伝えられるべき文化であり，本
市民にとっても重要な財産であることから，需要の低迷により財政的基盤がぜい弱化し
ている伝統工芸の保護のため，本市が本施設を提供する必要性はあるものと考える。
イ

指定管理の必要性
本施設については施設開設当時から指定管理制度による管理が行われていることから，
指定管理以外の管理運営方法との比較はできないが，伝統工芸品の展示，紹介等が主た
る業務となるため，民間事業者等が有するノウハウを活用することにより，多種多様な
事業展開が期待できる施設であると考えられる。この点，上述のとおり，実際に現在の
指定管理者において，多数の提案事業が実施され，さらに，利用者アンケートの実施等

を活用することで，利用者のニーズに沿った形で実施事業も充実に向かっているものと
思われる。また，委託料についても，他の方法による管理運営とは比較できないが，公
募で指定管理者を選定して，競争が生まれることにより，一定の経済効果も生じている
ものと考えられる。
ウ 選定手続について
(ｱ) 平成２２年度に行われた指定管理者選定にかかる手続き（平成 23 年度開始指定期間に
ついて）は，まず第１回目の選定委員会で，公募要項，仕様書，選定スケジュールにつ
いて審議された後，公募要項の配布，説明会の実施，質問受付・回答等が行われたのち，
応募を受けつけることとされている。本施設については，公募要項の配布から応募締め
切りまで，１か月５日間の期間がとられているため，この点では十分に応募のための準
備期間が与えられており，ガイドラインにも適合した手続きとなっている。もっとも，
質問に対する回答が８月２６日から９月２日までに行われ，応募受付期間は９月１日か
ら９月７日までとされているため，質問をした団体が回答を待って応募のための準備を
することを考えれば，回答から応募締め切りまでの期間をもう少し長めにとることが望
ましい。質問受付・回答掲示期間を前倒しする等，応募を検討している団体が，質問に
対する回答受けて十分に準備ができるよう，候補者選定スケジュールを工夫するとより
応募の促進につながるのではないかと考える。
(ｲ) 本施設の指定管理者選定委員会の設置については，要綱が定められ，同要綱において選
定委員会は原則として公開することとされており非公開とすることができるのは，福岡
市情報公開条例第７条記載の非公開情報に該当する事項について審議する場合又は，公
開することにより会議の適正な運営に著しい支障が生じる場合に限定されている。
この点，指定管理者選定に際しては，３回選定委員会が開催され，１回目で公募要項・
仕様書等について審議され，２回目では各応募者の事業計画書，収支予算書について審
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議され，３回目で各応募者によるプレゼンテーションと質疑応答，採点及び集計結果に
対する意見交換が行われているが，３回とも，委員会の冒頭で委員会を非公開とする旨
決定され，非公開で実施されている。
非公開とされた理由は，１回目の非公開については，その理由は議事録からは明らか
でなく，２回目，３回目の非公開については，法人等事業情報で当該法人等の権利，競
争上の地位，その他正当な利益を害するおそれがあるものに該当すること，また，公に
することにより率直な意見交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれが
あるものに該当することが理由とされている。
しかしながら，少なくとも１回目は，情報公開条例上の非公開情報について審議する
ものではなく，また，公募要領や仕様書等について審議されることから，応募者や利用
者等利害関係人に傍聴の機会を与える必要もあるものと考える。また，２回目，３回目
についても，応募者が自ら提出した書類等について協議することが応募団体等の利益を
害する結果につながるとも思えず，外部の専門家として招集された委員にも公開するこ
とにより率直な意見交換ができないような者が就任しているとは思われず仮にそうであ
るとするならば委員の選定に問題があると言わざるをえない。せめて，当初から委員長
が「非公開としたいと思うがいいか」と委員に確認を取って簡単に非公開としてしまう
のではなく（ちなみに委員長は市職員である）
，委員に非公開にできる条件を説明し，当
該委員会がその場合に該当するか否かを委員において検討すべきである。
以上のとおり，少なくとも公募要項，仕様書等についての審議は公開すべきであるし，
事業計画書や収支予算書に関する審議，プレゼンテーション，質疑応答，集計結果に関
する意見交換等も公開されることにより支障を及ぼすものではないと考える。

☞意見８１
☆

選定委員会のうち，公募要項，仕様書等についての審議は公開す
べきである。

なお，担当課によれば，第１回目の選定委員会を非公開とした理由は，応募者に委員
を特定されると，委員への接触から不正につながるおそれがあり，
「会議の適正な運営に
著しい支障が生じる」（選定委員会に関する要綱第８条）ことにあるとのことであった。
しかしながら，指定管理応募者からの接触を受けて選定委員会で不公正な意見を述べる
ような委員を選定すべきではないし，このような理由から選定委員会を非公開とするの
であれば，ほぼすべての選定委員会について非公開とせざるをえないことになり，原則
として委員会を公開としている要綱の趣旨を没却する。そもそも，非公開とすることが
認められるのは，会議の運営に「著しい」支障を及ぼす可能性がある場合とされている
のであるから，抽象的な委員への接触による不正の可能性はこの要件にはあたらないも
のと考える。
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エ

指定管理料について

(ｱ) 指定管理料について，平成２４年度までは，全額について前払いとされ，費目にかかわ
らず精算は行われていなかった。平成２４年度の指定管理にかかる収支は次のとおりで
ある。
【平成２４年度の収支】

単位：円

収入
費目
指定管理料

支出

金額

費目
28,368,000

人件費

金額
12,304,594

物販

648,372

施設管理費

3,145,264

喫茶

268,126

光熱水費

1,367,217

事務費

3,006,615

事業費

3,451,391

広報費

3,233,043

保険料

394,220

合計

29,284,498

合計

26,902,344

上記のとおり，平成２４年度は本施設からの収入が経費を約２３８万円上回る結果と
なり，これらの利益は指定管理者が収受していた。
平成２５年度以降は，市の方針で修繕費，備品購入費等は原則として年度ごとに精算
することとされたため，本施設についても同様の取扱いとされるこことなった。特に修
繕費については，精算を行わなければ，有期で管理運営を行っている業者が必要な修繕
を実施しないおそれがあるので，費目を一部に限って精算を行うこととした措置は相当
であると考える。また，剰余金が過大にならない限りは，一般の経費等については精算
をしない取扱いとすることが，指定管理者のインセンティブにつながり，望ましいもの
であると考える。
オ 協定書等について
(ｱ) 本施設については，平成２５年１２月に，新たに開始する指定管理期間に対応する基
本協定書が作成されているが，この中で，第１３条として指定管理者の責務（指定管理
業務）を規定した条項が新設されている。ここでは，指定管理者は，
「～関係法令及び募
集要項に定めるところに従うほか，提案書により提案した内容，
」～を順守して指定業務
を行わなければならないこととされ，また，指定管理者は，本施設を利用して管理運営
業務以外の業務を行ってはならないこととされている。指定管理者の責務について明確
に定まっていない施設が多いように思われるので（特に指定管理者からの提案業務につ
いて，指定管理者の責務なのか否かが明確でないところが多いと思われる）
，本施設のよ
うに，指定管理者の責務を協定書において特定することが必要であると思われる。
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なお付言すると，管理運営業務以外の業務に本施設を利用してはならないこととする
と，自主事業を実施する際に支障が生じる可能性があるので，市から承認を受けた自主
事業実施のための使用を除く旨の注意書きをしておくことも検討されてよいのではない
かと考える。
「指定管理の辞退」として，
「指定管理者は，指定期間内
(ｲ) 本施設の基本協定書において，
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か月以上前までに，市に申し出なければならない」と規定され（基本協定書第３３
条第１項）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。
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２

福岡市産学連携交流センター
単位：千円（端数切捨て）
施設名

福岡市産学連携交流センター

所在地

福岡市西区九大新町 4-1

施設数

担当部・課

新産業・立地推進部新産業振興課

根拠法令

福岡市産学連携交流センター条例
同施行規則

施設の設置目的

大学がその高度な技術を有する研究機関の研究機能を活かし，国内外
の企業及び研究者が連携交流することにより，新たな産業及び事業の
創出並びに地場企業の活性化を図り，もって地域系経済の発展に資す
る。
指定期間
（開始年月）

公募（応募数）・
非公募

西鉄ビルマネージメント㈱

H20.4～H23.3

公募(５)

同上

H23.4～H28.3

公募(３)

管理者名
現在までの指定管理者

Ｈ22
当初指定管理料
指定管理料

１

Ｈ23

22,722

精算

Ｈ24
19,530

Ｈ25(予定額)
19,530

0

0

0

精算後指定管理料

22,722

19,530

19,530

市のその他の支出

470

498

1,476

Ｈ22

利用料金の合計額

Ｈ23

29,476

Ｈ24

33,054

500
Ｈ25(予定額）

30,142

29,370
施設使用料等

利用料金の帰属先

市

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)

46,765

自主事業の概要
指定管理導入以前の管理方法 開設当初より指定管理導入
備考

⑴

概要

ア

施設の概要

※平成 25 年度から指定管理料，利用料金（予定額）が増額されている
のは，２号棟が増設されたため。

福岡市においては，九州大学伊都キャンパス付近を学術研究都市として整備する予
定であり，本施設は，その足がかりとしての位置づけを有する施設である。
本施設は九州大学伊都キャンパスメインゲートの付近に設置されており，施設の概
要は以下のとおりである。
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１号棟

２号棟

開設時期

平成２０年４月

平成２５年１０月

構造

鉄骨造り

鉄筋コンクリート造り

地上２階建て

地上２階建て

敷地面積

４，０００㎡

４，２２０㎡

延床面積

２４１６．９６㎡

３３７８．２６㎡

主要施設等

基幹研究室（８室）

基幹研究室（６室）

新事業研究室（９室）

新事業研究室（９室）

新事業事務室（１２室）

商談室（４室）

商談室（２室）

会議室（１室）

交流ホール（１室）

分析機器室（１室）

本施設設立時は，１号棟の１棟のみが研究室として開設されたが，平成２５年１０
月に２号棟が新たに開設された。２号棟は１号棟と併せて指定管理により管理運営さ
れており，１号棟の指定管理者が，指定管理対象業務の追加・指定管理料の増額等に
より１号棟及び２号棟双方の管理・運営を行っている。
イ
(ｱ)

指定管理の状況
指定管理者の選定について

本施設については，平成２０年の開設以降，指定管理者による 管理運営が行われ，
平成２０年度及び平成２３年度に指定管理者の公募が行われたが，いずれも現在の指定
管理者である西鉄ビルマネージメント㈱に決定された。
平成２３年度公募時の選定手続は，概ね以下のとおりである。
・平成２２年７月２９日

公募公告

・同年７月２９日から９月３日

公募要項の配布

・同年８月６日 公募説明会
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・同年８月２０日から同年９月３日 応募受付
・同年９月６日から２２日 書類審査
・同月３０日

選定審査委員会

・同年１０月６日 審査結果通知
・同年１２月２２日 議会議決
・平成２３年３月１４日

基本協定書締結

選定審査委員会開催前に，各応募者から提出された申請書類が選定審査委員に配布
され，各委員が，審査基準及び審査項目，審査の視点及び配点に基づく審査採点表を
利用する形で事前審査を行い，各委員の配点を事務局が集約する。
この事前審査を経た上で審査会が開催され，審査会では，各申請者からのプレゼン
テーション（１５分）と質疑（１０分）が行われる。
プレゼンテーション及び質疑が終了した後，事前審査の結果を見直し，順位づけを
行う。審査会では１順位から３順位までの候補者が選定されることとなっている。
平成２３年度開始の指定管理についての選定審査委員会は，法人等事業情報が福岡
市情報公開条例における非公開情報にあたるとのことで，非公開で開催された。3 団
体の応募があり各団体についてプレゼンテーション，質疑応答が実施され，選定審査
委員会の協議の結果は，１００点満点中，第 1 順位の団体が８１．５点，第２順位の
団体が７７．６点，第３順位の団体が６３．３点であった。各団体の点数の差は，事
業計画の具体性，委託料の違い等によるものである。
(ｲ) 指定管理者について
本施設の現在の指定管理者である西鉄ビルマネージメント㈱は，昭和６２年に設立
された西日本鉄道㈱の関連会社である。同社はビルの警備・ホームセキュリティ・設
備管理・清掃衛生管理・施設運営管理等を業とする所謂ビル管理会社であり，本施設
の他，駐車場管理・廃棄物処理など自転車駐車場（天神地区）や，城南区・早良区市
民プールの指定管理者となっている。
(ｳ) 指定管理者の業務について
指定管理者が行う業務については，
「福岡市産学連携交流センター指定管理者業務
仕様書」において定められており，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

・施設の管理運営に関する全体統括・調整
・水道光熱及び通信サービスの確保
・市・九州大学，㈶九州大学学術研究都市推進機構等関
連機関との連絡調整
・来客・視察者対応
・施設利用者からの使用料・水道光熱費の徴収等
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・交流ホールの使用申請の受付・使用許可，許可の取消，
使用料の減免
・駐車場の使用申請の受付，使用許可，許可の取消等
・施設の使用の制限
・事業系一般廃棄物の管理
②施設の維持管理・修繕等に関する ・清掃
・保安警備

こと

・建築物・付属設備の保守点検
・建築物，付属設備，備品等の維持管理，修繕及び新た
な設備等の設置
・火災及び事故の予防
・各種計画等の作成及び届出（消防法に基づく消防計画
等）
・その他施設の管理
③産学連携交流の推進に関するこ

・産学連携交流の推進及びセンターにおける活動の広報

と

等を目的としたイベント開催
・市民・企業向けセミナー・交流会
入居者交流会

年３回程度
年２回程度

・センターや入居者の活動等の情報発信及び入居者間の
情報共有化などの事業を積極的に行うこと
④福岡市に対する事業報告

・毎月，毎年度の事業報告
・市が必要に応じて求めた報告

⑤指定管理者の提案によるもの

本施設内には，使用許可を要する施設として，研究室，交流ホール（１号棟）・会
議室（２号棟）
，分析機器室（２号棟），駐車場が設置されているが，このうち研究室
以外の施設にかかる申請の受付，許可，許可の取消等は指定管理者の権限において行
うこととされており（福岡市産学連携交流センター条例第７条，第７条の２，第２０
条），研究室の利用申請，利用許可の権限は福岡市に留保されている（同条例第６条）
。
このように取扱を分けている理由は，研究室の利用許可にあたっては，使用希望者が
「高度な技術を有する研究機関の研究機能を活かし，国内外の企業及び研究者が連携
交流する」という本施設の設置目的に貢献する者であるか否かの判断を指定管理者に
おいて行うことは困難であるためとのことであった。
以上のように定められた指定管理業務につき，平成２４年度の報告書によれば，上
記③の産学連携交流の推進に関する事業として，以下のような事業が実施されている。
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市民・企業向けセミナー

実施日

実施されたイベント

参加者・内容等

Ｈ24.8.4

九州大学未来化学創造センターシン

８６名参加（小学生，九

ポジウム兼福岡市産学連携交流セン

大生，市職員等）。講演

ターセミナー

の他，実験等も行われた

福岡新テクノロジー創成シンポジウ

参加者１１８名（一般４

ム

６名，九大６０名等）

地域交流会

参加者２７名（一般１３

Ｈ24.11.27
H24.12.1

名，市役所職員，九大生，
指定管理者職員）

入居者交流会

H24.5.24

入居者交流会

５５名参加（入居者は４
５名）。内容は入居者に
よる講話，懇談会等

Ｈ24.9.25

消防訓練（入居者交流会）

参加者４４名（入居者３
０名）。内容は消防訓練
等。

また，指定管理者の提案による事業として，入居者のポスター掲示，緑のカーテ
ンの設置等が実施された。
(ｳ) 平成２４年度における利用者数，利用料金は以下のとおりである。
【研究室等（基幹研究室，新事業実験室，新事業実務室）】
4月
使用料

5月

6月

7月

8月

9月

10 月

11 月

単位：千円

12 月

1月

2月

3月

合計

2,480 2,393 2,393 2,393 2,393 2,393 2,393 2,393 2,393 2,393 2,393 2,306 28,716

※平成２５年３月時点の研究室等使用者は，２０人（社）である（団体も１人と数える）。
このうち，６人が利用料を免除された無償利用者である。
【駐車場】

使用料についての単位：千円

4月
使用料
利用許可

5月

6月

7月

8月

9月

10 月

11 月

12 月

1月

2月

3月

合計

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

432

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

【交流ホール】
4月

※使用料についての単位：千円

5月

6月

7月

8月

9月

10 月

11 月

12 月

1月

2月

3月

合計

使用料

0

4

0

0

104

4

4

6

50

0

50

0

222

利用許可

0

1

0

1

6

3

0

1

3

0

3

0

18

利用者

0

118

120

68

273

55

132

305

131

120

56
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0 1,378

(ｴ) 本施設に関しては，利用料金制が採られておらず，指定管理料は必要経費を積算す
る方法により決定され，各施設の賃料等の利用料金はその全額が市に帰属することと
されている。
（2）問題点
ア

本施設の必要性
本施設の設置目的は，大学その他高度な技術を有する研究機関の研究機能を活かし，

国内外の企業及び研究者が連携交流する拠点を形成することにより，新たな産業及び
事業の創出並びに地場企業の活性化を図り，もって地域経済の発展に資することにあ
る。
現在，九州大学を中心として，糸島全体を第一次圏とし，福岡市から唐津市までの
九州大学キャンパスから半日で行動できるエリアを第２次圏とする，九州大学学術研
究都市構想のもと，まちづくりが進められている。
【九州大学学術研究都市構想図】

※平成１３年６月時点の図
九州大学学術研究都市構想の推進にあたっては，科学技術・研究に特化したゾーン，
国際文化・学術交流に特化したゾーン等を形成し，産学民公の連携を図って様々な研
究・開発機能の整備が進められることとされており，このような広範囲にわたっての
「学術研究都市」の形成には，行政の積極的な関与が不可欠である。
特に，本施設は，九州大学の中でも特に重点が置かれている化学分野について研究
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開発・発表の場を与えるものであり，九州大学学術研究都市の足がかり的な位置づけ
を持つものである。また，研究開発のための施設の設立にかかるイニシャルコストは
多額に上り，投下資本の回収には長い期間を要することになると思われることから，
各学術・産業組織単独での設備設立・管理は困難なものがあると考えられる。したが
って，少なくとも九州大学学術研究都市が安定的に学術研究都市としての機能を果た
せるようになるまでは，本施設の維持を含め，福岡市の関与が必要となるものと考え
る。
イ

指定管理の必要性・効果
本施設については，施設利用が高度に専門的知識に基づき行われるものであること

から，指定管理者が「大学その他高度な技術を有する研究機関の研究機能を活かし，
国内外の企業及び研究者が連携交流する拠点を形成する」という施設の設置目的に直
接関連するような業務を行うことは難しく，指定管理者が一般企業等である場合に期
待される業務は主に建物の保守管理等の所謂ビル管理業務とならざるをえず，その他
には交流会を開催する等「場所の提供」等の業務に限られるものと思われ，この点で
は民間事業者等が有するノウハウを活用することにより，施設の目的（学術都市形成）
達成に資するという指定管理のメリットは，必ずしも該当しないものと思われる。
コスト削減効果という面からみれば，平成２３年度開始の指定管理期間にかかる指
定管理者募集においては，３社の応募の中から，現在の指定管理者が選定されている
が，選定委員会の議事録によれば，各応募者から提示された指定管理料では，現在の
指定管理者が提示した金額が最も低額であり，他方で他の団体には現在の指定管理者
が提示した額との差を埋めるだけの事業計画が見いだせなかったために，現在の指定
管理者が最も高い得点を取って指定管理者に選定されたのであるが，このように指定
管理者を公募し，提案される業務内容，指定管理料等の面で競争性を持たせたことに
より，一定の効果は生じているものと考えられる。
もっとも，競争によるコスト削減は，業務委託契約締結にあたり競争入札を行うこ
とでも得ることができる。本施設については，指定管理業務の主たる部分はビル管理
であると思われるので，必ずしも指定管理制度を利用する必要もないように思われる。
総論に記載したとおり，本施設については，指定管理業務の内容が施設建物の定型的
な管理業務であり，単年度でも管理運営に支障がない施設であると思われるので，競
争原理を強める意味から，指定期間を１年とすることや，指定管理を業務委託契約に
切替えることも検討すべきである。
ウ

選定手続について

(ｱ) 「福岡市産学連携交流センター指定管理者候補者選定審査委員会要綱」では，選定
審査会の会議は，原則として公開することとされ，福岡市情報公開条例第７条に規定
された非公開情報に該当する事項に関する場合又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には非公開とすることが認められている(同要綱第５条第
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１項)。この要綱に基づき，平成２２年９月３０日に開催された選定審査委員会では，
会議の冒頭に非公開とする旨が決定され，それ以降，審査委員会の終結まで非公開の
まま運営されている。この際非公開とされた理由は，「法人等事業情報で，公にする
ことにより，当該法人の権利，競争上の地位，その他正当な利益を害するおそれがあ
るもの」にあたり，情報公開条例上の非公開情報にあたるとの理由である。この点，
審査の対象となる法人は，自ら指定管理者に応募し，自ら書類を提出してプレゼンテ
ーションを行うものであるから，情報公開条例上の非公開情報に該当すると言えるか
は疑問があるが，非公開にする理由として全く不相当なものとまでは言えず，審査委
員会の判断によっては当該情報を扱う部分について非公開とすることもあり得るも
のと考える。
(ｲ) 本施設にかかる指定管理者選定審査委員会は，上記９月３０日に開催されたもの１
回だけで，審議内容は，候補者のプレゼンテーション，質疑応答，選考審査であり，
公募要領や仕様書等については，選定審査委員会の審議対象となっていない。公募要
領や仕様書は，候補者の提案，プレゼンテーション等を評価する大前提となるもので
あるから，これらについても審査の対象とするべきである（担当課によれば，本施設
については，審査委員会では審査の対象となっていないものの，事前に公募要項等を
委員に交付し，意見を聴取して必要に応じて変更しているとのことであったが，原則
どおり，公開の委員会で審議を経るべきであろう）。
☞意見８２
☆

公募要領や仕様書は，候補者の提案，プレゼンテーション等を評
価する大前提となるものであるから，これらについても選定委員会
の審査の対象とするべきである。

(ｳ) 上記９月３０日開催の選定審査会では，市職員が委員長に就任し審査委員は全部で
４人であったようである。上記選定審査会要綱によれば，「選定審査委員は５人以下
の委員で組織する」（同要綱第３条第１項），「選定審査会の議事は，出席委員の過半
数をもって決し，可否同数の場合は会長の決するところによる」（同要綱第４条第３
項）とされ，会長に最終的な決定権限が付与されている。特に９月３０日開催の審査
会では，上述のとおり委員は全員で４人であったことから，可否同数となって，「会
長の決するところにより」議事が決せられる可能性もあった。選定審査会は，外部専
門家の意見を徴するために開催される場なのであるから，その議事を市職員が決する
ような要綱，運営は避けるべきである。
☞意見８３
☆

本施設の選定審査委員会の議事を決する権限を有する会長には，
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市職員ではなく外部専門家を選任すべきである。
(ｴ)

本施設は，上述のとおり，平成２５年１０月に２号棟が建設されているが，この

際にも，既存棟と同じ指定管理者に一体として管理させることにつき，選定委員会が
開催され，指定管理者のプレゼンテーションが実施されたとのことであった。一体と
しての管理・運営を当然の前提とせず，プレゼンテーションや外部者の意見聴取の機
会を経たことは評価される。
エ

指定管理料について
本施設については，平成２４年４月までの実施協定書では，指定管理料は全額前払

いで精算がないものとして支払われており，次のとおり管理・運営に充てられていた。
【平成２４年度の収支】

単位：円

収入
費目
指定管理料

支出
円 費目

円

19,530,000 施設管理費

定期清掃
建物衛生設備

4,146,440

機械警備

1,512,000

修繕費
人件費

497,700

661,404

水道光熱費

1,482,033

常駐

8,012,277

本社（間接経費）

1,757,700

イベント開催等活動

882,435

費
その他
合計

リース料等

19,530,000 合計

519,460
19,471,449

以上のとおり，平成２４年度は指定管理料収入が支出を約 6 万円上回ったが，精算
は行われていない。精算を行わない全額前払いによる支払方法は，指定管理者が公募
により選定され，指定管理料の相当性が競争の原理により一定程度担保されることを
前提とすれば，経費削減のインセンティブとなるものであると考える。
平成２４年度はこのとおり前払いの方法により指定管理料が支払われていたが，平
成２５年８月１日付で実施協定書が変更され，修繕に係る費用及び水道光熱費のうち
分析機器室部分に関する費用は，指定期間の管理運営業務が完了したときに精算する
方法に変更されている。これは，分析機器の使用にかかる水道光熱費を現時点で予測
することが困難であること，本市の方針として，修繕費や備品購入費等の精算が前提
とされている費目については原則として精算することとされたことが理由である。上
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述のとおり，全額前払いとする支払方法は，指定管理者にとって経費削減のインセン
ティブとなる反面，指定管理者が期間の限られた管理・運営者であることから，修繕
等に費用を支出することに消極的になるおそれもあり，修繕費等に限って精算する方
法をとることはこのような支障を回避する方法として相当であると思われる。
オ

報告書等について
本施設については，利用者アンケートが実施されており，アンケートで得られた利

用者からの意見について，指定管理者からの回答・措置結果が報告されている（例：
「ご意見

２階給湯室にあるポットを定期的に洗浄してほしい」「回答

今後は月に

１度，洗浄を行います」等）。利用者からの意見に対するフィードバックは，施設の
適正な管理・利用者の満足につながるものであり，このような取り組みは評価できる
ものである。利用者アンケートを「取りっぱなし」の状態になっている施設も多々あ
ることから，このような取り組みを参考にすべきであると考える。
カ

協定書等について
本施設の基本協定書においても，産業振興部振興課所管のはかた伝統工芸館につい

て述べたところと同様に，「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。
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３

福岡市コンベンション施設（福岡国際会議場，マリンメッセ福岡）
本市において指定管理の対象となっているコンベンション施設は，福岡国際会議場と

マリンメッセ福岡の２か所であり，一体として指定管理の対象とされている。
単位：千円（端数切捨て）
施設名

福岡市コンベンション施設

施設数

所在地

①福岡国際会議場 福岡県福岡市博多区石城町 2 番 1 号
②マリンメッセ福岡 福岡県福岡市博多区沖浜町７番１号

担当部・課

観光コンベンション部・ＭＩＣＥ推進課

根拠法令

福岡市コンベンション施設条例，同施行規則
福岡市内外の優れたコンベンションの開催の場を提供することにより，
本市におけるコンベンションの振興を図り，もって地域経済の活性化及
び地域文化の発展に寄与すること。

施設の設置目的

指定期間
（開始年月）

公募（応募数）・
非公募

㈶福岡コンベンションセンター

Ｈ18.4～H21.3

非公募

（一財）福岡コンベンションセンター
※１

Ｈ21.4～H26.3

非公募

（一財）福岡コンベンションセンター

H26.4～H31.3

非公募

管理者名
現在までの指定管理者

Ｈ22
指定
管理料

２

当初指定管理料 ※２
精算

Ｈ23
0

無

Ｈ24
0

無

Ｈ25(予定額)
0

無

精算後指定管理料

0

0

0

市のその他の支出

1,011,276

359,849

111,137

利用料金の合計額

Ｈ22

Ｈ23

1,262,742

0

1,481,378

利用料金の帰属先

指定管理者 ※３

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)

Ｈ24
1,466,206

122,100
Ｈ25(予定額）
1,323,015

施設利用料（会議室，ホー
ル等），駐車料金

自主事業の概要
指定管理導入以前の管理方法 管理委託（㈶福岡コンベンションセンター）
※１：平成 25 年 4 月 1 日より，一般財団法人へ移行
※２：利用料金制を採用しており，施設管理運営にかかる費用は利用料
金からまかなえているため，指定管理料は支払われていない。
※３：利用料金の一部は福岡市に納付される。第 2 期指定管理期間の
納付金として，5 か年で 750 百万円。福岡市への納付額実績は次のとお
備考
り。
・平成２１年度 150,000,000 円
・平成 22 年度 450,000,000 円（マリンメッセ福岡の大規模修繕実施に合
わせてまとめて納付をおこなったもの）・平成 23 年度 150,000,000 円
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・平成 24 年度及び平成 25 年度は 0 円。
課題：大規模なコンベンションを誘致・開催する場合，開始から終了まで
長期間（4～5 年以上）を要するため，ガイドラインにおける指定管理期
間を 3～5 年とすることはなじみにくい

（1）
ア

現状

本施設の概要
本施設は，会議室，イベントホール等を中心としたコンベンション施設であり，そ
の概要は以下のとおりである。

(ｱ) 福岡国際会議場
敷地面積

１０，２５１㎡

開館時期

平成１５年３月開館

敷地所有者
延床面積
建物所有者
建物

福岡市（（一財）福岡コンベンションセンターへ無償貸与）
２２，１８５㎡
（一財）福岡コンベンションセンター（福岡市へ無償貸与）
地上５階建て

施設

５階

会議室，国際会議室，控室

４階

会議室，控室

３階

メインホール，控室

２階

多目的ホール，控室，事務室，会議室等

１階

エントランス
駐車場

(ｲ) マリンメッセ福岡
敷地面積

２８，１９１㎡

開館時期

平成７年８月開館

敷地所有者
延床面積
建物所有者
建物

施設

福岡市
４０，６３１㎡
福岡市
地上４階，地下２階建て
４階

空調電気室・機械室等

３階

サブアリーナ，会議室，展望応接室

２階

展示スペース，会議室，レストラン

１階

エントランス，多目的展示室，舞台事務所
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地下１階

倉庫等

地下２階

給排水機械室・ボイラー室等

各施設の利用にかかる料金は，福岡市コンベンション施設条例第７条第２項に基づ
き，
「マリンメッセ福岡の利用料金」
（平成２１年３月３０日公告第１００号），
「福岡
国際会議場の利用料金」（平成２１年３月３０日公告第１０１号），「福岡国際会議場
の利用料金」
（平成２５年４月１日公告第９３号）に定められている。
この利用料金は指定管理者に帰属することとされており，その平成２２年度から平
成２５年度までの利用料金の内訳は以下のとおりである。
【利用料金の内訳】
単位：千円（端数切捨のため合計額に齟齬あり）
マリンメッセ福岡
平成 22 年度

平成 23 年度

平成 24 年度

施設利用料
駐車場利用料
施設利用料
駐車場利用料
施設利用料
駐車場利用料

平成 25 年度

施設利用料

（予定額）

駐車場利用料

福岡国際会議場

合計

年度合計

745,546

399,822

1,145,369

67,509

49,863

117,373

915,744

442,157

1,357,902

76,782

46,693

123,475

892,212

462,696

1,354,908

66,512

44,784

11,297

787,608

417,214

1,204,822

70,897

47,296

118,193

1,262,742

1,481,378

1,466,206

1,323,015

(ｳ) その他コンベンションゾーン内の施設
上記２施設の他，本市のコンベンションゾーンには２つのコンベンション施設等が
設置されており，各施設の概要は以下のとおりである。
①福岡国際センター
福岡国際センターは，福岡国際会議場の西に位置するコンベンション施設であり，
大相撲九州場所の会場をはじめ，展示会や各種イベント等に使用されている。
②福岡サンパレス
福岡サンパレスは，上記福岡国際会議場と国際センターの中間に位置する文化施設
であり，コンサート等の開催に使用されるほか，ホテル機能も備えており，大規模コ
ンベンション等では上記３施設と連携した活用が行われている。
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【各コンベンション施設等の権利関係】
土地所有

マリンメッセ福岡 福岡国際会議場

福岡国際センター 福岡サンパレス

福岡市

福岡市

福岡市

福岡市

（（一財）福岡コ （一財）福岡コン
ンベンションセン ベンションセンタ
ターへ無償貸与） ーへ無償貸与）
建物所有

福岡市

（一財）福岡コン （一財）福岡コン 福岡市
ベンションセンタ ベンションセンタ （普通財産）
ー（福岡市へ無償 ー
貸与）

管理方法

指定管理

指定管理

(一財)福岡コンベ 民間賃貸
ンションセンター
が設置運営

管理者

（一財）福岡コン （一財）福岡コン （一財）福岡コン

(株)福岡サンパ

ベンションセンタ ベンションセンタ ベンションセンタ レス
ー

ー

ー

【各コンベンション施設等の位置関係】

イ

指定管理者
本施設については，指定管理者制度導入以来，非公募で，(一財)福岡コンベンショ
ンセンターが指定管理者に選定されている。
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（一財）福岡コンベンションセンターは，基本財産 2 億円のうち，1 億 8500 万円
を福岡市が出損している福岡市の外郭団体であり，マリンメッセ福岡・福岡国際会議
場・福岡国際センターの管理・運営（マリンメッセ福岡・福岡国際会議場は指定管理，
福岡国際センターは（一財）福岡コンベンションセンターが建物を所有して同財団の
業務として運営）を行っている。
また，（一財）福岡コンベンションセンターには，福岡市から，福岡国際会議場の
建設及び福岡国際センターの大規模修繕実施に係る財団の借入償還相当額として，福
岡市と（一財）福岡コンベンションセンターとの協定に基づき，平成２４年度で約９
億３０００万円の補助金が交付されている。
ウ

指定管理者の行う業務
指定管理者の業務は，コンベンション施設の管理に関する基本協定書別紙コンベン
ション施設の管理運営業務の範囲及び基準等によれば，次のとおりとされている。

①コンベンション施設の運営業務
・施設，備品利用にかかる申請，許可，提供に関する業務
・多目的展示室，会議室等の設営及びホール舞台等の機械操作に関する業務
・レストラン，自動販売機，公衆電話等の利便施設の設置運営業務
・駐車場の管理運営に関する業務
・施設の広報，宣伝，情報提供に関する業務
・誘致営業に関する業務
・利用者に対するサービスの提供及び顧客満足度の調査に関する業務
・施設の利用制限に関する業務
・利用料金の徴収に関する業務
・その他これらに付帯する業務
②施設・付帯設備の保守管理に関する業務
③施設の提供に関する業務
④施設の設置目的達成に必要な業務
⑤市への報告，連絡に関する業務
⑥市が実施する事業等への協力業務
⑦その他市長が必要と認める業務
（2）
ア

問題点

本施設の必要性
本施設の設置目的は，内外の優れたコンベンションの開催の場を提供することによ
り，本市におけるコンベンションの振興を図り，もって地域経済の活性化及び地域文
化の発展に寄与することにある（福岡市コンベンション施設条例第１条）。本市にお
いて，このような目的の必要性は認められると考えられる。もっとも，上述のとおり，
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指定管理の対象となっているコンベンション施設のうち，福岡国際会議場は，(一財)
福岡コンベンションセンターが所有し，福岡市が無償で借り受けて，公の施設として
位置づけ，(一財)福岡コンベンションセンターを指定管理者として指定し，管理・運
営が行われている。このように福岡市が一旦施設を借り受けて，さらに指定管理施設
として管理を行う必要があるのかは，検討の余地があると考える。
福岡国際センターは(一財)福岡コンベンションセンターが所有し，直接管理・運営
していることから，福岡国際会議場を福岡市が借り受けなければコンベンション施設
としての維持ができないという事情もないようであるし，福岡サンパレスは福岡市が
民間業者に貸付を行い，民間が運営している施設であることから，コンベンション施
設についても必ずしも指定管理者による管理が必要とされるものでもないものと考
える。仮にコンベンション施設を一体として管理・運営する必要があるのであれば，
４施設を一体として指定管理等の方法により管理させるべきであるし，特にそのよう
な必要がないのであれば，福岡国際会議場を福岡市が借り受ける必要性はないものと
考える。
本市においては，コンベンション施設の今後の管理・運営方針について検討し，明
確なビジョンを持って管理方法を決定すべきである。
イ

非公募であることについて

(ｱ) マリンメッセ福岡について
総論記載のとおり，原則として，指定管理者は広く公募し，複数の応募者の中から
もっとも当該施設を管理するにふさわしいものを選定すべきである。
しかしながら，上述のとおり，本施設については指定管理制度導入後，継続して非
公募により（一財）福岡コンベンションセンターが指定されている。
担当課によれば，非公募としている理由は，①施設の公平な利用の確保，②福岡国
際センターを所有して運営している，（一財）福岡コンベンションセンターが 3 つの
施設を一体的に管理運営することにより高稼働率が確保できること，③（一財）福岡
コンベンションセンターが効率的な管理運営に努めた結果，生じた収益金を市に寄付
しており，マリンメッセ福岡の大規模修繕が必要となる第２期指定管理期間において，
その費用を一部負担することで本市への財政上の負担軽減が見込まれること等を踏
まえ，指定管理者評価委員会の意見を聞いたうえで非公募選定の妥当性について意見
を徴したとのことであった。
確かに，本市に設置されている各コンベンション施設は，いずれも近接して建設さ
れており，大規模なコンベンションが開催されることが少なくないこと，各施設の稼
働率が一定程度確保されているため，相互に連携して管理することにより稼働率を上
げることが期待できるとは思われ（特定の施設が利用できない場合に他の施設を利用
する等）
，また，コンベンション施設のうち，福岡国際会議場を所有しているのは（一
財）福岡コンベンションセンターであるため，指定管理者を選定するにあたっても，
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（一財）福岡コンベンションセンターの意向を尊重する必要があることは理解できる。
しかしながら，必ずしも施設所有者と指定管理者を同一としなければならないわけで
はなく，施設利用の公平性についても，必ずしも（一財）福岡コンベンションセンタ
ーに管理させることで確保されるという理由は見当たらない。また，本市の財政負担
軽減の面からも，本施設から得られる利益の納付を条件にさせればよいのであるから，
本市への財政上の負担軽減を図ることは難しくない。他に，マリンメッセについて（一
財）福岡コンベンションセンターを非公募で指定管理として選定しなければならない
理由はなく，本施設についても，指定管理者の選定にあたっては，原則どおり公募で
指定管理者候補者を募るべきであると考える。
(ｲ) 国際会議場について
他方，福岡国際会議場については，建物を所有しているのが（一財）福岡コンベン
ションセンターであり，（一財）福岡コンベンションセンターには，建物建設にあた
り建設費を借入させるなどの負担を課していることから，同法人の意向を尊重する必
要があり，少なくとも施設建設費の返済が完了するまでは，非公募で（一財）福岡コ
ンベンションセンターを指定管理者に選定することは相当であると考える。
ウ

施設の管理方法

(ｱ) 他のコンベンション施設等との関係
上述のとおり，本施設が設置されているコンベンションゾーン内には，本施設２つ
の他，福岡国際センターと文化施設の福岡サンパレスが設置されているが，施設の権
利関係や管理運営方法が複雑になっている。詳細な権利状況は上記⑴ア(ｳ)に記載した
とおりであるが，例えば，マリンメッセ，国際会議場は指定管理者による管理・運営
が行われており，国際センターは土地を外郭団体に無償貸与する方法により外郭団体
による設置・運営が行われている。また，福岡サンパレスは，本市が土地・建物を所
有しているものの，施設を民間に賃貸し（普通財産であるため，賃貸が可能となる）
，
賃借人による施設運営が行われている。同じ指定管理の方法により管理・運営されて
いるマリンメッセ，国際会議場についても，土地建物の権利関係がそれぞれ異なる（マ
リンメッセは土地・建物とも福岡市所有であるが，国際会議場の土地は福岡市，建物
は（一財）福岡コンベンションセンター所有となっている）等，権利関係が整理され
ておらず，複雑化している。
この点について，平成１７年度の包括外部監査において，「コンベンションゾーン
内にある他の３施設が経済振興局の管轄下にあるのとは異なり，サンパレスは市民局
管轄で民間に管理委託している。福岡市のコンベンションゾーンの諸施設を効率的に
管理運営するためには，サンパレスを含めた ４つの施設を統一的に管理する必要が
あるのではないかと考える。」との意見が述べられている。この意見に対しては，担
当課によれば，サンパレスは文化施設であり他の施設はコンベンション施設であるか
ら一体管理は行っていないとのことであった。
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さらに，同包括外部監査において，サンパレスを除く３つのコンベンション施設の
権利関係が複雑化していることについて「国際会議場及び国際センターの土地は福岡
市経済振興局が所有しているが，建物はコンベンションセンターが所有し，国際会議
場建物は経済振興局に無償貸与している。マリンメッセは，港湾局所有の土地を経済
振興局が有償貸与を受けており，建物は経済振興局が所有している。 また，国際会
議場及びマリンメッセは公の施設で指定管理者制度の対象であるが，国際センターは
公の施設とはされておらず，コンベンションセンターの自主事業となっている。この
ような状況では，３つの施設を対象とした指定管理者制度を導入するにあたり，コン
ベンションセンターの位置づけが中途半端といえる。 短期的には，３ 施設とも公の
施設として全施設を対象とした指定管理者制度を導入し経済的で効率的な管理運営
委託を実施すべきと考える。その際，コンベンションセンターが施設の一部を所有し
ていることで指定管理者の選定に複雑な影響を及ぼす可能性があるので，中長期的に
は土地及び建物の所有関係を整理しておく必要があると考える。」という意見が述べ
られている。この点について，現時点では整理されていないようである。
コンベンション施設の一体的管理を図り，コンベンションゾーンを本市の計画に基
づいて維持し，発展させていくためには，平成１７年度包括外部監査において述べら
れているとおり，権利関係を整理しておくべきである。
なお，上記のように施設の権利関係が複雑になっている原因は，当初，国際会議場
は，公の施設として福岡市が建設する予定であったが，建設当時，財団であれば低利
子で建設資金を調達できたことから，福岡市と財団とで協定を結び，財団が融資を受
け建設することになったことにある。この際，金融機関の融資条件として公の施設と
して位置付けることを求められたという事情もあるようである。
この建設資金のための借入金の返済資金は福岡市が銀行と損失補償契約を結び，財
団へ補助金として支払うことで実質的には福岡市が負担している。
また，担当課によれば，サンパレスについては，普通財産として管理されており，
公の施設ではないことから指定管理制度の対象とならないという事情もあるようで
ある。
このように，施設の権利関係が複雑化した事情には理解できるものがあり，施設建
設費の返済が完了するまでは，管理運営の整理等は事実上困難であると思われること
から，ここでは意見等としては記載しないこととするが，今後の権利関係，管理方法
等の整理のため，計画及び関係団体との調整を進めておくことが必要であると考える。
(ｲ) 本施設の管理について
公の施設の管理方法としては，市の直営による管理運営も考えられうるものである
（実際に，上記のとおり他のコンベンション施設，文化施設等では指定管理以外の方
法で管理運営されているものがある）が，本施設については，平成１８年度以降，指
定管理の方法により管理運営されている。本施設の設置条例を見ると，施設の管理及
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び利用料金に関する定めとして，次のとおりの定めが置かれている。
(指定管理者による管理)
第6条

市長は，コンベンション施設の管理を地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第

244 条の 2 第 3 項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせること
ができる。
（以下略）
(利用料金)
第7条

コンベンション施設の許可利用者からは，指定管理者が定める料金(以下「利

用料金」という。)を徴収する。
2 指定管理者は，利用料金の額を定める場合は，あらかじめ市長の承認を受けなけれ
ばならない。承認を受けた利用料金の額を変更しようとするときも，また同様とする。
3 市長は，前項の承認の申請があった場合において，当該申請に係る利用料金の額が
次の各号に適合していると認めるときは，承認をするものとする。
（中略）
4 市長は，第 2 項の承認をしたときは，速やかに当該利用料金の額を公告するものと
する。
5 利用料金は，指定管理者の収入として収受させるものとする。
6 指定管理者は，市長が特別な理由があると認めるときは，利用料金を減額し，又は
免除することができる。
地方自治法は，地方公共団体は，許可を受けてする行政財産又は公の施設の利用につ
いて使用料を徴収することができるとし（同法第２２５条），福岡市行政財産使用料条
例第１条は行政財産の使用料については，他の特別の規定がある場合を除くほか，この
条例によるとして，使用料については条例で定めるものとしている。したがって，公の
施設の使用料は，指定管理制度導入実施の有無にかかわらず，設置条例で規定しておく
必要がある。
しかしながら，本施設設置条例の規定は，上記のとおり，指定管理者が利用料金を決
定するとされ，指定管理者の存在が利用料金決定の前提となっている。このような定め
では指定管理以外の管理用法による場合には使用料の徴収ができず，本施設の設置条例
として，本施設に関する通則的な役割を果たすことができていない。
また，指定管理者が利用料金を定めるとしても，地方自治法も「前項の場合（指定管
理者にその管理する公の施設の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受さ
せる場合）における利用料金は，公益上必要があると認める場合を除くほか，条例の定
めるところにより，指定管理者が定めるものとする」として，当該施設の使用料を徴収
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することを条例で決めたうえで，利用料金制度を採用した場合には，指定管理者が，地
方公共団体の承認を受けて，利用料金を定めることができるとしていることから（同法
第２４４条の２第９項），設置条例において，まず①使用料を徴収すること及び使用料
の上限等の基本的枠組みの規定を置いたうえで，②本施設の管理を指定管理者に行わせ
ることができる定めを置き，さらに③利用料金を指定管理者に収受させることができる
という規定を置いたうえで，④利用料金を条例の枠のなかで，指定管理者が定めるとい
う段階を踏んだ規定にすることが必要である。
☞意見８４
☆

利用料金制度を採用する場合でも，利用料金に関する設置条例の定め
は，まず①使用料の徴収及び使用料の上限等の枠の規定を置いたうえ
で，②本施設の管理を指定管理者に行わせることができる定めを置き，
さらに③利用料金を指定管理者に収受させることができるという規定
を置いたうえで，④指定管理者が，条例の基本的枠組みの中で，利用料
金を定めるという段階を踏んだ規定にする必要がある。

さらに，指定管理者に利用料金を定めさせる場合においても，条例で利用料金の基
本的枠組み，算定方法等を定めなければならないこととされているが（地方自治法２
４４条の２第９項），本施設の設置条例には利用料金の算定方法等は全く規定されて
いない。
☞指摘１９
★

利用料金の基本的枠組み，算定方法等を条例又は施行規則に定める必
要がある。

エ

指定期間
ガイドライン上，公募によらない選定方法による指定の場合には，指定管理者の選

定や監督などについても今後検討あるいは改善すべき余地があること，将来的な民間
事業者の算入の機会を確保すべきであることなどから，指定期間は３年を超えないも
のとされている。
この点，本施設については非公募であるため，上記ガイドラインの原則によれば，
３年の指定期間とすべきところを，平成２１年度開始の指定期間，及び平成２６年度
開始の指定期間のいずれについても５年間の指定期間で指定管理者が選定されてい
る。このように，本施設についてガイドライン上の原則と異なり，３年間ではなく５
年間の指定期間とされている理由は，担当課によれば，大規模なコンベンションの開
催等には，計画から実施まで３年以上の期間を要する場合があるためとのことであっ
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た。確かに，指定期間が３年とされれば，指定期間中を超えたコンベンションの開催
を計画することは多々支障が生じるものと思われ，本施設について短期間の指定期間
を設定することは好ましくない（もっとも，非公募で同じ指定管理者が継続して選任
され，事実上次期指定管理者も決定されてしまっている場合には，次期指定管理期間
に実施するコンベンションの計画を前期指定管理期間に行うことも可能であると思
われる。
）
。また，ガイドライン上，３年を超える指定期間を設定する場合には，組織
調整課と協議することとされているが，本施設についてはこの手続き的要件も満たし
ているようである。したがって，仮に非公募のまま本施設の指定管理者を選定すると
しても，指定期間を５年に設定することにも一応の理由が認められると考えられる。
オ

選定手続きについて

(ｱ) 上述のとおり，本施設についてはこれまで一貫して非公募で指定管理者が選定され
ているが，その選定・評価にあたっては，
「指定管理評価委員会」及び，
「指定管理者
審査委員会」を設置し，第三者の意見を聴取する機会を作っている。「指定管理評価
委員会」においては，指定管理期間を通じた総合評価，管理運営，今後の指定管理者
制度の運用の在り方等について検討することとされており（「福岡市コンベンション
施設の指定管理評価委員会に関する要綱」第１条），
「指定管理者審査委員会」におい
ては，指定管理者の候補者の指定申請書及び添付書類の審査が行われる（「福岡市コ
ンベンション施設指定管理者審査委員会に関する要綱第２条」）。なお，これらの委員
会は別途設置されているが，平成２０年度までの指定管理期間の評価，平成２１年度
開始の指定管理者の候補者の指定申請書の審査等にあたって設置された委員会では，
全く同じメンバーが委員会を構成していた。本施設について非公募で指定管理者が選
定されていることを考えれば，評価委員会を設置し，指定管理者の業務について事後
的に評価する仕組みをとっていることは評価できる。
また，指定管理者の選定にあたり，当該施設の特性に応じて，公募とすべきか，非
公募とすべきか，また，非公募とすべきであっても，どの指定管理者に管理・運営を
行わせるのが適当なのかという点について各専門的見地からの公平な検討が必要で
あることから，第三者によって構成される指定管理者審査委員会を設けたことも評価
されるべきであると考える。この指定管理審査委員会では，総合評価にかかる評価項
目に関すること，指定管理期間を５年とすること（コンベンション施設の場合，５年
は短い，指定管理期間終了前に更新することが望ましい等），非公募で選定すること
（公平性の確保や地域経済への影響を考える必要がある，稼働率，収益ともに上昇し
ているのであれば現行指定管理者に引き続き管理させることに問題ない等）等につい
ても一応の議論がなされ，指定管理者からのヒアリングも実施されているようである。
(ｲ) もっとも，平成２０年に設置された委員会には，「指定管理評価委員」
，「指定管理
者審査委員」のいずれにも（公財）福岡観光コンベンションビューローの事務局長が
一委員として参加している。ここで，（公財）福岡観光コンベンションビューローと
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（一財）福岡コンベンションセンターとは別の団体ではあるものの，（一財）福岡コ
ンベンションセンターの専務理事が（公財）福岡観光コンベンションビューローの評
議員に就任している上，（公財）福岡観光コンベンションビューローの理事長が平成
２０年度から２年間，
（一財）福岡コンベンションセンター理事に就任していること，
さらにコンベンション施設の管理運営にあたっても連携している部分が大きいと思
われることから，団体相互のつながりが深いことは否定できない。特に，両団体の役
員構成等から考えれば，（公財）福岡観光コンベンションビューローの理事が指定管
理者の選定・評価に関与することは公正な選定・評価に疑義を生じかねないことから，
指定管理者候補者とつながりが深い同団体関係者を選定委員とすることは避けた方
がよいと思われる。なお，担当課によれば，同様の指摘を議会から受けており，（公
財）福岡観光コンベンションビューローの関係者は委員に選定しないこととしたとの
ことであるので，ここでは意見としては記載しないこととする。
(ｳ) さらに，本施設の指定管理者審査委員会では，要綱上，市職員が委員長に就任すること
とされており（福岡市コンベンション施設指定管理者審査委員会に関する要綱第５条第
１項）
，本会の議事は出席委員の過半数をもって決し，可否同数の場合は委員長の決する
ところによる」
（同要綱第７条第２項及び第３項）とされている。産学連携交流センター
で述べたところと同様に，指定管理者審査委員会は外部専門家の意見を聴取するために
開催される場なのであるから，その議事を市職員が決するような要綱，運営は避けるべ
きである。
☞意見８５
☆

福岡市コンベンション施設指定管理者審査委員会に関する要綱の指
定管理者審査委員会の委員長に市職員が就任する旨の定めは削除すべ
きである。

また，本施設については，現在の本市におけるガイドライン上の選定委員会の位置づ
け（意見聴取の場であり最終結論を出すことはしない）に沿って，福岡市コンベンショ
ン施設指定管理者審査委員会に関する要綱が改正され，指定管理者審査委員会で議事を
決する旨の規定は削除されたとのことである。この訂正後の要綱を前提として考えると，
選定委員会は本市が意見聴取をする場であるのだから，本市の職員が委員として参加す
る必要はない（委員に対する説明が必要なのであれば事務局として参加すれば足りる）
。
したがって，いずれにしても，本市職員が，選定委員会の委員（長）に就任する必要は
ないという結論に変わりはない。

カ

市への納付金について
本施設については指定管理料を支払っていない。他方で，（一財）福岡コンベンシ

ョンセンターの利用料収入については，指定管理者の収入として収受されており，運
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営により得た収益については，コンベンション施設の大規模修繕費や備品の更新，人
件費などの目的を持って特定資産として積み立てられているほか，マリンメッセの修
繕に係る財源に充てるため，（一財）福岡コンベンションセンターから福岡市へ，一
定額が納付金として支払われている。平成２４年度のコンベンション施設の収支は以
下のとおりであり，施設使用料による収入は以下のコンベンション事業収入に含まれ
ている。
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【平成２４年度のコンベンション施設の収支】

単位：円

このように，平成２４年度だけでみても，本施設の事業収支部分は施設建設費返済
に充てられる補助金及び支出を除くと，５８０,９６６,９１１円の黒字となっている
（なお，この額は事業収支部分の黒字であり，法人全体の最終的な利益額とは異なる。
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また，法人は福岡国際会議場の修繕費（上記費目のうちコンベンション事業費支出，
固定資産取得費支出に含まれる）の他，各施設従業員の退職給付引当金等（上記費目
のうち，特定資産取得支出に含まれる）を負担しなければならない。）。指定管理者か
らは，本市に対し，「利用料金収入による剰余金のうち一定額（毎年度１５０，００
０，０００円を上限とする。）
」（基本協定書第４条）が納付されることになるが，こ
の納付金の算定根拠は定められていない（なお，この基本協定書の定めは平成２２年
３月末日付変更協定書で変更されており，その後締結された実施協定書で，平成２２
年度納付金額は４億５０００万円，平成２３年度の納付額は１億５０００万円とされ
た）。この納付金は，利用料金収入の剰余金から支払われるものであり，本市もコン
ベンション施設の設置管理（設置費用，修繕費用等）には相当額の負担をしているの
であるから，実質的には利用料金の一部分配を求めるものであると言える。指定管理
者の立場から見ても，実際には利用料金の全額が指定管理者の利益となるわけではな
く一部本市に支払いを要するにも拘らず利用料金のすべてを指定管理者の収入とす
ることは，実状にも反する。したがって，現在支払われている指定管理者から本市へ
の納付金は，協定書等においても利用料金の分配金として整理すべきである。そして，
同納付金は，利用料金の分配金としての性質を有するのであるから，指定管理者の指
定管理対象施設以外に関する収支等を考慮して金額を定めるのは相当でなく，利用料
金収入の額に応じて支払額を決定する必要があり，協定書等で予め本市への納付額の
算定方法を定めることが必要である。
☞意見８６
☆

現在指定管理者が納めている納付金は，実質的には利用料金の一部分
配金であるので，協定書上も納付金ではなく利用料金の分配として扱う
べきである。同納付金の算定にあたっては，指定管理者が指定管理業務
により得ている利益額から見て相当な額となるよう算定する必要があ
る。

☞意見８７
☆

利用料金の剰余金から本市に支払われる納付金については，明確
な算定方法を決定すべきである。

キ

協定書等について
本施設の基本協定書においても，産業振興部産業振興課所管のはかた伝統工芸館につ
いて述べたところと同様に，
「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
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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。

５－35

４ 博多町家ふるさと館
単位：千円（端数切捨て）
施設名

博多町家ふるさと館

所在地

施設数

１

福岡市博多区冷泉町 6-10

担当部・課

観光コンベンション部・観光振興課

根拠法令

博多町家ふるさと館条例
同施行規則

施設の設置目的

取り壊し寸前の明治・大正期の博多の町家を，市民の声をきっかけに移
築復元したもので，明治・大正の時代を中心に博多の暮らし，祭り，文
化や歴史を紹介し，本市の観光振興及び地域活性化に寄与する。
指定期間
（開始年月）

管理者名

現在までの指定管理者

㈶福岡観光コンベンションビューロ
ー，㈱西日本新聞イベントサービス共 Ｈ18.4～H21.3
同事業体

公募（3）

㈱キャナルエンターテインメントワー
クス

Ｈ21.4～H26.3

公募（3）

㈱西日本新聞トップクリエ

H26.4～H31.3

公募（2）

Ｈ22
当初指定管理料

Ｈ23

Ｈ24

Ｈ25(予定額)

50,505

50,505

49,397

0

0

0

精算後指定管理料

50,505

50,505

49,397

市のその他の支出

3,107

5,447

1,689

指定管理料

精算

Ｈ22
利用料金の合計額

Ｈ23
7,806

Ｈ24
7,936

利用料金の帰属先

指定管理者

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)

自主事業の概要

公募（応募数）・
非公募

49,398

2,012
Ｈ25(予定額）

7,913

11,200

観覧料
2,067

展示企画展，伝統工芸体験等

指定管理導入以前の管理方法 管理委託（福岡観光コンベンションビューロー）
備考

※１ この他，本施設から生じる利益として，みやげ処の売り上げによる
物販収入がある。みやげ処からの収入はすべて指定管理者の収入とさ
れている。

⑴

概要

ア

博多町家ふるさと館について
「博多町家」ふるさと館は，明治・大正期の博多の家を，現在の場所に移築復元した建
物であり，明治・大正時代の博多の暮らしを紹介するため，平成７年に開館した施設で
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ある。建物は展示棟，町家棟，物産棟で構成されており，歴史や文化に関する資料収集・
保管を行い，展示している。町家棟は明治 20 年代前半に博多織元の住居兼織り場として
建てられた，町家を移築復元したもので，福岡市の指定文化財に登録されている。
施設の概要は以下のとおりである。

物産棟

町家棟

展示棟

地上 2 階建

地上 2 階建

地上 3 階，地下１階建
3階
機械室

2階

1 階，2 階

2階

館長室，事務室等

福岡市指定有形文化財

展示，情報コーナー，体験コーナー

1階

1階

みやげ処

展示，情報コーナー
地下 1 階
休憩所，トイレ，収蔵庫等

各施設の平成 24 年度の利用状況は以下のとおりである。
【平成 24 年度の施設の利用状況（人）】
町家棟（有料観覧者）

41,356

町家棟（無料観覧者）

75,211

展示棟入館者
みやげ処入館者
合計

116,567
43,638
160,205

※なお，上記町家棟，展示棟，みやげ処入館者は，重複してカウントされているもの
が含まれると思われる。
イ

指定管理者について
本施設については，平成 18 年に指定管理制度が導入されるまでは，福岡市の外郭団体
である福岡観光コンベンションビューローが管理委託制度に基づき管理していたが，指
定管理制度が導入された平成 18 年 4 月以降，上記のとおり公募により指定管理者が選定
されている。
平成 24 年度に本施設を管理していたのは，福岡市博多区に本社を置く，㈱キャナルエ
ンターテインメントワークスという，イベント主催，広告宣伝等を業とする地場企業で
あったが，平成 26 年度から始まる指定管理者の公募では，第 1 期及び第 2 期で指定管理

者に選定されていた団体からはいずれも応募がなく，新たに応募してきた 2 団体のうち
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から指定管理者が選定された。
ウ

指定管理業務について
本施設の「仕様書及び報告書書式」によれば，本施設に関する指定管理業務は以下の
とおりである。

歴史・文化・伝統等に関する資料の 展示内容の企画，立案
収集・保管・展示等

伝統芸能等の紹介の企画，実施
観光案内，広報活動，その他の業務

施設の利用・観覧料の徴収等

施設利用制限，利用案内，指導，観覧料の徴収等
みやげ処に関する業務

ふるさと館主催の行事等

現行行事（指定管理業務）
・どんたく参加（5 月 3 日，4 日）
・祇園山笠協賛事業（7 月 1 日～15 日）
・ふるさと館夏祭り（8 月）
・博多町家思い出図画展（10 月～2 月）
・博多のもちつき（1 月～2 月）
・ひなまつり（3 月～4 月）
その他のイベント
・指定管理者の負担で実施する

施設の維持・管理

清掃業務，保守・管理，点検業務，その他業務

賓客接遇，事業報告等
地域の活性化に関する業務

地元自治会等の交流，連携，伝統行事等との連携

以上のとおりの仕様に基づき，平成 24 年度に指定管理者により実施された業務は次の
とおりである（本施設の本旨と考えられる，歴史・文化・伝統にかかる展示等の企画，
伝統芸能にかかるイベント等を中心に記載する）
。
【実施イベント等と入館者・観覧料】
実施されたイベント等
指定管理業務

自主事業

入館者数
（人)

観覧料収入
(千円，切捨)

博多を知る・香る お香塾
Ｈ24.4

筑前博多独楽

6,053

574

27,167

453

●ほうり先生展

H24.5

○博多どんたく港まつり協賛
事業
●福岡ミュージアムウィーク
●ほうり先生展
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H24.6

H24.7

●ほうり先生展
●明治・大正・昭和新聞記事に
見る博多祇園山笠展
●明治・大正・昭和新聞記事に
オリジナル山笠ツアー
見る博多祇園山笠展
追い山夜間販売

5,772

608

7,750

794

8,921

729

5,442

669

15,752

775

30,266

984

4,564

473

20,540

565

19,667

584

いけどうろうを作ろう
○夏祭り
H24.8

いけどうろうを作ろう
うち水プロジェクト

●伊東半次郎書簡展
H24.9

●伊東半次郎書簡展
●伊東半次郎書簡展
ＳＩＵナイト

H24.10

竹灯明作り
町家屋台・灯明
抹茶ふるまいサービス
●川上音二郎展
博多ライトアップウォーク
連動企画
はかた伝統工芸広場

H24.11
H24.12 ●川上音二郎展
○博多町家思い出 図画展

正月開館展示棟無料開放

●羽子板展示
H25.1

●町家劇場
昔あそび教室
●ＬＰレコードリクエスト

H25.2

●ＬＰレコードリクエスト
○博多のもちつき

昔あそび教室

H25.3 ○ひな祭り・おきあげ展示
8,311
702
※○・・・本施設の現行行事
●・・・指定管理者による展示内容の企画立案
※入館者は，町家棟観覧者・展示棟入館者・みやげ処入館者を合算した人数であるため，
各施設入館者が重複してカウントされている部分がある
以上のように，本施設については自主事業が積極的に実施され，地域の祭りやイベン
トを活かした業務が行われていることがわかり，指定管理の本来業務としてのイベント
が開催されていない月でも，一定の入館者，観覧料収入が確保されているようである。
⑵

問題点
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ア

施設の必要性
本施設は，明治・大正期の町家である市指定有形文化財を移築・復元した施設（町家

棟）を含んでおり，民間での所有は困難である。また，市の指定有形文化財は，本市の
重要な財産として後世に残していく必要があり，本市の重要な財産であるから，本市が
所有して維持していく必要性がある。
イ

指定管理の必要性・効果
本施設は，指定文化財としての町家棟のみならず，展示棟・みやげ処も合築され，本
施設で各種事業を行うことにより，博多の文化・歴史を紹介し，観光の振興を図るとい

う目的も有する。本施設については，指定管理業務として指定されたイベントの他に，
指定管理者のアイデアによるイベントも多数実施されているようであり，指定管理者の
ノウハウを活かした業務遂行が観光振興に一定の寄与を果たしているものと考えられる
（業務報告書等に，過去数年の利用者数や利用料金等の推移を記載する形とすれば，よ
り効果が検証しやすいと思われるので，報告書の記載事項として追加することを検討し
て頂きたい）
。
また，担当課によれば，指定管理制度の導入により，以下のとおり約 1000 万円の経費
削減が図られたとのことであった。
項

目

H17 決算

H18 決算

H18-H17

職 員 ( 係 長 級 )

9,308,000

0

-9,308,000

館長報酬

1,524,000

1,524,000

0

博多町家ふるさと館委託

60,075,000

50,594,000

-9,481,000

235,000

0

-235,000

71,142,000

52,118,000

-19,024,000

入館者収入

8,735,000

0

-8,735,000

行政財産使用料

1,553,000

1,527,000

-26,000

10,288,000

1,527,000

-8,761,000

60,854,000

50,591,000

-10,263,000

電気保安協会委託料
支

収
収

出

入
支

指定管理制度による場合には選定委員会の開催等，本市の事務作業量や外部者の関与
が増える面も否定できないと思われることから，単純に上記の金額のみ比較することは
できないかもしれないが，指定管理者を公募して，競争の原理を働かせることにより，
経済的にも施設の適正管理という面でも一定の効果は生じているものと考えられる。
ウ 選定手続きについて
(ｱ) スケジュールについて
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平成 20 年度に指定管理者が選定された際は，選定スケジュールは以下のとおりであっ
た。
公募要項の配布

H20.8.18～8.29

説明会

H20.8.26

応募受付

H20.9.8～9.12

選定委員会開催

H20.11.6,11.8

議会議決

H20.12.18

このスケジュールでは，公募要項配布の開始から応募締め切りまで，1 か月弱しか期間
が置かれておらず，
説明会開催日から応募締め切りまでも 2 週間程度しかないことから，
応募を検討している団体にとって，十分な準備期間が与えられていたとは言えない。指
定管理者の選定にあたっては，応募団体が多いほど，本市の選択肢も増えるのであるか
ら，応募団体に十分に準備の時間を与えられるようなスケジュールを組むべきであった。
もっとも，
「ガイドライン」上，公募期間を 1 か月以上とることの必要性が明記された
のが平成 20 年度の指定管理者選定後であったこと，実際に平成 20 年度の公募時には 3
団体の応募があっており大きな支障は生じていないものと思われること，平成 25 年度の
公募時には次のとおりのスケジュールに改善されていることから，ここでは意見として
は記載しないこととする。
（以下は，平成 26 年度から開始する指定期間についての選定スケジュールであり，公
募要項の配布開始から応募受付終了まで 1 カ月半程度の期間が置かれている）
公募要項の配布

H25.8.1~8.30

応募受付

H25.9.9~9.13

選定委員会開催

H25.10.18

(ｲ) 選定委員会について
平成 20 年度の指定管理者選定にあたっては，選定委員会が 2 回開催され（平成 20 年
11 月 6 日及び 8 日）
，いずれも会議は非公開とされている。議事録を見ると，非公開とさ
れた理由は「審査委員が率直な意見を述べるため」とされている。しかしながら，本市
ガイドライン上，会議を非公開とすることができるのは，
「会議の内容が福岡市情報公開
条例第７条に規定する非公開情報に該当する事項に関するものであるとき，又は，公開
することにより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」に限られる
とされている。実質的に考えても，応募者や施設利用者，将来応募を考えている業者等
には，どのような理由で管理者が選定されているのかを知る機会を与えるのが相当であ
り，審査会は可能な限り広く開かれるべきである。
本施設の選定委員会で，審査委員が率直な意見を述べられないことは会議の適正な運
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営に著しい支障が生じる場合にあたるとはとは考え難いし，そもそも公開することによ
り審査委員が率直な意見を述べることができないとも考えられない。したがって，選定
委員会を非公開とすることができる例外的場合に該当しないことは明らかであり，原則
どおり，公開により選定委員会を開催すべきであった（なお，平成 25 年度に開催された
選定委員会でも全く同じ理由で非公開とする決議がとられている。）。
☞意見８８
☆

選定委員会に，非公開とすべき理由は見当たらないことから，公開で

会議を実施すべきである
(ｳ) 書類審査について
平成 25 年度に実施された指定管理者選定にかかる公募要領を見ると，選定の流れ以下
のとおりとされている。
①応募書類の確認（書類審査）
団体からの提出資料については。応募資格を満たしているのかを事務局で確認をし
ます。
②書類審査の結果通知
書類審査の結果は，郵送にて通知します。
発送時期：平成 25 年 10 月上旬予定
③選定方法
書類審査を通過した上位 3 から 4 団体に対して，ヒアリングを実施したうえで，
提案された内容を総合的に審査し，候補者を決定します。
（詳細については，別途
通知）
この公募要領によれば，多数の団体から応募があった場合，ヒアリングが実施される
のは，書類審査を通過した上位 3 から 4 団体ということになる。この際，書類審査を行
うのは，事務局とされていることから，一部の団体は事務局による書類審査で振り落と
され，選定委員会の審査対象からはずれることとなってしまう。原則としては，応募し
たすべての団体について選定委員会において審査の対象とすべきであり，ヒアリングの
対象を絞るとしても，その選定は審査委員会に任せるのが相当である。なお，平成 25 年
度は 2 団体の応募しかなかなく，全団体についてヒアリングが実施されたため，実害は
生じていない。
☞意見８９
☆

事務局による書類審査で選定対象となる団体を絞るかのような公募
要項の記載は訂正すべきであり，選定対象の選別は選定委員会に任せる
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べきである。
エ

自主事業について

(ｱ) 本施設については，上述のとおり，かなり活発に自主事業が行われている。本施設の設
置目的達成のため，自主事業は積極的に行われるべきであり，この点については本施設
の管理・運営は評価できる。しかしながら，自主事業のために指定管理者が施設を使用
する際には，原則として，福岡市に対し，使用料を支払わなければならないこととされ
ている（福岡市行政財産使用料条例第２条）
。福岡市においてこれを減免することもでき
るが，減免する場合には，福岡市行政財産使用料条例にかわる根拠に基づかなければな
らない。
これを本施設についてみると，本施設については，自主事業の実施について条例や協
定書に何ら記載されていない。したがって，本施設の自主事業については，根拠に基づ
かずに，また，減免の手続きも取られずに，行政財産使用料の徴収が行われていない状
況となっている。このような状況は早急に改められなければならないが，利用者サービ
スに資する自主事業については条例上減免の根拠を定めた上で，一部を減免する取り扱
いが相当ではないかと思われる。
☞指摘２０
★

指定管理者に自主事業を実施させるにあたり，行政財産使用料が徴収

されておらず，減免の手続きも取られていない。早急に減免の規定を整
備した上で，適法に自主事業を行うことができる体制を整備する必要が
ある。
(ｲ) また，本施設については，指定管理業務と自主事業の整理が十分でないように思われる。
仕様書においては，指定管理者が行う業務として，次のとおり記載がある。
現行の行事を継続することを基本とするが内容の変更や新規行事の開催などの提案をで
きるものとする。
a 現行行事
・博多どんたく参加（5 月 3 日，4 日）
・博多祇園山笠（7 月 1 日～15 日）
・博多町家ふるさと館夏祭り（8 月）
・博多町家思い出図画展（10 月～2 月）
・博多のもちつき（1 月～2 月）
・ひなまつり（3 月～4 月）
b その他のイベント
その他のイベントについては指定管理者の負担で行うこと
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これを見る限り，「その他のイベント」を「指定管理者の負担」とすることで，一応，
指定管理業務と自主事業は区別されているようにも思われる。しかしながら，事業報告
書で実際に実施された事業を見ても，どちらに該当するのか判然としなものが複数ある
（例えば，明治・大正・昭和新聞記事に見る博多祇園山笠展，オリジナル山笠ツアー，
追い山夜間販売等は，博多祇園山笠に関する指定管理業務の一つなのか自主事業なのか
判然としない）
。そもそも，本施設の指定管理者には，「ふるさと館主催の行事に関する
こと」として，
「季節に合わせた定例行事や展示棟における企画展などを，地域住民の協
力を得ながら開催すること」が求められており，これは本施設の指定管理業務の主たる
ものである。そして，上述の指定管理者が自主事業として行ったイベント等を見る限り，
いずれも「季節に合わせた定例行事や展示棟における企画展などを，地域住民の協力を
得ながら開催すること」に正にあたるものであり，自主事業として整理することは相当
でない。
なお，仮に，自主事業として整理している事業については指定管理料として経費が払
われていない等，自主事業とする特段の必要性があるのであれば，そのような事情がわ
かるように報告書や指定管理者の経費積算等を作成させるべきである。現在の提出され
ている報告書を見ても，その事業が「指定管理者の負担」で行われたのか不明である。
☞意見９０
☆

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。経費負担・利益の帰属を基準に区分するのであれば，その
区分が明確になるように協定書又は使用書を作成し，また，報告書を作
成させる必要がある。

オ

指定管理料について
本施設の指定管理料は，過去 3 年間の実績を平均して，本施設の管理運営に要する経

費を算出し，そこから予想される収入を差し引く方法で積算されている。指定管理料の
支払い方法は全額前払いとされ，精算は前提とされていない（平成 24 年度時点）。した
がって，観覧料等の収入の増額，経費の削減が指定管理者の利益と直結する仕組みとな
っている（なお，収入が増え，経費が削減されれば，将来の指定管理料の算定にも影響
することから，長期的に見れば必ずしも指定管理者の利益とはならない）
。このように指
定管理料について精算を行わないことは，指定管理者にとって経費削減や収入増加を図
るためのインセンティブになると考えられることから，民間活力の導入という指定管理
制度の本旨に沿うものであると考える。
なお，修繕費や備品購入費等，費目上精算が予定されているものは，本市のガイドラ
イン上，原則として精算すべきものとされているところ，本施設についても，平成 26 年
以降は，修繕費について，別途 100 万円を指定管理者に交付し，年度ごとに精算する方
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法をとることとされた。上述のとおり，精算を行わない方法は，指定管理者のインセン
ティブという面で評価できるが，全く精算が予定されていない場合には，管理運営の年
限が限られている指定管理者にとって，修繕費・備品購入費等を支出して施設の維持管
理に努めることは期待しがたい。したがって，修繕費や備品購入費等，費目上精算が予
定されているもののみについて清算を実施することは相当であると考える。
カ 事業報告について
(ｱ) 本施設については年度ごとに事業報告書が提出されているが，この報告書には，指定管
理の本来業務であるとされている物販（みやげ処に関する業務）について，全く記載さ
れていない。指定管理者は，本施設の指定管理業務について報告義務を負っているので
あるから（基本協定書第２０条）
，この点，事業報告には不備があると言わざるを得ない。
☞指摘２１
★

本施設の管理業務の一部であるみやげ処に関する業務について，事業
報告書に，業務内容及び収支にかかる記載が全く見られない。指定管理
業務については，協定書等に基づき，不備なく事業報告書にて十分な報
告をさせるべきである。

なお，みやげ処に関する業務は，指定管理業務とされているが，他方で「みやげ処の
運営を第三者に委託する場合は，その契約業務を（指定管理業務に）含む」，「みやげ処
については，指定管理者の責任とする」とされ，また，みやげ処の収入は指定管理者の
収入となり，第三者に委託した場合にも当該第三者から支払われる料金は指定管理者の
収入とされており，このようなスキームで実施する事業については指定管理者の自主事
業として整理することも検討されて良いと思われる。
(ｲ) また，本施設については多数自主事業が行われているが，自主事業についての収支の報
告が挙げられていない。自主事業も，指定管理者として選定されるにあたって，指定管
理者が提案した事業であり，本市の承諾を受けて実施されているものであるのであるか
ら，事業内容のみならず，その収支についても十分に報告させる必要がある。特に，本
施設については，上述のとおり，経費の負担が指定管理業務と自主事業の区分の一基準
となっているものとも思われることから，事業ごとに収支を明らかにさせることが必要
であろうと思われる。
なお，平成 26 年度開始の指定管理について締結予定の基本協定書案には，自主事業に
ついて自主事業実績報告書を作成することが義務付けられていることから，来年度以降
は自主事業についても指定管理業務と別途で報告書が提出されることになると思われる。
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☞意見９１
☆

自主事業についても，事業内容のみならず，収支を記載した報告書の
提出を求めるべきである。

キ

協定書について
本施設の基本協定書においても，はかた伝統工芸館について述べたところと同様に，

「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。
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５

福岡市音楽・演劇練習場（祇園音楽・演劇練習場，大橋音楽・演劇練習場，千代音

楽・演劇練習場）
本市においては，福岡市音楽・演劇練習場条例の定めのもと，3 つの音楽・演劇練習
場が設置されている。
施設名

福岡市音楽・演劇練習場

所在地

下記（1）,（2）,（3）のとおり

担当部・課

文化振興部文化振興課

根拠法令

福岡市音楽・演劇練習場条例

施設数

3

施設ごとの概要は以下のとおりである。
祇園音楽・演劇練習場
単位：千円（端数切捨て）
施設名

福岡市祇園音楽・演劇練習場

所在地

福岡市博多区祇園町 8 番 3 号

担当部・課

文化振興部文化振興課

根拠法令

福岡市音楽・演劇練習場条例

施設数

1

音楽・演劇等の活動の場を提供することにより市民の文化交
流を促進し，もって市民文化及び地域コミュニティ活動の振興
に寄与する
指定期間
公募（応募
管理者名
（開始年月） 数）・非公募
特定非営利活動法人福岡パフ
Ｈ18.4～H21.3
公募（10）
ォーミングアーツプロジェクト
現在までの指定管理者
同上
Ｈ21.4～H26.3.
公募（１）
福岡舞台芸術施設運営共同事
H26.4～H31.3
公募（3）
業体
Ｈ22
Ｈ23
Ｈ24
Ｈ25(予定額)
当初指定管理料
38,097
35,741
34,457
33,137
指定管理料
精算
△47
△1
△8
精算後指定管理料
38,050
35,740
34,449
市のその他の支出
0
0
0
0
Ｈ22
Ｈ23
Ｈ24
Ｈ25(予定額）
利用料金の合計額
5,335
5,705
5,207
5,320
施設の設置目的

利用料金の帰属先

市

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
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施設利用料等

指定管理導入以前の管理方法 管理委託（（財）福岡市文化芸術振興財団に管理委託）

備考

指定管理導入以前は，3 つの音楽・演劇練習場のうち本施設だ
けが管理委託とされていた。
本施設のみ管理委託とされていた理由は，担当課によれば，
「練習場については市直営を基本とするが，祇園音楽・演劇練
習場は，音楽・演劇の練習の場であるとともに，演劇等の舞台
芸術の発表の場としての利用を予定した施設であること，ま
た，祇園音楽・演劇練習場の管理委託を受けた（財）福岡市文
化芸術振興財団も舞台芸術の振興に力を入れて取り組むこと
としていたため，（財）福岡市文化芸術振興財団に管理委託を
行うことが適切と考えたこと」にあるとのことである。

大橋音楽・演劇練習場
単位：千円（端数切捨て）
施設名

福岡市大橋音楽・演劇練習場

所在地

福岡市南区大橋 1 丁目 3 番 25 号

担当部・課

文化振興部文化振興課

根拠法令

福岡市音楽・演劇練習場条例

施設数

1

音楽・演劇等の活動の場を提供することにより市民の文化交
流を促進し，もって市民文化及び地域コミュニティ活動の振興
に寄与する
指定期間
公募（応募
管理者名
（開始年月） 数）・非公募
ＦＰＡＰ・子ども文化コミュニティ
Ｈ18.4～H21.3
公募（９）
現在までの指定管理者
共同事業体
同上
Ｈ21.4～H26.3
公募（１）
(一財)九州地域舞台芸術振興
H26.4～H31.3
公募(３)
会
Ｈ22
Ｈ23
Ｈ24
Ｈ25(予定額)
当初指定管理料
19,815
19,815
19,815
19,815
指定管理料
精算
△165
△12
△9
精算後指定管理料
19,650
19,803
19,806
市のその他の支出
0
0
0
0
Ｈ22
Ｈ23
Ｈ24
Ｈ25(予定額）
利用料金の合計額
8,414
8,228
8,235
8,536
施設の設置目的

利用料金の帰属先

市

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 直営
備考
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施設使用料等

千代音楽・演劇練習場
単位：千円（端数切捨て）
施設名

福岡市千代音楽・演劇練習場

所在地

福岡市博多区千代 1 丁目 15 番 30 号 パピオ内

担当部・課

文化振興部文化振興課

根拠法令

福岡市音楽・演劇練習場条例

施設の設置目的

現在までの指定管理者

施設数

1

音楽・演劇等の活動の場を提供することにより市民の文化交
流を促進し，もって市民文化及び地域コミュニティ活動の振興
に寄与する
指定期間
公募（応募
管理者名
（開始年月） 数）・非公募
㈱千代文化スポーツセンター

Ｈ18.4～H21.3

非公募

同上（平成 21 年 7 月 1 日から，
Ｈ21.4～H26.3
西部ガス興商㈱に変更）

非公募

西部ガス興商㈱

非公募

Ｈ22
当初指定管理料
85,546
指定管理料
精算
△0(6345 円)
精算後指定管理料
85,546
市のその他の支出
0
Ｈ22
利用料金の合計額
27,286
利用料金の帰属先
市
自主事業の有無

H26.4～H31.3
Ｈ23
90246
△0（58 円）
90,246
0
Ｈ23
27,891

Ｈ24
Ｈ25(予定額)
84996
97851
△1
84,995
0
0
Ｈ24
Ｈ25(予定額）
27,109
27,773

利用料金の内容

施設利用料等

自主事業による収
入(平成 24 年度)

無

自主事業の概要
指定管理導入以前の管理方法 直営
備考
⑴

概要

ア

施設の概要
福岡市音楽・演劇練習場は，音楽・演劇等の練習の場等を提供するため，平成３年
に千代，平成１２年に祇園，平成１７年に大橋に音楽・演劇練習場が設置された。各
施設とも，平成１８年に指定管理制度を導入し，千代音楽・演劇練習場は非公募で，
祇園及び大橋音楽・演劇練習場は公募で指定管理者が選定されている。
各施設はいずれも午前１０時から午後１０時半まで利用することができ，施設の概

要は以下のとおりである。
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①千代音楽・演劇練習場
大練習室１室（定員３００名）
，中練習室６室（定員４０名～８０名），小練習室８
室（定員８～２０名）
，その他楽器庫等
本施設を含む建物は，地下２階，地上５階建ての建物であるが，福岡市が区分所有
し，指定管理の対象となっているのは地下部分のみであり，地上部分は指定管理者で
ある西部ガス興商㈱が区分所有している。
②祇園音楽・演劇練習場
ホール１室（約１３０㎡，可動席１０８席）
，ホワイエ等
本施設は，福岡市道路下水道が所管するポンプ場との複合施設である。地下２階，
地上６階の建物であるが，４階，５階部分が音楽・演劇練習場であり，指定管理者に
よる管理の対象となるのは，１階（エントランス），２階（受付），３階（楽屋），４
階（ホール）
，５階（音響調整室）
，６階（機械室）である。
③大橋音楽・演劇練習場
大練習室１室（定員２９０名）
，中練習室１室（定員６０名），小練習室３室（定員
１０名）
，その他楽屋等
本施設は，塩原土地区画整理事業の跡地活用の一環として開設された施設であり，
平屋造りで，建物全体を音楽・演劇練習場として利用している。
各施設の利用料は以下のとおりであり，施設を利用しようとするものは市長の許可
を受けなければならないこととされている（福岡市音楽・演劇練習場条例第５条第１
項）。

【利用料】
区分

単位：円

AM10~

PM1~

PM0:30 PM3:30

PM4~

PM7~

AM10~

AM10~

PM6:30

PM10:30

PM3:30

PM6:30

PM1~

PM1~

PM4~

AM10~

PM6:30 PM10:30 PM10:30 PM10:30

5,700

10,000

9,100

14,200

10,900

19,800

15,000

22,800

2,200

3,200

3,200

5,600

5,200

7,900

6,100

11,100

8,400

12,800

1,300

2,000

2,000

3,400

3,200

4,800

3,700

6,800

5,200

7,800

(1~6) 小 ・
(7

440

660

660

1,100

1,100

1,700

1,200

2,200

1,700

2,500

770

1,100

1,100

2,000

1,800

2,800

2,100

3,900

3,000

4,500

中 (1~2) 中

5,700

(3~6) 小

大

3,900

千代

8)
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ホール

祇園

大
大 分(割利用

大橋

)中

3,200

3,200

5,600

5,200

7,900

6,100

11,100

8,400

12,800

3,900

5,700

5,700

10,000

9,100

14,200

10,900

19,800

15,000

22,800

2,200

3,200

3,200

5,600

5,200

7,900

6,100

11,100

8,400

12,800

1,300

2,000

2,000

3,400

3,200

4,800

3,700

6,800

5,200

7,800

440

660

660

1,100

1,100

1,700

1,200

2,200

1,700

2,500

小

2,200

※

施設利用者が入場者から入場料を徴収する場合の使用料の額は，上記額の１０割増。
これらの施設の稼働率は比較的高く，指定管理制度導入後，徐々にではあるが，利
用率，利用者数は増加傾向にあるようである。年度別の施設ごとの利用状況は以下の
とおりである。

【祇園音楽・演劇練習場】
（Ｈ１５～Ｈ１９）

※平成１５年度から１９年度については利用状況のみ記載

年度

H15

利用

稼働率 利用者 稼働率 利用者 稼働率 利用者 稼働率 利用者 稼働率 利用者

状況

Ｈ16

Ｈ17

Ｈ18

Ｈ19

80.4％ 15,035 83.5％ 24,259 80.2％ 27,628 81.0％ 29,212 86.9％ 31,063

(Ｈ２０~２４)

※利用料については，単位：円

H20

年度

Ｈ21

Ｈ22

Ｈ23

Ｈ24

利用 稼働率 利用者 稼働率 利用者 稼働率 利用者 稼働率 利用者 稼働率 利用者
状況

87.6% 26,342 88.0% 27,532 87.4% 30,156 92.5% 29,185 92.4% 28,147
4,790,565

利用料

5,449,480

5,335,460

5,705,975

5,207,050

【大橋音楽・演劇練習場】
（Ｈ１７～Ｈ１９）

※平成１７年度から１９年度については利用状況のみ記載

年度

H15

利用

稼働率 利用者 稼働率 利用者 稼働率 利用者 稼働率 利用者 稼働率 利用者

Ｈ16

Ｈ17

Ｈ18

60.6％ 37,238 77.8％ 47,934 81.9％ 54,354

状況
(Ｈ２０~２４)
年度

Ｈ19

H20

※利用料については，単位：円
Ｈ21

Ｈ22

Ｈ23

Ｈ24

利用 稼働率 利用者 稼働率 利用者 稼働率 利用者 稼働率 利用者 稼働率 利用者
状況
利用料

81.5% 57,355 82.5% 56,175 82.9% 53,367 85.5% 55,373 85.3% 55,123
8,889,747

8,960,045

8,540,530
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8,228,935

8,235,200

【千代音楽・演劇練習場】
（Ｈ１５~Ｈ１９）

※平成１５年度から１９年度については利用状況のみ記載

年度

H15

利用

稼働率 利用者 稼働率 利用者 稼働率 利用者 稼働率 利用者 稼働率 利用者

Ｈ16

Ｈ17

Ｈ18

Ｈ19

77.0％ 143,173 75.4％ 138,370 74.1％ 139,845 75.9％ 137,524 78.4％ 146,665

状況

(Ｈ２０～２４)
H20

年度

※利用料については，単位：円
Ｈ21

Ｈ22

Ｈ23

Ｈ24

利用 稼働率 利用者 稼働率 利用者 稼働率 利用者 稼働率 利用者 稼働率 利用者
状況

77.3% 145,824 78.2% 143,456 78.9% 146,653 78.4% 147,210 80.2% 142,034

利用料
イ

28,146,884

27,769,356

27,286,549

27,891,316

27,109,732

指定管理の状況
平成２４年度は，本施設につき，以下のとおりの指定管理者により管理が行われて

いる。
(ｱ) 祇園（公募）
祇園音楽・演劇練習場については，指定管理者は公募により選定されており，平成
２４年度は，特定非営利活動法人福岡パフォーミングアーツプロジェクト（以下，
「Ｆ
ＰＡＰ」という。
）が選定されていた。ＦＰＡＰは，音楽演劇練習場，ホール及び劇
場等の受付管理業務等の特定非営利活動にかかる事業を行うことを目的として平成
１６年に設立された団体である。
指定管理者が行うことされている業務は，「福岡市祇園音楽・演劇練習場管理運営
仕様書及び業務一覧」に記載されており，その内容は後記の千代音楽・演劇練習場と
同様である。
(ｲ) 大橋音楽・演劇練習場（公募）
大橋音楽・演劇練習場についても，指定管理者は公募により選定されており，平成
２４年度は，祇園音楽・演劇練習場の指定管理者であるＦＰＡＰと子ども文化コミュ
ニティの共同事業体（以下，
「共同事業体」という。）が指定管理者に選定されていた。
子ども文化コミュニティは，平成１５年に設立されたＮＰＯ法人であり，子どもの健
全育成事業や文化・芸術活動の推進事業等を目的とする団体である。
指定管理者が行うことされている業務は，「福岡市大橋音楽・演劇練習場管理運営
仕様書及び業務一覧」に記載されており，その内容は後記の千代音楽・演劇練習場と
同様である。
(ｳ) 千代（非公募）
西部ガス興商㈱（平成２１年７月より，当時指定管理者であった㈱千代文化スポー
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ツセンターを西部ガス興商㈱が吸収合併し，西部ガス興商㈱が指定管理者としての地
位を承継した。
上述のとおり，本施設は西部ガス興商㈱との区分所有となっているため，指定管理
制度導入時より，西部ガス興商㈱（制度導入時は㈱千代文化スポーツセンターであっ
たが後に西部ガス興商㈱が吸収合併）が指定管理者として選定されている。
なお，指定管理制度導入以前は，本市の直営で管理されていたが，受付・清掃業務
等は，やはり㈱千代文化スポーツセンターに委託していた。
指定管理者が行うことされている業務は，「福岡市千代音楽・演劇練習場管理運営
仕様書及び業務一覧」によれば，以下のとおりである。
①施設の受付・案内業務
②使用料の徴収事務
③施設の警備・清掃
④施設・備品（建物，建物付属設備の他，ピアノや舞台装置等を含む）の保守管理
⑤施設の修繕
⑥市への定期連絡，その他必要とされる業務
(ｴ) 各施設ではいずれも自主事業は行われておらず，指定管理業務のみが行われている。
(2) 問題点
ア

本施設の必要性
本施設の設置目的は，音楽，演劇等の活動の場を提供することにより市民の文化交

流を促進し，もって市民文化及び地域のコミュニティ活動の振興に寄与することにあ
る。担当課によると，音楽・演劇等の練習の場を提供してほしいとの市民の要望は強
いとのことで，福岡市内で屋内で音楽等の練習の場を確保することが容易ではないと
考えられることから，福岡市民に音楽・演劇の練習の場を提供することにより市民文
化及びコミュニティ活動の振興に寄与するために本施設を設置することについては
公益上の必要性が認められると考える。
イ

指定管理の必要性及び効果等
指定管理制度が導入される以前は，祇園音楽・演劇練習場は管理委託により㈶福岡

市文化芸術振興財団が管理していたものの，千代及び大橋の音楽・演劇練習場はいず
れも本市の直営により管理・運営されていた。
平成１８年度以降，各施設について指定管理制度を導入して民間事業者等が有する
ノウハウを活用する体制を取ったことにより，利用者サービスの質の向上を図り施設
の設置の目的を効果的に達成されること，また，経費削減効果が得られることが期待
されるところである。この点，本市の直営により運営していた時期も，受付・清掃業
務等を民間に委託することにより施設の管理は適正に行われていたと考えられる。も
っとも，利用状況については，指定管理制度導入前は千代音楽・演劇練習場について
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は７５パーセント前後，祇園音楽・演劇練習場については８０パーセント前後，大橋
音楽・演劇練習場については６０パーセント前後（平成１７年度開設の施設であるた
め平成１７年度のデータのみ）で推移していたところ，平成１８年度に指定管理制度
を導入して以降，千代音楽・演劇練習場については平成２４年度に利用率が８０パー
セントに達し，祇園音楽・演劇練習場についても平成２３年度以降９０パーセントを
超える利用率となり，大橋音楽・演劇練習場についても平成１９年度以降８０パーセ
ントを超える利用率を維持していることから，平成１８年度以降，より本施設の有効
利用を図られるようになっているようである。本施設の指定管理者から提出されてい
る事業報告書には，実施した事業の表題等が列挙されているだけで，具体的にどのよ
うな事業が実施されたのか判然としないが，大橋音楽・演劇練習場については指定管
理者の提案により，練習場ロビーで「えほん広場」事業を実施し，その他にも各種ワ
ークショップを開催する等，指定管理者のノウハウが生かされている面も確認できる。
また，指定管理制度導入後，千代音楽・演劇練習場について，利用者の希望によりミ
ラーやレッスンバー，大きめのロッカーを設置するなどの設備投資が行われたようで
あり，このような設備投資により利用率のアップが図られている面もあるものと考え
られる。
以上のとおり，指定管理者による管理・運営により，利用者サービスの向上に一定
の効果は得られていると言えるのではないかと考える。
もっとも，指定管理制度導入には，経費削減効果も期待されるところ，本各施設に
ついては，指定管理制度導入による経済的効果は特に検証していないとのことであっ
た。
担当課によれは，指定管理制度を導入した理由は「公の施設の管理に民間の能力を
活用しつつ，住民サービスの向上を図るとともに，経費の節減等を図る」ことにある
とのことであるから，モニタリングや報告書のチェック等を通じて，実施事業や経費
削減効果について検証することが必要であろう。
ウ

選定手続について

(ｱ)

本施設の指定管理者の選定にあたっては，選定委員会が開催されることとなって

おり，同選定委員会の設置，運用は「福岡市経済観光文化局文化振興部所管の公の施
設に係る指定管理者選定委員会に関する要綱」に規定されている。同要綱によれば，
本施設の選定委員会は，
「委員会の会議は，これを公開しない」
（第６条第１項）とさ
れており，非公開で委員会が開かれることとされている。当初から委員会の全てを非
公開とすることが予定されている。実際に開催された会議の議事録を見ても，選定委
員会の議事録を見ても，公開とするか非公開とするかの協議も行われることなしに非
公開とされているようである。
しかしながら，総論記載のとおり，ガイドライン上，選定委員会は原則として公開
することとされており，非公開とできる場合は，福岡市情報公開条例第７条規定の非
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公開情報に該当する場合又は，会議の適正な運営に著しい支障が生じると認められる
場合に限られている。
本施設の選定委員会で審議される内容は，施設利用者や指定管理者への応募者の利
害に関するものであるので，ガイドライン記載のとおり，原則として公開されるべき
であり，非公開とすることができるのは特別な事情が存する場合に限られる取扱いと
するのが相当である。
☞意見９２
☆

選定委員会を原則として非公開とする「福岡市経済観光文化局文
化振興部所管の公の施設に係る指定管理者選定委員会に関する要
綱」の定めは，直ちに改正すべきである。

要綱を訂正した後は原則として選定委員会を公開すべきであるが，仮に選定委員会
を公開しない取扱いとする場合にも，非公開の事由があるか否かを選定委員会で審議
すべきである。
(ｲ) 選定委員会での審議について（千代練習場について）
指定管理者の選定方法（公募とするか非公募とするか）について，第一回選定委員
会の冒頭で審議を図っており，各施設のうち，非公募とされている千代音楽・演劇練
習場についても非公募とする方針について選定委員会での審議を一応経た形となっ
ている。非公募とする方針について選定委員会の審議を経ることは望ましいと考える。
しかしながら，この点についての議事録を見ると，要旨以下のとおりの議事で進行さ
れている。
・事務局から文化部所管（平成２０年当時）の各施設の公募・非公募の方針（議
題（１）
）について説明
・選定委員から「非公募となる施設の仕様書はあるのか」という質問
・事務局から「今回は非公募についての施設の仕様書は用意していないが，次の
選定委員会で諮りたい」旨の回答
・委員長から「議題（１）について原案どおり決定してよいか」という確認
・委員全員異議なし
・事務局より公募施設の募集要項・業務仕様書について（議案（２））説明
（以下，公募施設について議事が進む）

以上のとおり，形式的には，非公募とする方針について選定委員会の審議を経てい
るものの，全く実質的な協議は行われていないし，そもそも仕様書も用意されていな
い状況で議論することは不可能である。非公募とする予定の施設については仕様書が
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準備されておらず，公募とする予定の施設については仕様書が準備されて募集要項の
修正等についても協議されていることから，当初から公募・非公募の方針について結
論ありきで，形式的な議決だけがとられているという感が否めない。
選定委員会で公募・非公募の方針について審議するにあたっては，すべての施設に
ついて，仕様書に基づき，実質的な議論を経て決議すべきである。
☞意見９３
☆

公募・非公募の方針についても，選定委員会で実質的な協議を経
るべきである。

(ｳ) スケジュールについて
各施設については，平成２０年６月２３日に第１回選定委員会で募集要項及び選定
基準が決定されたのち，７月１４日に募集要項の配布が開始され，９月５日に応募書
類の受付が締め切られている。募集要項の配布開始から応募の締め切りまで，１か月
程度の期間しか置かれていない施設が多い中，本施設については２カ月弱の期間がと
られており，応募団体にとって十分な準備期間を与えているもので，適切なスケジュ
ールが組まれているものと考える。
エ

千代音楽・演劇練習場が非公募で指定管理者が選定されていることについて
総論に記載した通り，指定管理者は，特別の事情がない限り，原則として公募によ

り選定されるべきであるところ，千代音楽・演劇練習場については非公募で指定管理
者が選定されている。
担当課によれば，非公募としている理由は，「千代音楽・演劇練習場は，構想段階
から文化とスポーツを融合した施設として千代スポーツセンターと一体的に建設さ
れている。従って，防災の集中監視システムを始め，熱供給や給排水，空調，清掃等
建物全体で効率的，一体的に行うよう設計されている。福岡市は，平成２年に音楽・
演劇練習場（ビールーム）として，この施設の地下１，２階部分を購入(区分所有)し
ており，千代文化スポーツセンターの管理と一体的に管理することが，施設の構造上
また経済的スケールメリットの観点から合理的であるため」とのことであった。
この点，本市ガイドライン上でも，例外的に非公募とすることが認められる場合と
して，「公の施設を民間施設の中に又はこれに接続して設ける場合であって，当該民
間施設の管理と一体的に公の施設を管理することが，施設の構造上又は経済的観点か
らも明らかに合理的な時」との記載があり，確かに合築されている施設の管理者に管
理運営を委託することについて経済的合理性は認められる。但し，他の指定管理対象
施設では，他の施設と合築されている場合でも，必ずしもその管理者を指定管理者に
指定するのではなく，施設全体にかかる経費を面積按分する方法等により他の業者に
管理を委託しているところもあるので，一概には合築施設であるからと言って，一体
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管理することが必須とはいえない。本施設についても，熱供給や給排水，空調等にか
かる経費は按分すればよいようにも思われる。
以上のとおり施設が一体として設置されていること（そのため，熱供給や給排水，
空調等が一体として供給されるよう設置されていること）だけで非公募とすることの
理由としては十分と言えるかは疑問が残る。
オ

指定管理料について
指定管理料として指定管理者に交付される金額には，修繕費及び備品購入費を含む

ものとされており，その修繕料は年度終了後の修繕業務精算書に基づき精算を行うこ
ととされている（実施協定書第６条）。なお，実施協定書には「委託料に修繕費～を
含む」としか記載されておらず，備品購入費を含むことが明示されていないが，担当
課によれば「修繕費」に備品購入費が含まれているとのことであった。「修繕費」に
「備品購入費」を含むと解するのは無理がある。また，単に費目の一部であるのであ
れば，一定程度概括的な記載でも足りるが，精算対象の費目については，明確にどの
費目が精算されるのかを特定する必要があるため，指定管理料に備品購入費も含み，
これも精算の対象とするのであれば，その旨を明示すべきである。
このような修繕費・備品購入費の取り扱いについては，総論において述べたとおり，
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，預託金として整理するのが望ましいと考える。詳細は総論に記載したと
おりであるので，総論を参照して頂きたい。
カ

協定書等について
本施設の基本協定書において，
「指定管理の辞退」として，
「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か月以上前までに，市に申し出なければならない」と規定され（基本協定
書第３２条第１項）ている（なお，担当課によれば，平成２６年度の基本協定書には，
市の承諾が必要である旨が記載されるとのことである）。
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。
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６

福岡市民会館
単位：千円（端数切捨て）
施設名

福岡市民会館

施設数

所在地

福岡市中央区天神５－１－２３

担当部・課

文化振興部 文化振興課

根拠法令

福岡市民会館条例
同施行規則

施設の設置目的

学術文化の向上等市民福祉の増進を図ること
指定期間
（開始年月）

公募（応募数）・
非公募

㈱福岡市民ホールサービス

H18.4～H21.3

公募（５）

同上

H21.4～H26.3

公募（１）

同上

H26.4～H31.3

公募（２）

管理者名
現在までの指定管理者

Ｈ22
当初指定管理料
指定管理料

１

Ｈ23

Ｈ24

Ｈ25(予定額)

219,315

354,945

389,903

△1

△1

△6

精算後指定管理料

219,314

354,944

389,897

市のその他の支出
※１

26,775

0

0

精算

利用料金の合計額
※２

Ｈ22

Ｈ23

70,876

Ｈ24

369,830

0
Ｈ25(予定額）

68,045

68,924
施設利用料等

利用料金の帰属先

市

利用料金の内容

自主事業の有無

無 ※３

自主事業による収入
(平成 24 年度)

82,201

自主事業の概要
指定管理導入以前の管理方法 ※４ 管理委託（㈶福岡市文化芸術振興財団）
※１ 平成 22 年度の「市のその他の支出」約 2600 万円は，施設の大規
模修繕に要した費用である。
※２ 上記利用料金の合計額には，指定管理者が自主事業の実施にあ
たり本市に支払った行政財産使用料も含まれており，その額は以下の
とおりである。

備考

【利用料金合計額のうち行政財産使用料の額】
（単位：千円。端数切捨て）
H22
H23
H24
H25
705
570
569
1007
※３ 平成 24 年度まで，指定管理者の提案による指定管理業務（バック
ステージツアー，インポートオーディオフェアー等）を，「自主事業」という
名称で実施していた。その収入は平成 24 年度で 1,237 千円であり，帰属
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先は指定管理者であった。
※４管理委託当時も，施設管理は㈱福岡市民ホールサービスへ再委託
されていた。

⑴概要
ア

市民会館
市民会館は，昭和３８年１０月に開館した，コンサート等各種公演の実施，会議，演
劇・ダンス等の練習のために利用することができる施設である。施設内容は以下のとお
りである。
（指定管理対象施設の概要）
３階

大ホール，小ホール（３５４席），練習室Ｃ・Ｄ

２階

大ホール，練習室Ａ・Ｂ

１階

大ホール（１７７０席）
，楽屋
駐車場

地下１階

楽屋，機械電気室

上記の大ホール，小ホールはコンサート等に利用され，練習室は会議・演劇・ダンス
の練習等に利用できる。各施設の利用料金は条例で定められている。
イ

指定管理者について

(ｱ) これまでの選定の経過
本施設について指定管理制度が導入された平成１８年４月以降，継続して㈱福岡市民
ホールサービスが選定されている。
なお，第１期（平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日まで）は，５団体の応
募があり，その中から㈱福岡市民ホールサービスが選定され，第２期（平成２１年４月
１日から平成２６年３月１日まで）は，㈱福岡市民ホールサービスからしか応募がなか
った。平成２６年度から開始される指定管理期間については，㈱福岡市民ホールサービ
スの他１社から応募があったが，これまでの管理実績や地域の文化向上への貢献等で㈱
福岡市民ホールサービスが優れているとのことで，再び㈱福岡市民ホールサービスが指
定管理者に選定された。
(ｲ) ㈶福岡市民ホールサービスについて
㈶福岡市民ホールサービスは，昭和３８年１０月に設立された，劇場・ホール管理，
イベントの企画，コンベンションの企画・運営を業とする会社である。
設立後，昭和３９年に福岡市が㈶福岡市民ホールサービスに出資する形で増資し，福
岡市が５０％の株式を所有していた。しかし，その後，平成１６年度に本市の外郭団体
の見直しがなされ，㈶福岡市民ホールサービスが「民営化（市保有株式を譲渡）を含め，
あり方を検討する団体」として指定されたため，平成１８年及び平成２１年に福岡市所
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有の株式を㈱博多座，㈱西日本新聞社など合わせて６社に売却し，現在は福岡市は株式
を所有していない。昭和３８年の設立以降，福岡市民会館，少年科学文化会館，福岡市
民体育館，ももちパレス，福岡市立東市民センター，福岡市立南市民センター，福岡市
立中央市民センター，福岡サンパレスホテル＆ホール，福岡市立早良市民センター，福
岡市立中央体育館，福岡市立博多市民センター，福岡市立城南市民センター，福岡市立
西市民センター，福岡市男女共同参画推進センター・アミカスの業務，さざんぴあ博多，
博多座，福岡国際会議場等，その他にも多くの施設の業務を受託してきた。㈶福岡市民
ホールサービスは，指定管理制度が実施されるようになってからも，本施設の他，他市
の指定管理者として指定されるなど，公の施設の管理を積極的に行っている。
ウ

指定管理業務

(ｱ) 本施設について必要とされる指定管理業務は，
「福岡市民会館の管理に係る実施協定
書」添付の仕様書に記載されている。指定管理業務の詳細は次のとおりである。
受付・案内
施設の運営に関する業務

使用料徴収
衛生管理
清掃
警備
市への定期連絡
公立文化施設協議会に関する業務
施設利用及び紹介のホームページ作成，
提案書により提案された運営管理や自主事業に係る業務
（自主事業のうち１件についての行政財産使用料は減免扱い）
建物及び外構施設点検保守業務
舞台装置，舞台音響設備，暖房設備，消防用設備，自動交換機，舞台

施設の管理に関する業務

照明装置，身障者エレベーター，ピアノ，非常用通報装置，自動扉，
電動シャッター，非常用発電機，中央監査装置点検保守業務
受電設備等電気設備の操作並びに点検保守業務
舞台装置，照明機器，音響及び映写装置類の操作
汚水層，排水管，受水槽
電気保安業務
ネズミ及び害虫駆除業務
樹木管理業務
緊急修繕業務
建物定期点検業務
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給湯水水質検査業務
事業計画書，収支予算書の作成
その他の業務

事業報告書の作成
関係機関との連絡調整
指定期間開始前後の引き継ぎ業務
緊急時対策，防犯，防災対策マニュアル作成
施設管理運営全般のマニュアル作成
職員に対する運営管理に必要な研修

以上のとおり定められた指定管理業務につき，平成２４年度には，指定管理者によっ
て次のとおりの事業が実施されている。
①施設の運営について
本施設の運営業務は，貸室，貸しホール業務が主な内容となるが，指定管理者におい
ては，これらの業務に有用となる社内，社外研修（照明技術研修，音響研修等）の実施，
利用者の要望による備品設置等，貸室，貸しホールのサービス向上に向けた取り組みが
実施されている。
本施設については，平成２１年度に利用者数が大きく減少して以降，ほぼ横ばいの状
況が続いていたが，平成２４年度には少し持ちなおした。稼働状況についてみると，若
干の減少傾向にあるようである。このような状況の中，指定管理者においては，工事休
館日を最小限に抑えて開館日を増やしたり，ホームページを一新して減少傾向にあった
ホームページへのアクセス数の増加をはかったり，また，積極的に自主事業を行って施
設の認知度を向上させる等，施設の利用率の向上に向けた努力が行われているようであ
る。
②施設の管理について
平成２４年度は，計画修繕を除き，１４４件の修繕が行われたが，このうち専門業者
に依頼した２３件を除く１２１件は，㈱福岡市民ホールサービスのスタッフにおいて実
施された。これにより，迅速な対応，コスト削減が図られている。
(ｲ)

指定管理者の事業報告書によれば，平成２４年度の収支は次のとおりである。修繕費

（緊急修繕費，計画修繕費）も指定管理料に含めて支払われ，その部分についてのみ精
算されることとなっている。
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【平成２４年度の収支】
【収入】

単位：円

項目

予算額

委託料（修繕費除く）

204,517,000 204,517,000

緊急修繕費

決算額

15,000,000

内訳等

15,000,000

計画修繕費（大規模改 170,386,000 170,386,000
修）
修繕費精算

0

雑収入

0

-6,882
1,030,573 自販機手数料，同電気代，
楽天アフィリエイト，ごみ
袋代金，利息

0

自主事業収入

1,237,750 オーディオフェア参加料，
バックステージツアー使用
足袋代金 ※

合計

389,903,000 392,164,441

【支出】
項目
職員等人件費

単位：円
予算額

決算額

6,000,000

80,644,213

内訳等
館長，常勤職員

96,100,000

業務委託料
光熱水費

通信費

修繕料

印刷消耗品費

5,000,000

5,866,996

臨時職員

14,000,000

15,919,450

清掃業務

12,500,000

10,416,128

警備業務

0

11,284,679

事務所経費
（人件費の 10%）

9,350,000

8,896,818

21,100,000

19,245,899

電気

37,800

28,820

ガス

3,490,200

2,909,146

水道

2,160,000

2,786,520

燃料等

2,000,000

3,085,950

ホームページ制作費

750,000

559,700

15,000,000

15,279,118

170,386,000

170,100,000

2,655,000

2,181,771
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点検業務一部委託

電話料等
緊急修繕費
計画修繕費（大規模修繕費）
申請書等印刷費，舞台照明

用電球等
26,047,000

借損料

22,847,580

市既設リース契約分

569,520

自主事業会場費 ※

原材料費

900,000

296,310

営繕業務等材料費

旅費交通費

600,000

310,690

研修旅費等

保険料

156,000

156,010

施設賠償責任保険

年会費・負担金

339,000

175,600

全国・九州・県公立文化施
設協議会

ゴミ処分費

550,000

414,500

雑費

782,000

85,426

0

108,588

389,903,000

374,169,432

租税公課
合計

ごみ袋代金
自動販売機設置料
印紙代，利息への課税

※上記収支に記載の「自主事業」は，指定管理者により提案された指定管理業務で
あり，ガイドライン上の自主事業とは性質が異なる。
このように，指定管理業務の収支をみると，収入が支出を約１８００万円程度上回っ
ている。本施設について，指定管理料として支払われた額と支出した経費に差額が生じ
た場合に精算されることとなっているのは修繕費のみであり（福岡市民会館の管理にか
かる実施協定書第６条）
，平成２４年度は修繕費の清算は６，８８２円しか発生していな
い。そのため，約１８００万円は指定管理者の利益となる（上記表の収入合計は，修繕
費の残余金を福岡市に返金した後の合計額である）
。この利益は，上記支出の「予算」と
「決算」を見比べると，指定管理者が実施した自主事業による収入や，光熱水費，交通
費等の削減によるものであることがわかり，指定管理者の経営努力の結果発生したもの
であると考えられる。このように，すべての収入・経費について清算を行うのではなく，
指定管理者がノウハウを活用して収入を上げること，経費削減等の努力をすることが指
定管理者の利益につながる形をとっていることは，指定管理者のインセンティブとなる
ものであり，評価できる。特に，自主事業を行って利益を得られる場合には，福岡市に
も施設利用料収入が見込めるため，福岡市にとってもメリットとなるものである。
エ

施設の利用状況について
本施設の稼働率，利用者数，利用料金，指定管理料の推移は次のとおりである（指定管
理料については清算後の額）
。
Ｈ20

Ｈ21

Ｈ22

Ｈ23

Ｈ24

80.4

81.0

80.0

79.8

78.0

利用者数(人)

434,315

362,596

359,190

344,916

368,235

利用料金(円)

83,578,448

75,501,091

70,925,968

68,392,225

68,699,623

利用率(%)
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指定管理料(円)

199,069,400 216,262,895

219,133,116 359,943,316

389,896,118

上述のとおり施設の稼働率でみると若干の減少傾向にあるが，年間の利用人数は平成
２３年を除き３５万人を超えており，十分に文化施設としての効果を発揮しているもの
と認められる。平成２３年以降は，指定管理料が増加しているのは，大規模修繕が実施
され，修繕費が指定管理料に含まれているためである。
⑵

問題点

ア

必要性
市民に文化芸術の発表，鑑賞の場を与え，市民の文化振興を図ることは，本市の責務
である。また，実際に本施設が上記のとおり多数の利用者数を維持していることから見
ても，施設が多数の市民から利用され，文化振興の重要な場所となっていることがわか
る。したがって，本施設には，公共施設として維持される必要性が認められると考える。

イ

指定管理の必要性及び効果
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おり，現在に至
るまで同じ指定管理者が選定されている。
指定管理導入後，指定管理者が，舞台・ホール管理に関するノウハウを活かし，施設
設置目的に沿う，本施設特有の各種自主事業を実施している。また，限られた予算の中
で，利用者のニーズに対応している（平成１８年度にトイレ個室増室，平成１９年度及
び２１年度に練習室に鏡設置，平成２３年度に施設内の各階段の手すり設置等）ことも
うかがわれ，光熱水費等を削減してホームページ制作費をあつくするなど，経費削減努
力により本施設の利用率の向上に向けた努力が行われていることがわかる。
これらは，本施設に関するノウハウを持った業者が指定管理者に選定されていること，
また，指定管理者を公募することによる競争の効果であると思われる。

ウ

選定手続きについて
本施設については，要綱上，選定委員会の開催が原則として非公開とされており，実
際に開催されている委員会も非公開となっている。
特に非公開とすることについて相当な理由がない限りは，選定委員会は公開されるべ
きである。
☞意見９４
☆

選定委員会を原則として非公開とする「福岡市経済観光文化局文化

振興部所管の公の施設に係る指定管理者選定委員会に関する要綱」の定
めは，直ちに改正すべきである。
エ

指定管理料及び指定管理にかかる収支について
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上述のとおり，現在，本施設については，指定管理料全額について，精算を実施しな
いスキームによっている。この方法は，指定管理者のインセンティブを図るという意味
で，望ましい方法であると考えられる。もっとも，そもそも相当な額の指定管理料が支
払われているのかという点からは慎重に収支を確認する必要がある。平成２４年度は，
指定管理料として約２億４００万円が支払われ，剰余金が約１８００万円発生している。
また，事業報告書に記載された収支決算（上記⑴のウ(ｲ)参照）を見ると，支出の決算
額に「事務所経費１０％」が計上されている。事務所経費が計上されていること自体は，
指定管理者としても指定管理業務を行うにあたり利益を得る必要があるので当然である
とは思われるが，これが当初予算額に計上されていなかったにも拘わらず決算のみに計
上されていることは問題である。当初から指定管理者が見込んでいる利益があるのであ
れば予算時点で上げるべきである。また，このように予算額で予定されていなかった事
務所経費（約１１００万円）が計上されているにもかかわらず，これを差し引いても，
剰余金が約１８００万円生じている。したがって，当初予算額から，約３０００万円近
くの誤差が発生していることになる。上記⑴のウ(ｲ)記載の予算額，決算額を比較すると，
人件費，光熱費の削減が主な剰余金発生の理由となっており，企業努力の結果とも思わ
れるが，担当課においては，今後，予算額と決算額を注意して比較することを継続すべ
きであろうと思われる。今後も剰余金が発生する状況が継続するようであれば指定管理
料の見直しを検討する必要がある。
☞意見９５
☆

今後，多額の剰余金が発生する状況が継続するようであれば，指定管
理料の見直しを検討する必要がある。

オ

協定書について
本施設の基本協定書においても，はかた伝統工芸館について述べたところと同様に，
「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（なお，担当課によれば，平成２６年度の基本協定書には，市の

承諾が必要である旨が記載されるとのことである）。
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。
カ

提案事業の取り扱いについて

(ｱ) 平成２４年度までは，
「自主事業」という名目で，指定管理者の提案による指定管理業
務が実施されていた。
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この指定管理者の提案による業務の収支は，次のとおり取り扱われていたようである。
①事業にかかる経費
・５０万円を上限として指定管理料に積算される
・事業経費が５０万円を超える場合には指定管理者の負担とする
②事業による収入
・指定管理者に帰属する
このように，本市が指定管理料に含めて５０万円を支払う他は，指定管理者の負担で
業務が実施されることとされている（平成２５年度以降も同様の扱いとなっている）
。こ
の場合，例えば，業務にかかる経費が１００万円で，これによる収入が１００万円であ
る場合，収入のうち５０万円は指定管理者の取り分となる。このように指定管理者に利
益が残ることは，利用料金制度を採用する場合にもありうることであり，それほど問題
はないと思われる。
しかしながら，例えば，業務にかかる経費が３００万円で，これによる収入が１００
万円しかない場合，指定管理者が１５０万円を手出ししなければならないこととなって
しまう。このように指定管理者から提供される業務と支払う委託料に相当な対価性がな
いばかりか，指定管理者の手出しを要する業務を「指定管理業務」として実施させるこ
とは酷であろうし，指定管理料と対価性がない業務は，業務の性質上も指定管理業務と
は言い難い。
このような事業については，自主事業として取り扱うのが相当である。今後も，指定
管理者の裁量によらずに当該事業を指定管理業務をして実施させる必要があるのであれ
ば，他の指定管理業務と同様に，当該業務に要する経費を積算し，実施させる業務に見
合った指定管理料を支払わなければならない。
☞意見９６
☆

指定管理料との対価性のない業務を指定管理業務として実施させる
のは不相当である。自主事業として取り扱うか，指定管理業務としてと
りあつかう場合には，事業に要する経費相当額を指定管理料として支払
うべきである。

(ｲ) また，提案による業務が自主事業ではなく指定管理業務なのであれば，当該事業に本施
設を利用するに際して，本市は行財財産使用料を徴収してはならないはずである。しか
しながら，本施設で提案による業務が実施されるにあたっては，冒頭の表や(1)ウ(ｲ)平成
２４年度の収支に記載したとおり，指定管理者から本市に対して会場使用料が支払われ
ている（平成２４年度で５６９，５２０円）
。これまで本市に会場使用料が支払われてい
たのは，本市においても指定管理者においても，報告書等に自主事業と記載されていた
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指定管理者の提案による業務の位置づけが不明確なまま業務が継続されてきたためであ
ろうと思われる。今後も，指定管理者の提案による事業を指定管理業務として取り扱う
のであれば，行政財産使用料は徴収してはならない。
☞指摘２２
★

指定管理業務の実施にあたり本施設を利用する場合には，指定管理者
から行政財産使用料を徴収してはならない。

(ｳ) さらに，平成２４年度の仕様書や協定書には，上記指定管理者の提案による事業の取
り扱いが全く記載されていない。したがって，指定管理者の提案による事業がガイドラ
イン上の「自主事業」ではなく，指定管理業務に含まれることや，５０万円を超える経
費については指定管理者の負担とすること等が指定管理者と本市との間で合意されてい
ない形となっている。今後，このような事業を指定管理業務として実施させるのであれ
ば，その旨を協定書に明記する必要がある。なお，平成２６年度に指定管理者を公募す
るにあたり作成された仕様書には，業務の範囲として列挙されたものの中に「提案事業
に関する業務」が挙げられており，協定書添付の仕様書にも提案事業が指定管理業務と
して明記されるものと思われる。
キ 事業報告について
(ｱ) 事業報告には，アンケート結果の「おほめのことば」しか記載されていないようである。
また，担当課によるアンケート現物の確認も行われていないようであるから，今後は，
担当課によるアンケート現物のチェックを実施するか，指定管理者にアンケート結果を
より詳しく報告させ，苦情及びそれに対する対応等も報告させることが望ましい。
(ｲ) さらに，上述のとおり，指定管理者の提案による業務については，５０万円を超える経
費は指定管理者の負担とする扱いとされているようであるが（平成２４年度までは明文
の規定なし，平成２５年度以降は明文の規定あり）
，指定管理にかかる事業の収支は，(1)
ウ(ｲ)平成２４年度の収支に記載したとおり，指定管理者の提案による業務とその他の指
定管理業務が混在した形で作成され，報告されている。したがって，現在の収支報告の
ままでは，提案事業について別途経費を算定することができず，
「事業経費が５０万円を
超える場合には指定管理者の負担とする」という取扱いは事実上不可能である。上述の
とおり指定管理業務を指定管理者の負担で実施させること自体に問題があるが，提案事
業の収支について他の指定管理業務と異なる取り扱いにするのであれば（例えば，現在
のように，提案による事業の経費の一部は提案による事業の収入を充てる等），収支も分
けて報告させる必要がある。
☞意見９７
☆

指定管理者の提案による業務とその他の指定管理業務にかかる収支
を異なる取り扱いにするのであれば，収支も分けて報告させる必要があ
る。
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７

博多座
単位：千円（端数切捨て）
施設名

博多座

施設数

所在地

福岡市博多区下川端町 2 番 1 号

担当部・課

文化振興部文化振興課

根拠法令

博多座条例
同施行規則

施設の設置目的

演劇の鑑賞と発表の場を提供することにより，本市における演劇文化の
振興を図り，もって地域文化の発展に寄与する。
指定期間
（開始年月）

公募（応募数）・
非公募

㈱博多座

H18.4～H21.3

非公募

同上

H21.4～H26.3

非公募

同上

H26.4～H31.3

非公募

管理者名
現在までの指定管理者

Ｈ22
当初指定管理料
指定管理料

１

Ｈ23

175,814

精算

Ｈ24

183,032

Ｈ25(予定額)

270,281

0(880)

3

1,959

精算後指定管理料

175,814

183,029

268,322

市のその他の支出

0

0

0

利用料金の合計額 ※１

Ｈ22

Ｈ23

3,896,345

4,039,038

利用料金の帰属先

指定管理者

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)

Ｈ24

369,078

Ｈ25(予定額）

3,953,413

4,509,924

チケット収入等

自主事業の概要
指定管理導入以前の管理方法 管理委託（㈱博多座）

備考

⑴

概要

ア

博多座

※１ 上記利用料金とは別に檜舞台の月（毎年 12 月）の使用料あり。内
訳は以下のとおり（帰属先は本市）。
単位：千円
H22
H23
H24
H25（予定）
11,080
11,829
13,244
11,923

博多座は，歌舞伎，ミュージカル，芝居，歌手公演等の演劇を公演することができる
演劇施設で，その概要は以下のとおりである。
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開館時期

平成１１年６月

規模

地下４階，地上１３階建（このうち，指定管理対象部
分は２階から６階までの劇場部分）
※指定管理部分以外は他の区分所有者が使用してい
る。
敷地面積 ５，９２７㎡
劇場専有面積 １６，１０１㎡

規模

舞台，客席（最大１４９０席）
，楽屋，衣裳部屋，道具
控室，床山部屋，リハーサル室，練習室，チケット売
り場，エントランスその他

イ

指定管理者について
本施設については，指定管理者は公募されておらず，平成１８年４月指定管理制度が
導入された後，継続して㈱博多座が指定管理者に選定されている。
㈱博多座は，平成８年７月に，福岡市からの委託を受けて劇場「博多座」の運営を行
う会社として設立された。特定の企業の枠を超えて多彩な興行を実施することを可能と
するため，福岡市や地場企業の他，興行５社からも出資を受けている。
同社は，福岡市から２６．７％（資本金１１億２５００万円中３億円を福岡市が出資）
の比率で出資を受けている外郭団体であるが，平成２２年度，平成２３年度には２期連
続で多額の損失を計上し，現在累積赤字が約８億８０００万円に上っている。累積赤字
の解消は㈱博多座の課題であり，平成２４年度は興業原価，販管費を設立後最低額に抑
制するなど，経費削減に取り組んでいる。

【㈱博多座の損益状況】
H21 年度

単位：千円
H22 年度

H23 年度

H24 年度

4,608,837

4,040,362

4,172,100

4,137,037

営業利益

66,918

△433,108

△515,363

43,818

経常利益

116,573

△387,290

△468,642

58,233

44,221

△476,875

△501,675

49,442

総資産

3,735,601

3,388,542

2,214,565

2,118,139

純資産

1,445,807

836,443

121,039

23,022

売上高

当期純利益

上記のように，平成２１年度と比して平成２２年度は約６億円程度売り上げが減少し
ており，平成２３年度は若干の売り上げ増となっているものの，営業損は拡大している。
経常利益ベースでみても，平成２２年度には約３億８７００万円，平成２３年度は４億
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６８００万円の赤字となっている。
指定管理料として福岡市から㈱博多座に支払われているのは，市民檜舞台の月の人件
費・光熱水費（利用料部分）・警備費（市民檜舞台の月は福岡市が主催者である），や，
本施設・設備の保守点検，修繕費，光熱水費（基本料金部分）等であることから，市民
檜舞台の月を除く月（１月～１１月）に実施される博多座の演劇等にかかる経費につい
ては，㈱博多座が博多座から得られる利益から支出している。
なお，市民檜舞台の月は，毎年１２月に実施される各種演目を総称したものである。
担当課によれば，檜舞台の月中に開催される各演目は，各演目の主催者があり，それら
の演目が集まって実施されている「檜舞台の月」は福岡市が主催しているとのことであ
った。また，担当課によれば，市民檜舞台の月の各演目の主催者の中には，指定管理者
も含まれるとのことである。
ウ

選定手続きの流れ
平成２０年度に実施された選定手続きの流れは以下のとおりである。
H20.6.23

選定委員会（非公開）

H20.9.19

選定委員会開催（非公開） 仕様書案の報告等

H20.10.10

管理運営要項の配布

H20.10.31

申請書受付

H20.12.18

議会議決

非公募による選定についての決定

このように，選定委員会は 2 回開催されたが，いずれも非公開で行われている。
エ

委託業務（業務の範囲）
本施設の指定管理者が実施する事業は「管理運営仕様書」に記載されており，その概
要は以下のとおりである。

①公演業務（演劇の公演，場内サービスの提供等）
②市民檜舞台の月にかかる公演，管理
③市への定期連絡
④警備業務（出入り管理，巡回，館内外監視業務等）
⑤清掃業務
⑥設備機器の日常運転，保守管理及び定期保守点検
⑦舞台，音響，照明設備の日常点検及び定期保守点検
⑧市で行う博多座関連事業への協力
⑨提案書により提案された運営管理業務
⑩その他の業務（事業計画書，収支予算書，事業報告書の作成，指定期間終了にあたって
の引き継ぎ等）
以上のように指定された業務について，実際に平成２４年度において指定管理者によ
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って実施された事業は，事業報告書によれば，次のとおりである。
・公演業務として，全１３回（歌舞伎公演２回，ミュージカル公演３回，歌手芝居公演
２回，宝塚歌劇公演２回，文楽公演１回，その他演劇３回）
・場内サービスの提供としては，㈱博多座作成の事業報告書によれば，「公演毎に特色あ
る出店を行うなど好評を得ることができた」とのことであったが，具体的にどのよう
な業務を行ったのかは報告されていなかった。
・市民檜舞台の月にかかる公演，管理業務としては，文楽公演等を実施し使用料等の徴
収をおこなった。
・その他，設備・機器の保守点検
なお，指定管理者の主たる業務である公演の実施について，平成２４年度の業務実績
は以下のとおりである。

⑵
ア

問題点
施設の必要性
博多座の設置目的は，本市における演劇文化の振興を図ることにある（博多座条例第

１条）。本市における演劇文化の振興施設は本施設のみではないことから（例えば，同
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様の機能を果たす施設として，市民会館やアクロス福岡などがあり，民間の施設でもキ
ャナルシティ劇場等が存在する）
，かならずしもこの目的達成のために博多座を公共施
設として設置しなければならないものではないとも考えられる。もっとも，歌舞伎公演
を開催することができる施設はほかになく，施設規模としても他の公共のホール等と比
べて大きなもので大規模な公演を実施することができる。そのため，従来福岡では開催
されていなかった歌舞伎公演や大規模なミュージカル公演等を博多座で開催すること
により，福岡市民，福岡近隣の市民にこれまで得られなかった演劇鑑賞の機会が提供さ
れている。したがって，本施設には，地域における演劇文化の振興を図るものとして，
公の施設としての必要性が認められると考える。
イ

指定管理とすることの相当性
本施設は，指定管理導入前から本施設運営のために市が出資して設立した㈱博多座が
管理委託により管理・運営していた。本施設の運営に関する業務で主たるものは公演業
務であるところ，公演の招致，宣伝，実施等を福岡市が直営で行うことは困難であり，
興行実施についてノウハウを有する団体に管理・運営を行うことが必要であると考えら
れる。よって，本施設については，直営ではなく，指定管理とするのが相当であると考
える。

ウ

選定手続きについて

(ｱ) 非公募で選定することの相当性
総論に記載した通り，指定管理者を選定するにあたっては，原則として公募によるこ
とが必要であるが，本施設については指定管理制度導入当初より非公募で選定されてい
る。
担当課によれば，非公募としている理由は，
「博多座は，歌舞伎やミュージカルなど多
彩な演目を常打ちとして興行を行うことを目的として整備され，その運営と施設管理を
一体的に行うために市が出資して㈱博多座を設立しており，現体制の会社を除いて設置
目的を達成できる業者はいないため」とのことであった。
確かに，㈱博多座は，松竹㈱，東宝㈱，㈱御園座，㈱明治座や地場の放送局等からも
出資を受けており，多彩な演目を開催することができる団体ではあると思われる。しか
しながら，博多座を管理・運営できる団体が「現体制の会社を除いて設置目的を達成で
きる業者はいない」とまで言えるかは疑問である。現に，歌舞伎，ミュージカル等の多
様な演目を実施しているホールは他にも存在するが（例えば，東急文化村，秋田県民会
館（http://www.akisouko.com/ken_kai/event.html）等），必ずしもこれらの施設が，多
数の興行，放送，歌舞伎等に関係する会社の出資を受けているわけではない。福岡市に
おいては，㈱博多座設立の沿革から，「博多座の管理運営は㈱博多座が行うもの」という
固定観念があるのではないかと思われるが，複数の候補者と比較して，㈱博多座がもっ
とも博多座の管理・運営に資するか否かという検証を行うことも必要であろうと思われ
る。
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なお，本市が出資している㈱博多座の立て直しという面から考えれば，本施設の指定
管理者として㈱博多座を指定し，興行収入によって赤字を解消させることが必要不可欠
と言えるであろうが，これは本施設の設置目的の達成に向けた指定管理者の選定とは別
の問題である。
(ｲ) 選定委員会について
本施設の指定管理者の選定にあたっては，選定委員会が開催されることとなっており，
同選定委員会の設置，運用は「福岡市経済観光文化局文化振興部所管の公の施設に係る
指定管理者選定委員会に関する要綱」に規定されている。同要綱は，福岡市音楽・演劇
練習場に記載したとおり，選定委員会を非公開とする旨の定めを置いている。例外的に
非公開とする必要がある場合に，選定委員会の審議を経て非公開とするのでればともか
く，当初から非公開とする取り扱いは問題である。福岡市音楽・演劇練習場について述
べたところと同じく，原則として公開されるべきであり，非公開とすることができるの
は特別な事情が存する場合に限られる取扱いとするのが相当である。
☞意見９８
☆

選定委員会を原則として非公開とする「福岡市経済観光文化局文化振
興部所管の公の施設に係る指定管理者選定委員会に関する要綱」の定め
は，直ちに改正すべきである。

(ｳ) 選定委員会での審議について
指定管理者の指定方法（公募とするか非公募とするか）についても，福岡市音楽・演
劇練習場と同じく，非公募とする方針について選定委員会で実質的な協議は行われてい
ない。
エ

指定管理料について

(ｱ) 檜舞台の月とそれ以外の月にかかる経費の整理について
本施設の指定管理料は，設備・備品等の維持管理費等の管理運営費の他，市民檜舞台
の月にかかる人件費，事務費等を含む管理運営費，修繕費を積算する方法によって算定
されており，指定管理料からは，①施設及び付属設備，備品の維持管理，修繕等の経費，
②市民檜舞台の月に係る管理経費（人件費含む）が支出されることとなっている（博多
座の管理に係る実施協定書添付管理運営仕様書第８項(２)）
。
指定管理料から賄われる経費に関する，平成２４年度の支出状況は以下のとおりであ
る。
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【平成２４年度指定管理料による支出内訳】
費目

単位：千円
決算額

市民檜舞台の月 職員等人件費

64,056

空調・ＥＶ等保守点検

38,324

舞台機器保守点検

16,943

市民檜舞台の月 清掃業務

7,043

市民檜舞台の月 警備業務

2,201

光熱水費（市民檜舞台の月実費）

7,937
5

市民檜舞台の月 通信費

368

市民檜舞台の月 印刷消耗品費
緊急修繕

9,972

定期修繕

119,896

合計

266,748

※１０００円未満切捨てにより誤差あり
※上記「市民檜舞台の月

職員等人件費」は，１か月分の人件費としては高額すぎ

るように思われるが，担当課によれば，本人件費には，㈱博多座の檜舞台の月担当
職員の年間人件費と，その他の㈱博多座の職員の当月人件費と，舞台操作等のため
の委託先の当月人件費が含まれているとのことであった。
※上記光熱水費は，市民檜舞台の月の電気等利用量にかかる実費であるが，平２５
年度以降は，これに加え，光熱水費の基本料金部分も指定管理料として支払われて
いる。
以上のとおり，設備等保守点検，修繕費は年間に要する経費全額が指定管理料として
支払われており，人件費や清掃・警備・光熱水費等は市民檜舞台の月のものだけが指定
管理料として支払われている。但し，人件費には，
「㈱博多座の檜舞台の月担当職員の年
間人件費」が含まれているとのことである。また，光熱水費については，担当課によれ
ば，
「平成 18 年度の指定管理導入時に，経費負担について㈱博多座と協議し，当時，経
営状況が良好であったことから１月から１１月までの興行期間中の光熱水費等は基本料
金部分も含めて㈱博多座が負担するとの変更を行った。しかし，その後，平成２５年度
より，本来の公設民営施設における基本的な費用負担のあり方として，施設を維持する
ための基礎的な経費については，施設の所有者である市が負担するという考え方に立ち
返り，市負担から㈱博多座負担に変更していた光熱水費，警備費，清掃費に係る指定管
理料について変更を行った。ただし，光熱水費については，全額ではなく，施設にかか
る基礎的な部分として基本料金分のみを市負担とした。
」とのことであった。
このように，光熱水費の取り扱いが二転三転していることや，人件費に㈱博多座の檜
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舞台の月担当職員の年間人件費等が含まれていること等から，本指定管理料の決定にお
いて，１月から１１月までの収支の取り扱いと１２月の収支の取り扱いが十分に整理さ
れているようには思われず，㈱博多座が利用料金から負担すべき経費と，指定管理料で
賄われる経費とが適切に分配されているとは考えられない。
施設や設備の保守点検，建物の修繕等を本市の負担とすることは，これらの施設を博
多座が１月から１１月にかけて利用しているとはいえ，本市の財産にかかる費用なので
あるから年間を通じて本市が負担することは相当であると思われる。しかしながら，
「㈱
博多座の檜舞台の月担当職員」の年間人件費を支出することに相当性があるとは考え難
い。そもそも，年間のうち１か月しか実施されない舞台等について年間を通じて担当職
員を雇用する必要性があるのかも疑問であるし，その他の㈱博多座の職員の檜舞台の月
の人件費と，舞台操作等のための委託先の檜舞台の月の人件費も支払って業務をさせる
のであるから，当月中に限ってみても，直接の担当職員が必要であるとは考えにくい（な
お，檜舞台の月のために当月中だけではなく事前準備が必要となるという事情があるこ
とは理解できるが，同じ㈱博多座の職員を，
「檜舞台の月担当者」と「それ以外の者」に
分けるのは非効率的であると考える。）。
㈱博多座は本市の外郭団体である以上，㈱博多座の業績回復も重要ではあるが，博多
座の管理と㈱博多座の経営状況とは別の問題であり，両者は分けて考える必要があるの
で，本市においては，今一度，㈱博多座の立場からではなく本市の立場から見た博多座
の管理運営の適切性，効率性を図る観点から，指定管理料に含まれる経費の整理を行う
べきである。
☞意見９９
☆

指定管理料によって賄われる経費と，利用料金から賄われる経費の見
直しが必要である。

なお，担当課によれば，人件費に㈱博多座の檜舞台の月担当職員の年間人件費等が含
まれていることの理由は，「市民檜舞台の月に関しては，１２月に公演するために，４
月～利用申請受付及び使用料徴収，７～８月次年度分申請受付，９～11 月企画調整委員
会資料とりまとめ，当該年度の公演に向けての調整及び使用料徴収，１２月公演実施，
と年間を通じて業務が発生する。」とのことであった。しかしながら，指定管理料には，
㈱博多座の檜舞台の月担当職員の年間人件費だけではなく，その他の㈱博多座の職員の
１２月分人件費も含まれる。㈱博多座の職員が，１２月は市民檜舞台の月の業務のみを
行うのではなく，１月～１１月の公演にかかる計画策定，利用申請受付及び使用料徴収
等も行わなければならないと考えられることから，12 月分の㈱博多座の人件費の全てと，
㈱博多座の檜舞台の月担当職員の年間の人件費を全て檜舞台の月にかかる人件費として
積算することは相当ではないと思われる。
(ｲ) 協定書記載の委託料の取り扱いと実際の運営との不一致
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博多座の管理にかかる基本協定書第４条第１項によれば，指定管理者は，この「市か
らの委託料により管理運営業務の執行を行うものとする」とされており，指定管理料を
もって指定管理業務を実施するよう規定されている（実際に，指定管理業務の一部であ
る本施設の保守点検，修繕等はこの委託料で実施されている）。
他方，同協定書同条第３項においては「観覧利用する者から徴収する観覧料金は，指
定管理者の収入とする」とされ，利用料金は全て指定管理者に帰属することとされてい
る。実際に，指定管理者は，１月から１１月までの観覧料金を収受し，同観覧料金をも
って，１月から１１月の興行にかかる経費にあてている。
このように，基本協定書では，指定管理業務は指定管理料をもって行うこととされて
いるのに対し，実際は１月から１１月の演劇等の主催業務には利用料金があてられてい
る。運用と齟齬が生じないよう基本協定書を変更する必要があり，基本協定書を変更す
る際には，指定管理者が利用料金から賄わなければならない経費が明確になるよう，指
定管理料の対象となる業務とそれ以外の業務を具体的に分けて記載すべきである。
☞意見１００
☆

基本協定書（指定管理料により管理運営業務を執行）と運用（指定管
理業務の大部分が利用料金で賄われている）に齟齬が生じているため，
基本協定書を変更する必要がある。

なお，基本協定書第２６条では，「市が，指定管理者に支払う委託料については，管理
運営業務の執行に係る次の経費が含まれるもの」
（以下省略）とされ，ここに人件費，事
務費，管理費（修繕費，保守管理費等）が列挙されているが，上述の通り，実際には人
件費や事務費等のうち檜舞台の月以外にかかるものは指定管理料には含まれていない。
この点，担当課によれば，基本協定書第２６条に定める人件費とは，㈱博多座の檜舞台
の月担当職員の年間人件費と，その他の㈱博多座の職員の当月人件費と，舞台操作等の
ための委託先の当月人件費を指し，同条の事務費とは，市民檜舞台の月通信費及び市民
檜舞台の月印刷消耗品費を指し，同条の管理費（修繕費，保守管理費等）とは，空調・
ＥＶ等保守点検，舞台機器保守点検，市民檜舞台の月清掃業務，市民檜舞台の月警備業
務，市民檜舞台の月光熱水費，緊急修繕及び定期修繕を指すとのことである。しかしな
がら，同条がこのように「人件費」
「事務費」「管理費（修繕費，保守管理費等）
」を限定
的に解釈するのであれば，なおさらその旨を協定書に明記しておく必要があろう。
さらに，以下に述べるとおり，㈱博多座から提出される事業報告書には，指定管理料
が支払われた部分についてしか，収入，支出の報告が上がっていない。そのため，協定
書上，指定管理の対象とされ，指定管理料の対象とされている経費部分については，一
切報告されていない。このような事態をさけるためにも，協定書の記載，指定管理料の
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積算，指定管理者からの報告に齟齬が生じないよう，十分に確認する必要がある。
オ

協定書について

(ｱ) 上記基本協定書では，指定管理者に対し，以下のとおり，毎月の定期報告書の義務，事
業年度ごとの事業報告書の提出義務が課せられている。
このうち，定期報告義務については，次のとおり規定されている（基本協定書第１８条
第２項）
。
「指定管理者は，毎月１０日までに次の事項を市に報告しなければならない。
⑴ 前月の公演の入場者数等
⑵ 前月の利用者の意見，要望等及びその対応状況
⑶ 前月の使用料の調定額及び収納額（
「市民檜舞台の月」公演に限る。
）」
このように，報告書に記載すべき事項として指定されているのは，毎月の入場者数，利
用者の意見等及びこれに対する対応，市民檜舞台の月の使用料等に関するものだけである。
重要な報告事項である観覧料金収入等について全く定期報告書に記載されていない。ま
た，定期報告のみならず，事業報告書にも，観覧料金収入について全く記載されていない。
基本協定書においても，事業報告について，
「指定管理者は，地方自治法第２４４条の２
第７項の規定により，毎年度終了後，博多座の管理運営業務に関し事業報告書を作成し，
４月３０日までに市に提出しなければならない」（第２０条第１項）と記載され，管理運
営業務の全てが報告の対象となっているとおり，観覧料金収入の報告を徴することは当然
である。
本市においては，指定管理者に対し，指定管理業務について不足ないよう報告を求める
べきであり，必要があれば，報告事項を協定書に具体的に列挙すべきである。少なくとも，
現在の協定書のように報告事項を列挙する場合には，不足のないように列挙する必要があ
る。
なお，担当課によれば，平成２６年開始の指定管理期間における基本協定書においては，
（１）前月の公演の入場者数等
（２）前月の利用者の意見，要望等及びその対応状況
（３）前月の光熱水費の実績
（４）前月の使用料の調定額及び収納額（「市民檜舞台の月」公演に限る。）
（５）前月の保守点検実績
（６）その他，市が報告を指示した事項
が報告事項とされるとのことであるため，ここでは意見としては記載しないこととする。
担当課においては，入場者数と併せて，利用料金収入も報告させるようにして頂きたい。
(ｲ) 本施設の基本協定書においても，はかた伝統工芸館について述べたところと同様に，
「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（なお，担当課によれば，平成２６年度開始の指定期間にかかる基本協
定書では，本市の承諾が必要である旨記載されているとのことである）。

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
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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。
カ

報告書について

(ｱ) 本施設については，上述のとおりの定期報告，事業報告が必要とされている。
まず，定期報告については，上述の通り協定書の報告事項に関する規定が不十分であ
る上，実際に提出されている報告書も，その大部分が再委託先からの報告書を添付した
ものとなっている。
そのため，設備の保守点検に関する報告がほとんどで，報告事項とされているものの
記載が不足している。例えば，協定書で定期報告書の記載事項とされている「前月の公
演の入場者数等」について報告がなされていない。さらに，
「前月の利用者の意見，要望
等及びその対応状況」についても，利用者アンケートが抜粋してかかれているだけで，
「そ
の対応状況」については全く記載がない。
協定書で必要とされている報告の未履行は，協定違反となるため，本市においては，
協定に従った報告が行われているか，その都度確認をすることが必要である。
なお，担当課によれば，定期報告書記載事項のうち，前月の公演の入場者数等につい
ては，毎月電子メールでの報告を受けているとのことであり，毎月の入場者数について
は本市において確認されているようであり，毎月のデータを集計するために電子データ
で報告をさせるという方法も理解できるものである。また，担当課によれば，「前月の利
用者の意見，要望等及びその対応状況」についても，利用者からの意見に応じて対応し
た場合には，その都度㈱博多座からの報告を受けているとのことであった。
（例えば，
「平
日の夜の部１７時開演は早い。」という意見に対し，今後のミュージカル公演において，
平日夜の部開演は原則１８時とする対応をとった等。）したがって，この点についても，
本市が全く把握していないという状況は避けられているようである。
もっとも，報告書の記載事項として列挙されているものであるし，公の施設の管理に
かかる報告なのであるから，特定の者に対してメール送信する形で報告するのではなく，
他の者が見てもわかるような形で報告されなければならないのが原則であろう。少なく
とも，メールで送付済みのデータを添付させるなど，協定書に従った形の報告とする工
夫は必要であると思われる。
☞指摘２３
★

協定書で列挙されている報告事項について，報告書に記載されていな
い点がある。市への報告も指定管理業務に含まれるのであるから，指定
管理者に対しては，報告書の作成について十分に指導すべきである。
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(ｲ) 定期報告については以上のとおりであるが，事業報告書については，指定管理者から提
出されている報告書は，全ての業務について抽象的に概要が記載されているだけで，具
体的にどのような業務が実施され，どのような効果が得られたのかが分からない。事業
報告は，指定管理者が，指定管理業務を不足なく実施しているか，施設の設置目的に沿
った管理運営がなされているか等を本市が検証するためのものであると考えられるので，
この検証が可能な程度に，指定管理業務毎に具体的な報告を求めることが必要である。
さらに，上述のとおり，事業報告書には，指定管理料が支払われた部分についてしか
収支が報告されておらず，１月から１１月までの収支が明らかになっていない。本施設
の指定管理業務の主要な部分は演劇等の主催であるはずのところ，この部分の収支が事
業報告書に記載されていないことは問題である。なお，指定管理者から提出された決算
書を確認することにより，法人の決算書で指定管理料の対象となっている業務以外の業
務に関する収支も確認することができるようにも思われるが，外部公演収入等，指定管
理業務以外の収入も発生する可能性がある以上，法人の決算書を見ても指定管理業務に
かかる収支が必ずしも明らかになるものではない。
☞指摘２４
★

事業報告書には，利用料金を持って賄われた業務につき，収支が全く
記載されておらず，指定管理業務の多くの部分について収支が報告され
ていない状況となっている。報告事項を直ちに改め，指定管理業務につ
いては不足なく収支を報告させる必要がある。

(ｳ) また，本施設については，指定管理者に自己評価の義務が課されており，自己評価シー
トは，１４項目について１～５段階で評価する形となっている。この評価項目を見ると，
かならずしも指定管理業務と対応していないようである。
指定管理業務

自己評価シート

①公演業務（演劇の公演，場内サービ

①公演業務は適切に行われているか

スの提供等）
②市民檜舞台の月にかかる公演，管理

⑪市民檜舞台の月は適切に行われたか

③市への定期連絡
④警備業務（出入り管理，巡回，館内

⑦事故や災害時の取組はできているか

外監視業務等）
⑤清掃業務
⑥設備機器の日常運転，保守管理及び
定期保守点検
⑦舞台，音響，照明設備の日常点検及

③法定点検等，設備機器の保守点検は適
切に行われているか
④舞台，音楽，照明設備の点検
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び定期保守点検
⑧市で行う博多座関連事業への協力

⑤市で行う博多座関連事業への協力は
なされているか

⑨提案書により提案された運営管理業
務
⑩その他の業務（事業計画書，収支予

⑨福岡市文化芸術振興財団との連携に

算書，事業報告書の作成，福岡市文

努めているか

化芸術振興財団等との連携，指定期

⑩施設の管理全般のマニュアル作成

間終了にあたっての引き継ぎ等）
②日本伝統文化の紹介に努めているか
⑥修繕は適切に実施されているか
⑧利用者ニーズの把握を適切に実施し
ているか
⑫個人情報の保護と管理は適切か
⑬地域への貢献は行われているか
⑭環境配慮への取り組みは行われてい
るか
このように，指定管理者が実施すべき指定管理業務と，評価項目にずれがある。たと
えば，指定管理者からの積極的な提案により事業が実施（指定管理業務⑨）され，これ
が施設の設置目的の達成に寄与した場合には，積極的評価を与えるべきであるところ，
評価項目にはあげられていない。また，定期報告書を確認すると，本施設については，
指定管理業務のうち，不審者対策等の警備体制の強化が必要と考えられるところ，評価
項目では，事故や災害に対する取り組みだけが挙げられており，警備については評価の
対象とされていない。指定管理業務と評価項目に齟齬が生じていると，指定管理者が指
定管理業務をきちんと行えているかを確認するという自己評価の意義が失われてしまう。
本市においては，再度，評価項目と指定管理業務を見直し，自己評価にあたり支障の無
いよう，書式の変更等を行うべきである。
また，平成２４年度の評価シートでは，全ての項目について標準点である３点がつけ
られている。平成２４年度において，実際にすべての項目について「目標や計画どおり
達成した」ということで３点としているのかもしれないが，評価シートでは「標準点（３
点）以外の項目についてはコメントをつけてください。
」と注意書きされていて，３点の
場合にはコメントを付記する必要がないこととされているため，指定管理者がどのよう
な理由で３点としているのか確認することができない。自己評価を行わせるにあたって
は，標準点であればコメントを付さなくてよいとする理由はないため，標準点であって
もコメントを付させることを検討して頂きたい。
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第６章

農林水産局所管の施設

第６章 農林水産局所管の施設
１ 福岡市油山市民の森

単位：千円（端数切捨て）
施設名

福岡市油山市民の森

施設数

所在地

福岡市城南区大字東油山，南区大字桧原及び大字柏原の一部

担当部・課

農林部農業政策課

根拠法令

福岡市油山市民の森条例，同施行規則

施設の設置目的

市民に森林を開放して美しい自然環境及び自然観察の場を与え，自然愛
護に対する意識の高揚に資するとともに林業の普及改良を図ること。
指定期間

公募（応募数）・
非公募

（財）福岡市森と緑のまちづくり協会

H18.4〜H23.3

非公募

（一財）福岡市市民の森協会

H23.4〜H28.3

公募（3）

管理者名
現在までの指定管理者

Ｈ22
当初指定管理料
指定管理料

Ｈ24

111,275

市のその他の支出

0

95,300

95,300

95,300

387

441

540

Ｈ22

Ｈ23
7,018

Ｈ24
7,356

利用料金の帰属先

市

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)

指定管理導入以前の管理方法

備考

Ｈ25(予定額)

△808

精算後指定管理料

自主事業の概要

(1)

Ｈ23

112,084

精算

利用料金の合計額

1

Ｈ25(予定額)
7,984

7,610

駐車場使用料、バンガロー
使用料
6,846

売店，バーベキュー用品等の貸出
管理委託（（財）福岡市森と緑のまちづくり協会）
利用料金の合計額について，H22 まではバンガローは福岡市市民の森協
会の所有であったため，バンガロー使用料は市民の森協会の収入となっ
ていたが，同年末に市へバンガローが寄付されたことから，H23 以降はバ
ンガロー使用料が市の収入となっている。
本施設の利用にかかる料金は，福岡市油山市民の森条例第 5 条に定め
られている。

現状

ア 施設の概要
本施設は，
「明治百年記念事業」として，昭和４２年に市民各層（市議会，経済界，労
働団体，自治会等）の協力のもとに，
「福岡明治百年記念委員会並びに市民の森運動本
部」が設置され，昭和４４年４月に開園した。標高５９７ｍの油山の東側斜面に位置し
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ている。市民の森が７０．７ヘクタール，自然観察の森が２３ヘクタールである。
管理センター，自然観察センター，森林浴コース，自然観察路，香りの散策路，吊り
橋，展望台，キャンプ場，草スキー場，アスレチック設備等を備えている。
イ 指定管理者の概要
福岡市市民の森協会は，昭和４５年から活動をしていた任意団体であり，平成２３年
３月１日，一般財団法人となった。
設立の目的は，福岡市が行う市民の森事業に関し，市民の森内施設の整備及び管理の
促進と来訪者への便益に関する事業を行い，自然愛護思想の普及並びに市民福祉の向上
に寄与することである。
事業としては，市民の森整備及び維持管理事業，自然愛護・環境保全等啓発事業，野
外活動等青少年健全育成事業，特産品等物品販売及び貸器具事業等を行っている。
ウ 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２
３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。

利用者に対する案内指導に関すること
キャンプ場の利用者に対する指示，指導，利用の受付及び利用券の交付に関すること
自然観察センターの利用者に対する指示，指導，利用の受付及び利用券の交付に関する
こと
自然観察の森の自然解説及び環境管理に関すること
自然観察活動の企画・実施
自然観察に関する展示の企画・実施及び管理
自然観察の森生態系の調査，維持に関すること
自然観察及び自然愛護に関するボランティア等の指導及び育成
油山市民の森運営協議会の企画，開催
関係団体等の指導助言，連絡調整等
施設の保守点検，維持，清掃，警備等施設の維持管理に関すること
樹木の管理に関すること
上に掲げる業務に付帯すること

６－2

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
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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ば，別紙記載の文言を修正すべきである。
(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。
エ 指定管理者選定手続き
本施設の指定管理者選定にあたっては，５名の委員からなる選定委員会が設置され，
平成２２年７月５日から同年１０月１日にかけて３回の委員会が開催されている。
会議についてはすべて非公開で行われており，選定後に「農林業ふれあい施設の指定
管理者の候補者の選定結果について」と題して，選定結果，公募の概要，選考の概要，
指定期間がホームページにおいて公表された。
(2)

問題点

ア 修繕費・備品代の精算について
本施設については,修繕費・備品代の精算が行われていない。この点については,上述
の通り,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説明があったが，基本協定
においてかかる定めはなく，また,指定管理料自体,毎年実施協定書において定めている
のであるから,総論で述べているとおり,修繕費等の精算についてはこれを行なうよう,
早急に改めるべきである。

☞意見１０１
☆ 修繕費・備品代は年度末に精算するよう，取り扱いを改めるべきで
ある。

イ 選定委員会の非公開について
本施設の指定管理者選定委員会に関しては「農林業ふれあい施設の指定管理者選定委
員会に関する要綱」が定められており，その第７条第１項は次のとおりとなっている。
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（会議の公開等）
第７条 委員会の会議は，これを公開する。ただし，その会議における審議の内容が，
福岡市情報公開条例第７条に規定する非公開情報に該当するものであるとき，又は会議
を公開することにより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
の限りでない。

本施設については，選定委員会議事録によると，公開によって委員相互の率直な意見
の交換や、意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるとの理由ですべて非公開とされ
ている。
しかし，少なくとも，指定管理者選定基準や指定管理者募集要項に関する議事は，公
開することによって率直な意見交換が損なわれるとは考え難いし，意思決定の中立性が
問題となる場面とも思われない。公開によって，会議の適正な運営に「著しい支障」が
生じるとは認められないと考える。

☞意見１０２
☆ 選定委員会は安易に非公開とするのではなく，公開により会議の適
正な運営に著しい支障が生じると認められるか否かについて，より慎
重かつ具体的に検討すべきである。

ウ 協定書について
本施設の基本協定書においては，第３３条において「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，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。総論でも述べている通りであるから，
当該条文は削除すべきと考える。
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２ 花畑園芸公園

単位：千円（端数切捨て）
施設名

花畑園芸公園

施設数

所在地

福岡市南区柏原７丁目及び大字桧原の一部

担当部・課

農林部農業政策課

根拠法令

福岡市公園条例，同施行規則

施設の設置目的

果樹を特色とした公園として，市民の園芸知識の向上を図り，四季を通じ
て緑の憩いの場の提供を図ること。
指定期間

公募（応募数）・
非公募

（財）福岡市森と緑のまちづくり協会

H18.4〜H23.3

非公募

西部ガス・ファイブ共同事業体

H23.4〜H28.3

公募（4）

管理者名
現在までの指定管理者

Ｈ22
当初指定管理料
指定管理料

Ｈ23

115,147

精算
精算後指定管理料

0
Ｈ22

392
Ｈ23

3,577

3,934
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)

備考

101,000

417
Ｈ24

市

指定管理導入以前の管理方法

Ｈ25(予定額)

101,000

114,621

利用料金の帰属先

自主事業の概要

(1)

Ｈ24

101,000

△525

市のその他の支出
利用料金の合計額

1

540
Ｈ25(予定額）

4,458

4,881

駐車場使用料，催し広場使
用料，果樹採取園使用料
702

園芸講座，農園芸実習，バルーンアート教室，しめ縄づくり教室等
管理委託（（財）福岡市森と緑のまちづくり協会）
本施設の利用にかかる料金は，福岡市公園条例第 10 条に定められてい
る。
市には，果実売渡収入 290 万 2187 円もある。

現状

ア 施設の概要
本施設は，昭和５９年１１月に一部開園し，昭和６３年１１月に全面開園となった。
敷地面積は１４．７ヘクタールである。
福岡県農業試験場跡地の立地条件を活かし，園芸振興拠点施設として園芸作物の総合
的な実験展示及び市民の園芸知識向上の場とするとともに，市民が自然に親しめる緑の
憩いの場として開園された果樹を特色とする都市公園である。
常緑果樹展示園（１万５７００㎡）
，落葉果樹展示園（２万㎡）
，熱帯果樹温室（３９
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２㎡），熱帯花卉温室（３０２㎡）の他，レストハウス，展望台，園芸センター，芝生
広場，催し広場等を備えている。常緑果樹展示園には柑橘類を主体として１６種約６６
０本，落葉果樹展示園には桃など１６種約５０本が植えられている。熱帯果樹温室では
バナナをはじめ，スターフルーツ，マンゴーなど約４０種９０本の世界の熱帯果樹が栽
培されており，熱帯花卉温室では，ブーゲンビリア，ハイビスカスなど６５種の熱帯花
木や珍しいサボテン，観葉植物を見ることができる。
イ 指定管理者の概要
西部ガス・ファイブ共同事業体は，都市ガス事業を営んでいる西部ガス（株）と，そ
のグループ会社でありビルメンテナンス・清掃・緑化維持管理・警備・駐車場管理等の
業務を行っている（株）ファイブとの共同事業体であり，代表構成団体は西部ガス（株）
である。同共同事業体の成立は平成２２年８月３１日であり，本施設の指定期間終了後
３月を経過するまでの間は解散できない旨の協定書が，西部ガス（株）及び（株）ファ
イブ間で締結されている。
なお，同共同事業体は，平成２１年度より「県営春日公園」の指定管理者ともなって
いる。
ウ 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２
３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。

園芸相談コーナーの運営及び園芸知識の普及に関すること
利用者に対する園芸活動相談に関すること
各種講座，催し等の企画・実施及び園芸知識の普及に関すること
花畑園芸公園の利用者に対する指導に関すること
花畑園芸公園の果樹，樹木の栽培管理に関すること
樹木，芝生の植栽，育成，肥培管理に関すること
果樹，熱帯果樹，花卉の調査，実験展示，肥培管理，収穫調整に関すること
施設の保守点検，維持，清掃，警備等施設の維持管理に関すること
上に掲げる業務に付帯すること

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
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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，２１０万７２０
５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ば，別紙記載の文言を修正すべきである。
(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，
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「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。
エ 指定管理者選定手続き
本施設の指定管理者選定にあたっては，５名の委員からなる選定委員会が設置され，
平成２２年７月５日から同年１０月１日にかけて３回の委員会が開催されている。
会議についてはすべて非公開で行われており，選定後に「農林業ふれあい施設の指定
管理者の候補者の選定結果について」と題して，選定結果，公募の概要，選考の概要，
指定期間がホームページにおいて公表された。
(2)

問題点

ア 自主事業と指定管理業務との整理について
本施設においては，園芸講座，農園芸実習，バルーンアート教室，しめ縄づくり教室
等が自主事業として行われているが，実施協定書第５条別紙１「花畑園芸公園の指定管
理者が行なう管理運営業務の細目」には，管理運営業務内容として，
「園芸相談コーナ
ーの運営及び園芸知識の普及に関すること」が挙げられ，その中には，
「各種講座，催
し等の企画・実施及び園芸知識の普及に関すること」が含まれている。そうすると，バ
ルーンアート教室はさておき，現在，自主事業として行われている園芸講座，農園芸実
習，しめ縄づくり教室等は，管理運営業務にあたると考えられる。
したがって，これらの事業については，指定管理業務として整理すべきである。

☞意見１０３
☆ 現在，自主事業として行われている各種講座や実習等の一部は，実
施協定書に定められた管理運営業務の細目からすると，指定管理業務
に含まれると考えられる。
自主事業と指定管理業務の振り分けを，再度検討し，整理すべきで
ある。

イ 修繕費・備品代の精算について
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本施設については,修繕費・備品代の精算が行われていない。この点については,上述
の通り,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説明があったが，基本協定
においてかかる定めはなく，また,指定管理料自体,毎年実施協定書において定めている
のであるから,総論で述べているとおり,修繕費等の精算についてはこれを行なうよう,
早急に改めるべきである。

☞意見１０４
☆ 修繕費・備品代は年度末に精算するよう，取り扱いを改めるべきで
ある。

ウ 収支報告（事業報告書）について
指定管理者の作成,提出した事業報告書では,収支予算及び収支決算の報告がなされ
ているが,同報告では,自主事業（報告上は「自主企画事業」
）にかかる収入と支出が合
算されており,これでは,指定管理業務の収支が分かりにくい。本施設に関しては,当該
収支計算書から指定管理業務の収支算出をすることが困難とまでは言えず,また本施設
全体の収支として,合算の収支を報告すること自体を否定するものではないが,事業報
告としては,指定管理業務と自主事業の収支を分けて記載するほうがより分かりやすい
と考える。

☞意見１０５
☆ 事業報告としてなされる収支報告については，指定管理業務に係る
収支と自主事業に係る収支とは分けて記載するよう,指定管理者に求
めるべきである。

エ 選定委員会の非公開について
本施設の指定管理者選定委員会に関しては「農林業ふれあい施設の指定管理者選定委
員会に関する要綱」が定められており，その第７条第１項は次のとおりとなっている。

（会議の公開等）
第７条 委員会の会議は，これを公開する。ただし，その会議における審議の内容が，
福岡市情報公開条例第７条に規定する非公開情報に該当するものであるとき，又は会議
を公開することにより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
の限りでない。
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本施設については，選定委員会議事録によると，公開によって委員相互の率直な意見
の交換や、意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるとの理由ですべて非公開とされ
ている。
しかし，少なくとも，指定管理者選定基準や指定管理者募集要項に関する議事は，公
開することによって率直な意見交換が損なわれるとは考え難いし，意思決定の中立性が
問題となる場面とも思われない。公開によって，会議の適正な運営に「著しい支障」が
生じるとは認められないと考える。

☞意見１０６
☆ 選定委員会は安易に非公開とするのではなく，公開により会議の適
正な運営に著しい支障が生じると認められるか否かについて，より慎
重かつ具体的に検討すべきである。

オ 協定書について
本施設の基本協定書においては，第３３条において「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，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。総論でも述べている通りであるから，
当該条文は削除すべきと考える。
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３ 今津リフレッシュ農園

単位：千円（端数切捨て）
施設名

今津リフレッシュ農園

施設数

所在地

福岡市西区大字今津５６８５番地

担当部・課

農林部農業政策課

根拠法令

福岡市市民リフレッシュ農園条例，同施行規則

施設の設置目的

農作物の栽培体験の場を提供することにより市民の余暇の活用及び健康
の増進に寄与するとともに，市民に農業に親しんでもらうことによって本市
農業の振興及び活性化に資すること。（条例引用）
指定期間

公募（応募数）・
非公募

（財）福岡市森と緑のまちづくり協会

H18.4〜H23.3

非公募

九州林産（株）

H23.4〜H28.3

公募（4）

管理者名
現在までの指定管理者

Ｈ22
49,581

精算

△1,126

精算後指定管理料

48,454

市のその他の支出

0

利用料金の合計額

Ｈ22

Ｈ24
44,900

44,900

323

260

450

Ｈ23
13,652

Ｈ24
13,691

市

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)

指定管理導入以前の管理方法
備考

Ｈ25(予定額)

44,900

利用料金の帰属先

自主事業の概要

(1)

Ｈ23

当初指定管理料
指定管理料

1

Ｈ25(予定額）
14,029

13,904

農園使用料、みかん狩りイチ
ゴ狩り利用料金、研修室使
用料
245

花まつり，収穫祭，漬物教室，料理教室，園芸教室，しめ縄・門松教室
管理委託（（財）福岡市森と緑のまちづくり協会）
本施設の利用に係る料金は，福岡市市民リフレッシュ農園条例第 10 条に
定められている。

現状

ア 施設の概要
本施設は，平成７年８月に一部が開園し，平成９年９月に全面開園となった。面積は
７ヘクタールである。市民が，野菜や花の栽培，収穫作業を行う体験農園（貸し農園）
を中心とする施設であり，体験農園の内訳は，休憩ハウス付農園１１０区画，集合農園
１７７区画，棚式農園（大）５区画，棚式農園（小）１４区画となっている。他にも，
ふれあい農園５８４２㎡，果実採取園４６３６㎡，モデル農園９３０㎡，芝生広場６５
９４㎡があり，またパーゴラ，屋外便所，農具倉庫，作業員棟，調理棟，交流センター
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（管理事務所，研修室，相談コーナー，ロッカー，シャワー室等）等を備えている。
イ 指定管理者の概要
九州林産（株）は，九州電力（株）の水源かん養林の受託経営から始まり，植林，木
材の生産・加工・販売，土木・建築・造園工事業務，花卉栽培，園芸用樹木の生産販売，
環境保全にかかる産業廃棄物等の有効利用及び資源の再生利用など，６０年もの間，造
園・造林業に広くかかわる業務を行っている。資本金は４億９０００万円，従業員数は
１２８名であり，九州電力（株）の全額出資によるグループ企業である。
ウ 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２
３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。

利用者に対する農産物栽培相談に関すること
栽培相談窓口開設等に関すること
利用者の案内指導に関すること
ふれあい農園等の受付・案内に関すること
体験農園利用者の募集に関すること
体験農園利用者の募集広報及び受付に関すること
講習会，イベント等の企画・実施に関すること
農業知識の普及等に関すること
農業に関する情報等の提供に関すること
園内農作物（体験農園を除く）
，果樹，樹木等の管理に関すること
ふれあい農園（じゃがいも・たまねぎ・さつまいも・いちご）及び果実採取園（ぶど
う・みかん）等の収穫調整に関すること
樹木・芝生・花等の植栽，育成，肥培管理に関すること
施設の保守点検，維持，清掃，警備等施設の維持管理に関すること
農園の維持管理に関すること
体験農園の耕起作業等に関すること
モデル農園の栽培管理に関すること
園路等の維持管理に関すること
警備に関すること
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農園施設の警備に関すること
上に掲げる業務に付帯すること

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。

農業指導者の充実

体験農園利用者に対し，農業指導者が応対。

耕起代行作業

体験農園利用者に対し，利用区画の耕起（土起こし）作
業を代行。

作付けカルテ

体験農園利用者入替え時に，作物の連作障害を引き起こ
さないよう，土壌調査を行った上作付けカルテを作成し，
利用開始時に配布。

栽培カレンダーの充実

農園で栽培ができる季節の野菜ごとの栽培カレンダーを
作成し，農園内の掲示板に掲載。

ふれあい農園事業利用案内

利用者に対し，体験の目的や注意等を理解してもらうた
めの案内を配布。

(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
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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。

・ 花まつり
・ 梅干し・ラッキョウ漬け方教室
・ 園芸教室
・ 料理教室
・ 収穫祭
・ しめ縄・門松教室

事業報告書では，参加料や一部費用に関する記載があったが，自主事業の収支等は明
らかでない。
(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。
エ 指定管理者選定手続き
本施設の指定管理者選定にあたっては，５名の委員からなる選定委員会が設置され，
平成２２年７月５日から同年１０月１日にかけて３回の委員会が開催されている。
会議についてはすべて非公開で行われており，選定後に「農林業ふれあい施設の指定
管理者の候補者の選定結果について」と題して，選定結果，公募の概要，選考の概要，
指定期間がホームページにおいて公表された。
(2)

問題点

ア 自主事業と指定管理業務との整理について
本施設においては，上述のとおり，花まつり，収穫祭，料理教室，園芸教室，しめ縄
教室等が自主事業として行われているが，実施協定書第５条別紙１「福岡市市民リフレ
ッシュ農園の指定管理者が行なう管理運営業務の細目」には，管理運営業務内容として，
「講習会，イベント等の企画・実施に関すること」や「農業知識の普及等に関すること」
が含まれており，現在，自主事業として行われている各種教室やイベントは，管理運営
業務にあたると考えられるものである。
事業報告書を見る限り，指定管理者が，自主事業にかかる経費（当該業務にあてる人
件費等も含む。
）を指定管理料から明確に区別しているかどうかも明らかではない。
現在行われている自主事業については，指定管理業務として整理した上で，各講習や
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イベントにおける経費や収入についても報告を受けるべきと考える。

☞意見１０７
☆ 現在，自主事業として行われている各種教室やイベントは，実施協
定書に定められた管理運営業務の細目からすると，指定管理業務に含
まれると考えられる。
したがって，これらの事業については，指定管理業務として整理す
べきである。

イ 修繕費・備品代の精算について
本施設については,修繕費・備品代の精算が行われていない。この点については,上述
の通り,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説明があったが，基本協定
においてかかる定めはなく，また,指定管理料自体,毎年実施協定書において定めている
のであるから,総論で述べているとおり,修繕費等の精算についてはこれを行なうよう,
早急に改めるべきである。

☞意見１０８
☆ 修繕費・備品代は年度末に精算するよう，取り扱いを改めるべきで
ある。

ウ 自主事業にかかる収支の報告について
指定管理者から提出される事業報告書では，自主事業にかかる収支の報告がなされて
いなかった。
指定管理者は，管理運営業務の執行において，その経理を他の業務と区別して明確に
しなくてはならない（基本協定書第２８条）ことから，その区別を明らかにするために
も，自主事業にかかる収支を別途報告すべきであるし，市のガイドラインにおいても自
主事業実施後は，市に自主事業実施報告書（収支報告書）を提出させるよう求められて
いるところである。
指定管理者には，自主事業にかかる収支の報告を提出させるべきである。

☞意見１０９
☆ 自主事業にかかる収支報告書を提出するよう，指定管理者に求める
べきである。
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エ 選定委員会の非公開について
本施設の指定管理者選定委員会に関しては「農林業ふれあい施設の指定管理者選定委
員会に関する要綱」が定められており，その第７条第１項は次のとおりとなっている。

（会議の公開等）
第７条 委員会の会議は，これを公開する。ただし，その会議における審議の内容が，
福岡市情報公開条例第７条に規定する非公開情報に該当するものであるとき，又は会議
を公開することにより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
の限りでない。

本施設については，選定委員会議事録によると，公開によって委員相互の率直な意見
の交換や、意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるとの理由ですべて非公開とされ
ている。
しかし，少なくとも，指定管理者選定基準や指定管理者募集要項に関する議事は，公
開することによって率直な意見交換が損なわれるとは考え難いし，意思決定の中立性が
問題となる場面とも思われない。公開によって，会議の適正な運営に「著しい支障」が
生じるとは認められないと考える。

☞意見１１０
☆ 選定委員会は安易に非公開とするのではなく，公開により会議の適
正な運営に著しい支障が生じると認められるか否かについて，より慎
重かつ具体的に検討すべきである。

オ 協定書について
本施設の基本協定書においては，第３３条において「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，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。総論でも述べている通りであるから，
当該条文は削除すべきと考える。
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４ 立花寺緑地リフレッシュ農園

単位：千円（端数切捨て）
施設名

立花寺緑地リフレッシュ農園

施設数

所在地

福岡市博多区立花寺二丁目９番５号

担当部・課

農林部農業政策課

根拠法令

福岡市市民リフレッシュ農園条例，同施行規則

施設の設置目的

農作物の栽培体験の場を提供することにより市民の余暇の活用及び健康
の増進に寄与するとともに，市民に農業に親しんでもらうことによって本市
農業の振興及び活性化に資すること。
指定期間

公募（応募数）・
非公募

H18.4〜H23.3

非公募

ふれあい・よか農園メンテナンスグル
H23.4〜H28.3
ープ

公募（6）

管理者名
現在までの指定管理者

（財）福岡市森と緑のまちづくり協会

Ｈ22
27,673

精算

△1,027

精算後指定管理料

26,645

市のその他の支出

0

利用料金の合計額

Ｈ22

Ｈ24
25,280

25,280

427

429

450

Ｈ23
1,968

Ｈ24
2,080

市

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)

指定管理導入以前の管理方法
備考

Ｈ25(予定額)

25,280

利用料金の帰属先

自主事業の概要

(1)

Ｈ23

当初指定管理料
指定管理料

1

Ｈ25(予定額）
2,059

2,093

農園利用料、研修施設使用
料、ロッカー、シャワー使用
料
776

秋まつり，年末感謝祭，野菜栽培講習，料理講習他
管理委託（（財）福岡市森と緑のまちづくり協会）
本施設の利用に係る料金は，福岡市市民リフレッシュ農園条例第 10 条に
定められている。

現状

ア 施設の概要
本施設は，平成１５年度に開園した市民向け都市型農園で，面積は１．７ヘクタール
である。敷地は国有地であり，市が国から無料で借りて，本施設を設置されている。
集合農園１６１区画，果実・花園１１６０㎡，公園緑地６８３０㎡，クラブハウス２
９０㎡，倉庫棟７２㎡があり，また１１０台収容可能の駐車場等を備えている。
イ 指定管理者の概要
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ふれあい・よか農園メンテナンスグループは，造園土木事業及び総合園芸販売事業を
営んでいる（株）福岡植林，造園緑化工事・設計施工を営んでいる三浦造園土木建設（株）
，
球場・競技場・各種コートの附帯設備新設，設計施工，補修，スポーツ用品販売事業を
営んでいる平井スポーツ建設（株）三社の共同事業体である。
（株）福岡植林の代表取
締役が，同事業体の代表者を務めることとなっている。
同事業体は，平成２３年４月１日に成立しており，
「指定管理事業の請負契約の履行
後１２箇月を経過するまでの間は，解散できない。
」
（指定管理は「請負契約」ではない
が，同事業体の協定書文言どおりに記載した。
）旨の協定を三社間で締結している。
ウ 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２
３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。

利用者に対する農産物栽培相談に関すること
栽培相談窓口開設等に関すること
利用者の案内指導に関すること
体験農園利用者の募集広報及び受付に関すること
講習会，イベント等の企画・実施に関すること
農業知識の普及等に関すること
農業に関する情報等の提供に関すること
園内農作物（体験農園を除く）
，樹木等の管理に関すること
樹木・芝生・花等の植栽，育成，肥培管理に関すること
施設の保守点検，維持，清掃，警備等施設の維持管理に関すること
農園の維持管理に関すること
体験農園の耕起作業等に関すること
園路等の維持管理に関すること
上に掲げる業務に付帯すること

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。
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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。

【継続自主企画事業】
・ 料理教室
・ 年末感謝祭
・ 体験農園収穫物品評会
・ 栽培講習会
・ 月隈保育園さつま芋栽培指導
【新規自主企画事業】
・ 一般市民対象夏・秋冬野菜栽培講習
・ 花のアレンジメント
・ プランター夏野菜栽培講習
・ 初夏の寄せ植え講習
・ 七夕（幼・小スケッチ大会）
・ 秋祭り
・ 自然観察・クラフト教室
・ 韓国料理講習会
・ 花壇管理

事業報告書によると，自主事業に係る収入は７７万６３９４円，費用は９４万４５３
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２円である。上に記載した各事業別の収支は明らかではない。
(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。
エ 指定管理者選定手続き
本施設の指定管理者選定にあたっては，５名の委員からなる選定委員会が設置され，
平成２２年７月５日から同年１０月１日にかけて３回の委員会が開催されている。
会議についてはすべて非公開で行われており，選定後に「農林業ふれあい施設の指定
管理者の候補者の選定結果について」と題して，選定結果，公募の概要，選考の概要，
指定期間がホームページにおいて公表された。
(2)

問題点

ア 自主事業と指定管理業務との整理について
本施設においては，上述のとおり，秋まつり，年末感謝祭，野菜栽培講習，料理講習
等が自主事業として行われているが，実施協定書第５条別紙１「立花寺緑地リフレッシ
ュ農園の指定管理者が行なう管理運営業務の細目」には，管理運営業務内容として，
「講
習会，イベント等の企画・実施に関すること」や「農業知識の普及等に関すること」が
含まれており，現在，自主事業として行われている各講習やイベントは，管理運営業務
にあたると考えられるものである。
指定管理者においても，特段，自主事業にかかる経費（当該業務にあてる人件費等も
含む。）を指定管理料から明確に区別し，自らの負担で行っているとは思われない。少
なくとも，事業報告書を見る限り，自主事業によって発生した赤字１６万８１３８円は
指定管理料によって補填されている。自主事業は，本来，指定管理料によって行われる
ものではなく，かかる状況は好ましくない。
したがって，現在行われている自主事業については，指定管理業務として整理した上
で，各講習やイベントにおける経費や収入についても報告を受けるべきである。

☞意見１１１
☆ 現在，自主事業として行われている各種講習やイベントは，実施協
定書に定められた管理運営業務の細目からすると，指定管理業務に含
まれると考えられる。
したがって，これらの事業については，指定管理業務として整理す
べきである。

６－21

イ 修繕費・備品代の精算について
本施設については,修繕費・備品代の精算が行われていない。この点については,上述
の通り,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説明があったが，基本協定
においてかかる定めはなく，また,指定管理料自体,毎年実施協定書において定めている
のであるから,総論で述べているとおり,修繕費等の精算についてはこれを行なうよう,
早急に改めるべきである。

☞意見１１２
☆ 修繕費・備品代は年度末に精算するよう，取り扱いを改めるべきで
ある。

ウ 収支報告（事業報告書）について
指定管理者の作成,提出した事業報告書では,収支予算及び収支決算の報告がなされ
ているが,同報告では,自主事業にかかる収入（報告上は「営業外収益」
）と支出（同じ
く「営業外費用」）が合算されており,これでは,指定管理業務の収支が分かりにくい。
本施設に関しては,当該収支計算書から指定管理業務の収支算出をすることが困難とま
では言えず,また本施設全体の収支として,合算の収支を報告すること自体を否定する
ものではないが,事業報告としては,指定管理業務と自主事業の収支を分けて記載する
ほうがより分かりやすいと考える。

☞意見１１３
☆ 事業報告としてなされる収支報告については，指定管理業務に係る
収支と自主事業に係る収支とは分けて記載するよう,指定管理者に求
めるべきである。

エ 選定委員会の非公開について
本施設の指定管理者選定委員会に関しては「農林業ふれあい施設の指定管理者選定委
員会に関する要綱」が定められており，その第７条第１項は次のとおりとなっている。

（会議の公開等）
第７条 委員会の会議は，これを公開する。ただし，その会議における審議の内容が，
福岡市情報公開条例第７条に規定する非公開情報に該当するものであるとき，又は会議
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を公開することにより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
の限りでない。

本施設については，選定委員会議事録によると，公開によって委員相互の率直な意見
の交換や、意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるとの理由ですべて非公開とされ
ている。
しかし，少なくとも，指定管理者選定基準や指定管理者募集要項に関する議事は，公
開することによって率直な意見交換が損なわれるとは考え難いし，意思決定の中立性が
問題となる場面とも思われない。公開によって，会議の適正な運営に「著しい支障」が
生じるとは認められないと考える。

☞意見１１４
☆ 選定委員会は安易に非公開とするのではなく，公開により会議の適
正な運営に著しい支障が生じると認められるか否かについて，より慎
重かつ具体的に検討すべきである。

オ 協定書について
本施設の基本協定書においては，第３３条において「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，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。総論でも述べている通りであるから，
当該条文は削除すべきと考える。
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５ 油山牧場及び背振牧場

単位：千円（端数切捨て）
施設名

油山牧場及び背振牧場

施設数

所在地

福岡市南区大字桧原字夫婦石及び大字柏原字西山田他

担当部・課

農林部農業振興課

根拠法令

福岡市牧場条例，同施行規則

施設の設置目的

強健な乳用後継牛を育成することにより畜産業の振興を図るとともに，市
民に家畜や自然とのふれあいの場を提供すること（福岡市牧場条例第 1
条参照）。
指定期間

公募（応募数）・
非公募

（財）福岡市森と緑のまちづくり協会

H18.4〜H23.3

非公募

（一社）福岡市乳牛育成協会

H23.4〜H26.3

非公募

管理者名
現在までの指定管理者

Ｈ22

Ｈ24

198,863

194,610

Ｈ25(予定額)

188,112

精算

△6,566

△2,778

△804

精算後指定管理料

192,297

191,832

187,307

市のその他の支出

4,767

8,044

10,473

利用料金の合計額

Ｈ22

Ｈ23
36,995

Ｈ24
40,333

利用料金の帰属先

市

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)

自主事業の概要
指定管理導入以前の管理方法

備考

(1)

Ｈ23

当初指定管理料
指定管理料

2

184,560

26,913
Ｈ25(予定額）

42,645

44,023

牧場使用料，駐車場使用
料，会議室等使用料等
73,857

ふれあい体験事業，売店・レストラン営業
管理委託（（財）福岡市森と緑のまちづくり協会）
本施設は老朽化が進んでいることから，修繕費（「市のその他の支出」）が
年々増加傾向にある。H23 はデッキ柵修繕や展示家畜舎扉・窓の修繕，
H24 は牛乳製造配管の修繕，H25 は堆肥舎改修（増築）工事，バーベキュ
ーデッキ床修繕，遊具修繕等が行われている。
利用料金の中には，指定管理者が自主事業を行なうにあたり市に支払っ
ている売店・レストラン使用料や自動販売機設置用地使用料，携帯基地局
の設置用地使用料が含まれている。
本施設の利用にかかる料金は，福岡市牧場条例第 12 条及び同施行規則
第 8 条に定められている。

現状

ア 施設の概要
油山牧場は，昭和４８年４月に福岡市南区大字桧原字夫婦石及び大字柏原字西山田に
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開場され，平成８年７月からは観光牧場となっている。敷地面積は４７．４７ヘクター
ルであり，牧場用施設として育成牛舎，堆肥舎，サイロ，機械格納庫等を備え，ふれあ
い施設として畜産資料展示館，市民研修施設，ふれあい家畜舎等を備えている。平成２
４年度の入場者数は，３４万４６０８人である。
背振牧場は，昭和５８年７月に，福岡市早良区大字板谷字松ノ尾及び字苦笑に開場さ
れた。敷地面積は１９．９５ヘクタールであり，牧場用施設として集合畜舎，堆肥舎，
避難舎，農機具舎等を備えている。
イ 指定管理者の概要
（一社）福岡市乳牛育成協会の前身である福岡市乳牛育成組合は，昭和４５年７月１
５日に設立され，以来，油山牧場と背振牧場を利用していた団体である。平成２３年１
月１１日，一般社団法人福岡市乳牛育成協会となった。
設立の目的は，乳牛の雌仔牛の共同育成を実施し，乳牛群の資質向上と酪農経営の合
理化を図るとともに，福岡市油山牧場と背振牧場の管理運営を通し，農業及び畜産業の
発展に寄与することである。
事業としては，本施設の管理業務の他に，雌仔牛共同育成事業等を行っている。雌仔
牛共同育成事業とは，市内の酪農家から生後６〜９か月齢の雌仔牛を預かり，約１５か
月放牧することによって，強健な乳牛の共同育成を行なうものである。育成期間の終盤
に人工授精を行い，妊娠した後，酪農家に返還している。市の酪農家の多くは都市近郊
に位置しており，牛の育成に十分な土地を確保できない状況にあるため，育成を共同で
行なうことで経営の効率を高めるとともに，各畜産農家の周辺環境の保全に寄与してい
るとのことである。なお，同事業に対しては，市から「乳用牛共同育成推進事業補助金」
１７０万６０００円が交付されている。
ウ 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２
３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。

農業及び畜産業に関する知識の啓発に関すること
催事等の企画，実施に関すること
牧場施設の保守点検，維持，清掃管理作業に関すること
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畜産資料展示館及び畜産加工研修施設の管理運営に関すること
草地の維持管理及び樹木の保育管理に関すること
ふれあい家畜の飼養管理，運用に関すること
牧場の許可利用者等に対する指導・助言並びに利用協議に関すること
牧場運営協議会の企画，開催に関すること
維持管理に係る工事・修繕及び委託の設計監督に関すること
上に掲げる業務に付帯すること

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通整理員の人数が定められている（実施協定書第７
条，別紙３）
。
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
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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。
エ 指定管理者選定手続き
本施設の指定管理者選定にあたっては，５名の委員からなる選定委員会が設置され，
平成２２年７月５日から同年１０月１日にかけて３回の委員会が開催されている。
会議についてはすべて非公開で行われているが，選定結果及び選定理由は，市ホーム
ページにて公表されていた。
(2)

問題点

ア 自主事業のあり方について
指定管理者の決算書では,損益が次のように分けられている。

育成部門

指定管理部門

営業部門

一般管理部門

収益

36,008,945

187,344,748

68,843,448

6,270,490

費用

41,378,777

168,448,073

65,514,058

15,853,383

当期純損益金額

▲5,369,832

18,896,675

3,329,390

▲9,582,893

育成部門は雌仔牛共同育成事業に係るものであり，営業部門は売店・レストランの販
売事業に係るものである。一般管理部門は平成２４年度決算書より新たに設けられた部
門であり，法人の総務費が計上されている。具体的には，費用として，退職金，退職掛
金，労働保険料，租税公課，役員報酬，福利厚生費等が計上されており，収益としては，
それまで営業部門に計上していた販売売上のうち，乗馬体験と手作り体験の売上が計上
されているとのことである。
このように，指定管理部門とそれ以外の部門とを区別して報告している点は評価でき
る。
ところで，この損益状況によると，指定管理料の余剰で,育成部門と一般管理部門の
マイナスを埋めていることになるが，そもそも，本施設に関しては,これらマイナスを
計上している事業が,果たして指定管理者の自主事業と割り切れるものか疑問のあると
ころである。
すなわち,本施設の設置目的は，
「畜産の振興を図るとともに市民に家畜や自然とのふ
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れあいの場を提供する」ことにある。育成部門で行われている雌仔牛共同育成事業は，
まさに畜産の振興を図るために行われているといえ，本施設の本来の事業とも考えられ
るものである。また，市の定めるガイドラインでも自主事業とは，
「市が指定管理業務
として求める要求水準とは別に,施設の設置目的の範囲内で,指定管理者の責任におい
て自主的に企画・実施する事業」とされているが,雌仔牛共同育成事業は,本施設におい
て,市内酪農家のために市の直営であったころから行われてきた事業であり,指定管理
者が自主的に企画・実施する余地のある事業とは思われない。
「ふれあい体験事業」のうち,自主事業として行われている乗馬体験や手作り体験イベ
ントも，本施設の設置目的からすれば本来事業とするのがふさわしいと考える。売店・
レストランについても,本施設の運営管理上「行わない」という選択肢はないように思
われるし,実際，建物だけでなく内部設備もすべて市が提供しているという状況にある。
本施設については，指定管理制度を維持するのであれば、本来事業と自主事業とを今
一度見直し,指定管理料の流用がなされる（かのような）現状を改善すべきではないだ
ろうか。

☞意見１１５
☆ 現在の本来事業と自主事業の振り分けは,本施設の負っている公の
目的に照らして疑問があるし,指定管理料が自主事業の運営に流用さ
れている（かのような）状況が発生していて望ましくない。これら事
業の内容について,見直しをすべきである。

イ 協定書について
本施設の基本協定書においては，第３４条において「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，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。総論でも述べている通りであるから，
当該条文は削除すべきと考える。
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６ 福岡市海づり公園

単位：千円（端数切捨て）
施設名

福岡市海づり公園

施設数

所在地

福岡市西区大字小田字池ノ裏地先

担当部・課

水産部漁港課

根拠法令

福岡市海づり公園条例，同施行規則

施設の設置目的

市民に安全で快適な海釣りの場を提供することにより，市民の余暇の活
用及び健康の増進に寄与すること。
指定期間

公募（応募数）・
非公募

（財）福岡市海づり公園管理協会

H21.4〜H24.3

非公募

（財）福岡市海づり公園管理協会

H24.4〜H25.3

非公募

福岡市漁業協同組合

H25.4〜H28.3

非公募

管理者名
現在までの指定管理者

Ｈ22
当初指定管理料
指定管理料

1

Ｈ23

Ｈ24

Ｈ25(予定額)

37,168

35,649

35,276

35,276

6,202

6,533

19,075

24,521

精算
精算後指定管理料
市のその他の支出

利用料金の合計額

Ｈ23
52,674

Ｈ24
40,827

利用料金の帰属先

指定管理者

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)

自主事業の概要
指定管理導入以前の管理方法
備考

(1)

Ｈ22

Ｈ25(予定額）
60,006

53,834

釣台料金，入園料金，駐車
料金
5,121

海洋釣堀の活魚販売等
管理委託（（財）福岡市海づり公園管理協会）
本施設の利用にかかる料金は，福岡市海づり公園条例第 10 条に定めら
れている。

現状

ア 施設の概要
昭和６０年４月に開設された。海上沖３８６ⅿのＴ字型鋼製釣り桟橋であり，釣り場
面積は３２７０㎡，収容人数は４００人である。管理所や駐車場を備えている。
イ 指定管理者の概要
（財）福岡市海づり公園管理協会は，福岡市海づり公園の管理運営を目的として，昭
和６０年に設立された。基本財産の８割（８００万円）を福岡市，２割を福岡市漁業協
同組合から出資しており，理事長は福岡市農林水産局長が兼任している。また，役員及
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び監事は，福岡市，福岡市漁業協同組合関係者，福岡市海づり公園管理協会理事である。
専務理事，管理課長，総務係長は福岡市の元職員である。
なお，
（財）福岡市海づり公園管理協会は，平成２０年度の第２次外郭団体改革実行
計画において，「抜本的にあり方を検討する団体」とされており，平成２５年３月３１
日をもって解散しているところ，同協会の固有職員全員が福岡市漁業協同組合に再雇用
されており，本施設の運営上の問題は発生していないとのことである。
ウ 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

人件費

64,925

宣伝活動費

4,498

印刷消耗品費

1,275

修繕費

1,506

委託料

9,577

駐車場経費

544

車両費

729

６－30

租税公課

80

通信運搬費

340

借損料

1480

福利厚生費

360

燃料費

209

水道光熱費

1,805

施設保険料

695

ゴミ処分費

455

利用券印刷

487

消費税

4,448

合計

【収入】

93,413

単位：千円（端数切捨て）
利用料金

58,116

利息収入

21

合計

58,137

【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１５０万６００
０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とである。もっとも，平成２５年度からは，予算と
実績に差がなくなってきているとの説明が，担当課からあった。
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）,
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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（６
１４万円）,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（３
６７万１０００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。
エ 指定管理者選定手続き
本施設については，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。
非公募としている理由について，担当課からは，
「海づり公園の運営については，漁業
者の理解と協力（施設周辺の操業自主規制，水揚げへの影響に対する漁業補償の放棄な
ど）及び，「釣り」や「魚の生態」などに熟知したスタッフの確保が必要であり，これ
らの要件を満たし，安定的にかつ円滑に事業を実施できる団体が（福岡市漁業協同組合
が出資し運営に参画する当該団体をおいて）他にいない。
」との説明があった。
指定管理者選定にあたって，選定委員会は設置されていない。その理由は，次のとお
りであった。

① 指定管理の期間については平成２４年度の１年間であること。
公益法人改革及び福岡市第２次外郭団体改革実行計画による見直しの中で，現在の管
理協会が今後も非公募で海づり公園の指定管理者となり続ける事は難しい状況となっ
ていることから，平成２５年度より福岡市漁業協同組合を非公募で指定管理者とするこ
とで，協議していた。
このため，平成２４年度については，平成２５年度以降の海づり公園の管理運営のあ
り方や，組織づくり等の準備期間として，
（財）福岡市海づり公園管理協会を非公募に
より指定管理者の募集を行うもの。
② （財）福岡市海づり公園管理協会については，昭和６０年の海づり公園開設時に同
公園の管理運営を行うために設立された団体であり，現在に至るまで，良好な管理運営
を行ってきたこと。
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(2)

問題点

ア 非公募による選定手続きについて
本施設は，いわゆるレジャー施設に位置づけられるものといえ，民間のアイディア等
の活用場面が広いタイプの施設と考えられるところであるが，担当課によると，本施設
は，福岡市漁業協同組合が漁業権漁場の解放をおこなうなど，全面的な協力体制のもと
に運営されており，指定管理者としては今後も福岡市漁業協同組合をおいて他にないと
のことである。
すなわち，本施設は，市民の余暇の充実や漁業者と釣り客との共存などを目的とし，
市と漁協が協力して設立したものであり，その施設の運営においては，福岡市と漁協の
共同出資団体である（財）福岡市海づり公園管理協会が行ってきたという経緯があると
いうのである。そのため，当該管理協会の解散後は，そのまま漁協が指定管理者として
選定されることとなっている。
また，仮に漁協が本施設の管理から撤退した場合，漁業権等の課題があることから，
次期指定管理者の決定まで時間を要し，本施設自体の維持が難しくなるとのことである。
指定管理制度の運用としては非公募を続けることに疑問が残るものの，ここで，提案
できる解決策はなく，また７万人を超える利用者がいる施設について，その必要性がな
いとも言い切れず，本監査において意見を付すことは控えることとした。
イ 指定管理料の算出について
上述した通り, 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）とされているが,平成２４年度指定管理料算出の前提
とされた「管理運営に係る経費」の額は,次のとおり,指定管理者が作成,提出した「平
成２４年度事業報告明細書及び収支決算明細書」の予算決算収支計算明細書記載の予算
額と異なっている。なお，人件費については,事業報告明細書及び収支決算明細書上,「給
与・手当」「賃金」「役員報酬」「法定福利費」の科目で挙げられているものの合計とし
た。借損料は同「賃借料」の科目を当てた。また，担当課の確認を元に，印刷消耗品費
にはゴミ処分費及び利用券印刷費が含まれている。
単位：千円
指定管理料算出
の前提額
人件費

事業報告明細書及び収支決算明細書
当初予算額

補正後の予算額

決算額

64,925

64,269

64,690

64,192

宣伝活動費

4,498

4,569

2,069

1,753

印刷消耗品費

2,217

2,092

5,194

3,609

修繕費

2,050

2,950

1,530

597

６－33

委託料

9,577

8,716

8,923

8,919

車両費

729

623

623

562

80

3,004

3,759

3,758

340

357

357

353

1,480

955

1,185

1,184

福利厚生費

360

528

666

665

燃料費

209

222

272

256

水道光熱費

1,805

2,049

1,859

1,850

施設保険料

695

900

743

742

租税公課
通信運搬費
借損料

消費税

4,448

（各費目に計上）

会議費

（なし）

156

156

120

渉外費

（なし）

11

11

0

旅費

（なし）

190

224

223

91,591

92,261

88,783

合計

93,413

このように,指定管理料算出の前提額とされた「管理運営に係る経費」９３４１万３０
００円と,指定管理者の予算額とは約１１５万から約１８０万円の開きがあり，予算額
とならない数字を「管理運営に係る経費」として指定管理料算出に使うことには疑問が
ある。
担当課からの聞き取りにおいては，
指定管理者の提示する金額について,どこまでその
正確性,必要性,相当性について検討しているかについても明確な回答は得られなかっ
た。例えば,指定管理料の前提となる「管理運営に係る経費」については,平成２４年度
の指定管理者の見込みであるとの説明であったが，かかる見込みの算定方法や根拠は明
らかでなかった。
他方，収入についても,指定管理者の見込み５８１３万７０００円に対し,実績は６０
２６万４１０円であった。指定管理者の見込みは，上述の通り，利用料金収入５８１１
万６０００円と利息収入２万１０００円の合計であるところ，いかにして利用料金収入
５８１１万６０００円を見込んだのかが判然としない。というのも，概要表に記載した
ように，平成２３年度の利用料金収入実績は４０８２万７０００円であるし，平成２２
年度については５２６７万４０００円だからである。なお，この点につき，担当課への
ヒアリングでは算出根拠等が明らかとならなかったものの，利用料金に関しては，平成
２５年度から，過去５年の実績から一番高い金額上と一番低い金額を除いた３年分の平
均を使って算出するように運用を改めたとのことである。
本施設が, 指定管理料について,「管理運営に係る経費から利用料金収入を差し引いた
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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）とする以上,ここで使われる「管理運営に係る経
費」及び「利用料金収入」については，相応の算定根拠に基づく,相当性のある数字で
なくてはならないと考える。

☞意見１１６
☆ 指定管理料算定にあたって使われる 「管理運営に係る経費」及び「利
用料金収入」は，相応の算定根拠に基づく,相当性のある数字でなくて
はならない。担当課においては,その正確性,必要性,相当性について十
分に把握,検討すべきである。

ウ 協定書について
本施設の基本協定書においては，第３０条において「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，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。総論でも述べている通りであるから，
当該条文は削除すべきである。
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第７章

住宅都市局所管の施設

第 7 章 住宅都市局所管の施設

１ 住宅都市局の公園に共通する事項
(1）現状
ア 住宅都市局が所管する公園
住宅都市局では，以下の１６の公園を所管している。これらの
うち，かなたけの里公園は同局のみどり推進課が所管しており，その
他の公園は同じくみどり管理課が所管している。国営公園の計画区域
内に国から設置許可を得て設置された雁の巣レクリエーションセンタ
ーについては，福岡市雁の巣レクリエーションセンター条例と同
施行規則が定められているが，その他は福岡市公園条例と同施行規則
（福岡市花と緑のマスコットキャラクター）

に基づいて市が設置している。
国営公園

東区

雁の巣レクリエーションセンター

総合公園

東区

アイランドシティ中央公園
青葉公園

都市緑地

博多区

東平尾公園

中央区

舞鶴公園

西区

小戸公園

城南区

西南杜の湖畔公園

博多区

楽水園
月隈北緑地（パークゴルフ場）

運動公園

中央区

松風園

南区

桧原運動公園

西区

西部運動公園
今津運動公園

歴史公園

城南区

友泉亭公園

風致公園

西区

生の松原海岸森林公園
かなたけの里公園

イ 指定管理の大枠
上記の公園のうち，舞鶴公園と東平尾公園を除く公園は，公募によって指定管理者
が選定されている（舞鶴公園と東平尾公園も次回の選定時には公募に変更する予定と
のこと）
。公募による選定手続においては，より多くの団体に機会を与えるため，福
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岡市都市公園等指定管理者募集要項（平成２２年８月）
「３ 応募に関する事項」
「
（３）
複数応募の禁止」は，
「ア 同一の公募単位において，単独で応募した法人は，グル
ープ応募の構成員となることはできない。 イ 同一の公募単位において，応募した
複数のグループにおいて，同時に構成員となることはできない。
」と定めており，あ
る団体が指定管理者に選定されるのは 1 施設に限られる扱いである 1。ただし生の松
原海岸森林公園については,有料公園施設がないために管理者を常駐させていないこ
と，小戸公園に隣接しており一体として管理することが効率的であることから，小戸
公園と同じ指定管理者に管理させている。
これらの公園のうちすでに供用開始されていた施設では，指定管理者制度導入まで
はいずれも管理委託（第２部総論第１章第１の２参照）によって管理運営を行ってお
り，雁の巣レクリエーションセンターを除いて市の外郭団体である（公財）緑のまち
づくり協会（当時は（財）福岡市森と緑のまちづくり協会）が管理受託者として管理
を行っていた。指定管理者制度移行後も，３つの運動公園と舞鶴公園・東平尾公園で
は１期目は同協会が指定管理者となった（舞鶴公園・東平尾公園は２期目も同協会）
。
このように，外郭団体を段階的に縮小するという市の方針に従い，緑のまちづくり
協会による公園の管理は着実に縮小している。残る舞鶴・東平尾両公園も次回選定時
には公募制に移行することであり，高く評価できる。もっとも，公募制の下では外郭
団体は応募を自粛する扱いとなっている点はやや疑問である。外郭団体を特別に保護
することは正しくないが，民間業者と競争させた結果，よりよいサービスを提供でき
ると判断されるのであれば指定管理者としても差し支えないように思える。団体とし
て存続させる限りは応募資格を認めてよいのではないだろうか。
ウ 公園の使用料
以下の記述の前提として，
公園の使用料についての福岡市公園条例の定めを掲げる。
「
（公園使用料）
第６条の２
第４条第１項（注：制限に係る行為に対する市長の許可）又は第６項の許可（注：
用途以外の使用に対する市長の許可）を受けた者は，別表第１の３（注：たとえ
ば「業として写真を撮影するもの １台１月３０００円」
）に定める使用料を納付
しなければならない。
」
「
（有料公園及び有料公園施設使用料）

1

同「（５）複数案件に併願した場合の取扱い」は以下のとおり定める。
「公園の複数の公募案件に併願する場合において，先行して選定を行う案件で，指定
管理者の優先候補者となった法人又はグループは，その後において選定を行う案件に
は参加できない・・・・なお，併願案件の選定の順番は，指定管理料の上限額の高額
の案件から選定するものとする。」
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第１０条第１項
第８条の承認（注：市長による利用の承認）を受けた者は，別表第１の４（注：
有料公園使用料（入園料）２００円）
，別表第２（注：有料公園施設使用料 たと
えば陸上競技場１日３万円）
，別表第２の２（注：東平尾公園施設使用料 たとえ
ば博多の森陸上競技場１日１０万５０００円）及び別表第２の３（注：今津運動
公園施設使用料 たとえば体育館１日１万５６００円）に定める金額の範囲内に
おいて規則（注：福岡市公園条例施行規則）で定める額の使用料を納付しなけれ
ばならない。
」
「
（土地又は公園施設の使用料）
第１４条
公園施設を設置し，又は管理する者からは，その使用する土地又は公園施設に
ついて，別表第３（注：公園施設設置等使用料 たとえば売店・飲食店１㎡１月
９００円）に定める金額の範囲内において規則（注：福岡市公園条例施行規則）
で定める額の使用料を徴収する。
」
注：これは売店，飲食店の設置についてその面積に応じて市が使用料を徴収
するもので，指定管理者の業務として定められていない（第２３条の２）
。
「
（占用料）
第１８条
公園を占用する者からは，別表第４に定める金額の範囲内において規則で定め
る額の占用料を徴収する。
」
「
（使用料等の減免）
第２１条
市長は，公益上その他特別の理由があると認めたときは，使用料，手数料又は
占用料を免除することができる。
」
減免基準は規則第１５条に定められている。
エ 管理業務
指定管理者が行う業務については，福岡市公園条例，
「福岡市都市公園等指定管理
者共通仕様書」
（以下「共通仕様書」という。かなたけの里公園については「かなたけ
の里公園指定管理者業務仕様書」
）及び各公園についての「○○公園の管理に関する実
施協定書」別紙第１「○○公園の指定管理者が行う管理業務」において定められてい
る。
福岡市公園条例は以下のように規定している。
第２３条の２第２項
「指定管理者が行う公園に管理に関する業務は，次に掲げるとおりとする。
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（１）第４条第１項 2に規定する行為の制限及び第６条 3に規定する利用の制限
に関する業務
（２）第８条 4に規定する利用の承認に関する業務
（３）次に掲げる使用料の徴収に関する業務
ア 第６条の２に規定する使用料(第４条第６項の許可を受けた者に係る
ものを除く。)
イ 第１０条に規定する使用料
（４）第２１条に規定する使用料等(前号に規定する使用料に限る。)の減免に
関する業務
（５）公園施設（法第５条第１項の許可に係るものを除く。第２３条の７にお
いて同じ。)の維持及び修繕に関する業務
（６）前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める業務」
条例を受けて共通仕様書は以下のように規定している。
「
（２） 管理運営業務
ア 施設利用者の受付等
イ 施設使用料の徴収事務
ウ 施設使用料の減免に関する事務手続
エ 事業計画書で提案した自主事業業務
オ 福岡市公園条例第４条及び雁の巣レクリエーションセンター条例第３条に
規定する行為の許可に関する事務
カ 園内施設の維持管理
キ 樹木・芝等植物育成管理
ク 清掃及びゴミ収集と処理
ケ 巡視・点検
2

第４条第１項「公園において，次の各号に掲げる行為をしようとする者は，市長の許
可を受けなければならない。
(1) 行商，募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行なうこと。
(4) 競技会，集会，展示会，博覧会その他これに類する催しのために公園の全部又は一
部を独占して利用すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか，規則で定める行為をすること。」
3
第６条「市長は，公園の損害その他の理由によりその利用が危険であると認める場合
又は公園に関する工事のためやむを得ないと認める場合においては，公園を保全し，
又はその利用者の危険を防止するため，区域を定めて公園の利用を禁止し，又は制限
することができる。」
4
第８条「有料公園又は有料公園施設を利用しようとする者は，規則で定めるところに
より申請し，市長の承認を受けなければならない。」
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コ 警備業務
サ 駐車場の管理及び不正利用者等への指導
シ 火災報知器，機械設備等の管理
ス 園内及び園外の苦情処理業務
セ 軽微な修繕（１件３０万円以内）
（３） 施設の運営に関すること
ア 福岡市公共施設予約システムによる施設利用者の受付業務
イ 福岡市公共施設予約システムの登録申請者等受付業務
ウ 福岡市公共施設予約システムによらない施設利用者の受付，利用承認及び
利用券の交付に関する事務
エ 施設賠償保険，傷害保険等必要な保険に加入
（４） 使用料の徴収に関する事務
（中略）
（５） 事業報告書
ア 毎月の報告書は，翌月５日までに市に提出すること。
イ 各事業年度ごとの報告書は，事業年度の終了後３０日以内に市に提出する
こと。
ウ 報告書の様式については，協定書により定める。
（６） 職員の配置に関すること
別紙「施設概要」参照
（７） 園地及び建物の維持管理に関すること
ア 適正な運営のため，園地及び建物に関する維持管理を行うこと。
（維持管理に係る管理強度の目安は別紙「施設概要」を参照すること。
）
※維持管理の作業内容の詳細については，提案内容を勘案し双方協議の
上決定し実施するもの。
イ 園地及び建物の維持管理業務の処理を他に委託し，又は請け負わせてはな
らない。ただし，事前に市と協議し，書面による承諾を得た場合はこの限
りでない。
（８） その他

（ 中略 ）

」

オ 選定手続
(ｱ）公募制
指定管理者の選定手続は，福岡市公園条例，同施行規則，公園及び公園施設の指定管
理者の選定等の手続に関する要綱に定められており，原則として公募することとされて
いる（同条例第２３条の３第１項）
。
ただし舞鶴公園と東平尾公園については，中核的な公園であり大規模な大会等も行わ
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れる等の理由で非公募とされている（次回の選定時には公募に変更する予定とのこと）
。
(ｲ) 募集要項
募集要項は，平成２４年度開設のかなたけの里公園（
「かなたけの里公園指定管理者
募集要項」
）を除いて共通である（
「福岡市都市公園等指定管理者募集要項」
）
。募集要項
は市のＨＰに掲載され，
「福岡市都市公園等指定管理者共通仕様書」
，各施設の施設概要，
「指定管理者に関するＱ＆Ａ」のほか，
「問題点」で触れる「市と指定管理者の責任等
の分担等」
（リスク分担表）が添付されている。
平成２２年度の公募においては選定委員名を公開していたが，同２５年１月の「指定
管理者の指定の手続に関するガイドライン」により，今後は選定までは公表しないこと
とされる。
エのとおり，指定管理者の行う業務については定型的な維持管理業務や事務手続を中
心に記載されており，運営の具体的内容(ソフト面)については触れていない。
他の施設では記載がないものが多いが，本施設については当募集要項に，指定管理者
の資格要件として入札参加欠格者でないこと等が明記されている（総論・指摘１参照）
。
(ｳ) 選定委員会
指定管理者の選定にあたる選定委員会については，
「公園及び公園施設の指定管理者の
選定委員会に関する要綱」が定めている。選定手続はみどり管理課が所管する１５の公
園（うち非公募が２施設）については一括して行われている。かなたけの里公園は開設
時期が平成２４年度であるため別途選定手続がとられているが，選定委員のうち外部委
員は他の施設と共通である。
選定委員会の委員は５名で，うち２名が市職員，３名が学識経験者等の外部委員であ
る。選定委員会には担当課職員が事務局（説明要員）として出席する（選定委員である
市職員とは別）
。
平成２２年の選定委員会（同２３年度からの指定管理者候補者を選定する）の概要は
次のとおりであった。①等は議案を示す。
第１回（６月３０日）

午後２時～５時３０分

①選定委員会の公開について（事業評価をする場合は一部非公開，基
準や優先交渉権者を審査する場合は全部非公開とする）
②平成２１年度の事業評価について 5
③同２２年度の公募について（募集要項と仕様書，一業者一公園の原
則等）
④優先交渉権者の選定について
なお，募集要項の配布は８月１３日からであり，選定委員会で募

5

選定委員会が評価委員会として前年度の指定管理業務の事業評価を行う（→コ(ｳ)）。
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集基準，募集要項を決めたうえで行われている（意見６参照）
。
第２回（１０月２７日）

午前９時３０分～１２時

①公募による指定管理者の書類審査について
②非公募による指定管理者の書類審査について
第３回（１１月１日）

午前９時～午後３時

①公募による指定管理者の面接審査及び候補者の選定について
②非公募による指定管理者の候補者の選定の可否について
各回とも，時間をかけて実質的な議論が行われており，面接審査の要否も機械的に応
募者数によって決めていない。非公募の施設（舞鶴公園・東平尾公園）についても選定
委員会において指定管理者としての適性が確認されている。
ただし，それぞれの議事が公開されたかどうかについては，議事録からはわかりにく
い。担当課によれば，第１回選定委員会の第２号議案の履行確認についてのみ公開し，
その他はすべて非公開であった。
選定委員会の議事録と各施設の選定概況は市のＨＰで公表されている。
カ 協定書
指定管理者に選定された団体は，市と基本協定書及び実施協定書を締結する。内容
は各公園共通である。
平成２２年１２月２８日付の総務省自治行政局長通知は，指定管理者との協定等にリ
スク分担に関する事項を盛り込むことが望ましいとしており，これを受けて各施設の基
本協定書第１１条第１項は「管理運営業務に関するリスク分担は，別紙のとおりとす
る。
」と規定し，
「市と指定管理者の責任分担等」
（リスク分担表）が添付されている。
補修について，各施設の基本協定書第１０条１項（かなたけの里公園の管理に関する
基本協定書では９条１項）は，
「１件３０万円未満の施設又は物品の補修は，原則として
指定管理者が負担するものとし，１件３０万円以上の施設又は物品の補修は市が負担す
るものとする。
」と規定している。舞鶴公園と東平尾公園を除いて精算は行われない。
備品については，各施設の実施協定書第６条第１項（かなたけの里公園の管理に関す
る基本協定書では５条１項）が「甲（市）は，本業務の遂行に必要な備品を乙（指定管
理者）に貸与することができる。
」と規定している。
キ 賠責保険
公園についても全国市長会の賠償補償保険が付保されており，指定管理者も被保険者
とされている。しかし，同保険は再委託先を被保険者としていない。そこで指定管理者
ガイドラインは「第三者に委託し，又は請け負わせたときは，当該第三者を指定管理者
と同等の保険に加入させなければならない」としており，東平尾・舞鶴両公園を除く各
施設の基本協定書では，指定管理者に賠責保険の付保が義務付けられている。これらの
施設では，指定管理者は再委託先も被保険者とした賠償責任保険を個別に結んでいる。
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東平尾公園と舞鶴公園については独自に賠償責任保険が付保されておらず，全国市長
会の保険のみである。その理由について担当課は，指定管理者が市の外郭団体であって，
市直営の場合と同様に，委託業者との請負契約において業務に起因する第三者への損害
については受託者が責めを負うことにされているためであると説明している。
ク 自主事業
共通仕様書は，自主事業は以下の基準に基いて実施すべきものとしている。
■福岡市の公園における指定管理者の自主事業実施基準
指定管理者は，以下の事業について，企画・提案を行い，事前に市の承認を得て実
施することができる。ただし，指定管理者が実施する事業は，市民が広く参加でき
る内容に限ることとし，特定の団体等のみを対象としたものは実施することができ
ない。
１.教室等の開催事業
指定管理者は，各種教室等を企画し，料金を徴収して実施することができる。な
お，企画内容については，実施する時間帯･料金・事業内容等を市に提出し，承認
を事前に得ることとする。
２.飲食事業
指定管理者は，利用者へのサービス提供の観点から，実施する時間帯・料金・事
業内容等を市に提出し，市の承認を事前に得ることとする。但し，自動販売機の
設置については，販売品目の如何を問わず原則として認めない。
３.物販事業
指定管理者は，利用者へのサービス提供の観点から，施設に関連した物品の販売
等を行うことができる。また，販売内容については，販売する物品，料金，販売
方法等を市に提出し，事前に市の承認を得ることとする。なお，事業の実施に当
たっては，販売方法等に応じて，指定管理者が別途施設使用料を市に支払う必要
が生じる。
４.その他事業（市が認めた内容に限る）
指定管理者は，施設の空き時間や空きスペースを利用し，指定管理者の負担によ
りイベント等の事業を行うことができる。ただし，施設の空き時間については，
一般利用も勘案した日程調整が必要であることや，事業の趣旨等から実施できな
い場合があるので，事前に市の承認を得る必要がある。また，事業内容等によっ
ては，市が定める規定に従い，指定管理者が別途施設使用料を市に支払う必要が
ある。
各施設において自主事業として実施されている事業の紹介と検討は当該施設の箇
所に譲るが，定型的な維持管理や事務手続を指定管理業務とし，施設の性格に応じて
実施されるイベント等は自主事業として実施されていることが多い。自主事業で施設
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を使用する場合は使用料が徴収される。
ケ 事業報告書
(ｱ) 事業報告書の概要
指定管理者からは１年間の管理業務の実施状況等が事業報告書として提出される。
「管理業務実施状況」については，いずれもかなり詳細に報告がされていたが，上記
のとおり定型的な維持管理業務等を中心に報告されている。行為許可による使用料，
行為許可の件数については施設により事業報告書または月報で報告されている。
「利用状況」は施設入場者等の報告であり，過去との比較も行われている。
「使用料収納状況」は，施設利用者からの利用料の収納状況についての報告である。
自主事業による収入は含まれない。
「運営効率化へ向けた取組内容とその進捗状況」
「利用者サービス向上に向けた取組
内容とその進捗状況」
「施設の安全対策の内容とその進捗状況」についても，多くの施
設では写真を用いて詳しい報告が行われており，全体として指定管理者が適切に指定
管理業務に取り組んでいることを伺わせた。
「利用者からの苦情内容と件数」については，すべての施設で苦情等の件数と内容
について報告されていた。
「光熱水費の管理状況」は省エネへの取組の指標となるものであろうが，多くの施
設では当該年度のみの記載であった。
(ｲ) 自主事業についての報告
事業報告書では，自主事業の実施状況も報告される。多くの施設では，施設の性格に
即したイベント等，本来指定管理業務と考えられる事業を自主事業と位置付けている。
自主事業の収支についてはほとんどの施設で報告されていなかった。これは平成２２年
のガイドラインによるものであるが，ガイドライン改訂に伴い同２６年度からは自主事
業の収支も報告されることになっている。
(ｳ) 決算報告
「指定管理経費決算報告」については，適切に報告されていると思われる施設もある
が，標記方法や消費税の扱い等については問題がある。この点は「問題点」と各施設の
箇所で述べる。
コ モニタリングと事業評価
(ｱ）報告書と実地調査
月次報告書，
（年次）事業報告書の提出のほか，各施設については四半期毎に担当課
による実地調査が行われている。
(ｲ) 利用者アンケート
利用者アンケート調査は指定管理者が行うこととされているが，担当課によればすべ
ての施設で実施されていることのことであった。もっとも，事業報告書でその結果を報
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告しているのは，東平尾公園・舞鶴公園と楽水園のみであった。担当課によれば，それ
以外の施設でも，四半期ごとの実地調査の際にアンケート結果を確認しているとのこと
であった。
(ｳ) 評価委員会
上記（ｱ）のモニタリング結果を基に，選定委員会が評価委員会として事業評価を行っ
ている。平成２４年度の事業評価は，同２５年８月２９日に開催された同年度の第１回
選定委員会で行われた。事業評価の結果はＨＰで公表される。
(2）問題点
ア 募集手続
(ｱ) 公募制
東平尾公園と舞鶴公園については，非公募により，管理委託によっていた時期と同じ
く外郭団体である（公財）福岡市緑のまちづくり協会が選定されている。しかし，非公
募で外郭団体を指定管理者としている施設について公募制の採用を積極的に進めるべ
きことは総論のとおりである（意見９）
。両公園についても，
（１）イで述べたように次
回の公募時（平成２８年度からの指定管理）には公募が行われる予定である。
(ｲ) 募集要項
指定管理者が施設の物的な維持管理や事務手続を適正に行うことはもちろんだが，す
すんで募集要項から当該施設の指定管理のあり方についての市のメッセージ（当該施設
の設置目的に即して指定管理者に求める取り組み）を読み取ることは困難である。もち
ろん当該施設の情報を集めればその性格がわかり，どのような管理運営が期待されるか
を推測することはできよう。しかしさらに，市が指定管理者に何を期待するのか，定型
的な維持管理や事務処理だけでなく，どのような運営や市民サービスの提供を期待する
のかを募集要項に明らかにしておくことは，応募しようとする者がさらに知恵を傾けノ
ウハウを生かして，より市民サービスに資する提案をするために有用であると考える。
同様に，従前の具体的な運営内容（指定管理業務ないし自主事業として実施したイベン
ト等の内容）を挙げておくことも有用ではないだろうか(意見７)。
(ｳ) 募集期間
住宅都市局所管の公園のうち，かなたけの里公園と非公募の２公園を除く１３公園で
は，平成２２年の募集手続において募集の広告から応募書類の提出期限まで３７日であ
る。ガイドラインの要求（１か月以上）は満たしているが，公園の指定管理においては
清掃・警備等の定型的な維持管理にとどまらず施設で実施されるさまざまなイベント等
のソフト面のアイデアを競わせることが特に重要である。そのためには上記の期間はや
や短きに過ぎる感がある。次回の公募においては２カ月程度の募集期間を設定すること
が望ましいと考える（総論・意見１１参照）
。

７－10

☞意見１１７
☆ 公園の指定管理者の募集においては，実施するイベント等のアイデ
アの検討のために十分な募集期間を設定することが望ましい。

なお，上記１３公園では，かなたけの里公園の募集手続においてとられた現地説明会
が行われていない。新たに参入しようとする事業者にとっては，その場で質問等もでき
るし，市の求めるところをより明確に伝えることもできるので，可能であれば他の施設
についても実施することが望ましいと考える。
(ｴ) 企業グループによる受注について
民間企業が指定管理者となっている１３の公園のうち，青葉公園，月隈北緑地，松風
園，西部運動公園，かなたけの里公園の５施設では，複数の企業による企業グループが
指定管理者となっている。
公園の施設管理については，清掃・警備・受付等の定型的な維持管理業務だけでなく，
民間のアイデアとノウハウを生かしたイベント等を実施することが，施設の効用を最大
限に発揮させるために重要である。たとえば施設の維持管理業（施設管理，造園等）を
専門とする企業と，各種教室やイベント等の実施の経験とノウハウを持つ団体（ＮＰＯ
や地元団体を含む）が，互いの長所を発揮するとともに企業体として緊密な連携をもっ
て管理業務にあたることは，指定管理制度の趣旨に沿うものである。
加えて企業グループで管理にあたることにより，再委託せずに実施できる業務が増え，
経費の軽減（再委託先の利益や消費税）も期待できる。上記１３の施設の決算報告を見
ると，委託費と修繕費の区別等の問題があり正確な比較はできないが，企業グループが
指定管理者となっている施設においては，１社単独で指定管理者となっている施設に比
べて，委託費の比率が低い傾向がみられるようである。
このように，指定管理制度において企業グループによる管理には長所があり，指定管
理者の募集・選定においても，これを念頭におくことが望まれる。
イ 管理業務
(ｱ) 公園の管理業務とは
「管理」の語感も与ってか，警備，清掃，受付・料金収納，修繕等の定型的な建物等
の管理業務のみが指定管理業務ととらえられるきらいがある。しかし指定管理者制度は，
これら定型的な施設の管理業務を超えて，施設において行われる，利用者を対象とした
さまざまなイベント，教室，啓蒙活動，競技会，展示会等，施設の目的・性格に応じた
ソフト面の運営を民間活力に委ねようとするものである。したがって，指定管理業務に
は，定型的な施設の維持管理や事務手続のみでなく，そこで実施される各種行事等が含
まれることをあきらかにすべきであろう。この点は自主事業との振り分けの箇所で述べ

７－11

る。
(ｲ) 指定管理者間の情報交換
次に，
公募にかかる公園は，
指定管理者の選定を原則として１施設１団体としている。
したがって公園について多くの指定管理者が選定され業務を行っているが，指定管理者
間の情報交換の機会はとくに設けられてはいなかった。各公園はそれぞれ規模，設置目
的，沿革を異にし，それぞれの特色を持っているが，性格の類似した公園（たとえば日
本庭園や茶室を持つ松風園・楽水園・友泉亭，運動公園である桧原・今津・西部運動公
園）もあるし，性格の異なった施設の運営が参考になることもあるはずである。
事業内容の参考にしたりイベントを共催したりするなど，複数の施設間で情報交換や
連携が行われれば，市民サービスの向上につながると思われる。運営の効率化のヒント
になることもあろう。指定管理者間の連絡会等の情報交換の場を持ち，他施設の運営を
知ることは，指定管理者の刺激にもなり，施設ごとのサービス水準の格差を是正するこ
とにもなるであろう。他の施設の指定管理にも興味が湧くかもしれない。このような情
報交換の場を設けることが，指定管理者による施設管理の充実のために望ましい（総論
の意見２０でとりあげた）
。
担当課によれば，平成２４年度においても，全指定管理者を集めて課題への対策会議
や災害対策会議をそれぞれ年１回行っているということであった。上記の趣旨からは進
んで指定管理者相互の情報交換や切磋琢磨の機会を設けることが望まれるが，同２５年
度からは，指定管理者の情報交換の場として類似施設が集まって管理運営向上のための
会議を定期的に開催しているとのことであった。上記の趣旨にかなうものとして評価で
き，活発な運営を期待して，意見とはしない。なお，このような情報交換の場を設ける
ことの効用は大きいと考えられるから，まだそのような場を設けていない他課所管の施
設についても，本施設についての取り組みを是非参考にされたい。
(ｳ) 仕様書の記載
前に見たとおり，共通仕様書は指定管理業務は定型的な施設管理業務を中心に定めら
れており，施設において実施される教室，講座，大会その他イベント等のソフト面にお
いて市が指定管理者に求めるものが記載されていない。そのため，そのような教室やイ
ベント等を自主事業として報告している指定管理者が大部分である。
もちろん各施設の性格は一様ではなく，したがって指定管理者に期待される取り組み
も一様ではないから，共通の仕様書としての記載は概括的にならざるをえないであろう。
しかし，指定管理の眼目は，施設の定型的な管理業務（それだけなら業務委託で足りる）
にとどまらず施設で実施されるイベント等のソフト面に民間活力・ノウハウを生かそう
とするものであり，仕様書は市がどのような取り組みを指定管理者に求めるかを示した
ものである。共通仕様書では，
「施設の設置目的に即した教室，講座，イベント」等が
指定管理業務であることを明確にしたうえで，各施設の実施協定書等で施設の特性に応
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じたソフト面の業務をもう少し具体的に記載し（たとえば「スポーツ教室・大会」
「日
本文化に触れるイベント」
「自然に親しむ教室・イベント等」
）
，その具体的なメニュー
を提案させてはどうだろうか。

☞意見１１８
☆ 仕様書には，市が指定管理者に期待するところが明らかになるよう
に，施設の設置目的に即したイベント等の実施について記載すべきで
ある。

ウ 選定手続
(ｱ) 選定委員会の公開
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。
ところが，平成２２年６月に開かれた第１回「公園および公園施設の指定管理者選定
委員会」では，「事業評価をする場合は一部非公開，公募の基準や優先交渉権者を審査
する場合は全部非公開とすること」が確認されている。
あらかじめ公開・非公開を決めておくことが傍聴希望者への告知（ＨＰ掲載）のため
に必要であることは理解できるが，そのために非公開の範囲が広くなって原則（公開）
と例外（非公開）が逆転してはならない。委員会終了前に，可能な限り次回委員会の公
開・非公開を議題ごとに決めておくべきであろう。募集要項の内容や選定基準について
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
おそれが一般的に存するとも考えがたい。したがってこれらについても一律に非公開と
すべきではなく，非公開とすべき具体的理由がない限り公開すべきである。もちろん，
事業評価に関わる部分の公開は今後も継続されたい。選定委員会において非公開の決定
が安易に過ぎる傾向があることは総論でも述べた（意見４）
。

☞意見１１９
☆ 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，要綱の原則に従い，選定委員会の議事はこれを原則とし
て公開すべきものと考える。

(ｲ) 議事録
議事録の記載から，各議事が公開されたかどうかが判断できない点も問題である。議
事の公開の有無，及び非公開とされた場合はその理由についても議事録に記録すべきで
ある。
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☞意見１２０
☆ 選定委員会の議事録には，議事ごとに公開されたか否か，及び非公
開の場合はその理由を記載すべきである。

エ 修繕費等
平成２５年１月のガイドライン改訂に従い，公園以外の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，担当課によれば，公園についてはそのような
扱いに変更する予定はないとのことである。修繕費については使い切ることとし精算は
しない，備品については市の負担とするという前提で公募しており，期間途中で変更す
ることは望ましくないということが理由である。
ここで対象となるのは１件３０万円未満の小修繕であり，修繕計画に基づいて実施さ
れるようなある程度規模の大きな修繕ではない。必ずしも当初に予想できない，突発的
な破損等（雨漏りやガラス窓の破損等）も多いと思われる。修繕費を「使い切った」か
らといって放置すべきものでもないし，かといって指定管理者に負担を強いる（自腹を
切らせる）のも不合理であるうえ必要な修繕が控えられる恐れもある。また，修繕によ
っては，修繕箇所の数え方によって（どの範囲を１件の修繕と見るかによって）３０万
円未満にも３０万円以上にもカウントできる場合もあろう。指定管理期間の途中（新年
度）から扱いを変えても，もともと修繕費は「使い切る」前提で積算されているので指
定管理者に予想外の損失を与えることもないはずである。必要な修繕は行い，使わなか
った分は市に戻すという精算制が，あらかじめ金額を確定できないという修繕費の性質
に合致すると思われる。修繕費については総論（意見１４）で述べたが，住宅都市局の
公園については従来の扱いを踏襲するとのことであったので，あらためて意見とする。

☞意見１２１
☆ 修繕に要する費用については，必要な修繕が控えられないように，
指定管理料と別立ての預託金として整理するなどして，精算を行うの
が望ましいものと考える。

なお，仮に精算制をとらず前払いを維持するのであれば，少なくとも実際に「使い切
った」かどうかの確認は必要であろう。この点担当課によれば，平成２４年度までは修
繕費の執行状況は報告されていなかったが，ガイドライン改訂に伴い，同２５年度から
は事業報告書で報告させる予定であるとのことである。
オ 指定管理業務と自主事業との振り分け
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各施設の基本協定書第５条第１項では，指定管理者は共通仕様書及び事業計画書に基
づき次の業務を行うとされている。
（１）園地及び建物の維持管理に関する業務
（２）有料公園施設の管理運営に関する業務
（３）事業計画書で提案した自主事業業務
（４）その他業務
自主事業は，指定管理者がその責任において自主的に企画・実施する事業であり，施
設の設置目的の達成に資すると認められる事業ではあるが，実施費用は指定管理者の負
担となり指定管理料の対象とはならない。公園について述べれば，公園といってもその
性格と設置目的はさまざまであり，それぞれの公園の設置目的に照らして，必ず実施す
べきであると考えられる事業は指定管理料の対象（指定管理業務）とすべきである。た
とえば，パークゴルフを通じて市民にスポーツとレクリエーションの機会を提供しよう
とする施設（月隈北緑地）においては，パークゴルフのルールやマナーを身に付け，そ
の楽しさを感じるための教室の開催は，パークゴルフ場という施設の性格に照らして必
ず実施すべきものであり，企画と実施が指定管理者に委ねられる自主事業とすることに
は疑問がある。また集客イベントについても，必要であると考えられるものであればこ
れを指定管理業務として，その内容に指定管理者の創意工夫を生かすことが本来の姿で
はないかと思われる。
もちろん，自主事業とされているものをすべて指定管理業務に移すことは指定管理料
の膨張を招くのではないか（利用料金制ととるとしても自主事業が赤字である場合）と
いう懸念もある。そのためには自主事業の収支（各自主事業ごとの収支を含む）が報告
されていなければならないが，平成２５年度まではその報告が求められていなかったた
め，一部の施設を除いては報告がされていない。
指定管理業務と自主事業の振り分けについては，総論において詳しく述べているが，
個別の公園における振り分けの問題点については以下各施設の箇所で扱う。
カ 事業報告書
(ｱ) 決算報告書
事業報告書の末尾には決算報告書が添付されている。適切に作成されていると思われ
るものもあるが，自主事業の収支が明らかにされていない施設が多いことや，記載方法
や消費税の扱いについて改善が望ましいと思われるものもあった。具体的には各施設の
箇所に譲るが，繰越金が記載されていないのに収支が０となっている施設や，支出総額
に対して消費税を計上しているなどの施設が少なくない。
委託費の内訳も報告させることが望ましい。委託予定事業と予定額はあらかじめ報告
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されているが，実際の支出額については報告されていない施設が多い。また「修繕費」
として決算報告書にあげられたものには，委託によっているもの（自社施工ではないも
の）が多い。これらについても委託先と委託料の金額が明らかにされることが望ましい。
再委託については競争入札の必要がなく，随意契約によることができるため，それが適
正に行われる担保として必要であろう。

☞意見１２２
☆ 修繕費を含む再委託についてはその内訳と委託先，委託料の金額も
事業報告書において報告させることが望ましい。

(ｲ) 自主事業の収支報告
自主事業についての収支は事業報告書で明らかにされなければならない。それが示さ
れなければ，指定管理料が自主事業の実施に充てられていないかどうかは事業報告書か
らは確認できないし，指定管理料が適切であるかどうかに関しても，自主事業の収支は
参考にされなければならないからである。
もっともガイドラインの改訂に伴い，平成２６年度からは自主事業の収支も含めて事
業報告書で報告を受けることになっているので，
「意見」等とはしない。
平成２４年度事業報告書において自主事業の収支が明らかにされているものは，アイ
ランドシティ中央公園，友泉亭公園，かなたけの里公園のみであった。ただし友泉亭公
園については表記方法について後述のとおり改善の余地がある。
(ｳ) 光熱水費の管理状況
省エネへの取り組みを確認するために報告を求めるのであれば，施設によってその規
模や費用の比重が異なるので，過去との比較（利用者数も踏まえた）が行われることが
望ましい。今津運動公園のように前年度との比較ができる施設もあるが，多くの施設で
は当該年度のみの記載である。
キ モニタリング
(ｱ) 利用者アンケート
苦情の受付と報告はすべての施設で行われ，
その内容が事業報告書で報告されていた。
，
利用者アンケートもすべての施設で実施されているとのことであったが，事業報告書で
報告されていたのは前述のとおり舞鶴公園等の３施設（指定管理者は２団体）のみであ
った。
☞意見１２３
☆ アンケート結果について事業報告書で報告されていない施設につい
ては，指定管理者にその報告をもとめるべきである。
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(ｲ) 評価委員会
評価委員会を設けて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
うことは有益であろう。評価委員会と選定委員会の関係については総論で述べたので
ここでは繰り返さない(意見２１参照)。
選定委員会が評価委員会を兼ねていることについては，自ら選定した指定管理者に
対して評価が甘くなるのではないかという見方もありうるが，評価委員会（選定委員
会）の議事録を見る限りそのような運用はされていない。むしろ選定時の問題意識が
検証できるなどメリットが大きいのではなかろうか。
ク 協定書について
(ｱ）
「市と指定管理者の責任分担等」
基本協定書に添付されている「市と指定管理者の責任分担等」
（「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（意見
１２）において述べたとおりである。
(ｲ) 指定の辞退
基本協定書第に指定の辞退についての規定を置くものがある（かなたけの里公園）
。
当該施設の箇所でのべるが，総論で述べたようにこのような規定は削除すべきである
(指摘３)。
ケ 賠責保険
総論（指摘２）で述べたように，指定管理者は全国市長会の賠償補償保険の被保険者
とみなされるので，指定管理者が付保する賠責保険の保険事故が指定管理業務の範囲で
あれば，賠責保険が重複し保険料は無用な出費になる（その分指定管理料を無駄に払う
ことになる）。現在指定管理者が付保している賠責保険は，再委託先の行為による以外
の賠償責任をもカバーしているので，その部分については付保が重複している。
施設の瑕疵等に起因する損害賠償責任の負担もありうるので全国市長会の保険が不
要にはならないが，重複部分については改善すべきである。より根本的には，損害保険
会社に働きかけ，全国市長会の賠償補償保険の被保険者に再委託先を含めるよう保険契
約の内容を改訂すべきであろう。当面は，①各施設で締結されている保険契約で再委託
先を被保険者にしているかを確認するとともに，②付保の重複についてはこれを解消す
るように指導すべきであろう。
なお，自主事業における賠償責任の負担は全国市長会の賠責保険の保険事故とはなら
ないので，これについても付保が必要である。雁の巣レクリエーションセンターにおい
ては，指定管理者が自主事業のための賠責保険を付保しているとのことであったが，他
の施設については担当課も把握していなかった。この点も把握しておくべきであろう。
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２ 福岡市雁の巣レクリエーションセンター
単位千円（端数切捨て）
施設名

福岡市雁の巣レクリエーションセンター

所在地

福岡市東区大字奈多

施設数

担当部・課

みどりのまち推進部みどり管理課

根拠法令

福岡市雁の巣レクリエーションセンター条例，同施行規則

施設の設置目的

市民の健全なレクリエーション活動に寄与するため（福岡市雁の巣レクリ
エーションセンター条例第 1 条）
指定期間

公募（応募数）・
非公募

（一財）公園財団

H18.4～
H23.3

非公募

（一財）公園財団

H23.4～
H28.3

公募（２）

Ｈ24

Ｈ25(予定額)

管理者名
現在までの指定管理者

１

Ｈ22
当初指定管理料

Ｈ23

124,220

119,207

142,345

151,662

精算後指定管理料

124,220

119,207

142,345

151,662

市のその他の支出

48

2,053

1,845

299

指定管理料

精算

利用料金の合計額

Ｈ22

Ｈ23
45,720

Ｈ24
44,799

利用料金の帰属先

市

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)

自主事業の概要
指定管理導入以前の管理方法

83,496

Ｈ25(予定額）
89,622

公園使用料，施設設置等使
用料，占有料，施設設置手
数料，有料施設（駐車場等）
使用料
4,606,341 円

テニス教室，ウォーキング教室，かけっこ教室，親子でキャッチボール，親
子サッカー教室，サマーキャンプ，自転車乗り方安全教室，ガンレク！フェ
スタ食育フェスタ等
管理委託（(財)公園緑地管理財団）

備考

(1) 施設の概要と指定管理の状況
ア 施設の概要等
(ｱ) 施設の概要
国営海の中道海浜公園の計画区域内に，国から設置許可を得て福岡市が設置してい
るレクリエーション施設（通称ガンレク）である 6。

6

正確には都市公園の区域内に設置された施設であり，（独立の）都市公園ではない。
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公園面積：６５．７ha
開設：昭和４７年度
主な施設：管理事務所，管理棟，球技場，野球場，ソフトボール場，テニス場，レ
ジャー農園，サイクリングセンター，駐車場，便所等

（施設ＨＰより）
本公園については，指定管理者作成のＨＰで施設概要や利用案内，スポーツイベントな
。
どの情報提供がされている（http://www.gannosu-rc.com/）
(ｲ) 施設の利用状況
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。
（単位：人）
Ｈ23 年度

Ｈ24 年度

有料施設利用者数

277,334

295,430

無料施設利用者数

156,585

213,110

合計

433,919

508,540

無料施設利用者が大幅に増加したのは，駐車場を中心とした改修工事が終了したことが
大きな要因とされている。自主事業として実施されたさまざまな試みも利用者増につな
がっていると思われる。なお，無料施設利用者数は，管理事務所職員が巡回の際に，目
算したものである。

７－19

(ｳ) 使用料の概況
平成２４年度の事業報告書では，施設使用料について以下のように報告されている。
（単位：円）
Ｈ23 年度
有料公園施設使用料

32,123,520

Ｈ24 年度
69,120,440

これは，管理事務所窓口で徴収した行為使用料（福岡市雁の巣レクリエーションセン
ター条例第３条第６項）と有料施設使用料（同条例第６条第２項）の合計額である。前
年比＋３６，９９６，９２０円と２倍強の収入になっているが，これは駐車場有料化に
よるとことが大きい。
上記以外の，有料施設使用料（コミネット 7分）
，施設設置等使用料，占用料，施設設
置手数料については，指定管理者が行えない業務とされているため，市が直接収納して
いる。これらを含む本施設の平成２４年度における利用料金額は以下のとおりである。

利用料金の種別

金額（単位：円）

公園使用料

166,800

施設設置等使用料

4,698,900

占用料

1,532,180

施設設置手数料

12,400

有料施設使用料

77,086,540

合計

83,496,820

減免額は事業報告書では報告されていないが，平成２４年度は行為使用料３件，有料
施設使用料２７２８件であった。
本施設に関しては，利用料金制が採られておらず，上記の使用料収入は市の歳入に帰
属する。
イ 指定管理の状況
(ｱ) 指定管理者
本施設については，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いる。
指定管理者は同年度から現在まで（一財）公園財団が選定されている。同財団は国が出
資している財団であり，国営公園管理運営業務（本施設に隣接した国営海の中道海浜公
園など）のほか大規模な公園の指定管理業務を行っている（九州では本施設のほか佐賀
県立吉野ヶ里歴史公園の指定管理を行っている）
。
7

管理事務所を経由せずインターネットによって施設の利用申し込みを行うシステム。

７－20

指定管理者制度導入前は管理委託制度によっており，管理委託先は（財）公園緑地管
理財団（現：公園財団）であった。
なお，指定管理者の選定については他の公募の公園と合わせて行われており，
「１ 住
宅都市局の公園に共通する事項」の中で述べた。
(ｲ) 指定管理者が行う業務
指定管理者が行う業務については，
「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」のとお
りである。
(ｳ) 指定管理料
指定管理料は，
「雁の巣レクリエーションセンターの管理に関する実施協定書」に定
められ，各月に前金で支払われる。精算は行われない。
指定管理料は人件費，事務・管理費（光熱水費・電話代等を含む）
，事業費にあてら
れる（実施協定書第１１条第５項）
。必要な備品は市が購入して指定管理者に貸与する
（実施協定書第６条）
。施設又は物品の補修は，１件３０万円以上のものについては市
の，それ未満のものについては指定管理者の負担である（基本協定書第１０条第１項）
。
なお，福岡市においては，平成２６年度以降については，備品購入費及び修繕費につ
いては精算制を拡大する予定であるが，担当課によれば本施設を含む公園については従
来の手法を維持するとのことである。
(ｴ) 指定管理業務の収支
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。
（単位・円）
収入

支出

指定管理料

142,345,999

合計

142,345,999

人件費

13,206,109

賃金（現場職員）

15,247,192

印刷消耗品費

636,529

通信費

777,973

保険料

298,070

修繕費

11,215,854

委託料

65,555,725

借損料

9,998,661

重油代

785,000

広報行催事費

119,750

水光熱費

13,101,012
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雑役務費

1,225,724

その他経費

3,400,000

消費税（５％）

6,778,380

合計

142,345,979

収支残

20

修繕は，指定管理者が行っているものと外注（再委託）しているものがある。上記修
繕費には，外注しているが委託料としては計上していないものが含まれている。その他
経費とは，指定管理者が指定管理業務を行うについて要した本社における人件費や事務
費等の本社経費を計上しているものである。また，全支出額の５％が消費税として計上
されている。
本施設についての支出をみると，委託料の割合が高い。修繕費も基本的に再委託によ
っていることを考えると，支出の過半が（再）委託料である。これは，指定管理者が主
に公園の統括的な管理運営を行っている団体であって，植物管理や清掃等は団体の本来
業務ではないためである。委託料の内訳は決算報告で明らかにされている。このような
記載は他の公園では見られない。以下にその一部（１００万円を超えるもの 税抜）を
あげる。
（単位：円）
グランド管理・清掃

15,451,221

芝生・植物・造園管理

30,065,000

建物清掃

2,100,000

建設施設資材・消耗品

6,291,703

レジャー農園甘藷苗等資材

1,712,554

駐車場等管理資材

2,044,166

その他施設資材・消耗品

1,409,500

産業廃棄物処分費

1,391,934

(ｵ) 自主事業
本施設では，指定管理者によって，概要表に記載したさまざまなイベント等が自主事
業として実施されている。
自主事業については，事業報告書で以下の通り指定管理業務とは独立に決算報告がさ
れている。
（単位：円）

７－22

収入
4,606,341

支出

収支

4,579,122

27,219

収入はイベント参加料，イベント協賛金等である。もっともこれらのイベント等が自主
事業として実施されるのが妥当かどうかについては問題がある（
（２）カ(ｱ))。

キャッチボール教室

サッカー教室
（施設ＨＰより）

(2）問題点
ア 施設の必要性
本施設は福岡市内でも最大級の規模を持つ公園であり，さまざまなスポーツ施設など
の充実したレクリエーション施設を多くの市民が利用している。大都市福岡における貴
重な大規模な総合的レクリエーション施設であり，その必要性は肯定されよう。
イ 指定管理の必要性
本施設にはさまざまなスポーツ・レクリエーション施設があるが，単に施設を利用さ
せるだけでは，その効用を最大限に発揮させることにはならない。各種スポーツ教室や
さまざまなアイデアによるイベントなどソフト面のサービスの充実が期待される施設
であるといえ，指定管理者制度の長所を生かすにふさわしい施設といえる。経費節減効
果について担当課は，公募の際の指定管理上限額と比較して６３６万３０００円削減さ
れていると説明している。
ウ 指定管理者の選定手続
(ｱ) 公募制
本施設の指定管理者の選定は当初非公募であったが，平成２３年からの指定管理につ
いては公募によっている。総論で述べたように指定管理者の選定は可能なかぎり公募に
よるべきであり，本施設のような大規模な施設（しかも国営公園内の一部）について公
募制に移行したことは評価できる。
(ｲ) 募集要項と選定委員会
募集要項と選定委員会は他の公募の公園と共通であり，問題点は「１ 住宅都市局の
公園に共通の事項」で述べた。
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エ 指定管理料
本施設については修繕費等の精算制はとられていない。この点については総論（意見
１４）と「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」に述べたとおりである。精算制をと
り，預託金として整理する等の方法によることが望ましい。
オ 決算報告書
(ｱ) 委託費
委託費の内訳が事業報告書（決算報告）で明らかにされている点は評価できる（もっ
ともその指定管理費に占める割合はかなり高い）
。
(ｲ) 消費税
指定管理料の支出費目として，他の全費目の合計額に対する消費税が計上されている
ようである。しかし，人件費等については，その支出時に消費税額を付して支払われる
ものではない（非課税）ので，指定管理者の負担とはならない。消費税の計上について
課税取引と非課税取引の区別が不適切ではないかと思われる。
☞意見１２４
☆事業報告書の決算報告における消費税の計上の仕方はこれを改めるべ
きである。
カ 自主事業
(ｱ) 指定管理業務との振り分け
指定管理業務と自主事業にかかる業務との区分が十分でないように思われる。テニス
教室，サッカー教室，キャッチボール教室等のスポーツ教室は，本施設の設置目的その
ものといえ，「スポーツ教室」等と一括して指定管理業務に位置付けるべきであろう。
これらは充実したスポーツ施設を備えた本施設の効用を最大限に発揮させるために必
要な事業であって，これを実施するかどうかを指定管理者の任意に委ねることが適切で
あるとは思えない。指定管理者に委ねるべきはその具体的メニューや実施の仕方である。
この点担当課によれば，全市的に幅広く利用者を募集するようなイベントであれば指
定管理業務とすることは可能であるが，
「テニス教室」等は利用者を限定するので，受
益者負担の観点からその経費には公金を充てず，自主事業で対応すべきであるとのこと
であった。しかし，本施設は市がその負担で整備し管理しているスポーツ施設であるか
ら，それに見合った教室等を実施して市民の施設利用をより充実したものにすることは，
施設の設置目的に即し，施設の効用を最大限に発揮させるために有効な施策である。も
ともと特定のスポーツ施設を整備しているのであるから，利用者を限定するという点は
妨げにならないし，受益者にも負担させるべきであれば参加料を徴収すればよい。せっ
かくの充実した施設であるから，その効用を十分発揮させるためのスポーツ教室（種目
を限定するのではなく）の実施は，その実施を指定管理者に求めてよいのではないだろ
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うか。
☞意見１２５
☆ 本施設について，指定管理業務と自主事業にかかる業務との区分と
整理が十分でないと思われる。

これに対して食育フェスタ，いもほり，地域活性化イベント（ガンレクフェスタ）
，
売店等は基本的に（市が集客等の目的のために必ず実施すべき事業であると位置づけな
い限り）自主事業として実施されるべき事業であろう。
(ｲ) 自主事業についての報告
本施設においては自主事業についても独立に決算報告がされており，この点は評価で
きる。ただし(ｱ)で述べたように，自主事業として報告されている事業の中には指定管
理業務(本来事業)と位置付けるべきものがあると思える。
キ 協定書等について
(ｱ）リスク分担表
本基本協定書にも添付されている「市と指定管理者の責任分担等」(リスク分担表)に
ついては，総論（意見１２）と「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」に述べたとお
りである。
ク モニタリング
「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」で述べたように，本施設についても利用者
アンケートが実施されているが，事業報告書ではその内容が報告されていない。アンケ
ート結果は施設利用者の満足度や指定管理者に対する期待を反映するものであり，指定
管理者に対する評価でもあるので，事業報告書に記載することが望ましい。
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３ アイランドシティ中央公園
単位千円（端数切捨て）
施設名

アイランドシティ中央公園

所在地

福岡市東区香椎照葉３丁目

施設数

担当部・課

みどりのまち推進部みどり管理課

根拠法令

福岡市公園条例，同施行規則

施設の設置目的

公共の福祉の増進に資するため（都市公園法第 1 条）
指定期間

公募（応募数）・
非公募

（株）西鉄グリーン土木

H19.4～H23.3

公募（11）

（株）西鉄グリーン土木

H23.4～H28.3

公募（1）

管理者名
現在までの指定管理者

１

Ｈ22
当初指定管理料

Ｈ23

Ｈ24

Ｈ25(予定額)

87,829

91,000

91,000

91,497

精算後指定管理料

89,829

91,000

91,000

91,497

市のその他の支出

0

0

0

0

指定管理料

精算

Ｈ22

利用料金の合計額

利用料金の帰属先

市

自主事業の有無

有

自主事業の概要

指定管理導入以前の管理方法

Ｈ23
1,866

Ｈ24
1,695

利用料金の内容

Ｈ25(予定額）
1,707

1,929

公園使用料（行為使用料），
施設設置等使用料，占用
料，施設設置手数料，有料
公園使用料

自主事業による収入 売上
(平成 24 年度)
収支

927,700
-534,342

ぐりんぐりんオーガニック菜園，春の昆虫標本展示会，シャボン玉を作って
遊ぼう，輪投げＴＲＥＥ，初夏・さわやかなグリーンアレンジ，めだかの育て
方と水槽工夫，コケ玉作り教室，草花の育て方と寄植教室，七夕祭り，夏
の昆虫採集，昆虫標本作り，白玉団子作りとお月見会，秋の昆虫標本展
示会，干柿作り教室，グリッピのクリスマス，プリザーブドフラワーアレンジ
メント教室，しめ飾りを作ろう等
供用開始時（H19）から指定管理者

備考

(1) 施設の概要と指定管理の状況
ア 施設の概要等
(ｱ) 施設の概要
福岡市が設置している都市公園（都市公園法第２条）であり，東区香椎照葉に位置す
る総合公園である。その概要は以下のとおりである。
公園面積：１５．３ha

７－26

開設：平成１７年
主な施設：体験学習施設，グリーナリーセンター，多目的広場，修景池，国際交流
庭園，遊具広場，駐車場，便所等
本公園については指定管理者によってＨＰで施設概要や利用案内について情報提供
がされている（http://ic-park.jp/）
。

(施設ＨＰより)
本施設は，博多湾の港湾機能の強化と住宅建設等のために博多湾和白沖を埋め立てて
建設された人工島「ふくおかアイランドシティ」内の施設であり，アイランドシティに
おいて周辺地域の自然・生態系をネットワークする核となる公園と位置付けられている。
（ふくおかアイランドシティＨＰより）

アイランドシティ中央公園
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(ｲ) 施設の利用状況
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（有料施設ぐりんぐりん
の入場者数）は以下のとおりである。こどもの広場，多目的広場等の無料施設の利用者
はその数倍以上であろう。
（単位：人）
Ｈ22 年度

Ｈ23 年度

Ｈ24 年度

大人

13,518

13,323

12,346

小人

5,766

7,560

6,215

合計

19,284

20,883

18,561

ぐりんぐりん（施設ＨＰより）
(ｳ) 使用料の概況
平成２４年度の事業報告書によれば，本施設の使用料は以下のとおりである。体験学
習施設「ぐりんぐりん」の利用料金は，１５歳以上１００円，４歳以上の子ども５０円，
３歳以下は無料である。

収納金
件数（件）
14,834

払込金

金額（円）

件数（件）

1,429,100

14,640

金額（円）
1,413,350

有料公園施設使用料（福岡市公園条例第１０条第１項）は「ぐりんぐりん」入館料の
みであり，上記収納金はその他に公園使用料（同条例第６条の２）を含む。この他施設
設置等使用料，占用料，施設設置手数料については，指定管理者ができない業務であり，
市が直接収納している。これらを含む本施設の平成２４年度における利用料金額は以下
のとおりである。

７－28

利用料金の種別

金額（単位：円）

公園使用料

163,200

施設設置等使用料

226,800

占用料

45,375

施設設置手数料

6,200

有料施設使用料

1,265,900

合計

1,707,475

減免額は事業報告書では報告されていないが，月次報告である月報で報告されている。
それによると平成２４年度は行為使用料７４件，有料公園施設使用料３８１０件の減免
が行われている。
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
は市の歳入となる。
なお，公園内行為許可申請書，公園使用料減免申請書等は施設のＨＰからダウンロー
ドできる。
イ 指定管理の状況
(ｱ) 指定管理者
本施設は，平成１７年度の緑化フェアの終了後に公園として整備され，同１９年度の
開設時から現在まで指定管理者による管理が行われている。指定管理者は同年度から現
在まで（株）西鉄グリーン土木が選定されている。
(ｲ) 指定管理者が行う業務
指定管理者が行う業務については，
「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」のとお
りである。
(ｳ) 指定管理料
指定管理料は，
「アイランドシティ中央公園の管理に関する実施協定書」に定められ，
各月に前金で支払われる。指定管理料の精算は行われない。必要な備品は市が購入して
指定管理者に貸与する（実施協定書第６条）
。施設又は物品の補修は，１件３０万円以
上のものについては市の，それ未満のものについては指定管理者の負担である（基本協
定書第１０条第１項）
。
なお，福岡市においては，平成２６年度以降については，備品購入費及び修繕費につ
いては基本的に精算を行うとの内容に変更する予定であるが，担当課によれば本施設を
含む公園については従来の手法を維持するとのことである。
(ｴ) 指定管理業務の収支
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平成２４年度の事業報告書によれば，平成２４年度における本施設の指定管理に関す
る収支は以下のとおりである。
（単位：円）
指定管理料
収入

91,000,000

雑収入

509

合計

91,000,509

人件費

21,561,689

印刷消耗品費

20,040

通信費

343,282

保険料

545,671

賃金

1,901,000

事務費その他

1,986,604

委託料

支出

29,475,058

事業費その他

3,699,996

修繕費

2,063,260

一般管理費

10,020,000

水光熱費

16,258,909

消費税（５％）

3,121,799

合計

90,997,308

収支残

3,201

上記委託料の内容は事業報告書では明らかにされていないが，平成２４年度の委託料
（税込）は以下のとおりである。
造園管理

９６０万１６０４円

・・・樹木管理，巡回管理，花壇管理，樹木管理
その他施設管理

２３２万８９００円

・・・池濾過施設管理，遊具施設管理，温室展示水槽管理
建物清掃

５３９万９１００円

・・・定期清掃
便所清掃

１１７万７３６５円

報告書では修繕の実施状況も報告されている。決算書には修繕費と委託料は別項にな
っているが，修繕が再委託によるものかどうか，それぞれの修繕費の金額については報
告されていない。
修繕はすべて外注（再委託）によっている。
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(ｵ) 自主事業
概要表に記載したように，各種の「教室」等さまざまなイベント等が自主事業として
実施されている。自主事業の収支が以下のとおり報告されている。
（単位：円）
売上高

仕入高（消費税込）

収支

アイスクリーム

557,400

381,245

176,156

ソフトクリーム

59,400

33,225

27,176

8,000

4,200

3,800

その他

302,900

1,044,373

△741,473

合計

927,700

1,462,042

△534,342

コーヒー

担当課によれば「その他」は教室やイベント等であり，参加費等が収入，材料代等が支
出であるとのことである。
(2）問題点
ア 施設の必要性
本施設は，
「福岡市の将来をリードする創造的な先進的モデル都市づくり」
（ふくおか
アイランドシティのＨＰ http://island-city.city.fukuoka.lg.jp/より）を行う「ふ
くおかアイランドシティ」における「まちづくりエリア」
（前掲「アイランドシティの
土地利用」参照）の重要施設として計画され設置された。
「ふくおかアイランドシティ」
の建設は予定より遅れているようであるが，政策の是非は本監査の対象ではなく，同政
策を前提とする以上，その一環として位置付けられている本施設の公共上の必要性は肯
定される。利用状況についても，無料施設の利用者は有料施設利用者の数倍以上あると
思われるから，広く市民の憩いの場として利用されているといえよう。
イ 指定管理の必要性
本施設は複数の公園施設を持っているが，単に市民の利用に任せるだけではその効用
を十分に発揮させることはできない。とくに体験施設「ぐりんぐりん」については，そ
こで実施されるさまざまなイベントや体験教室等のソフト面が施設運営の目玉である。
そこには民間のアイデアとノウハウを生かす余地が大きく，施設が一体感を持って運営
できるという点でも，指定管理制度の長所を発揮することが期待できよう。
本施設については，施設開設時（平成１９年４月）から現在の指定管理者による指定
管理が行われているため，指定管理導入によるサービス向上効果や経費削減効果は明ら
かにできない。もっとも担当課によれば，公募の際の指定管理上限額に比べて２００万
９０００円が削減されているとの説明であった。
ウ 指定管理者の選定手続
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「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」で述べたとおりである。
エ 指定管理料
本施設については修繕費等の精算制はとられていない。この点については「１ 住宅
都市局の公園に共通する事項」と総論（意見１４）に述べたとおりである。精算制をと
り，預託金として整理する等の方法によることが望ましい。
オ 決算報告書
(ｱ) 委託費
決算書の支出において委託費と修繕費は別項とされている。修繕を自社で実施してい
るなら問題ないが，再委託によっている場合はその旨を注記しなければ再委託の全体が
見えない。修繕も再委託によっているとすれば，支出の約３分の１を占めているとされ
る委託費の割合はさらに高くなる。
(ｲ) 一般管理費
一般管理費として月額８３万５０００円（計１００２万円）が計上されている。担当
課によれば，これは指定管理者の本社経費（人件費等）であるとのことである。指定管
理者の利益も含まれると考えられるが，ことさら問題にするまでもないであろう。
(ｳ) 消費税
消費税が支出として計上されている。水光熱費や委託料等，指定管理者が支払ってい
る金額に含まれるものについてはもちろん支出に計上すべきであるが，税込みで支払っ
ているのにことさら消費税額を分離する意味は乏しいと思われる。人件費のように非課
税の支出もある。本施設では，全支出費目の合計額について別途消費税を計上する処理
が行われているものではないが，消費税の表示については適正かどうか確認を行うべき
であると考える（２(2)オ(ｲ)参照）
。
カ 自主事業
(ｱ) 指定管理業務と自主事業の振り分け
本施設において行われている「自然教室」
「体験イベント」的な事業（昆虫標本展示会，
めだかの育て方と水槽工作，コケ玉作り教室，昆虫標本作り，干し柿作り，草花の育て
方と寄せ植え教室等）はすべて自主事業として実施され報告されている。
基本協定書においては，
「有料公園施設での管理運営に関する業務」が指定管理料で支
弁されるべき管理業務とされている（基本協定書第５条第１項第２号）
。ぐりんぐりん
は全域が有料施設ではないので，無料施設におけるイベントはこれにあたらないように
見える。
しかし，自然に親しみアイランドシティのコンセプトである「環境共生」意識を育む
各種の「教室」
，「体験」
，展示会等のイベントは，本施設がその設置目的を達成するた
めに必要な事業であるとも考えられる。自主事業として扱われている各種イベントも，
「緑や水辺，生物などの豊かな自然と共生し，人と地球にやさしい，持続可能なまち」
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等をコンセプトにするアイランドシティの中心的な施設ともいえる本施設の設置目的
に正しく沿うものであるから，指定管理料で支弁されてよい事業ではなかろうか。その
際は「環境共生意識を育む自然教室等」などのくくり方で指定管理業務とし，その内容
についてアイデアとノウハウを競わせればよいのではないだろうか。担当課によれば利
用者が限定される教室等については自主事業で行うべきであるとのことであるが，施設
の設置目的に沿い，それが有する設備の効用を発揮させるものであれば，指定管理業務
として位置づけてアイデアを競わせることも可能であると考える。

☞意見１２６
☆ 本施設について，指定管理業務と自主事業にかかる業務との区分と
整理が十分でないと思われる。

(ｲ) 自主事業についての報告
本施設については，他の多くの施設と異なり，すでに平成２４年度の事業報告書にお
いて自主事業に関する収支が明らかにされている。ガイドラインの改訂に伴い，平成２
６年度からは自主事業に関する収支等の報告も行われるようになるとのことであるが，
本施設においてすでに報告が行われていることは評価できる。もっとも，イベント等の
収支は赤字となっており，指定管理者が実施を縮小することが懸念される。
キ 協定書等について
（ｱ) リスク分担表
総論（意見１２）と「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」において述べたとおり
である。
ク モニタリング
「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」で述べたように，本施設についても利用者
アンケートが実施されているが，事業報告書ではその内容が報告されていない。アンケ
ート結果は施設利用者の満足度や指定管理者に対する期待を反映するものであり，指定
管理者に対する評価でもあるので，事業報告書に記載することが望ましい。
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４ 青葉公園
単位千円（端数切捨て）
施設名

青葉公園

施設数

所在地

福岡市東区青葉４丁目

担当部・課

みどりのまち推進部みどり管理課

根拠法令

福岡市公園条例，同施行規則

施設の設置目的

公共の福祉の増進に資するため（都市公園法第 1 条）
指定期間

公募（応募数）・
非公募

アオバパークメンテナンスグループ

H19.4～H23.3

公募（12）

アオバパークメンテナンスグループ

H23.4～H28.3

公募（2）

管理者名
現在までの指定管理者

１

Ｈ22
当初指定管理料

Ｈ23

Ｈ24

Ｈ25(予定額)

38,220

38,300

38,300

38,577

精算後指定管理料

38,220

38,300

38,300

38,577

市のその他の支出

0

0

0

2,500※1

指定管理料

精算

Ｈ22

利用料金の合計額

Ｈ23
10,457

利用料金の帰属先

市

自主事業の有無

有

Ｈ24
10,463

利用料金の内容

Ｈ25(予定額）
10,754

10,421

公園使用料（行為使用料）、
施設設置等使用料，占用
料，施設設置手数料，有料
公園施設使用料

自主事業による収入
把握していない
(平成 24 年度)

自主事業の概要

アオバテニスクラブ，アオバパーク・ネイチャークラブ，アオバガーデンコン
クール，青葉音楽祭，アオバ杯テニス大会，青葉公園植樹祭，緑のカーテ
ン等

指定管理導入以前の管理方法

一部を平成 13 年度から東区役所が管理していたが，全体完了後の同 19
年度からは指定管理者が管理している。

備考

※1 環境への影響調査のための委託費用

(1) 施設の概要と指定管理の状況
ア 施設の概要等
(ｱ) 施設の概要
福岡市が設置している都市公園（都市公園法第 2 条）であり，東区青葉に位置する総
合公園である。その概要は以下のとおりである。
公園面積：１０．８ha
開設：平成１３年
主な施設：管理事務所，テニス場，土の広場，芝生広場，冒険広場，カスケード（滝）
，

７－34

駐車場，便所等

（施設ＨＰより）

駐車場

テニス場
（施設ＨＰより）

本公園については指定管理者によってＨＰで施設概要や利用案内について情報提供
がされている（http://aobapark.com/）
。
(ｲ) 施設の利用状況
平成２４年度の事業報告書によれば，本施設(有料施設)の利用状況の概況は以下のと
おりである。

施設

利用者(人)
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テニスコート(一般・生徒計)

27,418

シャワー

380

ロッカー

71

照明施設

1,490

土の広場（一般・生徒計）

18,458

芝生広場（同上）

11,869

無料施設の利用者については不明であるが，散歩等の利用を考えれば，少なくとも有
料施設の数倍であろう。
(ｳ) 使用料の概況
平成２４年度の事業報告書では，施設使用料について以下のように報告されている。
（単位：円）
収納金
有料公園施設使用料

払込金

6,069,700

5,983,300

これは，管理事務所窓口で徴収した公園使用料（福岡市公園条例第６条の２）と有料公
園施設使用料（同条例第１０条第１項）の合計額である。
上記以外の，有料施設使用料（コミネット分）
，施設設置等使用料，占用料，施設設
置手数料については，指定管理者が行えない業務とされているため，市が直接収納して
いる。これらを含む本施設の平成２４年度における利用料金額は以下のとおりである。

利用料金の種別

金額（単位：円）

公園使用料

510,000

施設設置等使用料

108,000

占用料

3,820

施設設置手数料

0

有料施設使用料

10,132,700

合計

10,754,520

減免額は事業報告書では報告されていないが，平成２４年度は行為使用料１７４件，
有料施設使用料３５２件であった。
本施設に関しては，利用料金制が採られておらず，上記の使用料収入は市の歳入に帰
属する。
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イ 指定管理の状況
(ｱ) 指定管理者
本施設はその一部を平成１３年度から東区役所が管理していたが，全体完了後の同１
９年度から現在まで指定管理者が管理する公園となった。指定管理者は同年度から現在
までアオバパークメンテナンスグループが選定されている。同グループは三浦造園土木
建設株式会社と平井スポーツ建設株式会社が構成する企業グループである。
(ｲ) 指定管理者が行う業務
指定管理者が行う業務については，
「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」のとお
りである。
(ｳ) 指定管理料
指定管理料については，
「青葉公園の管理に関する実施協定書」に定められ，指定管
理者が提出した資金計画表に基づき，各月に前金で支払う形となっている。
指定管理料は人件費，事務・管理費（光熱水費・電話代等を含む）
，事業費にあてら
れる（実施協定書第１１条第５項）
。指定管理料の精算は行われない。必要な備品は市
が購入して指定管理者に貸与することになっている（実施協定書第６条）
。施設又は物
品の補修は，１件３０万円以上のものについては市の，それ未満のものについては指定
管理者の負担である（基本協定書第１０条第１項）
。
なお，福岡市においては，平成２６年度以降については，備品購入費及び修繕費につ
いては基本的に精算を行うとの内容に変更する予定であるが，担当課によれば本施設を
含む公園については従来の手法を維持するとのことである。
(ｴ) 指定管理業務の収支
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。
（単位・円）
指定管理料
収入

支出

38,300,000

雑収入

622

合計

38,300,622

人件費

10,052,316

印刷消耗品費

639,267

通信費

212,311

保険料

156,590

賃金

7,259,850

事務費その他

2,231,938

委託料

1,765,600

７－37

修繕費

1,012,718

光水熱費

2,634,044

自社管理費

9,110,000

消費税（５％）

1,330,973

合計

38,159,339

収支残

141,283

自社管理費とは，自社で行った樹木剪定，除草等の業務に要した費用，一般管理費とは，
指定管理業務に要した本社経費(人件費等)であるとのことである。なお，上記委託料(消
費税込)の概略は以下のとおりである(金額は税込)。
建物管理

７万８７５０円

・・・・建築物定期点検
その他施設管理

１４万７０００円

・・・・カスケード保守点検
清掃

８１万８１８３円

・・・・建物清掃(定期清掃，薬剤散布)，施設清掃(池清掃)
設備保安

８１万９９４５円

・・・・電気設備保守管理，保安警備(機械警備，夜間巡回)，その他施設保
守管理（テニスコート照明保守点検）
(ｵ) 自主事業
概要表に記載したように，スポーツ教室や植樹祭等さまざまなイベント等が自主事業
として実施されている。他の多くの公園と同様に，指定管理者（造園業者と運動施設建
設業者）のアイデアとノウハウが生かされているといえよう。ただし，指定管理業務と
の振り分け（区分）については後述のとおり疑問がある。
自主事業の主な収入は参加料であるが，自主事業の収支の報告はされていない。
(2）問題点
ア 施設の必要性
本施設は，東区の総合公園として市民の憩いの場となっており，周辺の学校，幼稚園
等の遠足や課外活動の場としても利用されている。市内には新たに相当規模の公園を作
る用地は乏しく，本施設も市民のスポーツ・レクリエーションの場として貴重である。
施設の必要性は肯定されよう。
イ 指定管理の必要性
本施設はテニスコートや芝生広場，土の広場等を持っているが，それらは市民に開放
して利用させるだけではその効用を最大限に発揮することはできない。さまざまな教室
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やイベント等を工夫することによって，より多くの市民がより多くのサービスを受けら
れることになる。民間のアイデアとノウハウの発揮が期待できる分野であり，指定管理
者制度の長所が生かされるであろう。経費削減効果について，担当課によれば，公募の
際の指定管理上限額と比較して９３万円削減されているとの説明であった。
ウ 指定管理者の選定手続
「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」で述べたとおりである。
エ 指定管理料等について
本施設については修繕費等の精算制はとられていない。この点については「１ 住宅
都市局の公園に共通する事項」と総論（意見１４）に述べたとおりである。精算制をと
り，預託金として整理するなどの方法によることが望ましい。
オ 決算報告書
(ｱ) 委託費
決算書の支出において委託費と修繕費は別項とされているが，修繕実施記録一覧によ
ると，修繕費の中には指定管理者が施工したものだけでなく再委託によるものが含まれ
ている。決算書のみを見ると誤解するであろう。再委託による修繕費については注記等
によって明らかにするなどの工夫がされればわかりやすいと思われる。
(ｲ) 消費税
消費税が支出として計上されている。水光熱費や委託料等，指定管理者が支払ってい
る金額に含まれるものについてはもちろん支出に計上すべきであるが，税込みで支払っ
ているのにことさら消費税額を分離する意味は乏しいと思われる（収入としての指定管
理料は消費税込と考えられる）。人件費のように非課税の支出もある。本施設では，全
支出費目の合計額について別途消費税を計上する処理が行われているものではないが，
消費税の表示については適正かどうか確認を行うべきであると考える（２（2）オ(ｲ)参
照）
。
カ 自主事業
（ｱ）指定管理業務と自主事業の振り分け
本施設に関しても，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。自主事業として行われている「テニスクラブ」
，テニス大会等のス
ポーツ教室や大会は，市民の運動施設としての役割と設備を有している本施設の目的そ
のものといえる。
「スポーツ教室・大会」等と一括して指定管理業務とすべきではなか
ろうか。植樹祭やガーデンコンクール等についても「身近な自然と親しむイベント」等
と一括して指定管理業務として継続的に実施することが，本施設の効用を高めることに
なると考える。２，３で述べたとおりである。
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☞意見１２７
☆ 本施設について，指定管理業務と自主事業にかかる業務との区分と
整理が十分でないと思われる。

(ｲ) 自主事業についての報告
ガイドライン改訂に伴い，平成２６年度からは自主事業についても事業報告書で収支
報告を求めることとされた。これまで求めていなかったことは問題であるが，改善され
たので意見ないし指摘とはしない。
キ 協定書等について
(ｱ) リスク分担表
基本協定書にも添付されている「市と指定管理者の責任分担等」
（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（意見１２）
に述べたとおりである。
ク モニタリング
「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」で述べたように，本施設についても利用者
アンケートが実施されているが，事業報告書ではその内容が報告されていない。アンケ
ート結果は施設利用者の満足度や指定管理者に対する期待を反映するものであり，指定
管理者に対する評価でもあるので，事業報告書に記載することが望ましい。
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５ 東平尾公園・舞鶴公園
単位千円（端数切捨て）
施設名

東平尾公園・舞鶴公園

施設数

所在地

福岡市博多区東平尾公園２丁目外（東平尾公園），
福岡市中央区城内１外（舞鶴公園）

担当部・課

みどりのまち推進部みどり管理課

根拠法令

福岡市公園条例，同施行規則

施設の設置目的

公共の福祉の増進に資するため（都市公園法第 1 条）
指定期間

公募（応募数）・
非公募

（公財）福岡市緑のまちづくり協会

H18.4～H23.3

非公募

（公財）福岡市緑のまちづくり協会

H23.4～H28.3

非公募

管理者名
現在までの指定管理者

Ｈ22
指定管理料
※１

２

Ｈ23

Ｈ24

Ｈ25(予定額)

当初指定管理料

795,440

549,136

529,2683

521,455

精算

△2,941

△1,800

△90

－

精算後指定管理料

792,498

547,335

529,177

－

市のその他の支出

17,401
Ｈ22

利用料金の合計額※１

137,162

利用料金の帰属先

市

自主事業の有無

有

18,076
Ｈ23
149,197

利用料金の内容

16,937
Ｈ24

20,818
Ｈ25(予定額）

140,700

157,390

公園使用料（行為使用料），
施設設置等使用料，占用
料，施設設置手数料，有料
公園使用料※２

自主事業による収入
把握していない
(平成 24 年度)

自主事業の概要

（東平尾公園）東平尾公園管理業務体験学習実施状況，都市緑化「朝顔
のカーテン」プロジェクトに参加，移動式の臨時売店の運営
（舞鶴公園）都市緑化「朝顔のカーテン」プロジェクトに参加

指定管理導入以前の管理方法

※１ 平成 22 年度の当初指定管理料は，舞鶴公園，東平尾公園，桧原運
動公園，今津運動公園，西部運動公園の合計である。同 23 年度以降は舞
鶴公園と東平尾公園の合計である。

備考

※２ 駐車場は舞鶴公園のみ有料

(1) 施設の概要と指定管理の状況
ア 施設の概要等
(ｱ) 施設の概要
いずれも福岡市が設置している都市公園（都市公園法第２条）である。
＜東平尾公園の施設概要＞
福岡空港の東隣に位置する総合公園である。平成 7 年のユニバーシアード福岡大会
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では陸上競技等の会場となった。
公園面積：８８．１ha
開設：昭和５１年度
主な施設：博多の森陸上競技場，博多の森補助競技場，博多の森球技場，野球場，
博多の森テニス競技場，博多の森弓道場，大谷広場，坂瀬広場，駐車場，
便所等
＜舞鶴公園の施設概要＞
福岡市の中心地天神から徒歩１５分の地に位置する総合公園である。福岡城跡を中
心としている。
公園面積：３９．３ha
開設：昭和２３年度
主な施設：陸上競技場，球技場，野球場，テニス場，西広場，駐車場，便所等

舞鶴公園（施設ＨＰより）

平和台陸上競技場

球技場
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（施設ＨＰより）

東平尾公園（施設ＨＰより）

テニス競技場 センターコート

陸上競技場

（施設ＨＰより）

両公園については指定管理者のＨＰで，施設概要やイベントについて情報提供がされ
ている（http://www.midorimachi.jp/park/）
。
(ｲ) 施設の利用状況
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（利用人数と観客数の
和）は以下のとおりである。利用者数は主宰者からの聞き取りと職員の巡回の際の目測
による。
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＜東平尾公園の利用概況＞

（単位：人）

区分

平成 23 年度

有 陸上競技場（メイン）

同 24 年度

170,484

190,463

7,331

5,421

237,137

188,300

14,802

12,810

114,058

97,547

弓道場

25,076

25,227

野球場

14,471

10,953

583,359

530,721

17,644

22,018

107,231

112,342

470

367

125,345

134,727

料 補助競技場
施 レベルファイブスタジアム
設 体育館（レベスタ地下）
テニス競技場

計
無 補助競技場（無料使用分）
料 大谷広場
施 施設見学者
設 計
合計

708,704

＜舞鶴公園の利用概況＞

665,448

(単位：人)

区分

平成 23 年度

同 24 年度

有 陸上競技場

76,285

63,203

料 球技場

21,566

21,484

施 野球場

21,384

19,101

設 テニス場

20,724

18,325

139,959

122,113

合計

利用者数が前年度より減少しているが，担当課によれば，東平尾公園についてはアビ
スパ福岡のＪ２降格とテニス競技場の芝張替え工事に伴う一時閉鎖等の原因，舞鶴公園
については陸上競技場の改修に伴う一時閉鎖等の原因によるとの説明であった。屋外施
設の性格上天候の影響も受けていると思われる。散策等の利用者はカウントしていない
が，これらを含めると上記の少なくとも数倍の利用者があったといえよう。
(ｳ) 使用料の概況
平成２４年度事業報告書によれば，
本施設の施設使用料の概況は以下のとおりである。

区分
公園名

施設/公園内

平成 23 年度
件数

行為※
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金額(円)

同 24 年度
件数

金額（円）

東平尾公園

施設

6,280

59,550,030

6,245

61,533,455

133

573,900

195

666,600

計

6,413

60,123,930

6,440

62,200,055

施設

2,336

31,066,250

2,121

32,526,900

104

779,100

117

772,200

2,440

31,845,350

2,238

33,299,100

公園内行為

舞鶴公園

公園内行為
計

※東平尾公園の有料施設は陸上競技場（メイン）
，補助競技場，レベルファイブ
スタジアム，体育館，テニス競技場，弓道場，野球場，ロッカー・シャワー等
であり，舞鶴公園の有料施設は，陸上競技場，球技場，野球場，テニス場，ロ
ッカー・シャワー等，駐車場である。公園内行為とは公園使用料（福岡市公園
条例第６条の２，同第４条１項）である。
上記は，管理事務所窓口で徴収した公園使用料（福岡市公園条例第６条の２）と有料
公園施設使用料（同条例第１０条第１項）の合計額である。上記以外の，有料施設使用
料（コミネット分）
，施設設置等使用料，占用料，施設設置手数料については，指定管
理者が行えない業務とされているため，市が直接収納している。これらを含む本施設の
平成２４年度における利用料金額は以下のとおりである。
<東平尾公園>
利用料金の種別
公園使用料
施設設置等使用料
占用料

<舞鶴公園>
金額（単位：円）
699,600
3,410,100
15,344,065

利用料金の種別

金額（単位：円）

公園使用料

772,200

施設設置等使用料

129,600

占用料

2,564,186

施設設置手数料

6,200

施設設置手数料

0

有料施設使用料

81,341,155

有料施設使用料

36,433,200

合計

100,801,120

合計

39,899,186

減免額は事業報告書では報告されていないが，平成２４年度は東平尾公園で行為使用
料７件，有料施設使用料１万２７３０件，舞鶴公園で行為使用料６件，有料公園施設使
用料７６２件であった。
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
は市の歳入に帰属する。
イ 指定管理の状況
(ｱ) 指定管理者
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両公園について，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いる。
指定管理者の選定は非公募で，同年度から現在まで（公財）福岡市緑のまちづくり協会
が選定されている。
同協会は福岡市が１００％出資している外郭団体で，指定管理業務のほか，区役所所
管の公園（東区を除く）や街路樹の管理（業務委託）を行っている。市においては，外
郭団体についての指定管理期間を３年とするのが一般であるが，本施設については例外
的に５年とされている。外郭団体を段階的に縮小するという市の方針に従って，同協会
も組織と業務を縮小しつつあり，本施設についても次期（平成２８年度から）の指定管
理は公募による予定である。
指定管理者制度導入前の管理運営は管理委託によっており，管理委託先は（財）福岡
市森と緑のまちづくり協会（現：
（公財）福岡市緑のまちづくり協会）であった。
(ｲ) 指定管理者が行う業務
指定管理者が行う業務については，
「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」のとおり
である。
(ｳ) 指定管理料
指定管理料については，
「舞鶴公園及び東平尾公園の管理に関する実施協定書」に定
められ，指定管理者が提出する資金計画表に基づき各月に概算払いされる。年度末には
指定管理料の精算が行われ，余剰は市に返還される（実施協定書第１１条第７項）
。他
の公園については精算制がとられていなかったが，本施設についてはすでに精算制がと
られている。
必要な備品は市が購入して指定管理者に貸与することになっている（実施協定書第６
条）
。施設又は物品の補修は，１件３０万円以上のものについては市の，それ未満のも
のについては指定管理者の負担である（基本協定書第１０条第１項）
。
(ｴ) 指定管理業務の収支
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決算
報告は以下のとおりである。精算制をとっているため，経費の決算報告の形をとってい
る。過不足額は市に返還される金額である。
（単位：円）
項目
人件費

執行済額

過不足額

東平尾公園

83,950,000

83,939,225

10,775

舞鶴公園

23,844,000

23,840,759

3,241

本部経費

11,347,000

11,300,810

46,190

119,141,000

119,080,794

60,206

65,708,000

65,696,563

11,437

計
事務費

管理経費受領額

東平尾公園
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舞鶴公園

17,158,000

17,146,703

11,297

計

82,866,000

82,843,266

22,734

233,221,000

233,216,587

4,413

94,040,000

94,036,647

3,353

計

327,261,000

327,253,234

7,766

合計

529,268,000

529,177,294

90,706

事業費

東平尾公園
舞鶴公園

(ｵ) 自主事業
他の公園と比べて，自主事業が活発に実施されているとはいいがたい。施設の利用促
進のためにも必要であると思われるが，公募による場合と異なり，応募者からの提案が
行われないことも一因であるかもしれない。
(ｶ) モニタリング
本施設においては指定管理者によって利用者アンケートが行われ，その結果が事業報
告書で報告されている。
(2）問題点
ア 本施設の必要性
舞鶴公園は都心の貴重な緑地であるとともに福岡城址や鴻臚館跡という歴史の舞台
でもあり，多くの市民や観光客に親しまれている。現在，同公園を隣接する県立大濠公
園と一体の公園として整備する「福岡セントラルパーク構想」が進められており，都心
の大規模で中核的な公園としてさらに機能を発揮することが期待される。東平尾公園は
福岡市内最大規模の公園であり，本格的なスポーツ施設や広い遊び場等を有し，舞鶴公
園とともに大規模なスポーツ等の大会会場となるとともに市民の憩いの場となってい
る。両公園は，規模と機能の両面で福岡市内の中核的な公園であり，その必要性は肯定
されよう。
イ 指定管理の必要性
両施設は，さまざまなスポーツ施設，文化施設等を持つ大規模な公園であって，幅広
い多数の市民が利用している。それらの公園施設を市民に開放しその利用に委ねるだけ
では，せっかくのその効用を十分発揮させることにはならないであろう。より能動的に
多彩なイベント等を実施することが期待される。そこには民間のアイデアとノウハウを
生かす余地が大きいといえ，指定管理者制度の長所を発揮することが期待できよう。経
費節減効果については評価することが難しいが，指定管理料は毎年減額されてきており、
指定管理者において経費節減に努めていることが伺われる。
ウ 指定管理者の選定手続
本施設は，大規模な大会等が開催される中核的な施設であるとの理由で非公募であっ
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たが，平成２８年度からの指定管理においては公募制に変更するとの説明であった。非
公募の施設においても可能な限り公募制への変更が求められることについては総論で
述べた（意見９）
。本施設の選定が公募によることに変更されることも歓迎できる。こ
れまで活発とは言えなかったイベント等の事業がより活発に実施されることを期待す
る。
その他の点については「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」で述べたとおりであ
る。
エ 指定管理料
本施設についてはすでに精算制がとられているが，これは指定管理者が民間事業者で
はなく，外郭団体（公益法人）であることが与っていると思われる。本施設については
次回の選定時には公募制に移行する予定であり，民間事業者が利潤を追求して参入する
ことになる。その場合にも現在のようにすべての費目について精算制をとることは不適
切であろう。他の施設に予定しているところと同様に，修繕費については精算を行うべ
きである。その場合には，総論で述べたとおり，預託金として整理するなどの方法によ
ることが望ましい（
「１ 住宅都市局の公園に共通する項目」も参照のこと）
。
オ 決算報告書
(ｱ) 費目
事業報告書の決算報告においては，人件費，事務費，事業費というきわめて大きな括
りの費目となっている。これでは指定管理費がどのように使われたのかを把握すること
が困難である。たとえば修繕費がいくら使われたのか決算書からは読み取れない。
もっとも，本施設においては支出費目ごとに精算が行われ，事業報告とは別に精算報
告が行われる。精算報告においては，各費目の予算額，執行額，返納額等が報告されて
いるので，指定管理料の使途の説明としては十分であると考える。
(ｲ) 委託費
委託費はかなり高額であるが，決算報告書において委託費が示されていない。また，
事業報告書には，年度末の報告書であるにもかかわらず，
「平成２４年度再委託する業
務予定書」が掲げられている。同年度における再委託の実績は以下のとおりである。
<東平尾公園> (いずれも税込）
委託費

２億１６０７万２７３８円

・・・警備業務，清掃業務，ごみ搬出業務，樹木等管理業務，芝生管理業務，
花壇等管理業務，体育施設管理業務，噴水施設等管理業務，消防設備等
保守点検業務，電話及び電気時計設備等保守点検業務，空調衛生設備保
守点検業務，放送設備等保守点検業務，エレベーター保守点検業務等
工事費

３１３万９９２０円

・・・博多の森陸上競技場陸上競技計時処理システムネットワーク増設，同
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更衣室床張替，同貴賓室踊り場壁・床張替，レベルファイブスタジア
ム手擦他塗装
修繕費

５９万４０９０円

・・・第３野球場防球ネット修繕
修理費

４７８万２０８１円

・・・博多の森テニス競技場センターコート表示板修理，トラックタイマー
修理等，車椅子修理等
<舞鶴公園> （いずれも税込）
委託費

９１５３万６０５７円

・・・樹木等管理業務，花壇等管理業務，牡丹・芍薬園等管理業務，園内清
掃及び便所清掃業務，ごみ搬出等業務，警備業務，濠用循環ポンプ保
守点検業務，除草・清掃業務，体育施設管理業務，自家用電気工作物
保安業務，消防設備他保守点検業務，建物清掃業務等
修理費

７４万２３５０円

・・・陸上競技場塔時計修理，同トイレ換気扇取替修理，誘導灯用蓄電池取
替，西側広場放送設備修理
カ 賠責保険
市には，基本協定書で全国市長会の賠償補償保険への加入が義務付けされており，本
施設についても付保されている。ところが，他の施設においては付保されている，再委
託先を被保険者とする賠償責任保険は付保されていない。委託先との請負契約において，
市が契約する場合と同じく，業務に起因する第三者に対する損害については受託者が責
任を負うことが定められているが，市を免責するものではない。賠責保険の付保につい
ては検討が必要であろう。

☞意見１２８
☆ 現在付保されている全国市長会の賠責保険においては，再委託先は
被保険者とされておらず，自主事業に起因する事故による賠償責任の
負担も保険事故になっていないので，本施設の賠責保険のあり方を検
討する必要がある。

キ 自主事業
(ｱ) 指定管理業務と自主事業の振り分け
本施設において平成２４年度に自主事業として行われた事業は以下のとおりである。
東平尾公園
・東平尾公園管理業務体験学習(中学生の職場体験)
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・都市緑化「朝顔のカーテン」プロジェクトに参加
・移動式の臨時売店を運営
舞鶴公園
・都市緑化「朝顔のカーテン」プロジェクトに参加
これらは本施設の目的達成に有用ではあるが不可欠であるとはいいにくい。自主事業
として実施されていることは適切であろう。
(ｲ) 提案事業のボリューム
指定管理者の性格によるものかもしれないが，本施設については提案事業（他施設と
同じくその多くは自主事業として実施されている）が積極的に展開されているとは言い
がたい。他の公園に比べて規模も大きく施設も充実しているといえる本施設について，
その効用をさらに発揮させるためにさまざまなアイデアに基づく提案事業がより積極的
に実施されることが望ましい。もっとも，平成２５年度からは以下のような自主事業が
実施されている。
<舞鶴公園>

藤まつり，紅葉まつり

<東平尾公園> 博多の森ラン，清掃ボランティアの設立，テニス教室
(ｳ) 自主事業についての報告
本施設についても，他の多くの施設と同じく自主事業に関する収支は明らかにされて
いないが，ガイドライン改訂に伴い，平成２６年度からは自主事業についても事業報告
書で収支報告を求めることとされた。これまで求めていなかったことが問題であるが，
改善されたので意見ないし指摘とはしない。
ク 協定書等について
なお，他の公園において基本協定書に添付されている「市と指定管理者の危険負担等」
（リスク分担表）は，本施設の協定書には添付されていない。
ケ モニタリング
「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」で述べたように，他の多くの公園では利用
者アンケートの結果が事業報告書で報告されていない。これに対して本施設では楽水園
とともにアンケート結果が事業報告書で報告され，満足度アンケートや利用者の分析が
行われている。これらの情報はサービス向上と効率的な運営を図るうえで重要であり，
指定管理者に対する評価としての面もあるので，今後も継続し，他施設においても倣う
べきであろう。
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６ 小戸公園・生の松原海岸森林公園
単位千円（端数切捨て）
施設名

小戸公園・生の松原海岸森林公園

所在地

福岡市西区小戸 2 丁目外・同区生の松原 2 丁目外

担当部・課

みどりのまち推進部みどり管理課

根拠法令

福岡市公園条例，同施行規則

施設の設置目的

施設数

公共の福祉の増進に資するため（都市公園法第 1 条）
指定期間

公募（応募数）・
非公募

（株）環境開発

H19.4～H23.3

公募（12）

（株）環境開発

H23.4～H28.3

公募（2）

管理者名
現在までの指定管理者

Ｈ22
指定管理料
※１

２

当初指定管理料

Ｈ23

Ｈ24

Ｈ25(予定額)

51,562

52,454

52,453

52,638

精算後指定管理料

51,562

52,454

52,453

－

市のその他の支出

94

0

0

－

精算

Ｈ22

利用料金の合計額※１

Ｈ23
17,008

利用料金の帰属先

市

自主事業の有無

有

Ｈ24
16,758

利用料金の内容

Ｈ25(予定額）
18,310

16,718

公園使用料（行為使用料），
施設設置等使用料，占用
料，施設設置手数料，有料
公園使用料

自主事業による収入
把握していない
(平成 24 年度)

自主事業の概要

バーベキュー広場運営，スポーツ大会，花壇・プランターの世話係募集，
写真コンテスト＆ポストカード販売（いずれも小戸公園）

指定管理導入以前の管理方法

小戸公園は一部（拡張再整備以前）を西区役所が管理していた。生の松
原海岸森林公園も西区役所が管理していた。

備考

※１ 指定管理料，利用料金は 2 施設の合計

(1) 施設の概要と指定管理の状況
ア 施設の概要等
(ｱ) 施設の概要
福岡市が設置している都市公園（都市公園法第 2 条）であり，その概要は以下のとお
りである。
＜小戸公園の施設概要＞
今津湾とその北側の海岸線に位置する総合公園である。小戸ヨットハーバーに隣接
している。
公園面積：１９．１ha

７－51

開設：昭和１７年度
主な施設：管理事務所，多目的球技場，多目的広場，エントランス広場，駐車場，
便所等

小戸公園 芝生広場
小戸公園はその一部が西区役所
によって管理されていたが，拡張
再整備後の平成１９年度から指
定管理者が管理する公園となっ
た。

(小戸公園ＨＰより)
＜生の松原海岸森林公園の施設概要＞
九州大学農学部早良演習林の一部が公開された風致公園である。その名のとおり松
の純林が見られる。
公園面積：１６．４ha
開設：平成１０年度
主な施設：芝生広場

（(公財)緑のまちづくり協会のＨＰより）
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小戸公園については指定管理者のＨＰ（http://www.kankyo-k.co.jp/odopark/）で情
報提供がされている。生の松原海岸森林公園については指定管理者によるＨＰは作成さ
れていない。
(ｲ) 施設の利用状況
本施設の利用状況の概況は以下のとおりである。
＜小戸公園の利用概況＞

平成 23 年度

同 24 年度

多目的球技場

11,228

12,264

バーベキュー

22,308

27,475

合計

33,536

39,739

有料施設は多目的球技場のみである。市では多目的球技場とバーベキュー利用者を小
戸公園の利用者として把握している。平成２４年度の利用者は前年より増加しており，
駐車場利用状況も９万４１０５台で前年比＋１８８１台となっている。
＜生の松原海岸森林公園の利用概況＞
施設の性質上利用者数は報告されていない。
(ｳ) 使用料の概況
平成２４年度の事業報告書では，施設使用料について以下のように報告されている。
（単位：円）
区分

有料施設使用料

駐車場使用料

行為許可によ

合計

る使用料
金額

510,000

16,666,300

408,000

17,584,300

これは，管理事務所窓口で徴収した公園使用料（福岡市公園条例第６条の２）と有
料公園施設使用料（同条例第１０条第１項）の合計額である。上記以外の，有料施設
使用料（コミネット分）
，施設設置等使用料，占用料，施設設置手数料については，指
定管理者が行えない業務とされているため，市が直接収納している。これらを含む本
施設の平成２４年度における利用料金額は以下のとおりである。

利用料金の種別

金額（単位：円）

公園使用料

408,000

施設設置等使用料

140,400
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占用料

99,990

施設設置手数料

0

有料施設使用料

17,662,300

合計

18,310,690

減免額は事業報告書では報告されていないが，月次の報告書（月報）で報告されてお
り，平成２４年度は行為使用料５１件，有料施設使用料１８件であった。
以上はすべて小戸公園のみの使用料である。生の松原海岸森林公園には駐車場もない。
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は
市の歳入に帰属する。
イ 指定管理の状況
(ｱ) 指定管理者
両施設について，平成１９年度から現在まで指定管理者による管理が行われている。
指定管理者は同年度から現在まで（株）環境開発が選定されている。市の公園について
は１施設１指定管理者の原則がとられているが，生の松原公園は有料公園施設がないた
め管理者を常駐させていないこと，小戸公園に隣接しており一体的に管理した方が効率
的であることから，小戸公園と同じ指定管理者に管理させている。
(ｲ) 指定管理者が行う業務
指定管理者が行う業務については，
「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」のとお
りである。
(ｳ) 指定管理料
指定管理料は，
「小戸公園及び生の松原海岸森林公園の管理に関する実施協定書」に
より定められ，各月に前金で支払われる。指定管理料の精算は行われない。必要な備品
は市が購入して指定管理者に貸与する（実施協定書第６条）
。施設又は物品の補修は，
１件３０万円以上のものについては市の，それ未満のものについては指定管理者の負担
である（基本協定書第１０条第１項）
。
なお，福岡市においては，平成２６年度以降については，備品購入費及び修繕費につ
いては基本的に精算を行うとの内容に変更する予定であるが，担当課によれば本施設を
含む公園については従来の手法を維持するとのことである。
(ｴ) 指定管理業務の収支
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。
（単位・円）
収入

指定管理料

52,453,800
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雑収入(受取利息)

916

合計

52,454,716

人件費

16,000,000

賃金

支出

0

印刷消耗品費(計)

813,880

通信費

121,777

保険料

71,070

委託費

8,095,230

借損料

3,067,969

修繕費

1,207,227

自社施工費※

15,580,000

光熱水費

5,343,441

ごみ処理費

639,940

諸経費※

1,571,080

一般管理費※

29,570

合計

52,541,184

収支残

-86,468

※自社施工費は「造園管理・ゴミ搬出・便所掃除」
，諸経費は「技術費」
，一般
管理費は「その他運営費」とされている。
上記委託費の内容は事業報告書では報告されていない。担当課によれば再委託されたも
のは，修繕費を含め以下のとおりである。
委託料

８０９万５２３０円（税込）

・・・多目的グラウンド整備等，駐車場一時対応業務，遊具定期点検，小戸公
園管理等定期清掃，小戸公園内清掃業務，汚水ポンプメンテナンス業務，
建物警備及び夜間巡回業務
修繕費

１２０万７２２７円（税込）

・・・園路段差修繕，駐車場入口バリカー修繕，遊具・木製スロープ等修繕，
照明修繕，ポンプ修繕，駐車場機器修繕
(ｵ) 自主事業
概要表に記載したように，小戸公園
においてはバーベキュー場(右写真)
の運営やスポーツ大会等のイベント
が自主事業として実施されている。生
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の松原海岸森林公園においては特段自主事業は行われていないが，風致公園としての特
性によるものであろう。
(2）問題点
ア 施設の必要性
両施設はその性格を異にするが，いずれも西区の海岸線に沿った貴重なレクリエーシ
ョンの場として市民に親しまれている。市がその負担で維持すべき施設であるといえよ
う。
イ 指定管理の必要性
小戸公園のスポーツ・レクリエーション施設は，それらを市民の利用に委ねるだけで
は，その効用を最大限に発揮させることにはならない。より能動的に，スポーツ大会や
イベント等などのソフト面のサービスを充実させることによって，その効能は最大限に
発揮されるであろう。そのためには，民間のアイデアとノウハウを生かし，施設が一体
感をもって運営することが期待され，指定管理者制度の長所を生かすにふさわしい施設
といえる。
他方生の松原海岸森林公園は風致公園であり，指定管理業務としてであれ自主事業と
してであれ，活発なイベント等を展開することを期待するような施設ではない。有料施
設もなく使用料を徴収することもない。むしろ自然のままに近い静かな景観と雰囲気を
維持することが望ましいであろう。とすればイベント等のソフト面のアイデアを競わせ
るというよりは森林の維持を中心とした定型的な業務が中心となるべき施設であり，指
定管理によるべきかどうか疑問がないわけではない。しかし，現に行われているように，
他の近隣施設と同じ指定管理者に管理を行わせるのであれば，人員の融通等で合理的な
管理が可能になるという利点もあるように思われる。小戸公園と一括して指定管理にす
るのであれば，指定管理者制度をとることに合理性を見いだせよう。
なお，経費節減効果について担当課は，公募の際の指定管理上限額と比較して１１７
万１０００円の削減になっていると説明している。
ウ 指定管理者の選定手続
「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」で述べたとおりである。
エ 指定管理料
本施設については修繕費等の精算制はとられていない。この点については総論（意見
１４）と「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」に述べたとおりである。精算制をと
り，可能であれば預託金として整理するのが望ましい。
オ 決算報告書
(ｱ) 委託費
決算書の支出において委託費と修繕費は別項とされている。修繕費の中には指定管理
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者が施工したものだけでなく再委託によるものが含まれているため，決算書のみを見る
と誤解するであろう。注記等によって修繕費のうち再委託によっているものを明らかに
するなどの工夫がされると良いと思われる。
カ 自主事業
(ｱ) 指定管理業務との振り分け
小戸公園のスポーツ大会は，自主事業として行われている。しかしスポーツ大会は多
目的球技場等の本来の目的に沿うものであるので，指定管理業務として指定管理者が必
ず行うべき業務と位置付けることも可能であると考える。担当課によれば利用者が限定
される教室等は自主事業で行うべきであるとのことであるが，これについては２，３等
で述べたとおりである。平成２４年度に自主事業として実施されたその他の事業につい
ては，指定管理者の創意工夫による任意の事業として行われるべき事業と考えられるか
ら，自主事業でよいであろう。

☞意見１２９
☆ 本施設について，指定管理業務と自主事業にかかる業務との区分と
整理が十分でないと思われる。

(ｲ) 自主事業についての報告
ガイドライン改訂に伴い，平成２６年度からは自主事業についても事業報告書で収支
報告を求めることとされた。これまで求めていなかったことが問題であるが，改善され
たので意見ないし指摘とはしない。
キ 協定書等について
(ｱ) リスク分担表
基本協定書にも添付されている「市と指定管理者の責任分担等」
（リスク分担表）に
ついては，総論（意見１２）と「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」において述べ
たとおりである。
ク モニタリング
「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」で述べたように，本施設についても利用者
アンケートが実施されているが，事業報告書ではその内容が報告されていない。アンケ
ート結果は施設利用者の満足度や指定管理者に対する期待を反映するものであり，指定
管理者に対する評価でもあるので，事業報告書に記載することが望ましい。
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７ 西南杜の湖畔公園
単位千円（端数切捨て）
施設名

西南杜の湖畔公園

施設数

所在地

福岡市城南区七隈６丁目外

担当部・課

みどりのまち推進部みどり管理課

根拠法令

福岡市公園条例，同施行規則

施設の設置目的

公共の福祉の増進に資するため（都市公園法第 1 条）
指定期間

公募（応募数）・
非公募

九州林産（株）

H20.6～H23.3

公募（9）

九州林産（株）

H23.4～H28.3

公募（1）

管理者名
現在までの指定管理者

１

Ｈ22
当初指定管理料

Ｈ23

Ｈ24

Ｈ25(予定額)

52,505

51,870

55,461

60,624

精算後指定管理料

52,505

51,870

55,461

60,624

市のその他の支出

0

0

0

0

指定管理料

精算

Ｈ22

利用料金の合計額

利用料金の帰属先

市

自主事業の有無

有

自主事業の概要

指定管理導入以前の管理方法

Ｈ23
8,557

Ｈ24
8,655

利用料金の内容

Ｈ25(予定額）
8,881

8,572

公園使用料（行為使用料），
施設設置等使用料，占用
料，施設設置手数料，有料
公園使用料

自主事業による収入 収入 723,400 円
(平成 24 年度)
支出 1,181,416 円

たけのこ掘りイベント，花市場，樹名板作成イベント，テニススクール，グラ
ウンドゴルフ大会，環境学習会（どんぐり工作），門松作り，少年ソフトボー
ル大会，少年サッカー教室，少年サッカー大会
公園開設時（H20）より指定管理者
それまでは城南区役所が管理していた

備考

(1) 施設の概要と指定管理の状況
ア 施設の概要等
(ｱ) 施設の概要
福岡市が設置している都市公園（都市公園法第 2 条）であり，城南区七隈他に位置す
る総合公園である。その概要は以下のとおりである。
公園面積：１１．５ha
開設：平成１５年度
主な施設：管理事務所，球技場，テニス場，野球場，芝生広場，多目的広場，自由
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広場，駐車場，便所等
本施設は，西南学院大学のグラウンド跡地に作られた（そのため「西南」の名が冠せ
られている）森と３つの湖に囲まれた公園である。

（施設ＨＰより）

熊添池

球技場
（施設ＨＰより）

本公園については指定管理者によってＨＰで施設概要や利用案内について情報提供
がされている（http://seinanmori.q-rin.co.jp/
(ｲ) 施設の利用状況
平成２４年度の事業報告書によれば，本施設（有料施設のみ）の利用状況の概況は以
下のとおりである。
（単位：人）
Ｈ23 年度
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Ｈ24 年度

テニス場

50,198

57,390

野球場

22,936

20,158

球技場

14,158

12,963

合計

87,292

90,511

無料施設（多目的広場，自由広場，芝生広場，樹林，竹林）の利用者を考えると，本
施設の利用者は有料施設の利用者数の数倍以上であろう。
(ｳ) 使用料の概況
平成２４年度の事業報告書では，施設使用料について以下のように報告されている。

収納金
件数

払込金
金額(円)

2,719

件数

2,589,500

金額(円

2,681

2,559,300

※収納金は管理事務所が日々収納した使用料，払込金は収納金が指定管
理者から市に払い込まれたものである。３月末の使用料が翌年度初め
に払い込まれるために差が生じる。
これは，管理事務所窓口で徴収した公園使用料（福岡市公園条例第６条の２）と有料
公園施設使用料（同条例第１０条第１項）の合計額である。上記以外の，有料施設使用
料（コミネット分）
，施設設置等使用料，占用料，施設設置手数料については，指定管
理者が行えない業務とされているため，市が直接収納している。これらを含む本施設の
平成２４年度における利用料金額は以下のとおりである。

利用料金の種別

金額（単位：円）

公園使用料

6,000

施設設置等使用料

43,200

占用料

27,500

施設設置手数料

0

有料施設使用料

8,805,200

合計

8,881,900

減免額は事業報告書では報告されていないが，月次の報告書（月報）で報告されて
おり，平成２４年度は行為使用料０件，有料施設使用料５１件であった。
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
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は市の歳入に帰属する。
イ 指定管理の状況
(ｱ) 指定管理者
本公園は，西区役所が管理していたが拡張再整備後の平成２０年６月から指定管理者
が管理する公園となった。指定管理者は同年度から現在まで九州林産（株）が選定され
ている。同社は，かなたけの里公園の指定管理者「チーム里の環」を構成する企業であ
る。福岡市都市公園等指定管理者募集要項（平成２２年８月）は，
「同一の公募単位に
おいて，単独で応募した法人は，グループ応募の構成員となることはできない」と定め
ているが，かなたけの里公園は本施設等と募集時期が異なるためこの規定には触れない
ことになる。
(ｲ) 指定管理者が行う業務
指定管理者が行う業務については，
「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」のとお
りである。
(ｳ) 指定管理料
指定管理料は，
「西南杜の湖畔公園の管理に関する実施協定書」に定められ，各月に
前金で支払う形となっている。指定管理料の精算は行われない。必要な備品は市が購入
して指定管理者に貸与することになっている（実施協定書第６条）
。施設又は物品の補
修は，１件３０万円以上のものについては市の，それ未満のものについては指定管理者
の負担である（基本協定書第１０条第１項）
。
なお，福岡市においては，平成２６年度以降については，備品購入費及び修繕費につ
いては基本的に精算を行うとの内容に変更する予定であるが，担当課によれば本施設を
含む公園については従来の手法を維持するとのことである。
(ｴ) 指定管理業務の収支
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。
（単位・円）
指定管理料
収入

55,461,000

雑収入

1,008

合計

55,462,008
6,985,600

人件費
賃金
支出

11,622,431

印刷消耗品費

275,176

通信費

167,576

保険料

966,490
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事務用品費他

307,912

委託料

23,919,000

材料費他

1,124,766

修繕費（外部委託）

293,000

修繕費（直接工事費）

0

光熱水費

3,790,325

一般管理費

4,087,200

消費税（５％）

1,545,333

合計

55,084,809

収支残

377,199

一般管理費は，指定管理業務に要した本社経費（人件費や事務費等）である。人件
費，賃金（本社の外部契約社員の賃金を除く）
，保険料，一般管理費を除く費目の５％
である。
上記委託料の内訳は事業報告書では明らかにされていない。担当課によれば修繕費
を含む再委託による業務は以下のとおりである。
委託料

２５１１万４９５０円（税込）

・・・・造園管理，公園施設管理，建物管理，保安警備
修繕費

３０万７６５０円（税込）

・・・・電気設備維持修繕，工作物維持修繕，建物維持修繕，水道設備維
持修繕
(ｵ）自主事業
概要表に記載したように，スポーツ教室等さまざまなイベント等が自主事業として
実施されている。他の多くの施設と異なり，自主事業の収支も報告書に記載されてお
り，収支の合計は以下のとおりである。
（単位：円）
収入
723,400

支出

収支

1,181,416

-458,016

もっともこれらのイベント等が自主事業として実施されるのが妥当かどうかについて
は問題がある（
（２）カ（ｱ）
）
。
(2）問題点
ア 本施設の必要性
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本施設は自然に恵まれ，
充実したスポーツ施設を持つ，
城南区を代表する公園であり，
多くの市民に利用されている。施設の必要性は肯定されよう。
イ 指定管理の必要性
本施設にはさまざまなスポーツ・レクリエーション施設があるが，単に施設を利用さ
せるだけでは，その効用を最大限に発揮させることにはならない。各種スポーツ教室や
さまざまなアイデアによるイベントなどソフト面のサービスの充実が期待される施設
であるといえ，指定管理者制度の長所を生かすにふさわしい施設といえる。経費節減効
果について，担当課は，公募の際の指定管理上限額と比較して２５３万３０００円の削
減効果があったとしている。
ウ 指定管理者の選定手続
「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」で述べたとおりである。
エ 指定管理料
本施設については修繕費等の精算制はとられていない。この点については総論（意見
１４）と「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」に述べたとおりである。精算制をと
り，預託金として整理するなどの方法によることが望ましい。
オ 決算報告書
(ｱ) 委託費
本施設の指定管理経費においては委託費の割合が高く，指定管理料の４割以上を占め
る。修繕費も委託によっている。なお，修繕費を委託費と直接工事費に分けている点は
評価できる。
(ｲ) 消費税
消費税課税取引については消費税が別途支出として計上されている。消費税込で支払
っているものを決算報告において消費税額を分離する意味は少ないと考える（収入とし
ての指定管理料は消費税込で表示していると考えられる）が，２（2）オ（ｲ）の場合と
は異なり，問題にするまでもないであろう。
カ 自主事業
(ｱ) 指定管理業務との振り分け
指定管理業務と自主事業にかかる業務との区分が十分でないように思われる。テニス
教室，サッカー教室・大会，ソフトボール大会，グラウンドゴルフ大会等のスポーツ教
室は，本施設の設置目的そのものといえ，
「スポーツ教室」
「スポーツ大会」等と一括し
て指定管理業務に位置付けるべきであろう。これを実施するかどうかを指定管理者の任
意に委ねることが適切であるとは思えない。２，３において述べたとおりである。
☞意見１３０
☆ 本施設について，指定管理業務と自主事業にかかる業務との区分と
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整理が十分でないと思われる。
これに対してたけのこ掘りイベント，環境学習会等は，自主事業として実施すること
も考えられる事業であるし，施設の位置付けと指定管理者への要求によっては指定管理
業務とすることも可能な事業であろう。
(ｲ) 自主事業についての報告
ガイドライン改訂に伴い，平成２６年度からは自主事業についても事業報告書で収支
報告を求めることとされた。これまで求めていなかったことが問題であるが，改善され
たので意見ないし指摘とはしない。
キ 協定書等について
(ｱ) リスク分担表
本基本協定書にも添付されている「市と指定管理者の責任分担等」(リスク分担表)に
ついては，総論（意見１２）と「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」において述べ
たとおりである。
ク モニタリング
「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」で述べたように，本施設についても利用者
アンケートが実施されているが，事業報告書ではその内容が報告されていない。アンケ
ート結果は施設利用者の満足度や指定管理者に対する期待を反映するものであり，指定
管理者に対する評価でもあるので，事業報告書に記載することが望ましい。
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８ 楽水園
単位千円（端数切捨て）
施設名

楽水園

施設数

所在地

福岡市博多区住吉２丁目

担当部・課

みどりのまち推進部みどり管理課

根拠法令

福岡市公園条例，同施行規則

施設の設置目的

公共の福祉の増進に資するため（都市公園法第 1 条）
指定期間

公募（応募数）・
非公募

安藤造園土木（株）

H18.4～H23.3

公募（15）

（株）福岡植木

H23.4～H28.3

公募（4）

管理者名
現在までの指定管理者

Ｈ22
当初指定管理料
指定管理料

１

Ｈ23

Ｈ24

Ｈ25(予定額)

18,099

23,140

23,140

23,278

精算後指定管理料

18,099

23,140

23,140

23,278

市のその他の支出
※1

0

95

32

0

精算

Ｈ22

利用料金の合計額

3,234

利用料金の帰属先

市

自主事業の有無

有

自主事業の概要
指定管理導入以前の管理方法
備考

Ｈ23

Ｈ24
4,410

利用料金の内容

Ｈ25(予定額）
4,753

3,370

公園使用料（行為使用料），
施設設置等使用料，占用
料，施設設置手数料，入園
料，有料施設使用料（駐車場
使用料を含む）

自主事業による収入
把握していない
(平成 24 年度)

野点夜桜茶会，初心者茶道教室，初心者生け花教室，茶花の入れ方，落
語茶会，浴衣の着付け教室，影絵・紙芝居，観月会，展示会（フォトコンテ
スト，盆栽），夜間開園，着付け教室，月釜，２日間だけの感謝の集い
管理委託（(財)福岡市森と緑のまちづくり協会）
※１ 本施設で使用する備品，現金領収帳や利用券等の印刷消耗品費
（いずれも市が発注し購入する）。

(1) 施設の概要と指定管理の状況
ア 施設の概要等
(ｱ) 施設の概要
福岡市が設置している都市公園（都市公園法第２条）であり，博多区住吉に位置する
都市緑地である。もともと博多商人の別荘で戦後は旅館として営業していたが，平成７
年に市が日本庭園として整備して開演した。施設の概要は以下のとおりである。

７－65

公園面積：０．２ha
開設：平成７年
主な施設：集会所，門，博多塀，池泉式庭園，駐車場等
本公園については指定管理者によってＨＰで施設概要や利用案内について情報提供が
されている（http://rakusuien.net/）
。

（施設ＨＰより）
(ｲ) 施設の利用状況
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。
（単位：人）
Ｈ22 年度
入園者・利用者

Ｈ23 年度

15,426

Ｈ24 年度

19,545

21,673

（ｳ）使用料の概況
平成２４年度の事業報告書によれば，本施設の使用料収納の概況は以下のとおりで
ある。

収納金
件数（件）
22,619

払込金

金額（円）

件数（件）

4,753,960

22,321

金額（円）
4,704,380

これは，公園使用料（福岡市公園条例第６条の２）と有料公園及び有料公園施設使
用料（同条例第１０条第１項）の合計額である。上記以外の，施設設置等使用料，占
用料，施設設置手数料については，指定管理者が行えない業務とされているため，市
が直接収納している。これらを含む本施設の平成２４年度における利用料金額は以下
のとおりである。
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利用料金の種別

金額（単位：円）

公園使用料

624,000

施設設置等使用料

0

占用料

0

施設設置手数料

0

入園料

1,845,610

有料施設使用料

2,284,350

合計

4,753,960

減免額は事業報告書では報告されていないが，月次の報告書（月報）で報告されてお
り，平成２４年度は行為使用料０件，入園料３１５件，有料施設使用料５件であった。
入園料は小学校入学前の幼児，市内（北九州市，熊本市，鹿児島市を含む）居住の６５
歳以上の来園者，心身障がい者及びその介護者について免除される。
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
は市の歳入に帰属することとなっている。
イ 指定管理の状況
(ｱ) 指定管理者
本公園については，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いる。
指定管理者は公募により，同年度から５年間は安藤造園土木（株）
，同２３年度からは
（株）福岡植木が選定されている。
指定管理者制度導入前の管理運営は管理委託によっており，管理委託先は（財）福岡
市森と緑のまちづくり協会（現：
（公財）福岡市緑のまちづくり協会）であった。
(ｲ) 指定管理者が行う業務
指定管理者が行う業務については，
「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」のとお
りである。
(ｳ) 指定管理料
指定管理料については，
「楽水園の管理に関する実施協定書」により指定管理料を定
め，指定管理者が提出した資金計画表に基づき，毎月前金で支払われる（４月分は別途
協議）
。精算は行われない。
指定管理料は人件費，事務・管理費（光熱水費・電話代等を含む）
，事業費にあてら
れる（実施協定書第１１条第５項）
。必要な備品は市が購入して指定管理者に無償で貸
し付ける（福岡市都市公園等指定管理者共通仕様書第８項（１）
，実施協定書第６条）
。
修繕費については，基本協定書第１０条第１項で「１件３０万円未満の施設又は物品の
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補修は，原則として指定管理者が負担するものとし，１件３０万円以上の施設又は物品
の補修は市が負担するものとする。
」とされている。
なお，福岡市においては，平成２６年度以降については，備品購入費及び修繕費につ
いては基本的に精算を行うとの内容に変更する予定であるが，担当課によれば本施設を
含む公園については従来の手法を維持するとのことである。
(ｴ) 指定管理業務の収支
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。
（単位・円）
指定管理料
収入

23,140,000

雑収入（受取利息）
合計

支出

1,149
23,141,149

人件費

6,360,000

賃金

6,176,144

通信費

93,968

保険料

90,105

印刷消耗品費

570,555

借損料

280,800

委託費（合計）

1,110,100

直接管理費（合計）

2,744,000

修繕費

1,256,633

一般管理費

1,740,000

水光熱費（合計）

1,168,891

消費税（５％）

1,021,115

合計

22,612,311

収支残

528,838

上記委託費の内容は事業報告書で明らかにされていない。担当課によれば，再委託にか
かる支出は以下のとおりである。修繕は，指定管理者が行っているもの外注（委託）して
いるものがある。
委託料

１１６万５６０５円（税込）

・・・造園管理（滝循環設備点検，池循環管理）
，清掃（建物清掃）
，保安警
備，その他施設保守管理
修繕費

７９万９３５０円（税込）
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・・・建物維持修繕，建築物法定点検，庭園維持管理，電気設備維持修繕，
水道設備維持修繕

（施設ＨＰより）
（ｵ）自主事業
概要表に記載したように，茶会をはじめとして本施設の特性をいかしたさまざまなイ
ベント等が自主事業として実施されている。もっとも後述するように自主事業に係る業
務と指定管理業務の振り分け(区分)については疑問がある。
自主事業の収支は報告されていない。
(2）問題点
ア 本施設の必要性
本施設は福岡市の玄関ともいうべき博多駅の徒歩圏内にあり，多くの観光客や市民が
利用している。入園者の半数強は県外居住者であり，外国（主に韓国）からの観光客も
多く，小さいながら観光施設としての存在意義も持っている。本格的な日本庭園を有す
る市の公園は限られており，その必要性は肯定されよう。
イ 指定管理の必要性
本施設については，平成１８年度に管理委託から指定管理に移行した。本施設は日本
庭園であり，施設に入園させ庭園を鑑賞させることがその主要な目的であるとはいえる。
しかし，それだけでは日本庭園としての効用が最大限に発揮されているとは必ずしもい
えない。造園はもちろん，日本庭園としての特性を生かした各種教室やイベント等の充
実が期待されるのであり，友泉亭や松風園とともに民間のアイデアとノウハウを発揮さ
せる余地が少なからずあり，指定管理者制度の長所を生かすにふさわしい施設といえる。
指定管理移行後，利用者も増加しているようであり，平成２４年度の利用者は年間２
万人を突破している。利用者の印象も良好で，事業報告書記載の利用者アンケートの結
果によると，施設の雰囲気は「大変良い」６１％（
「良い」と合わせると９８％）
，スタ
ッフの対応は「大変良い」７１％（
「良い」と合わせて９９％）との評価を得ている。
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経費節減の効果について担当課は，公募の際の指定管理上限額と比較して１１６万４０
００円の削減効果があると評価している。
利用者が増加し，施設への評価も高いと思われるので，本施設については指定管理の
積極的な効果が認められよう。
ウ 指定管理者の選定手続
「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」で述べたとおりである。
エ 指定管理料
本施設については修繕費等の精算制はとられていない。この点については総論（意見
１４）と「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」に述べたとおりである。精算制をと
り，預託金として整理するなどの方法によることが望ましい。
オ 決算報告書
(ｱ) 委託費
決算報告の支出において委託費と修繕費は別項とされている。修繕費の中には指定管
理者が施工したものだけでなく再委託によるものが含まれているため，決算書のみを見
ると誤解するであろう。注記等によって修繕費のうち再委託によっているものを明らか
にするなどの工夫がされると良いと思われる。
(ｲ) 一般管理費
一般管理費として年額１７４万円が計上されている。これは指定管理者の本社経費
（本社の人件費や事務費）である。収支残のみが指定管理者の利益であるとは見られず，
利益も見込んだ金額であろうが，問題にするまでもないと考える。
(ｳ) 消費税
人件費等消費税が課せられないものについて消費税が支出として計上されている。２
（２）オ（ｲ）で述べたように計上の仕方を改めるべきであると考える。

☞意見１３１
☆ 事業報告書の決算報告における消費税の計上の仕方はこれを改める
べきである。

カ 自主事業
(ｱ) 指定管理業務との振り分け
指定管理業務と自主事業にかかる業務との区分が十分でないように思われる。茶室と
日本庭園を中心とした本施設においては，単に庭園を観賞させるだけでなく，その設備
を生かした文化的なイベントが実施されなければ，その効用を最大限に発揮させること
はできないと考えられる。茶室を用いた茶会や，庭園を利用した観月会，野点等のイベ
ントは，本施設の効用を発揮させるために必ず行うべき業務と位置付けることを考えて
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よい。指定管理者の任意（アイデア・工夫)に委ねるべきは，その具体的なメニューや
内容であり，施設の特性にしたがった教室・イベント等の実施自体を指定管理者の任意
に委ねるのは適切ではないと考える。
☞意見１３２
☆ 本施設について，指定管理業務と自主事業にかかる業務との区分と
整理が十分でないと思われる。

これに対して展示会や感謝の集い等は，その実施自体が指定管理者の任意（アイデ
ア・工夫）に委ねられる自主事業として実施されるべき事業であろう。
(ｲ) 自主事業についての報告
ガイドライン改訂に伴い，平成２６年度からは自主事業についても事業報告書で収支
報告を求めることとされた。これまで求めていなかったことが問題であるが，改善され
たので意見ないし指摘とはしない。
キ 協定書等について
(ｱ) リスク分担表
基本協定書にも添付されている「市と指定管理者の責任分担等」
（リスク分担表）に
ついては，総論（意見１２）と「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」において述べ
たとおりである。
ク モニタリング
「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」で述べたように，他の多くの公園では利用
者アンケートの結果が事業報告書で報告されていない。これに対して本施設では，満足
度アンケートや詳しい利用者の分析が報告書に記載され，とくに利用者情報については，
性別・年齢・国籍，利用回数，居住地，交通手段，来園目的，情報源等多くの調査分析
がされている。あまりに煩瑣なアンケートは利用者の負担となるが，これらの情報はサ
ービス向上と効率的な運営を図るうえで重要であり，指定管理者に対する評価としての
面もあるので，今後も継続し，他施設においても参考にすべきであろう。
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９ 月隈北緑地（月隈パークゴルフ場）
単位千円（端数切捨て）
施設名

月隈北緑地（月隈パークゴルフ場）

所在地

福岡市博多区月隈３丁目外

担当部・課

みどりのまち推進部みどり管理課

根拠法令

福岡市公園条例，同施行規則

施設の設置目的

施設数

公共の福祉の増進に資するため（都市公園法第 1 条）
指定期間

公募（応募数）・
非公募

（株）都市造園

H1８.4～H23.3

公募（14）

月隈パークゴルフアメニティグループ

H23.4～H28.3

公募（4）

管理者名
現在までの指定管理者

Ｈ22
当初指定管理料
指定管理料

１

Ｈ23

Ｈ24

Ｈ25(予定額)

23,076

22,940

22,940

23,217

精算後指定管理料

23,076

22,940

22,940

23,217

市のその他の支出
※1

192

535

535

535

精算

Ｈ22

利用料金の合計額

Ｈ23
14,479

利用料金の帰属先

市

自主事業の有無

有

自主事業の概要

指定管理導入以前の管理方法
備考

Ｈ24
12,967

利用料金の内容

Ｈ25(予定額）
13,841

15,199

公園使用料（行為使用料），
施設設置等使用料，占用
料，施設設置手数料，有料
公園施設使用料

自主事業による収入
把握していない
(平成 24 年度)

初心者パークゴルフ教室，パークゴルフレベルアップ講習，はじめての方
のバラの育て方講座，パークゴルフコンペ体験会（こぐま会・ちょいぐま
会），パークの日，東月隈小学校加課外授業，月隈小学校特別学級課外
授業，北部九州パークゴルフ大会，芝生の教室，博多の森パークゴルフ
協会 10 周年記念大会，障がい者スポーツ交流会，腐葉土配布，竹林ボラ
ンティア，ドングリ配布，絵画展覧会（重度障がい者作成），水彩画展示，
バラによる修景，切り花による修景
管理委託（(財)福岡市森と緑のまちづくり協会）
※1 月隈北緑地において使用する券売機のリース料であり，その費用
は，市が負担している。

(1) 施設の概要と指定管理の状況
ア 施設の概要等
(ｱ) 施設の概要
福岡市が設置している都市公園（都市公園法第 2 条）であり，博多区月隈に位置する
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都市緑地（パークゴルフ場）である。その概要は以下のとおりである。
公園面積：１．９ha
開設：平成１１年
主な施設：パークゴルフ場，管理事務所，駐車場等

クラブハウス(管理事務所)

パークゴルフ場
（施設ＨＰより）

本公園については指定管理者によってＨＰで施設概要や利用案内について情報提供
がされている（http://tsukiguma-pg.com/）
(ｲ) 施設の利用状況
平成２４年度の事業報告書によれば，本施設（有料施設）の利用状況の概況は以下の
とおりである。
（単位：人）
Ｈ22 年度
利用者

Ｈ23 年度

47,945

45,461

Ｈ24 年度
49,925

本施設においては平成２４年度から多くの自主事業を新たに実施しており，その効果
があったのではないかと思われる。
(ｳ) 使用料の概況
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平成２４年度の事業報告書によれば，月隈パークゴルフ場の使用料収納の概況は以下
のとおりである。

収納金
件数（件）

払込金

金額（円）

19,295

件数（件）

13,804,600

金額（円）

19,295

13,804,600

これは，公園使用料（福岡市公園条例第６条の２）と有料公園及び有料公園施設使
用料（同条例第１０条第１項）の合計額である。上記以外の，施設設置等使用料，占
用料，施設設置手数料については，指定管理者が行えない業務とされているため，市
が直接収納している。これらを含む本施設の平成２４年度における利用料金額は以下
のとおりである。

利用料金の種別

金額（単位：円）

公園使用料

0

施設設置等使用料

21,600

占用料

15,000

施設設置手数料

0

有料施設使用料

13,804,600

合計

13,841,200

減免額は事業報告書では報告されていないが，月次の報告書（月報）で報告されてお
り，平成２４年度は有料施設使用料１件であった。

収納金
件数（件）
19,295

払込金

金額（円）

件数（件）

13,804,600

19,295

金額（円）
13,804,600

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利用料収入
は市の歳入に帰属することとなっている。
イ 指定管理の状況
(ｱ) 指定管理者
本公園については，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いる。
指定管理者は同年度から同２２年度までは（株）都市造園が，同２３年度からは月隈パ
ークゴルフアメニティグループが選定されている。同グループは東洋緑地建設株式会社
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と株式会社環ヴィトームが構成する企業グループである。
指定管理者制度導入前の管理運営は管理委託によっており，管理委託先は（財）福岡
市森と緑のまちづくり協会（現：
（公財）福岡市緑のまちづくり協会）であった。
(ｲ) 指定管理者が行う業務
指定管理者が行う業務については，
「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」のとお
りである。
(ｳ) 指定管理料
指定管理料については，
「月隈北緑地の管理に関する実施協定書」により指定管理料
を定め，指定管理者が提出した資金計画表に基づき，毎月前金で支払われる（４月分は
別途協議）
。
指定管理料は人件費，事務・管理費（光熱水費・電話代等を含む）
，事業費にあてら
れる（実施協定書第１１条第５項）
。必要な備品は市が購入して指定管理者に無償で貸
し付ける（福岡市都市公園等指定管理者共通仕様書第８項（１）
，実施協定書第６条）
。
修繕費については，基本協定書第１０条第１項で「１件３０万円未満の施設又は物品の
補修は，原則として指定管理者が負担するものとし，１件３０万円以上の施設又は物品
の補修は市が負担するものとする。
」とされている。
なお，福岡市においては，平成２６年度以降については，備品購入費及び修繕費につ
いては基本的に精算を行うとの内容に変更する予定であるが，担当課によれば本施設を
含む公園については従来の手法を維持するとのことである。
(ｴ) 指定管理業務の収支
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。
（単位・円）
指定管理料
収入

22,940,650

雑収入（受取利息）
合計

支出

484
22,941,134

人件費

8,645,700

賃金

2,802,527

通信費

164,425

保険料

140,637

印刷消耗費

484,560

借損料

261,281

委託費

4,915,189

修繕費

782,352
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一般管理費

3,282,766

水光熱費（合計）

1,383,929

合計

22,863,366

収支残

77,768

上記業務委託費の内訳は事業報告書では明らかにされていない。担当課によれば平成
２４年度に再委託された業務と委託料は以下のとおりである。修繕は指定管理者が行っ
ているものと外注（委託）しているものがある。
委託料

８４万３４２０円（税込）

・・・建物清掃，塵芥処理，建物調査，保安警備，広報費
修繕費

５１万９６８７円（税込）

・・・建物維持修繕，電気設備維持修繕，消防設備維持修繕，水道設備維持修
繕
(ｵ) 自主事業
概要表に記載したように，パークゴルフ教室・大会をはじめさまざまなイベント等が
自主事業として実施されている。企業グループとしての強みが発揮されていることが推
察される。自主事業の教室等では参加費が徴収されており，その収入をもとに自主事業
の経費を捻出している。もっとも，指定管理業務との振り分け（区分）については後述
のとおり疑問がある。
自主事業の収支報告はされていない。
(2）問題点
ア 本施設の必要性
パークゴルフは広く市民に親しまれ愛好者の多いスポーツとは言いがたいかもしれ
ないが，老若男女を問わず手軽に取り組めるレクリエーションではある。他に市営の施
設は１施設しかなく，市民に手軽で健全なレクリエーションを提供しその健康増進に役
立つことが期待され，現に多くの市民等に利用されているから，施設の必要性は肯定し
てよいと思われる。
イ 指定管理の必要性
本施設はパークゴルフ場であるが，単に市民に施設を開放し利用させるだけでは，そ
の効用を最大限に発揮させることにはならない。とくにパークゴルフは手軽なスポー
ツ・レクリエーションであるがそれほど一般に広まっているとはいえず，施設の利用を
認めるだけでは愛好者の拡大にはつながりにくい。他の利用者とのトラブルの防止とい
う点でも，パークゴルフのルールやマナーの講習等は必要である。またパークゴルフに
限らず，施設内の恵まれた環境を生かしたイベント等が実施できれば，その効用をさら
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に発揮させることができよう。そのような運営は，それぞれを個別に業務委託するより，
同種施設等の運営に習熟した民間業者等がそのアイデアやノウハウを生かすことによ
って，より効果的に行うことが可能となると思われる。そのような意味で，本施設は指
定管理者制度がその長所を発揮するにふさわしい施設であるといえよう。なお，経費節
減効果について担当課は，公募の際の指定管理上限額と比較して２８４万４０００円の
削減が見られると評価している。
本施設においても，事業報告書に記載されているとおり，運営効率化及び利用者サー
ビスの向上についてさまざまな取り組みが行われており，苦情・要望に対してもおおむ
ね適切に対処されているようである。他の施設（楽水園等）で行われているように利用
者アンケートを実施することも考えてよい。
以上より指定管理者制度によることの必要性は肯定できると考える。
ウ 指定管理者の選定手続
「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」で述べたとおりである。
エ 指定管理料
本施設については修繕費等の精算制はとられていない。この点については総論（意見
１４）と「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」に述べたとおりである。精算制をと
り，預託金として整理する等の方法によることが望ましい。
オ 決算報告書
(ｱ) 委託費
決算書の支出において委託費と修繕費は別項とされている。修繕費の中には指定管理
者が施工したものだけでなく再委託によるものが含まれているため，決算書のみを見る
と誤解するであろう。注記等によって修繕費のうち再委託によっているものを明らかに
するなどの工夫がされると良いと思われる。
(ｲ) 一般管理費
一般管理費として３２８万２７６６円が計上されている。担当課によれば，これは
指定管理者の本社経費（人件費や事務費）であるとのことである。実質的には指定管理
者の利益も含むのであろうが，ことさら問題にする程度のものではないと思われる。
(ｳ) 消費税
消費税は計上されていない。委託費等については再委託先に消費税分をあわせて支払
うが，これは委託費に含まれているはずである。他の施設においては消費税を別途支出
項目としてあげている施設が多いが，本施設の指定管理者の処理が適切であると考える。
カ 自主事業
(ｱ) 指定管理業務との振り分け
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。施設を市民等の利用に委ねる（パークゴルフをさせる）だけでは，本
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施設の効用を最大限に発揮させることはできない。自主事業として行われているパーク
ゴルフ教室やパークゴルフ大会も，パークゴルフ場である本施設の目的達成に必要な事
業であり，指定管理者に委ねるべきは，教室や大会の具体的な内容であると言えるので
はなかろうか。

☞意見１３３
☆ 本施設について，指定管理業務と自主事業にかかる業務との区分と
整理が十分でないと思われる。

これに対して腐葉土・ドングリ配布，絵画展覧会等は，その実施自体が指定管理者の
任意（アイデア・工夫）に委ねられる自主事業として実施されるべき事業であろう。
(ｲ) 自主事業についての報告
ガイドライン改訂に伴い，平成２６年度からは自主事業についても事業報告書で収支
報告を求めることとされた。これまで求めていなかったことが問題であるが，改善され
たので意見ないし指摘とはしない。
キ 協定書等について（ リスク分担表）
基本協定書にも添付されている「市と指定管理者の責任分担等」
（リスク分担表）に
ついては，総論（意見１２）と「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」に述べたとお
りである。
ク モニタリング
「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」で述べたように，本施設についても利用者
アンケートが実施されているが，事業報告書ではその内容が報告されていない。アンケ
ート結果は施設利用者の満足度や指定管理者に対する期待を反映するものであり，指定
管理者に対する評価でもあるので，事業報告書に記載することが望ましい。
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10 松風園
単位千円（端数切捨て）
施設名

松風園

施設数

所在地

福岡市中央区平尾３丁目

担当部・課

みどりのまち推進部みどり管理課

根拠法令

福岡市公園条例，同施行規則

施設の設置目的

公共の福祉の増進に資するため（都市公園法第 1 条）
管理者名

現在までの指定管理者

公募（応募数）・
非公募

指定期間

都市造園・デザイン都市プロジェクトチ
H19.4～H23.3
ーム

公募（12）

（株）都市造園

公募（4）

H23.4～H28.3

Ｈ22
当初指定管理料
指定管理料

１

Ｈ23

Ｈ24

Ｈ25(予定額)

22,002

21,800

21,800

21,846

22,002

21,800

21,800

21,846

精算
精算後指定管理料
市のその他の支出

94
Ｈ22

利用料金の合計額

2,138

利用料金の帰属先

市

自主事業の有無

有

自主事業の概要

指定管理導入以前の管理方法

0
Ｈ23

0
Ｈ24

2,153

利用料金の内容

0
Ｈ25(予定額）

2,377

2,182

公園使用料（行為使用料），
施設設置等使用料，占用
料，施設設置手数料，入園
料，有料公園施設使用料（駐
車場使用料も含む）

自主事業による収入
把握していない
(平成 24 年度)

パンフレット作成・配布，テレビ・ラジオによる施設のＰＲ及び日本文化の
啓発，お茶セットの販売，グッズの作成，施設の充実，ＡＥＤの設置，福岡
市営地下鉄特典施設への加入，ふくふくチケット利用施設への加入，茶の
湯ツアー，地域の方とのコミュニティ，お座敷講座，五節句の会・室礼講
座，夕ざりの茶会，みどりの日イベント，親子でお茶会，ＧＷイベント，伝統
文化子供教室，伝統文化大人教室，お茶会受入事業，松風園音楽会，和
の文化研究会，夏休みの自由研究，誰でも茶会，ふくたび天神ウォーク，
松風園文化祭，中秋の名月を愛でる観月会，子ども大茶会，学校課外授
業の受け入れ，伝統文化出前講座
公園開設時（H19）より指定管理者

備考

(1) 施設の概要と指定管理の状況
ア 施設の概要等
(ｱ) 施設の概要
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福岡市が設置している都市公園（都市公園法第 2 条）であり，中央区平尾に位置する
都市緑地である。茶室「松風庵」を含む個人の邸宅であったが，平成１９年に「福岡市
文化交流公園 松風園」として開園した。
その概要は以下のとおりである。
公園面積：０．２ha
開設：平成１９年度
主な施設：集会所，日本庭園，エレベーター，駐車場等

（施設ＨＰより）
本公園については指定管理者によってＨＰで施設概要や利用案内について情報提供が
されている（http://www.shofuen.net/）
。

松風庵
（施設ＨＰより）
(ｲ) 施設の利用状況
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。
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（単位：人）
Ｈ22 年度
入園者・利用者

Ｈ23 年度

9,320

Ｈ24 年度

9,602

10,440

（ｳ） 使用料の概況
平成２４年度の事業報告書によれば，本施設の使用料収納の概況は以下のとおりで
ある。

収納金
件数（件）

払込金

金額（円）

7,789

件数（件）

2,377,530

7,789

金額（円）
2,377,530

これは，公園使用料（福岡市公園条例第６条の２）と有料公園及び有料公園施設使
用料（同条例第１０条第１項）の合計額である。上記以外の，施設設置等使用料，占
用料，施設設置手数料については，指定管理者が行えない業務とされているため，市
が直接収納している。これらを含む本施設の平成２４年度における利用料金額は以下
のとおりである。

利用料金の種別

金額（単位：円）

公園使用料

207,000

施設設置等使用料

0

占用料

0

施設設置手数料

0

入園料

628,530

有料施設使用料

1,542,000

合計

2,377,530

減免額は事業報告書では報告されていないが，月次の報告書（月報）で報告されてお
り，平成２４年度は行為使用料０件，入園料１６６件，有料施設使用料２件であった。
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
は市の歳入に帰属することとなっている。
イ 指定管理の状況
(ｱ) 指定管理者
本公園については，平成１９年の開園時から現在まで指定管理者による管理が行われ
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ている。指定管理者は同年度から同２２年度が都市造園・デザイン都市・プロジェクト
グループ，同２３から同２７年度が（株）都市造園である。
(ｲ) 指定管理者が行う業務
指定管理者が行う業務については，
「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」のとお
りである。
(ｳ) 指定管理料
指定管理料については，
「松風園の管理に関する実施協定書」により指定管理料を定
め，指定管理者が提出した資金計画表に基づき，毎月前金で支払われる（４月分は別途
協議）
。
指定管理料は人件費，事務・管理費（光熱水費・電話代等を含む）
，事業費にあてら
れる（実施協定書第１１条第５項）
。指定管理料の精算は行われない。必要な備品は市
が購入して指定管理者に無償で貸し付ける（福岡市都市公園等指定管理者共通仕様書第
８項（１）
，実施協定書第６条）
。修繕費については，基本協定書第１０条第１項で「１
件３０万円未満の施設又は物品の補修は，原則として指定管理者が負担するものとし，
１件３０万円以上の施設又は物品の補修は市が負担するものとする。
」とされている。
なお，福岡市においては，平成２６年度以降については，備品購入費及び修繕費につ
いては基本的に精算を行うとの内容に変更する予定であるが，担当課によれば本施設を
含む公園については従来の手法を維持するとのことである。
(ｴ) 指定管理業務の収支
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。消費税がすべての費目について計上されている。
（単位・円）
指定管理料
収入

21,800,000

雑収入（受取利益）
合計

21,800,796

人件費

13,867,470

賃金

支出

796

0

通信費

290,998

保険料

150,350

印刷消耗品費

385,302

借損料

239,400

委託費（自社施工）

2,650,315

委託費（外部委託）

2,107,410

修繕費

367,278
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運営費

887,411

水光熱費

854,862

合計

21,800,796

内消費税

1,090,033

収支残

0

運営費は，本社の運営に要する役員報酬等の費用である（本社の人件費は上記の人件
費に含まれている）。収支残が０となっているのは，当初運営費を１２０万円で計上し
ていたが，不足を生じたためこれを除く指定管理料残額を運営費として計上したためで
ある。担当課によれば，平成２５年度からは市不要な経費は計上し，上記のような場合
はマイナスで報告するように指導したとのことである。
上記委託費の内容は事業報告書では明らかにされていない。担当課によれば，修繕費
を含む再委託の内容は以下のとおりである。修繕は指定管理者が実施しており，再委託
による修繕費はない。
委託料

２１０万７４１０円（税込）

・・・建物清掃，塵芥処理，施設清掃，電気設備保守管理，消防設備保守管理，
保安警備
(ｵ) 自主事業
概要表に記載したように，茶室と日本庭園を備えた本施設の特性を生かし，各種の「教
室」等さまざまなイベント等が自主事業として実施されている。ただし，指定管理業務
との振り分け（区分）については後述のとおり疑問がある。
(2）問題点
ア 施設の必要性
本施設は住宅地の貴重な緑地であり，高名な茶人であった創設者が昭和初期頃に建築
した茶室「松風庵」は数寄を凝らした優れた建築物である。これを広く市民等に開放し，
レクリエーションの場とともに日本文化に触る機会を提供することには公益上の重要
性が認められよう。
イ 指定管理の必要性
本施設については，開園時から指定管理が行われており，指定管理導入前後の比較を
することはできない。
本施設は茶室と日本庭園を中心とした，
都市公園としては比較的小規模な施設であり，
造園や茶会等のイベントに習熟した民間業者等が，一体的に運営を行うことが望ましい
といえる。その効用を最大限に発揮させるために，単に茶室の利用や庭園の観賞を認め
るにとどまらず，民間のノウハウの発揮を期待できる施設であろう。施設としての共通
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点のある友泉亭や楽水園と同様に，指定管理による運営が効果を発揮することを期待で
きる施設であるといえる。外部委託の比率も低い。経費節減効果について担当課は，公
募の際の指定管理上限額と比較して１０２万８０００円削減されていると評価してい
る。
ウ 指定管理者の選定手続
「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」で述べたとおりである。
エ 指定管理料
本施設については修繕費等の精算制はとられていない。この点については総論（意見
１４）と「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」に述べたとおりである。精算制をと
り，預託金として整理するなどの方法によることが望ましい。
オ 決算報告書
(ｱ) 委託費
決算書の支出において委託費と修繕費は別項とされている。修繕費の中には指定管理
者が施工したものだけでなく再委託によるものが含まれている（２６５万３１５円が委
託費（自社加工）として計上されている）
。注記等によって修繕費のうち再委託によっ
ているものを明らかにするなどの工夫がされると良いと思われる。
(ｲ) 運営費
決算書の「運営費」がややわかりにくいが，担当課によれば今後は他の施設と同様に
一般管理費に変更するとのことである。
(ｳ) 消費税
支出費目のすべてに消費税が外税として計上されている。再委託料や水光熱費等税込
で請求され指定管理者から支払われるものは理解できるが（もっともとくに表示する必
要はないであろう），そうでないもの（人件費等については消費税非課税）については
理解できない。内税なのでその分支出が増えるわけではないが，不要ないし不適切であ
ろう。２（2）オ（ｲ）で述べたとおりである。

☞意見１３４
☆ 事業報告書の決算報告における消費税の計上の仕方はこれを改める
べきである。

カ 自主事業
(ｱ) 指定管理業務との振り分け
指定管理業務と自主事業にかかる業務との区分が十分でないように思われる。茶室と
日本庭園を中心とした本施設においては，単に庭園を観賞させたり茶室を利用させたり
するだけでなく，その設備を生かした文化的なイベントが実施されなければ，その効用
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を最大限に発揮させることはできないのではなかろうか。茶室を用いた茶会や，庭園を
利用した観月会等のイベントは，本施設の効用を発揮させるために必ず行うべき業務と
位置付けることを考えてよい。指定管理者の任意（アイデア・工夫)に委ねるべきは，
その具体的なメニューや内容であり，施設の特性にしたがった教室・イベント等の実施
自体を指定管理者の任意に委ねるのは適切ではないと考える。
パンフレットの作成・配布等の広報も同様である。音楽会や文化教室も，
「音楽会，
・
朗読会等施設を利用した文化的イベント」
「日本文化の啓蒙のための教室・イベント」
等のくくり方で指定管理業務に位置付けてよいと考える。
☞意見１３５
☆ 本施設について，指定管理業務と自主事業にかかる業務との区分と
整理が十分でないと思われる。

これに対してグッズの制作・販売等は，その実施自体が指定管理者の任意（アイデア・
工夫）に委ねられる自主事業として実施されるべき事業であろう。
キ 協定書等について（リスク分担表）
基本協定書にも添付されている「市と指定管理者の責任分担等」
（リスク分担表）に
ついては，総論（意見１２）と「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」において述べ
たとおりである。
ク モニタリング
「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」で述べたように，本施設についても利用者
アンケートが実施されているが，事業報告書ではその内容が報告されていない。アンケ
ート結果は施設利用者の満足度や指定管理者に対する期待を反映するものであり，指定
管理者に対する評価でもあるので，事業報告書に記載することが望ましい。
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11 桧原運動公園
単位千円（端数切捨て）
施設名

桧原運動公園

施設数

所在地

福岡市南区桧原 5 丁目外

担当部・課

みどりのまち推進部みどり管理課

根拠法令

福岡市公園条例，同施行規則

施設の設置目的

公共の福祉の増進に資するため（都市公園法第 1 条）
指定期間

公募（応募数）・
非公募

（公財）福岡市緑のまちづくり協会

H18.4～H23.3

非公募

木下緑化建設（株）

H23.4～H28.3

公募（8）

管理者名
現在までの指定管理者

Ｈ22
指定管理料
※1

Ｈ23

当初指定管理料

795,440

精算

△2,941

精算後指定管理料
市のその他の支出

64,946

792,498

64,854

64,854

64,946

78

78

1,331

0

Ｈ23
21,828

市

自主事業の有無

有

備考

Ｈ25(予定額)
64,854

利用料金の帰属先

指定管理導入以前の管理方法

Ｈ24
64,854

Ｈ22

利用料金の合計額

自主事業の概要

１

Ｈ24
22,135

利用料金の内容

Ｈ25(予定額）
23,114

22,894

公園使用料（行為使用料），
施設設置等使用料，占用
料，施設設置手数料，有料
公園施設使用料

自主事業による収入
把握していない
(平成 24 年度)

健康遊具の使い方教室，スポーツ遊具の有料貸出，テニストーナメント，
ウォーキング教室，飲食販売，日傘・雨傘の貸出，アイシング用製氷機の
設置，ホームページの開設，アーカイブ（資料室）の設置，アマチュア野球
ファンの拡大
管理委託（(財)福岡市森と緑のまちづくり協会）
※1 平成 22 年度の当初指定管理料は，舞鶴公園，東平尾公園，桧原運
動公園，今津運動公園，西部運動公園の合計である。同年度までは概算
払い（精算制）であったが，公募移行に伴い前金払い（精算なし）に変更さ
れた。市のその他の支出は，利用券の券売機のリース料，備品購入費で
ある。

(1) 施設の概要と指定管理の状況
ア 施設の概要等
(ｱ) 施設の概要
福岡市が設置している都市公園（都市公園法第 2 条）であり，南区桧原に位置する運
動公園である。その概要は以下のとおりである。
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公園面積：１３．３ha
開設：平成５年
主な施設：管理事務所，野球場，テニス場，多目的広場，わんぱく広場，自由広場，
カスケード（滝）
，駐車場，便所等

野球場

多目的広場

（施設ＨＰより）

本公園については指定管理者によってＨＰで施設概要や利用案内について情報提供
がされている（http://www.kinoshitaryokuka.com/hibaru/）
。
(ｲ) 施設の利用状況
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。
有料公園施設
区分
野球場

平成 23 年度

利用回数（回）
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944

同 24 年度
932

テニスコート

利用者数（人）

32,186

29,993

利用回数

17,663

18,595

利用者数

48,786

53,106

来園者（無料公園施設）
名称

利用者数

芝生広場

40,094

わんぱく広場

8,149

自由広場（北）

6,394

健康広場

1,810

自由広場（南）

397

さくら広場

301

多目的広場

3,097

上記広場以外の園内

19,651

野球場観戦者数

30,021

合計

109,914

無料施設利用者数は，管理事務所職員が巡回の際に目算したものである。
(ｳ) 使用料の概況
平成２４年度の事業報告書によれば，本施設の使用料の概況は以下のとおりである。

コミネット利用分

窓口収納分
野球場及び付属

合計

2,627,300

1,206,050

3,833,350

6,137,100

10,300,800

16,437,900

32,100

－

32,100

8,796,500

11,506,850

20,303,350

施設
テニスコート及
び付属施設
公園使用料※
合計

これは，公園使用料（福岡市公園条例第６条の２）と有料公園及び有料公園施設使
用料（同条例第１０条第１項）の合計額（有料公園施設使用料の一部を除く）である。
上記以外の，施設設置等使用料，占用料，施設設置手数料については，指定管理者が
行えない業務とされているため，市が直接収納している。これらを含む本施設の平成
２４年度における利用料金額は以下のとおりである。
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利用料金の種別

金額（単位：円）

公園使用料

32,000

施設設置等使用料

129,600

占用料

2,681,670

施設設置手数料

0

有料施設使用料

20,271,250

合計

23,114,620

減免額は事業報告書では報告されていないが，月次の報告書（月報）で報告されてお
り，平成２４年度は行為使用料１４件，有料施設使用料７４２件であった。
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
は市の歳入に帰属する。
イ 指定管理の状況
(ｱ) 指定管理者
本公園については，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いる。
指定管理者は同年度から同２２年度までは（公財）福岡市緑のまちづくり協会，同２３
年度からは木下緑化建設（株）が選定されている。
指定管理者制度導入前の管理運営は管理委託によっており，管理委託先は（財）福岡
市森と緑のまちづくり協会（現：
（公財）福岡市緑のまちづくり協会）であった。
(ｲ) 指定管理者が行う業務
指定管理者が行う業務については，
「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」のとお
りである。
(ｳ) 指定管理料
指定管理料は，
「桧原運動公園の管理に関する実施協定書」に定められ，指定管理者
が提出する資金計画表に基づき各月に前金で支払われる。指定管理料の精算は行われな
い。必要な備品は市が購入して指定管理者に貸与することになっている（実施協定書第
６条）
。施設又は物品の補修は，１件３０万円以上のものについては市の，それ未満の
ものについては指定管理者の負担である（基本協定書第１０条第１項）
。
なお，福岡市においては，平成２６年度以降については，備品購入費及び修繕費につ
いては基本的に精算を行うとの内容に変更する予定であるが，担当課によれば本施設を
含む公園については従来の手法を維持するとのことである。
(ｴ) 指定管理業務の収支
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
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状況は以下のとおりである。
（単位：円）
指定管理料
収入

64,854,081

雑収入

支出

3,287

合計

64,857,368

人件費

23,851,198

印刷消耗品費

953,266

通信費

407,353

保険料

714,300

修繕費

2,520,480

委託費（外注分）

15,679,620

委託費（本社分）

7,216,409

光熱水費

7,677,145

一般管理費及び諸経費

3,993,716

消費税相当額

1,538,542

合計

64,552,069

収支差額

305,299

委託費（本社分）とは指定管理者が行った剪定・除草等の業務である。その中には
業務の一部を外注したものを含んでいる。修繕費を含む再委託の内容は以下のとおり
である。
委託費（外注分）

１６４６万３６０１円（税込）

・・・運動施設管理ほか，園内管理業務ほか，公園施設管理ほか，警備
委託費（本社分）

４５万７０９３円（税込）

・・・造園管理
修繕費

２４５万３９５５円（税込）

・・・野球場芝剥ぎ，打具アウト照明安定期交換，野球場放送機器修繕，
照明灯修繕，野球場芝張，コインシャワー修繕，スコアボード部品
交換，トイレ給水管修繕，時計塔修繕等
決算書には修繕費と委託料は別項になっているが，修繕が再委託によるものかどうか
という点及びそれぞれの修繕費の金額については報告されていない。
(ｵ) 自主事業
概要表に記載したように，スポーツ教室をはじめとして本施設の特性をいかしたさま
ざまなイベント等が自主事業として実施されている。もっとも後述するように自主事業
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に係る業務と指定管理業務の振り分け(区分)については疑問がある。
自主事業の収支は報告されていない。
(2）問題点
ア 施設の必要性
スポーツや野外におけるレクリエーションの振興とそれによる市民の健康増進は市
に期待される役割の一つである。充実した運動施設を持つ公園を設置し市民に利用させ
ることは民間には期待できず，他の運動公園と同様に公益上の必要性が認められよう。
イ 指定管理の必要性
本施設にはさまざまなスポーツ・レクリエーション施設があるが，単に施設を利用さ
せるだけでは，その効用を最大限に発揮させることにはならない。各種スポーツ教室や
さまざまなアイデアによるイベントなどソフト面のサービスの充実が期待される施設
であるといえ，指定管理者制度の長所を生かすにふさわしい施設といえる。経費節減効
果について担当課は，公募の際の指定管理上限額と比較して８７３万８０００円の削減
になっていると評価している。
ウ 指定管理者の選定手続
「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」で述べたとおりである。
エ 指定管理料
本施設については修繕費等の精算制はとられていない。この点については総論（意見
１４）と「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」に述べたとおりである。精算制をと
り，預託金として整理するなどの方法によることが望ましい。
オ 決算報告書
(ｱ) 委託費
決算書の支出において委託費と修繕費は別項とされている。修繕費の中には指定管理
者が施工したものだけでなく再委託によるものが含まれているため，決算書のみを見る
と誤解するであろう。注記等によって修繕費のうち再委託によっているものを明らかに
するなどの工夫がされると良いと思われる。また，委託費（本社分）というのもわかり
にくいので整理されることが望ましい。
(ｲ) 一般管理費
一般管理費及び諸経費として年額３９９万３７１６円が計上されている。担当課に
よれば，これは指定管理業務を行うにあたって要した本社経費（人件費や事務費等）で
あるとのことである。実質的には指定管理者の利益も含むと思われるが，そのこと自体
は問題がない。金額（指定管理費に占める割合も問題ないであろう）
。
(ｳ) 消費税
消費税が支出として計上されているが，非課税取引は除外されていると思われるので，
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外税表示とすることの是非はともかく，不適切な処理はされていないと考えられる。
カ 自主事業
(ｱ) 指定管理業務との振り分け
指定管理業務と自主事業にかかる業務との区分が十分でないように思われる。運動公
園である本施設においては，単に個々の公園施設を利用させるだけでなく，その設備を
生かしたスポーツ教室や大会等のイベントが実施されなければ，その効用を最大限に発
揮させることはできないと考えられる。それらは本施設の効用を発揮させるために必ず
行うべき業務と位置付けることを考えてよい。指定管理者の任意（アイデア・工夫)に
委ねるべきは，その具体的なメニューや内容であり，施設の特性にしたがった教室・イ
ベント等の実施自体を指定管理者の任意に委ねるのは適切ではないと考える。
☞意見１３６
☆ 本施設について，指定管理業務と自主事業にかかる業務との区分と
整理が十分でないと思われる。

これに対して飲食販売等は，その実施自体が指定管理者の任意（アイデア・工夫）に
委ねられる自主事業として実施されるべき事業であろう。
(ｲ) 自主事業についての報告
ガイドライン改訂に伴い，平成２６年度からは自主事業についても事業報告書で収支
報告を求めることとされた。これまで求めていなかったことが問題であるが，改善され
たので意見ないし指摘とはしない。
キ 協定書等について（リスク分担表）
基本協定書にも添付されている「市と指定管理者の責任分担等」
（リスク分担表）に
ついては，総論（意見１２）と「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」において述べ
たとおりである。
ク モニタリング
「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」で述べたように，本施設についても利用者
アンケートが実施されているが，事業報告書ではその内容が報告されていない。アンケ
ート結果は施設利用者の満足度や指定管理者に対する期待を反映するものであり，指定
管理者に対する評価でもあるので，事業報告書に記載することが望ましい。
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12 西部運動公園
単位千円（端数切捨て）
施設名

西部運動公園

施設数

所在地

福岡市西区大字飯盛

担当部・課

みどりのまち推進部みどり管理課

根拠法令

福岡市公園条例，同施行規則

施設の設置目的

公共の福祉の増進に資するため（都市公園法第 1 条）
指定期間

公募（応募数）・
非公募

（公財）福岡市緑のまちづくり協会

H18.4～H23.3

非公募

グループフォース

H23.4～H28.3

公募（5）

管理者名
現在までの指定管理者

Ｈ22
指定管理料
※

Ｈ23

当初指定管理料

795,440

精算

△2,941

精算後指定管理料
市のその他の支出

53,052

792,498

52,660

52,660

53,052

0

0

0

0

Ｈ23
14,615

市

自主事業の有無

有

備考

Ｈ25(予定額)
52,660

利用料金の帰属先

指定管理導入以前の管理方法

Ｈ24
52,660

Ｈ22

利用料金の合計額

自主事業の概要

１

Ｈ24
14,115

利用料金の内容

Ｈ25(予定額）
14,939

15,241

公園使用料（行為使用料），
施設設置等使用料，占用
料，施設設置手数料，有料
公園施設使用料

自主事業による収入
把握していない
(平成 24 年度)

ＬＥＤ外灯設置，宅配便取扱，プランター設置(地下鉄賀茂駅)，ビオトープ
「夏の生き物教室」，ベースボールフェスタ，犬のしつけ方相談会，ビオト
ープ池案内板設置，地域高齢者の健康増進(グランドゴルフ大会)，ビオト
ープ「春の生きもの探索」，ドッグランの管理運営，テニススクール，ＪＡ連
携の特産物販売，西部公園祭り
指定管理（(財)福岡市森と緑のまちづくり協会）
※1 平成 22 年度の当初指定管理料は，舞鶴公園，東平尾公園，桧原運
動公園，今津運動公園，西部運動公園の合計である。同年度までは概算
払い（精算制）であったが，公募移行に伴い前金払い（精算なし）に変更さ
れた。

(1) 施設の概要と指定管理の状況
ア 施設の概要
福岡市が設置している都市公園（都市公園法第 2 条）であり，西区飯盛に位置する運
動公園である。その概要は以下のとおりである。
公園面積：１１ha
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開設：昭和５４年
主な施設：野球場，球技場，テニス場，ドッグラン，芝生広場，駐車場，便所等

テニス場

球技場

（施設ＨＰより）

本公園については指定管理者によってＨＰで施設概要や利用案内について情報提供
がされている（http://www.kofu-field.com/seibu/index.html）
イ 指定管理の状況
(ｱ) 指定管理者
本公園については，
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いる。
指定管理者は同年度から同２２年度までは（公財）福岡市緑のまちづくり協会，同２３
年度からはグループフォースが選定されている。同グループは，コウフ・フィールド（株）
他３社の共同事業体である。
指定管理者制度導入前の管理運営は管理委託によっており，管理委託先は（財）福岡
市森と緑のまちづくり協会（現：
（公財）福岡市緑のまちづくり協会）であった。
(ｲ) 指定管理者が行う業務
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指定管理者が行う業務については，
「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」のとお
りである。
(ｳ) 施設の利用状況
平成２４年度の事業報告書によれば，本施設の有料施設の利用状況の概況は以下のと
おりである。
（単位：人）
平成 23 年度

平成 24 年度

テニス場

48,510

49,850

野球場

20,551

22,733

球技場

24,976

24,455

合計

94,037

97,038

無料施設については資料がないが，有料施設の数倍以上であると思われる。本施設は
他の公園と同様に，
利用者数は天候に大きく左右されるので，
単純な比較はできないが，
平成２４年度は前年度にくらべて降雨日が多かったにもかかわらず，有料施設の利用者
は増加しており，指定管理者の努力が認められるのではないだろうか。
(ｴ) 使用料の概況
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。
収納件数

３２００件(前年比－１３件）

収納金額

５０５万２１００円(前年比－２７万６５０円）

これは窓口受付分であり，コミネットカード利用分（コミネットとは市のスポーツ
施設等の案内や予約をインターネット等で行うシステム）を合わせると次のとおりで
ある。コミネットによる利用を合わせると前年度より増加しており，窓口事務の軽減
にもつながっている。
(単位：円）
平成 23 年度

平成 24 年度

窓口受付利用額

5,322,750

5,052,100

コミネットカード利用額

8,829,100

9,870,800

14,151,850

14,922,900

合計

これは，公園使用料（福岡市公園条例第６条の２）と有料公園及び有料公園施設使
用料（同条例第１０条第１項）の合計額（一部の有料公園施設使用料を除く）である。
上記以外の，施設設置等使用料，占用料，施設設置手数料については，指定管理者が
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行えない業務とされているため，市が直接収納している。これらを含む本施設の平成
２４年度における利用料金額は以下のとおりである。

利用料金の種別

金額（単位：円）

公園使用料

0

施設設置等使用料

183,600

占用料

5,800

施設設置手数料

0

有料施設使用料

14,750,500

合計

14,939,900

減免額は事業報告書では報告されていないが，月次の報告書（月報）で報告されてお
り，平成２４年度は行為使用料５３件，有料施設使用料８１３件であった。
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
は市の歳入に帰属することとなっている。
(ｵ) 指定管理料
指定管理料は，
「西部運動公園の管理に関する実施協定書」に定められ，各月に前金
で支払う形となっている。指定管理料の精算は行われない。必要な備品は市が購入して
指定管理者に貸与することになっている（実施協定書第６条）
。施設又は物品の補修は，
１件３０万円以上のものについては市の，それ未満のものについては指定管理者の負担
である（基本協定書第１０条第１項）
。
なお，福岡市においては，平成２６年度以降については，備品購入費及び修繕費につ
いては基本的に精算を行うとの内容に変更する予定であるが，担当課によれば本施設を
含む公園については従来の手法を維持するとのことである。
(ｶ) 指定管理業務の収支
平成２４年度の事業報告書によれば，平成２４年度における本施設の指定管理に関す
る収支は以下のとおりである。
（単位：円）
指定管理料
収入

支出

52,660,000

雑収入

1,109

合計

52,661,109

人件費

27,110,760

通信費

180,496

保険料

227,010
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消耗品費

291,559

借損料

108,360

維持作業費

14,132,997

修繕費

2,360,360

事業費

2,043,731

水光熱費(合計）

3,853,172

管理費

2,040,000

ごみ搬出(委託費）
合計

269,250
52,617,695

収支残

43,414

維持作業１４１３万２９９７円は別紙で内訳が明らかにされている。それによれば，
野球場等の運動施設管理が計５６７万円，樹木等の造園管理が計７４５万３０６２円，
憩の森管理等の園内管理が計１００万９９３５円である。
管理費は，指定管理業務のために要した本社経費（人件費や事務費等）である。委託
費はごみ搬出の費用のみである。これは指定管理者が４社のグループ企業であり，幅広
い業務を自ら行えることによる。
(ｷ) 自主事業
概要表に記載したように，各種の「教室」や大会等，本施設の特性を生かしたさまざ
まなイベント等が自主事業として実施されている。もっとも後述するように自主事業に
係る業務と指定管理業務の振り分け(区分)については疑問がある。
自主事業の収支は報告されていない。
(2）問題点
ア 本施設の必要性
スポーツや野外におけるレクリエーションの振興とそれによる市民の健康増進は市
に期待される役割の一つであり，充実した運動施設を持つ公園を設置し市民に利用させ
ることは民間には期待できず，他の運動公園と同様にその必要性を肯定できる。
イ 指定管理の必要性
本施設にはさまざまなスポーツ・レクリエーション施設があるが，単に施設を利用さ
せるだけでは，その効用を最大限に発揮させることにはならない。各種スポーツ教室や
さまざまなアイデアによるイベントなどソフト面のサービスの充実が期待される施設
であるといえ，指定管理者制度の長所を生かすにふさわしい施設といえる。経費節減効
果について担当課は，公募の際の指定管理上限額と比較して８９７万円が削減されてい
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ると評価している。
ウ 選定手続について
「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」で述べたとおりである。
エ 指定管理料等について
本施設については修繕費等の精算制はとられていない。この点については総論（意見
１４）と「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」に述べたとおりである。精算制をと
り，預託金として整理するなどの方法によることが望ましい。
オ 決算報告書
(ｱ) 委託費
委託費はごみ搬出のみとなっている。
「維持作業」
「修繕」等を自社で実施しているな
ら問題ないが，再委託によっている場合はその旨を注記しなければ再委託の全体が見え
ない。別項とすること自体は適切だが，注記等によって再委託の内容がわかるような工
夫をするとよいと思われる。
(ｲ) 消費税
消費税は課税取引については内税表示され，人件費等の非課税取引については計上さ
れていないと見られる。適切な処理であると考える。
カ 自主事業等について
(ｱ) 指定管理業務との振り分け
指定管理業務と自主事業にかかる業務との区分が十分でないように思われる。運動公
園である本施設においては，単に個々の公園施設を利用させるだけでなく，その設備を
生かしたスポーツ教室や大会等のイベントが実施されなければ，その効用を最大限に発
揮させることはできないと考えられる。それらは本施設の効用を発揮させるために必ず
行うべき業務と位置付けることを考えてよい。指定管理者の任意（アイデア・工夫)に
委ねるべきは，その具体的なメニューや内容であり，施設の特性にしたがった教室・イ
ベント等の実施自体を指定管理者の任意に委ねるのは適切ではないと考える。ドッグラ
ンの運営管理や犬のしつけ方教室についても，ドッグランを設けているのであるから指
定管理業務としてよいと思われる。ビオトープに関する事業も同様である。
☞意見１３７
☆ 本施設について，指定管理業務と自主事業にかかる業務との区分と
整理が十分でないと思われる。

これに対して物販等は，その実施自体が指定管理者の任意（アイデア・工夫）に委ね
られる自主事業として実施されるべき事業であろう。
(ｲ) 自主事業についての報告
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平成２４年度においては自主事業の収支が報告されていないが，ガイドライン改訂に
伴い，同２６年度からは自主事業についても事業報告書で収支報告を求めることとされ
た。これまで求めていなかったことが問題であるが，改善されたので意見ないし指摘と
はしない。
キ 協定書等について（リスク分担表）
基本協定書にも添付されている「市と指定管理者の責任分担等」
（リスク分担表）に
ついては，総論(意見１２)と「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」において述べた
とおりである。
ク モニタリング
「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」で述べたように，本施設についても利用者
アンケートが実施されているが，事業報告書ではその内容が報告されていない。アンケ
ート結果は施設利用者の満足度や指定管理者に対する期待を反映するものであり，指定
管理者に対する評価でもあるので，事業報告書に記載することが望ましい。
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13 今津運動公園
単位千円（端数切捨て）
施設名

今津運動公園

施設数

所在地

福岡市西区今津

担当部・課

みどりのまち推進部みどり管理課

根拠法令

福岡市公園条例，同施行規則

施設の設置目的

公共の福祉の増進に資するため（都市公園法第 1 条）
指定期間

公募（応募数）・
非公募

（公財）福岡市緑のまちづくり協会

H18.4～H23.3

非公募

九州グラウンド（株）

H23.4～H28.3

公募（6）

管理者名
現在までの指定管理者

Ｈ22
指定管理料
※1

１

当初指定管理料

Ｈ23

795,440

精算

Ｈ24

Ｈ25(予定額)

89,850

89,850

89,988

2,941

精算後指定管理料

792,498

89,850

89,850

89,988

市のその他の支出

564

78

819

701

Ｈ22

利用料金の合計額

Ｈ23
21,392

利用料金の帰属先

市

自主事業の有無

有

自主事業の概要

指定管理導入以前の管理方法

備考

Ｈ24
21,231

利用料金の内容

Ｈ25(予定額）
22,740

22,089

公園使用料（行為使用料），
施設設置等使用料，占用
料，施設設置手数料，有料
公園施設使用料

自主事業による収入
把握していない
(平成 24 年度)

フラワーオーバーシードで芝生広場に花を咲かせよう，働く機械の大行
進，こども樹木博士講座，テニス教室，太極拳教室，バドミントン教室，体
験ヨガ教室，手作り飛行機を飛ばそう，オリジナルポットを作ろう，テニス
教室ＯＢ大会，グラウンドゴルフ大会，ハーブティーサービス，アイス・肉ま
んの販売，唐津バーガー販売
管理委託（(財)福岡市森と緑のまちづくり協会）
※1 平成 22 年度の当初指定管理料は，舞鶴公園，東平尾公園，桧原運
動公園，今津運動公園，西部運動公園の合計である。同年度までは概算
払い（精算制）であったが，公募移行に伴い前金払い（精算なし）に変更さ
れた。市のその他の支出は，利用券の券売機のリース料，備品購入費で
ある。

(1) 施設の概要と指定管理の状況
ア 施設の概要等
(ｱ) 施設の概要
福岡市が設置している都市公園（都市公園法第 2 条）であり，西区今津に位置する運
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動公園である。その概要は以下のとおりである。
公園面積：２５．５ha
開設：平成４年
主な施設：体育館，球技場，テニス場，芝生広場，冒険広場，アスレチック広場，
自由広場，ちびっこ広場，駐車場，便所等

（施設ＨＰより）

芝生広場

体育館

（施設ＨＰより）

本公園については指定管理者によってＨＰで施設概要や利用案内について情報提供
がされている（http://www.imazu-sportspark.jp/）
。
(ｲ) 施設の利用状況
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。
数値は有料公園施設の利用者数であり，管理事務所での主催者からの聞き取りや職員の
巡回時の目算による。
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（単位：人）
Ｈ23 年度

Ｈ24 年度

体育館

27,988

31,025

テニス場

50,919

53,211

球技場（芝生）

9,084

7,941

球技場（グラウンド）

12,166

17,087

合計

100,157

109,264

指定管理者によれば，グラウンド利用者の増加は平日利用や近隣校区の大会利用の増
加が主な要因であり，芝生の球技場利用者の減少は悪天候による利用不能日の影響であ
ると思われるとのことである。
（ｳ）使用料の概況
平成２４年度の事業報告書によれば，本施設の使用料収納の概況（推移）
は以下のとおりである。利用時に収納するので収納金と払込金の差は生じない。
年度

Ｈ22 年度

金額（円）

15,693,810

Ｈ23 年度

Ｈ24 年度

15,632,530

17,414,900

これは，公園使用料（福岡市公園条例第６条の２）と有料公園及び有料公園施設使用
料（同条例第１０条第１項）の合計額である。上記以外に，有料施設使用料（コミネッ
ト分）
，施設設置等使用料，占用料，施設設置手数料がある。
，施設設置等使用料，占用
料，施設設置手数料については，指定管理者が行えない業務とされているため，市が直
接収納している。これらを含む本施設の平成２４年度における利用料金額は以下のとお
りである。

利用料金の種別

金額（単位：円）

公園使用料

43,200

施設設置等使用料

291,600

占用料

49,670

施設設置手数料

6,200

有料施設使用料

22,349,900

合計

22,740,570

７－102

減免額は事業報告書では報告されていないが，月次の報告書（月報）で報告されてお
り，平成２４年度は行為使用料０件，有料施設使用料１２０５件であった。
本施設において利用料金制はとられておらず，上記に記載されている使用料収入は市
の歳入に帰属する。
イ 指定管理の状況
(ｱ) 指定管理者
本公園については，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いる。
指定管理者は同年度から同２２年度までは（公財）緑のまちづくり協会，同２３年度以
降は九州グラウンド（株）が選定されている。本公園については，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いる。
指定管理者制度導入前の管理運営は管理委託によっており，管理委託先は（財）福岡
市森と緑のまちづくり協会（現：
（公財）福岡市緑のまちづくり協会）であった。
(ｲ) 指定管理者が行う業務
指定管理者が行う業務については，
「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」のとお
りである。
(ｳ）指定管理料
指定管理料は，
「今津運動公園の管理に関する実施協定書」に定められ，指定管理者
が提出する資金計画表に基づき各月に前金で支払われる。指定管理料の精算は行われな
い。必要な備品は市が購入して指定管理者に貸与することになっている（実施協定書第
６条）
。施設又は物品の補修は，１件３０万円以上のものについては市の，それ未満の
ものについては指定管理者の負担である（基本協定書第１０条第１項）
。
なお，福岡市においては，平成２６年度以降については，備品購入費及び修繕費につ
いては基本的に精算を行うとの内容に変更する予定であるが，担当課によれば本施設を
含む公園については従来の手法を維持するとのことである。
(ｴ) 指定管理業務の収支
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。
（単位：円）
収入

支出

指定管理料

89,850,000

合計

89,850,000

人件費

15,183,026

印刷消耗品費

155,017

通信費

380,190

保険料

275,230
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賃金

672,000

事務費その他

293,164

委託料

20,376,687

事業費その他

18,312,500

修繕費

2,821,597

一般管理費

18,023,307

水光熱費

8,884,468

消費税（５％）

4,268,860

合計

89,646,046

収支残

203,954

人件費は，所長，副所長を除く従業員の人件費であり，賃金は本社の経理事務スタッ
フにかかる費用及び園内の臨時スタッフの費用である。事業費その他は，指定管理者が
剪定・除草等の作業に要した費用である。すべての費目について消費税が外税で計上さ
れている。
なお，上記委託料の内訳は事業報告書では示されていないが，担当課によれば以下の
とおりである（税込）
。
委託料

２１２８万７２７１円

・・・造園管理，その他施設管理（自動扉保守点検，ボイラー設備保守
点検，ボイラー炉内清掃）
，清掃（建物清掃，便所清掃，浄化槽
清掃）
，設備保安（電気設備保守管理，消防設備保守管理，設備
管理業務，建物設備保守管理，保安警備，その他保守管理）
修繕費

２９５万１１８０円

・・・工作物維持修繕，園路修繕，遊具維持修繕，電気設備維持修繕，
消防設備維持修繕，水道設備維持修繕，汚水処理設備維持修繕，
その他施設維持修繕
(ｵ) 自主事業
概要表に記載したように，スポーツ教室をはじめとして本施設の特性をいかしたさま
ざまなイベント等が自主事業として実施されている。もっとも後述するように自主事業
に係る業務と指定管理業務の振り分け（区分）については疑問がある。
自主事業の収支は報告されていない。
(2）問題点
ア 施設の必要性
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スポーツや野外におけるレクリエーションの振興とそれによる市民の健康増進は市
に期待される役割の一つであり，充実した運動施設を持つ公園を設置し市民に利用させ
ることは民間には期待できず，他の運動公園と同様にその必要性を肯定できる。
イ 指定管理の必要性
本施設にはさまざまなスポーツ・レクリエーション施設があるが，単に施設を利用さ
せるだけでは，その効用を最大限に発揮させることにはならない。各種スポーツ教室や
さまざまなアイデアによるイベントなどソフト面のサービスの充実が期待される施設
であるといえ，指定管理者制度の長所を生かすにふさわしい施設といえる。経費節減効
果について担当課は，公募の際の指定管理上限額と比較して８３８万６０００円の削減
が得られていると評価している。
ウ 指定管理者の選定手続
「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」で述べたとおりである。
エ 指定管理料
本施設については修繕費等の精算制はとられていない。この点については総論(意見
１４)と「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」に述べたとおりである。精算制をと
り，可能であれば預託金として整理するのが望ましい。
オ 決算報告書
(ｱ) 委託費等
決算書の支出において委託費と修繕費は別項とされている。修繕費の中には指定管理
者が施工したものだけでなく再委託によるものが含まれているため，決算書のみを見る
と誤解するであろう。注記等によって修繕費のうち再委託によっているものを明らかに
するなどの工夫がされると良いと思われる。また，
「事業費その他」も指定管理費の２
割を超えており，内訳が示されることが望ましい。
(ｲ) 一般管理費
一般管理費及び諸経費として年額１８０２万３３０７円が計上されている。金額が大
きいのは所長，副所長の人件費を含むためであり，とくに問題とすべきではないであろ
う。
(ｳ) 消費税
人件費等消費税が課せられないものについても消費税が支出として計上されている。
２（２）オ（ｲ）で述べたように計上の仕方を改めるべきであると考える。

☞意見１３８
☆ 事業報告書の決算報告における消費税の計上の仕方はこれを改める
べきである。
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カ 自主事業
(ｱ) 指定管理業務との振り分け
指定管理業務と自主事業にかかる業務との区分が十分でないように思われる。運動公
園である本施設においては，単に個々の公園施設を利用させるだけでなく，その設備を
生かしたスポーツ教室や大会等のイベントが実施されなければ，その効用を最大限に発
揮させることはできないと考えられる。それらは本施設の効用を発揮させるために必ず
行うべき業務と位置付けることを考えてよい。指定管理者の任意（アイデア・工夫)に
委ねるべきは，その具体的なメニューや内容であり，施設の特性にしたがった教室・大
会等のイベントの実施自体を指定管理者の任意に委ねるのは適切ではないと考える。
☞意見１３９
☆ 本施設について，指定管理業務と自主事業にかかる業務との区分と
整理が十分でないと思われる。
これに対して飲食販売等は，その実施自体が指定管理者の任意（アイデア・工夫）に
委ねられる自主事業として実施されるべき事業であろう。
(ｲ) 自主事業についての報告
ガイドライン改訂に伴い，平成２６年度からは自主事業についても事業報告書で収支
報告を求めることとされた。これまで求めていなかったことが問題であるが，改善され
たので意見ないし指摘とはしない。
キ 協定書等について(リスク分担表)
基本協定書にも添付されている「市と指定管理者の責任分担等」
（リスク分担表）に
ついては，総論（意見１２）と「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」において述べ
たとおりである。
ク モニタリング
「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」で述べたように，本施設についても利用者
アンケートが実施されているが，事業報告書ではその内容が報告されていない。アンケ
ート結果は施設利用者の満足度や指定管理者に対する期待を反映するものであり，指定
管理者に対する評価でもあるので，事業報告書に記載することが望ましい。
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14 友泉亭
単位千円（端数切捨て）
施設名

友泉亭公園

施設数

所在地

福岡市城南区友泉亭

担当部・課

みどりのまち推進部みどり管理課外

根拠法令

福岡市公園条例，同施行規則

施設の設置目的

公共の福祉の増進に資するため（都市公園法第 1 条）
指定期間

公募（応募数）・
非公募

安藤造園土木（株）

H18.4～H23.3

公募（17）

安藤造園土木（株）

H23.4～H28.3

公募（4）

管理者名
現在までの指定管理者

１

Ｈ22
当初指定管理料

Ｈ23

Ｈ24

Ｈ25(予定額)

25,490

27,442

35,481

27,534

精算後指定管理料

25,490

27,442

35,481

27,534

市のその他の支出

0

0

0

0

指定管理料

精算

Ｈ22

利用料金の合計額

Ｈ23
6,858

Ｈ24
6,842

利用料金の帰属先

市

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)

自主事業の概要

指定管理導入以前の管理方法

Ｈ25(予定額）
6,627

7,035

公園使用料（行為使用料），
施設設置等使用料，占用
料，施設設置手数料，入園
料，有料施設使用料（駐車場
使用料も含む
2,490,

婚礼イベント，朗読コンサート，みどりの日花苗プレゼント，篠笛コンサー
ト，こどもの日折紙カブトプレゼント，初心者向け篠笛体験会，ホタル観賞
会，七夕短冊飾り，楽しい夏のお話会・音楽会，夏休み企画・手作りしよ
う，紫蘇ジュース販売，友泉中学校職場体験，観月会，源氏物語朗読会，
初心者向けお茶会講習会，都市緑化月間・花苗プレゼント，落葉しおりプ
レゼント，篠笛と箏コンサート，自然教室，いい夫婦の日，初心者フォトコ
ンテスト，新年の記念しおりプレゼント，ぜんざいセット販売，ひな人形の
展示と甘酒販売，消防訓練，樋井川の清掃，メディアＰＲ，フェイスブック・
ＨＰ案内，鯉の餌提供（50 円），抹茶提供（300 円），ＡＥＤ設置，スタンプラ
リー，制服の着用
管理委託（(財)福岡市森と緑のまちづくり協会）

備考

(1) 施設の概要と指定管理の状況
ア 施設の概要等
(ｱ) 施設の概要
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福岡市が設置している都市公園（都市公園法第 2 条）であり，中央区笹岡及び城南区
友泉亭に位置する歴史公園である。元は黒田藩の別荘であったが，昭和５６年に福岡市
の歴史公園として整備され開園した。施設の概要は以下のとおりである。
公園面積：１ha
開設：昭和５６年
主な施設：本館，門，池泉回遊式庭園，券売所，駐車場，便所，四阿等
本公園については指定管理者によってＨＰで施設概要や利用案内について情報提供
がされている（http://www.azd-g.co.jp/shitei-kanri/yusentei/）
。

（施設ＨＰより）
(ｲ) 施設の利用状況
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。
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Ｈ22 年度
入園者（人）

Ｈ23 年度

26,156

Ｈ24 年度

23,115

22,361

平成２４年度は入園者が減少しているが，指定管理者によれば大池清掃による休園に
よるものである。ただし，入園者数は平成１９年をピークとして年々減少している。
（ｳ） 使用料の概況
平成２４年度の事業報告書によれば，本施設の使用料収納の概況は以下のとおりであ
る。
（単位：円）
Ｈ22 年度

Ｈ23 年度

Ｈ24 年度

入園料

3,420,240

3,124,640

3,007,460

有料公園施

2,610,800

2,731,000

2,668,800

設使用料

これは，公園使用料（福岡市公園条例第６条の２）と有料公園及び有料公園施設使用
料（同条例第１０条第１項）の合計額である。上記以外に，施設設置等使用料，占用料，
施設設置手数料，有料公園施設使用料があり，施設設置等使用料，占用料，施設設置手
数料については，指定管理者が行えない業務とされているため，市が直接収納している。
これらを含む本施設の平成２４年度における利用料金額は以下のとおりである。

利用料金の種別

金額（単位：円）

公園使用料

919,500

施設設置等使用料

10,800

占用料

20,833

施設設置手数料

0

入園料

3,007,460

有料公園施設使用料

2,668,800

その他雑入

400

合計

6,627,793

減免額は事業報告書では報告されていないが，月次の報告書（月報）で報告されてお
り，平成２４年度は行為使用料４件，入園料１１件，有料公園施設使用料１１件であっ
た。
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（施設ＨＰより）
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
は市の歳入に帰属することとなっている。
イ 指定管理の状況
(ｱ) 指定管理者
本公園については，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いる。
指定管理者は公募により，同年度から現在まで安藤造園土木（株）が選定されている。
指定管理者制度導入前の管理運営は管理委託によっており，管理委託先は（財）福岡
市森と緑のまちづくり協会（現：
（公財）福岡市緑のまちづくり協会）であった。
(ｲ) 指定管理者が行う業務
指定管理者が行う業務については， 「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」のと
おりである。
(ｳ) 指定管理料
指定管理料については，
「友泉亭公園の管理に関する実施協定書」により指定管理料
を定め，指定管理者が提出した資金計画表に基づき，毎月前金で支払われる（４月分は
別途協議）
。精算は行われない。
指定管理料は人件費，事務・管理費（光熱水費・電話代等を含む）
，事業費にあてら
れる（実施協定書第１１条第５項）
。必要な備品は市が購入して指定管理者に無償で貸
し付ける（福岡市都市公園等指定管理者共通仕様書第８項（１）
，実施協定書第６条）。
修繕費については，基本協定書第１０条第１項で「１件３０万円未満の施設又は物品の
補修は，原則として指定管理者が負担するものとし，１件３０万円以上の施設又は物品
の補修は市が負担するものとする。
」とされている。
なお，福岡市においては，平成２６年度以降については，備品購入費及び修繕費につ
いては基本的に精算を行うとの内容に変更する予定であるが，担当課によれば本施設を
含む公園については従来の手法を維持するとのことである。
(ｴ) 指定管理業務の収支
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。決算書において，自主事業の収入と支出が，指定管理業務
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にかかる収支と一括されている点が特徴的であり，他の公園では見られない表記である。
（単位・円）
27,442,300

指定管理料
雑収入（受取利益）
収入

自主事業収入

2,490,222

大池清掃工事料

8,038,800

合計

37,971,866

人件費

4,755,386

通信費

90,653

保険料

28,320

印刷消耗品費

530,378

施設賃金
支出

544

6,824,119

委託費

20,355,800

自主事業他事業費

1,129,825

修繕費

1,274,690

水光熱費

1,441,306

交通費

1,072,692

合計

37,503,169

収支残

468,697

収入として大池清掃工事料が別途計上されているが，これは年度途中で実施が必要に
なり，協定を変更して指定管理料を追加して支払ったことによる。また自主事業の収支
と併せて報告されているが，平成２５年度の決算報告からは別々に作成されるとのこと
である。
業務委託費の内訳は事業報告書で示されていない。担当課によれば，修繕費を含む再
委託の内容は以下のとおりである（金額は税込）
。上記委託費のうち下記委託料以外は
指定管理者が自社で行った剪定・除草等の費用である。修繕費はすべて自社で行ってお
り再委託はない。
委託料

３１９万６２００円

・・・その他施設管理（池用循環ろ過装置保守点検，池浄化管理）
，清掃（建
物定期清掃，機械警備及び巡回警備）
(ｵ) 自主事業
概要表に記載したように，茶会をはじめ各種の「教室」等，本施設の特性を生かした
さまざまなイベント等が自主事業として実施されている。もっとも後述するように自主
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事業に係る業務と指定管理業務の振り分け(区分)については疑問がある。
自主事業については収支を明らかにしていない施設が多いが，本施設では自主事業の
収支は指定管理業務とともに決算報告書に示されている。それによれば以下のとおりで
ある。「自主事業他」の「他」はあいまいであるが，担当課によれば自主事業にかかる
講師料，運営費，材料費等（つまり自主事業の経費）であるとの説明であった。
（単位：円）
自主事業収入

2,490,222

自主事業支出

1,129,825

(2）問題点
ア 施設の必要性
本施設は黒田藩以来の歴史を有し，福岡市内における代表的な日本庭園として， 親
しまれている。もっとも近年来園者が伸び悩んでおり，同じく市設置の日本庭園であり
ながら，規模がはるかに小さい楽水園が約２万人，松風園が約１万人の年間入場者を集
めているのに対して，３０年余りの市の公園としての歴史を持つ本施設の入場者数が，
平成１９年に比べて同２４年は約３分の２まで減少していることは残念である。
とはいえ都市部の貴重な日本庭園としてその必要性を否定することはできないであ
ろう。この点，楽水園のように利用者アンケートを実施し，出身地等を調べることによ
って来園者誘致策に役立てることも考えられる。
イ 指定管理の必要性
本施設については，指定管理導入前の平成１７年度に２万４６９７人であった入園者
数が導入後の同１８年度には２万８２７８人に増加し，翌年度には３万３７４９人とさ
らに増加した。しかしその後は減少を続け，同２３，２４年度は指定管理導入前の水準
に戻っているようである。
本施設は日本庭園であり，施設に入園させ庭園を鑑賞させることがその主要な目的で
あるとはいえる。しかし，それだけでは歴史ある日本庭園としての効用が最大限に発揮
されているとは必ずしもいえない。造園はもちろん，日本庭園としての特性を生かした
各種教室やイベント等の充実が期待されるのであり，民間のアイデアとノウハウを発揮
させる余地が少なからずあり，楽水園や松風園とともに指定管理者制度の長所を生かす
にふさわしい施設といえる。経費節減効果について担当課は，公募の際の指定管理上限
額と比較して５１８万４０００円の削減となっていると評価している。
なお，本施設においては，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おり，指定管理料の約４分の３（約７４％）
が業務委託費として支出されている。
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ウ 指定管理者の選定手続
「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」で述べたとおりである。
エ 指定管理料
本施設については修繕費等の精算制はとられていない。この点については総論（意見
１４）と「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」に述べたとおりである。精算制をと
り，預託金として整理するなどの方法によることが望ましい。
オ 決算報告書
(ｱ) 委託費
決算報告においては委託費の占める割合が高い（指定管理費の約４分の３）が，これ
は委託によっておらず自社で行った業務を委託費として計上しているためである。表記
を改めるか，注記することが望ましい。
(ｲ) 消費税
支出費目に消費税は付されておらず，課税取引については税込で表示されている。非
課税である人件費等については計上されていないと見られ，適正な処理であると考える。
カ 自主事業
(ｱ) 指定管理業務との振り分け
指定管理業務と自主事業にかかる業務との区分が十分でないように思われる。日本庭
園を中心とした本施設においては，単に庭園を観賞させたり茶室を利用させたりするだ
けでなく，その設備を生かした文化的なイベントが実施されなければ，その効用を最大
限に発揮させることはできないのではなかろうか。茶室を用いた茶会や，庭園を利用し
た音楽会等のイベントは，本施設の効用を発揮させるために必ず行うべき業務と位置付
けることを考えてよい。指定管理者の任意（アイデア・工夫)に委ねるべきは，その具
体的なメニューや内容であり，施設の特性にしたがった教室・イベント等の実施自体を
指定管理者の任意に委ねるのは適切ではないと考える。
☞意見１４０
☆ 本施設について，指定管理業務と自主事業にかかる業務との区分と
整理が十分でないと思われる。

これに対して物販や来園者等へのプレゼントは，その実施自体が指定管理者の任意
（アイデア・工夫）に委ねられる自主事業として実施されるべき事業であろう。
(ｲ) 自主事業についての報告
ガイドライン改訂に伴い，平成２６年度からは自主事業についても事業報告書で収支
報告を求めることとされた。これまで求めていなかったことが問題であるが，改善され
たので意見ないし指摘とはしない。
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キ 協定書等について(リスク分担表)
基本協定書にも添付されている「市と指定管理者の責任分担等」
（リスク分担表）に
ついては，総論（意見１２）と「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」において述べ
たとおりである。
ク モニタリング
「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」で述べたように，本施設についても利用者
アンケートが実施されているが，事業報告書ではその内容が報告されていない。アンケ
ート結果は施設利用者の満足度や指定管理者に対する期待を反映するものであり，指定
管理者に対する評価でもあるので，事業報告書に記載することが望ましい。
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15 かなたけの里公園
単位千円（端数切捨て）
施設名

かなたけの里公園

所在地

福岡市西区大字金武

施設数

担当部・課

みどりのまち推進部みどり推進課

根拠法令

福岡市公園条例，同施行規則

施設の設置目的

公共の福祉の増進に資するため（都市公園法第 1 条）
指定期間

公募（応募数）・
非公募

H24.6～H27.3

公募（７）

管理者名
現在までの指定管理者

チーム里の環
Ｈ22

Ｈ23

当初指定管理料

－

－

精算

－

－

精算後指定管理料

－

市のその他の支出

指定管理料

１

利用料金の合計額

Ｈ24

Ｈ25(予定額)
57,917

69,241

－

57,917

69,241

－

－

6,100

3,700

Ｈ22

Ｈ23

Ｈ24

Ｈ25(予定額）
48

978

利用料金の帰属先

市

利用料金の内容

分区園使用料，研修室・シャ
ワー使用料等

自主事業の有無

有

自主事業による収入
(平成 24 年度)

売上
収支

自主事業の概要
指定管理導入以前の管理方法

311,800
‐142,393

地域連携イベント（かなりんピック），体験教室（クラフト，案山子作り，クッ
キング，茶花，竹工芸，布ぞうり，ワイン販売，バーベキュー
公園開設時（H24）より指定管理者
「市のその他の支出」は農具等の備品の購入費である。
所管については，近くみどり管理課に移管する予定である。

備考

(1) 施設の概要と指定管理の状況
ア 施設の概要等
(ｱ) 施設の概要
福岡市が設置している都市公園（都市公園法第 2 条）であり，西区金武に位置する風
致公園である。その概要は以下のとおりである。
公園面積：１２．７ha
開設：平成２４年６月
主な施設：管理棟，研修室，温水シャワー，屋外炊事棟，農機具倉庫，トイレ・休
憩所，体験畑，果樹園，湿地，芝生広場，分区園（貸農園）
，駐車場等
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（施設ＨＰより）
本施設は元農地を公園として整備したものであり（そのため所管課が他の公園と異な
る），その特徴は体験畑，果樹園における農体験プログラムにある。それらを含む利用
案内や施設概要については，指定管理者によって充実したＨＰが運営され情報提供が行
われている（http://kanatakenosato.jp/）
。
(ｲ) 施設の利用状況
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。
同年６月の開設であり来園者数等は１０か月の合計である。なお入場は無料である。

７－116

（単位：人）
16,866

一般（団体含む）
来園者数

集客イベント

4,807

体験プログラム・自然観察会

3,090

モノづくり教室

1,107
630

ボランティア

26,401

来園者合計

開設間もない施設であるにもかかわらず，積極的な集客イベント，体験プログラム・
自然観察会や自主事業である「モノづくり教室」が積極的に実施されており，これらの
参加者は全来園者の３分の１に達している。なお，来園者の集計のうち「一般」は指定
管理者による目視，
「集客イベント」は駐車台数からの推定である。
(ｳ) 使用料の概況
平成２４年度の事業報告書によれば，使用料の徴収に関する業務の結果として，以下
の報告がなされている。有料公園施設使用料は，研修室使用料，分区園（貸農園）使用
料，シャワー使用料である。ただし，同年度は分区園は未開設である。減免の実績はな
い。概要表の利用料金４万８５４５円は，下記１万６２２０円に，市が直接収納した公
園占用料（その収納は指定管理者が行えない業務である）３万２３２５円が加えられた
金額である。
（単位：円）
収納金

払込金

公園使用料

7,320

7,320

有料公園施設利用料

8,900

8,900

16,220

16,220

合計

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
は市の歳入に帰属することとなっている。利用料金制がとられていない理由について，
担当課は，利用料金制では使用料収入が指定管理者の収入となるため，施設の維持管理
経費のすべて又は大半をそれで賄える施設に適していること，本施設では見込まれる使
用料収入が少額に過ぎて指定管理者のインセンティブにならないことをあげている。
なお，基本協定書第４条第１項は「指定管理者は，市からの委託料と参加料収入によ
り管理運営業務を行うものとする」と規定しているが，この参加料には，指定管理業務
として実施される体験プログラムの参加料と自主事業として実施される体験教室の参
加料が含まれる。いずれも指定管理者の収入となる。
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イ 指定管理の状況
(ｱ) 指定管理者
本公園については，平成２４年６月から指定管理者による管理が行われている。指定
管理者はチーム里の環という企業グループである。同グループは九州林産株式会社と株
式会社エスティ環境設計研究所が構成する企業グループである。なお，九州林産（株）
は西南杜の湖畔公園の指定管理者である。福岡市都市公園等指定管理者募集要項（平成
２２年８月）は，
「同一の公募単位において，単独で応募した法人は，グループ応募の
構成員となることはできない」と定めているが，本施設は他の施設と募集時期が異なる
ためこの規定には触れないことになる。
(ｲ) 指定管理者が行う業務
指定管理者が行う業務については，
「福岡市都市公園等指定管理者共通仕様書」及び
「かなたけの里公園の管理に関する実施協定書」別紙第１「かなたけの里公園の指定管
理者が行う管理業務」において定められている。後者は以下のように規定している。
「１ 管理運営に関する業務
ア 施設利用者の受付等
イ 施設使用料の徴収事務
ウ 施設使用料の減免に関する事務手続
エ 体験プログラム・イベントの企画・実施
オ 事業計画書で提案した自主事業業務
カ 福岡市公園条例第４条に規定する行為の許可に関する事務手続
キ 園内施設の維持管理
ク 樹木・芝等植物育成管理
ケ 清掃及びゴミ収集と処理
コ 巡視・点検
サ 警備業務
シ 駐車場の管理及び不正利用者等への指導
ス 火災報知器，機械設備等の管理
セ 園内及び園外の苦情処理業務
ソ 軽微な修繕（１件３０万円以内）
２ 施設の運営に関すること
行為使用許可申請書等の受付，利用承認に関する事務
ア 施設利用者及び行為使用者に対しては申請書を受け付け，使用料と引換え
に現金領帳で領収書を交付する
イ 福岡市公共施設予約システムによらない施設利用者の受付，利用承認及び
利用券の交付に関する事務
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（略）
３ 使用料の徴収に関する事務
（略）
農体験プログラムは本来事業（指定管理業務にかかる事業）として実施されている。
(ｳ) 指定管理料
指定管理料については，
「かなたけの里公園の管理に関する実施協定書」において指
定管理料を定め，指定管理者の提出する資金計画表に基づき毎月前金で支払われる。指
定管理料については，１件３０万円以下の修繕費（基本協定書第８条第３項別紙第１で
指定管理者の業務とされている）を含め精算は行われない。
なお，福岡市においては，平成２６年度以降については，修繕費については基本的に
精算を行うとの内容に変更する予定であるが，担当課によれば本施設を含む公園につい
ては従来の手法（担当課によれば前金払いによる使いきり）を維持するとのことである。
(ｴ) 指定管理業務の収支
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。
（単位：円）
指定管理料
収入

支出

57,917,070

雑収入

1,018

合計

57,918,088

人件費

29,901,430

賃金

1,362,000

印刷消耗品費

1,784,428

保険料

277,230

通信費

146,526

賃借料

977,213

事務用品費

5,769,870

委託料

10,507,992

材料費他

1,844,495

修繕費

874,562

光熱水費

646,642

一般管理費及び諸経費

2,672,400

消費税

1,151,821

合計

57,916,609
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人件費は正規雇用職員の給与等，賃金は非正規雇用職員の給与等である。
再委託にかかる支出，すなわち上記委託料（業務委託費）と修繕費（すべて外注）の
内訳は以下のとおりである。他の施設と同様に，基本協定書第１７条は管理運営業務の
再委託を原則として禁止しているが，あらかじめ市の承認を受けた場合は再委託を認め
ている。
委託料（税抜)
機器点検等業務

３０万円

・・・入水タンク清掃，空調機器点検，井水・加圧ポンプ点検，水質調査等
樹木等育成管理業務

９１万７３５円

・・・竹林整備，斜面地草刈，枯損木撤去，果樹剪定等
土壌調査業務

３万１５００円

・・・土壌分析調査
警備業務

３０４万９２９５円

・・・夜間巡回警備，定期巡回警備，機械警備，集客イベント時警備･誘導等
通信設備工事業務

７万円

・・・事務所開設時の通信設備工事
農地維持管理等業務

６１４万６４６２円

・・・農地維持管理（畔草刈・人力除草，耕耘）
，運営推進委員会との作業調
整，イベント補助等
修繕費(税抜)
竹林整備

１５万２０００円

フェンス修繕

６万４６８０円

立枯木伐採

２２万５４３５円

栗剪定，竹林整備，倒木搬去

４４万６２５０円

消費税は，人件費，給与，一般管理費，保険料を除く費目について計上されている（こ
れらの費目は外税で計上されている）
。
(ｵ)自主事業
本施設においては，その設備や環境を生かしたさまざまなイベント等が自主事業とし
て実施されている。もっとも指定管理業務との区分については後述するように疑問があ
る。
本施設においては，他の多くの施設と異なり自主事業について独立した収支報告が行
われている。指定管理者による自主事業と指定管理業務の区別を前提とし，事業報告書
によれば次のとおりである。
（単位：円）
収入

311,800
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支出

454,193

収支

－142,393

自主事業の来園者は１１０７名（その約半数はバーベキュー利用）であり，本格的に
自主事業に取り組み始めた平成２４年８月（同年６月開設）以後８か月の数字であり，
開園１年目であることを考えると来園者は今後増加すると思われる。
概要表でも紹介したが，事業報告書で自主事業として報告されているのは下記の事業
である。
体験教室・・・里山クラフト教室，案山子作り教室，里山クッキングカフェ，茶花
教室，竹工芸教室，布ぞうりづくり教室（なお，米づくり体験は地
域と連携して行うため指定管理業務以外の地域連携事業
（関連事業）
と位置付けられている）
イベント・・・かなリンピック（地域連携事業）
物販・・・・・ワイン販売（本施設内で収穫されたぶどうで醸造したもの）
その他・・・・バーベキュー利用

里山クッキングカフェ

バーベキュー

（施設ＨＰより）

問題点で述べるように，本施設においても他の公園と同様に指定管理業務と自主事業
にかかる業務の振り分け（区分）が不十分であるように思われる。
仕様書では「体験プログラム実施経費は，上記の基本的経費（指定管理料）及び参加
料でまかなう。
・・・・参加料は指定管理者の収入となる。
」とされている。
自主事業の収支については事業報告書で報告されていない施設が多いが，本施設につ
いては報告されている。
(ｶ) 運営の特徴
本施設には，仕様書で設置が求められている指定管理者と地域組織による「かなたけ
の里公園運営推進協議会」のほかに，指定管理者の提案に基づき学識経験者，地域，指
定管理者を理事とした「かなたけの里公園運営推進理事会」が設けられている。同理事
会には，市の担当者もオブザーバーとして出席している。
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また，毎月一回程度，運営推進委員会と指定管理者による協議を開催し，１か月間の
企画や管理内容の共有を図っている。同時に安全に関する研修を行っている。
(ｷ) モニタリング
年４回現地調査が実施され，この結果をもとに評価委員会（選定委員会）による事業
評価が行われる。平成２４年度の事業評価の結果は公表が予定されているが，同２６年
２月末時点で各委員への確認を終えておらず，未だ公表されていない。
(2）問題点
ア 施設の必要性
本施設は，農地を利用して新しく設置された農業体験施設であり，市内に類似施設が
乏しい。民間企業が設置・経営することは困難であると思われ，その公共上の必要性を
認めうるであろう。
イ 指定管理の必要性
本施設は平成２４年６月に開設したばかりであり，当初から「チーム里の環」による
指定管理が行われている。そのため指定管理導入以前と導入以後においての比較はでき
ない。農業体験施設という性格上，農業，林業，土木工事等民間のアイデアとノウハウ
を生かして施設を一体として運営するメリットは大きいといえよう。なお，公園開設の
時期から，指定管理以前と比べた経費節減効果をあげることはできない。
ウ 指定管理者の選定手続
「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」で述べたとおりである。
なお，指定管理者募集要項にはかなり詳細な「指定管理者に関するＱ＆Ａ」が添付さ
れており，応募者の便宜を図っている。
選定委員会の議事は，第１回選定委員会で非公開と決めており，以後の議事はすべて
非公開で行われている。しかし，委員会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存するとも考えがたく，少なくとも議事録
からはそのようなおそれがあることは伺えない。このような扱いは，選定委員会の会議
は原則として公開すると定めた「公園及び公園施設の指定管理者の選定委員会に関する
要綱」第７条第１項に照らして適当でない。選定委員会の議事を原則公開とすべきこと
は「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」で意見としたとおりであるが，本施設につ
いてはすべて非公開としている点でより問題なので，ここでも意見とする。

☞意見１４１
☆ 本施設の選定委員会の議事がすべて非公開で行われていることは適
切ではなく，原則公開すべきである。非公開とする議事については，
議事録で非公開の理由を明らかにすべきである。
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エ 指定管理料
本施設については修繕費等の精算制はとられていない。この点については総論（意見
１４）と「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」に述べたとおりである。改訂された
ガイドラインの原則どおり精算制をとり，可能であれば預託金として整理するのが望ま
しい。
「前金払いによる使いきり」の問題点については「住宅都市局に共通する事項」
（１
（２）エ）で述べたとおりである。
オ 収支報告書
(ｱ) 一般管理費及び諸経費
収支報告書の「一般管理費及び諸経費」は指定管理者の本社経費(人件費，事務費等)
であり，指定管理者の利益が実質的に含まれていると考えられるが，適正であろう。点
字図書館の指定管理についての決算報告のように一般管理費等を計上せず収支差額と
して表示してもよい。
(ｲ) 消費税
消費税は，実際に当該費目にかかる支出の際に内税として負担するもの以外は，支出
として計上すべきではない。この点本施設で，人件費，給与，一般管理費，保険料につ
いては計上されていない点は適切である。
カ 自主事業（指定管理業務との振り分け）
住宅都市局の他の公園においては，仕様書が共通（
「福岡市都市公園等指定管理者共
通仕様書」）であることもあってか，本来事業との区別が不十分であり，本来事業とし
て実施すべき事業を自主事業としている傾向が見られる。この点本施設では，仕様書
（
「かなたけの里公園指定管理者業務仕様書」
）において，次のプログラムが本来事業と
されている。
「 ア 農体験をはじめとした各種体験プログラムの実施（本来業務）
・田畑や果樹園を活かした農体験などをはじめとして，昔からの里の暮らし
や自然を体感するなどの各種体験プログラムを実施すること。
（中略）
イ イベントの実施（本来業務）
・公園の利用促進や広報ＰＲのために，畑，果樹園を活かして，定期的にイ
ベントを開催すること。
・少なくとも３回以上の集客イベント，年４回以上の自然観察イベントを行
うこと。
（以下略） 」
事業報告書によっても，体験プログラムや各種イベントの実施が本来業務として報告
されている。
他方，里山クラフト教室，かなリンピック（公民館共催イベント）
，案山子作り，里
山クッキングカフェ，バーベキュー等は自主事業として実施されている。これらは運

７－123

営がボランティアによるものや地域との連携によるものであったり，内容が施設の設
置目的から直接に求められるわけではないものであり，自主事業として実施すること
になじむと思われる。
このように本施設については本来業務と自主事業に係る業務が，おおむね適正に振
り分けられているといえよう。他の施設に比べてそのような振り分けができているの
は，仕様書の記載によるところが大きいと思われる。もっとも，たとえば集客イベン
トは３回までは本来業務，４回目以降は自主事業であるという担当課の理解は，
「３回
以上」のイベントが本来業務であるという仕様書の記載から疑問である。
キ 協定書等について
(ｱ) 指定の辞退
基本協定書第３０条第１項は，
「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になる日の６月以上前までに，市に
申出なければならない。
」
と規定する。
ガイドラインの参考資料によったものであろうが，
これによれば（第２項で損害賠償義務は負うものの）指定管理者からの一方的な辞退が
認められることになるので速やかに削除・変更すべきである。この点は総論（指摘２）
で指摘した。
(ｲ) リスク分担表
基本協定書にも添付されている「市と指定管理者の責任分担等」
（リスク分担表）に
ついては，総論（意見１２）と「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」において述べ
たとおりである。
ク モニタリング
「１ 住宅都市局の公園に共通する事項」で述べたように，本施設についても利用者
アンケートが実施されているが，事業報告書ではその内容が報告されていない。アンケ
ート結果は施設利用者の満足度や指定管理者に対する期待を反映するものであり，指定
管理者に対する評価でもあるので，事業報告書においてもその概要を記載することが望
ましい。もっとも担当課によれば，現地調査時等に報告されており，内容も膨大である
ため，現状でどおり現地調査時や理事会での報告が適切であるとのことであった。
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16 市営住宅
単位千円（端数切捨て）
施設名

市営住宅

施設数

所在地

福岡市東区筥松 4 丁目他

１７９※１

担当部・課

住宅部住宅管理課

根拠法令

公営住宅法，住宅地区改良法，福岡市営住宅条例，同施行規則

施設の設置目的

住宅に困窮する者に対して低廉な家賃で健康で文化的な生活を営むに足
りる住宅を提供すること（福岡市営住宅条例第 1 条）
指定期間

公募（応募数）・
非公募

福岡市住宅供給公社

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

Ｈ24

Ｈ25(予定額)

管理者名
現在までの指定管理者

Ｈ22
当初指定管理料

指定管理料

Ｈ23

854,529

精算

△150,753

精算後指定管理料

703,776

市のその他の支出

0

利用料金の合
計額※２

家賃

利用料金の帰属先・
利用料金の内容

949,410

933,690

△95,281

△28,963

-

920,447

-

0

0

692,285
0

Ｈ22
駐車場使用料

787,566

Ｈ23

Ｈ24

7,621,457

7,579,884

7,640,117

7,668,439

706,819

705,203

704,993

702,806

市

家賃

福岡市住宅供給公社

駐車場使用料※３

自主事業の有無

Ｈ25(予定額）

無※４

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

備考

管理委託(福岡市住宅供給公社)
※１ 巻末資料１の「公の施設一覧表」に記載のとおり市営住宅は１８１施
設であるが，そのうち２施設（須崎裏，西春町）が用途廃止（建替え中）とな
っているため１７９とした。
※２ 家賃は税込，過年度分を含む。駐車場使用料は税抜，決算額。
※３ このうちたとえばＨ24 年度においては 481,517 千円 が市に駐車場
施設納付金として納付されている。
※４ 調査票では「有」とされ，分譲住宅事業，賃貸住宅事業があげられて
いたが，それらは公社の本来業務であって，指定管理にかかる施設で行
われる事業ではないので「無」とした。

(1) 施設の概要と指定管理の状況
ア はじめに
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本年度の包括外部監査のテーマは「指定管理者制度に関する事務の執行及び対象施設
の管理・運営について」であり，住宅都市局の所管する他の施設はもちろん，他局の所
管する施設を含め，指定管理にかかる各施設の概要と指定管理業務の執行状況等につい
て個別に検討を加えている。
しかし，以下では必ずしも同様の検討を市営住宅に加えることをしていない。市営住
宅の施設数は極めて多く(１７９住宅，３万戸余り)，管理業務も広範にわたっている。
また，他の指定管理にかかる公の施設の多くが一時的な利用を前提としているのに対し，
市営住宅は住宅困窮者の居住の安定を図るという，生存のもっとも基盤となる施設であ
る。そのため，次に述べるように，公営住宅については管理代行制度がとられているこ
と，指定管理者が行える業務も他の施設とは異なることなど，独自の性格と問題を有し
ている。監査の視点も他の施設におけると異なる面があり，個々の施設の具体的な管理
状況について他の施設と同様の検討を加えることは難しく，ボリューム的にも困難であ
ることが理由である。
以下では，福岡市が設置する市営住宅の概要とその管理形態の概要を説明し，担当課
から提出された資料の検討とヒアリングの結果から監査人の感想を述べるにとどめる。
イ 市営住宅と指定管理者制度・管理代行制度
(ｱ) 公営住宅と改良住宅
福岡市営住宅条例第３条によれば，市営住宅等とは以下のものをいう。
（１）市営住宅 市が建設又は借上げ（以下（整備）という。
）を行い，住宅に
困窮する者に対して賃貸し，又は転貸するための住宅及びそ
の附帯施設をいう。
（２）公営住宅 8 市営住宅のうち，公営住宅法（略）の規定に基づき整備した
ものをいう。
（３）改良住宅

8

9

9

市営住宅のうち，住宅地区改良法（略）第２条第６項に規定

公営住宅法第１条
この法律は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる
住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は
転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とす
る。
同第２条第２号
公営住宅 地方公共団体が，建設、買取り又は借上げを行い，低額所得者に賃貸し、
又は転貸するための住宅及びその附帯施設で，この法律の規定による国の補助に係
るものをいう。
住宅地区改良法 第１条
この法律は、不良住宅が密集する地区の改良事業に関し、事業計画、改良地区の整
備、改良住宅の建設その他必要な事項について規定することにより、当該地区の環境
の整備改善を図り、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の集団的建設を促進し、

７－126

する改良住宅に該当するものをいう。
（４）再開発住宅 市営住宅のうち，都市再開発法（略）に基づく市街地再開
発事業の施行に伴い住宅に困窮することとなる者に住宅を供給するために建設
したものをいう。
（５）コミュニティ住宅 市営住宅のうち，密集住宅市街地整備促進事業の施
行に伴い住宅に困窮することとなる者に住宅を供給するために建設したものを
いう。
（５）の２ 建替促進住宅 市営住宅のうち，市営住宅の建替事業等の施行に
伴い住宅に困窮することとなる者に仮住居として住宅を供給するために建設し
たものをいう。
（５）の３ 地域リロケーション住宅 建替促進住宅のうち，地域リロケーシ
ョン住宅計画に基づく市営住宅の建替事業等の施行に伴い住宅に困窮すること
となる者に仮住居として住宅を供給するために建設したものをいう。

福岡市の市営住宅の大部分は公営住宅と改良住宅であり，市営住宅１７９施設のうち
公営住宅が１５６住宅２万６９７２戸，改良住宅等が２３住宅４６８９戸（うち改良住
宅が２１住宅４４２３戸）である。以下では公営住宅と改良住宅について述べる。
(ｲ) 指定管理者制度と管理代行制度
平成１７年度までは，福岡市住宅供給公社（以下「公社」という）が，旧地方自治法
第２４４条の２による管理委託制度によって市営住宅（公営住宅・改良住宅等）の管理
にあたっており，家賃の収納や督促も行っていた。同１５年の地方自治法改正で指定管
理者制度が発足したことにより管理委託制度は同１８年９月１日で廃止されることに
なったが，同１７年６月の公営住宅法第４７条の改正によって管理代行制度が設けられ
た。これにより，公営住宅の業務については，管理代行制度，指定管理者制度，市の直
営の選択となった。
管理代行制度は，公営住宅法上の制度であって公営住宅にしか用いることができず，
住宅地区改良法等に基づき設置される改良住宅等については用いることができない。ま
た，改正公営住宅法は管理代行者に募集計画や入居決定の権限は認めたが，家賃の収納
もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。
同第２条第６項
この法律において「改良住宅」とは，第１７条の規定により施行者が建設する住宅及
びその附帯施設をいう。
同第１７条第１項
施行者は，改良地区の指定の日において，改良地区内に居住する者で，住宅地区改
良事業の施行に伴いその居住する住宅を失うことにより，住宅に困窮すると認められ
るものの世帯の数に相当する戸数の住宅を建設しなければならない。
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等の業務権限は認めなかった（同法第４７条第１項）
。そのため福岡市においては，平
成２１年度から，公営住宅については公社を管理代行者兼指定管理者とする，管理代行
制度と指定管理制度の併用制を採用し，改良住宅等については引き続き公社を指定管理
者として，市営住宅の管理運営業務を行わせている。
（ｳ） 市営住宅の管理
住宅地区改良法等に基づく制度である改良住宅等については，公営住宅法上の制度で
ある管理代行制度によることができず，直営（業務委託を含む）か指定管理制度によら
ざるをえない。これに対し公営住宅については管理代行，指定管理いずれによることも
可能であるが，他の公の施設と異なり指定管理においても補助行為・事実行為に限定さ
れる。
「国土交通省住宅局長通知」
（平成１６年３月３１日）によれば次のとおりである。
。
公営住宅の管理については・・・公平な住宅政策の観点からの行政主体としての判断
が必要である。したがって，公営住宅の管理について指定管理者が行うことができる
業務の範囲は，従前の管理委託制度により受託者が行うことのできるものと同じもの
である。
（抜粋）
公営住宅が，他の公の施設と異なり，一時的使用ではなく居住の用に供する施設であり，
生活の基盤をなす施設であることによると思われる
公営住宅及び改良住宅等において，指定管理者及び管理代行者が行える（または行え
ない）業務は以下のとおりである。

業務内容

公営住宅

改良住宅等

指定管理

管理代行

① 家賃の決定

×

×

×

② 訴訟関係事務

×

×

×

③ 募集計画の策定

×

○

×

④ 募集申込みの受付等

○

○

○

⑤ 入居者の決定

×

○

×

⑥ 収入申告書の送付・受付

○

△※

○

⑦ 家賃等徴収・滞納指導

○

△※

○

⑧ 同居承認相談・申請受付

○

○

○

⑨ 同居等諸手続きの承認

×

○

×

⑩ 迷惑行為，不正入居等指導

○

○

○

⑪ 施設の保守管理・修繕

○

○

○
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指定管理

⑫ 滞納者等への明渡請求

×

○

×

⑬ 退去の受付，検査

○

○

○

⑭ 駐車場の管理

○

○

○

※管理代行制度では対象外の業務であるが，別途業務委託をすることで補完するこ
とが可能な業務。
家賃等に関しては，家賃の決定など権限に関わる部分だけでなく，徴収行為等の事実
行為についても管理代行によることはできない（前掲「逐条解説公営住宅法」ｐ.２０
８）
。これらを業務委託によって行うことも可能であるが，市では他の業務と合わせて，
公社に指定管理者として実施させている。これに対し改良住宅等においては，公社が指
定管理者として家賃収納等も他の業務と併せて実施している。
なお，管理代行制度の管理主体は当該事業主体以外の地方公共団体または地方住宅供
給公社に限られ，指定管理者制度と異なり民間事業者は主体となれない。
ウ 施設の概要
福岡市の市営住宅（公営住宅・改良住宅等）の住宅数と戸数は以下のとおりである(平
成２５年３月３１日現在)。
公営住宅
住宅数

戸数

改良住宅等
住宅数

計

戸数

住宅数

戸数

東区

35

7,111

6

1,378

41

8,489

博多区

35

4,275

12

3,110

47

7,385

中央区

8

2,389

0

0

8

2,389

南区

17

2,881

0

0

17

2,881

城南区

10

1,222

0

0

10

1,222

早良区

26

2,643

1

16

27

2,659

西区

25

6,451

4

185

29

6,636

合計

156

26,972

23

4,689

179

31,661

（Ｈ２５年３月末現在）
本施設については，指定管理者作成のＨＰ（http://www.nicety.or.jp/）で施設概要
や募集状況等の情報提供が行われている（入居申込もインターネットでできる）
。
エ 指定管理の状況
(ｱ) 指定管理者
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いる。指定管理者は同年
度から現在まで公社が選定されている。公社は，地方住宅供給公社法に基づき昭和４０
年に福岡市が全額出資して設立した公法人である。同法第１条によれば，公社の目的は
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「住宅を必要とする勤労者に，居住環境の良好な住宅及びその用に供する宅地を供給し，
もって住民の生活の安定と社会福祉の増進に寄与する」ことである。
公社（以下の条文では「地方公社」
）の業務は次のとおりである（同法２１条第１項，
第３項）
。
・住宅の積立分譲及びこれに附帯する業務
・住宅の建設，賃貸その他の管理及び譲渡を行なうこと
・住宅の用に供する宅地の造成，賃貸その他の管理及び譲渡を行なうこと
・市街地において地方公社が行う住宅の建設と一体として商店，事務所等の用に
供する施設の建設を行なうことが適当である場合において，それらの用に供す
る施設の建設，賃貸その他の管理及び譲渡を行なうこと
・住宅の用に供する宅地の造成と併せて学校，病院，商店等の用に供する宅地の
造成を行うことが適当である場合において，それらの用に供する宅地の造成，
賃貸その他の管理及び譲渡を行なうこと
・地方公社が賃貸し，又は譲渡する住宅及び地方公社が賃貸し，又は譲渡する宅
地に建設される住宅の居住者の利便に供する施設の建設，賃貸その他の管理及
び譲渡を行なうこと
・前各号に掲げる業務に附帯する業務を行なうこと
・水面埋立事業を施行すること
・第一項の業務及び前各号に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で，委託によ
り，住宅の建設及び賃貸その他の管理，宅地の造成及び賃貸その他の管理並び
に市街地において自ら又は委託により行う住宅の建設と一体として建設するこ
とが適当である商店，事務所等の用に供する施設及び集団住宅の存する団地の
居住者の利便に供する施設の建設及び賃貸その他の管理を行なうこと
なお，平成２２年度の福岡市包括外部監査において「市営住宅の運営管理について」
がテーマとして取り上げられており，詳しい報告が行われている。あわせて参照された
い。
本施設の管理形態をどうするかという問題は，福岡市における公社のあり方の問題に
密接に関わっている。指定管理者であり管理代行者でもある公社については，外郭団体
改革（
「福岡市第３次外郭団体改革実行計画」
）の中でそのあり方が検討され，
「事業の
あり方について検討する団体（事業の内容や担い手を検討する団体）
」に位置付けられ
た。その後，
「福岡市営住宅の管理方法等のあり方に関する懇話会」が平成２２年３月
から同年１２月にかけて開かれ，その検討結果を受けて市政運営会議で次のとおり方針
が決定された。
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<方針決定事項>
平成２４年度以降の市営住宅の管理方法については現行の管理方法を継続し，
住宅供給公社による管理代行制度とする。
（管理代行制度で行えない一部業務は，
同公社を指定管理者として一体的管理）
改良住宅の管理業務及び公営住宅の家賃収納業務等は，
「管理代行制度で行えない一部
業務」に含まれる。
さらに平成２７年度以降の管理方法については，同２５年４月に「福岡市営住宅の管
理方法等の検討に関する懇話会」が 設置され，現在検討が行われている。
(ｲ) 指定管理者が行う業務
指定管理者として行う業務については，基本協定書第７条に次のように定められてお
り，細目は指定管理業務仕様書に定められている。
（１）入居者募集に関する業務

10

（２）住宅の入退去に関する業務

11

（３）入居者の異動，承継及び入居指導等に関する業務
（４）収入調査に関する業務
（５）条例の規定に基づく家賃および割増賃料等の収納に関する業務
（６）住宅等の維持補修に関する業務
（７）居住環境の整備に関する業務
（８）その他前各号に掲げるもののほか，前各号に附帯する業務及び甲又は乙が
必要と認める業務
（５）は指定管理者のみに認められる権限であり，管理代行者は家賃等を収納すること
ができない。市が直接収納するか指定管理者制度によるかという選択になるが，福岡市
では，公営住宅の管理代行業務を行っている公社にあわせて業務を行わせたほうがメリ
ットが大きいとの判断から，前記併用制を採用して公社に指定管理者として収納業務を
行わせている。
(ｳ) 選定手続
選定委員会は市営住宅の指定管理においては審査委員会と称している。もともと非公
募である市営住宅については選定委員会は置かれていなかったが，平成２３年度に設置
された。審査委員会の所掌事務は以下のとおりである（
「市営住宅に係る指定管理者審
査委員会に関する要綱」第２条）
。
（１）指定管理者の候補者の審査に関すること
10

11

行政判断や権限行為を伴わない入居申込の受付等の業務であり，募集計画等は含まな
い。
注 9 と同様に，入退去の受付等の業務であり，入居の決定等は含まない
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（２）指定管理者の審査基準に関すること
（３）指定管理者の管理業務指定に係る要項に関すること
（４）その他住宅都市局長（略）が委嘱する事項
平成２３年に開かれた市営住宅指定管理者審査委員会の概要は以下のとおりである。
第１回（８月３１日）
冒頭事務局から「市営住宅の指定管理者については，すでに住宅供給公社
と決定しており，本審査委員会では，審査方法や事業計画書の内容につい
てみなさまに審議していただく。
」と述べられている。
「すでに決定してい
る」という表現には違和感を覚えるが，候補者として公社を選んでおり，
非公募の選定手続によって選定を行うということであろう。審査委員会で
は指定管理者としての適格性について実質的な審議が行われている。上記
要綱第２条（２）の要項（
「福岡市営住宅の指定管理者による審査基準」
）
についても，事務局が基準案を提出しているが，各項目についてひととお
り検討したうえで承認されている。
第２回（１０月１７日）
公社のプレゼンテーションが行われている。質問事項はあらかじめ公社に
示されており，公社が事業計画書をもとに説明を行った後に，さらに質疑
が行われている。質疑応答後公社は退席し，各委員が個別に審査表に記入
する。その結果をもとに合議が行われ，１０個の評価項目ごとに委員会と
しての評価をＡ～Ｃの３段階でつけている。
委員会はすべて公開されており（傍聴については「市営住宅指定管理者審査委員会傍
聴要領」に定められている）
，議事録は市のＨＰで公表されている。
(ｴ) 協定書等
協定書は，管理代行者による管理事業に関する基本協定書・実施協定書・仕様書と，
指定管理者による管理事業に関する基本協定書・実施協定書・仕様書が別箇に作成され
ている。基本協定書で指定期間は代行期間と同じく３年とされている。精算の規定も同
じである。指定管理者は駐車場収入を利用料金として収受することができる（利用料金
制 管理代行者は収受する権限がない）
。
これに対し事業報告書は１本にまとめられている。平成２２年度包括外部監査報告書
において管理代行による業務と指定管理による業務が区分されていないことについて
指摘を受けた（指摘１７）ため，現在は管理代行による業務と指定管理による業務を区
分して報告されている。
(ｵ) 施設の管理状況
本施設の管理状況の概況は以下のとおりである。
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募集業務については，年間４回の募集が行われ，市営住宅全体で１０１７戸の募集に
対して１４，６５７件と多くの応募があった（倍率１４．４１倍）
。入退去，減免の件
数については以下のとおりである。
（単位：件）
公営住宅

改良住宅等

入居

826

62

退去

1,164

205

一般減免 12

6,784

特別減免

698

そのほか入居者異動等の受付件数，収入再認定等の受付件数，収入申告書提出状況に
ついても報告されている。
(ｶ) 収納状況
平成２４年度の事業報告書には，施設の徴収業務について以下の報告がなされている
（公営住宅と改良住宅等の合計）
。これらは嘱託員が夜間訪問等で集金した件数と公社
窓口で領収した件数であり，口座振替及び納付書による自主納付を含まない。

Ｈ23 年度
件数

Ｈ24 年度

※１

22,423

20,140

総件数 ※２

30,001

27,258

徴収額（円）

470,281,237

420,459,038

滞納額（円） ※３

224,135,821

216,673,578

※１ 支払回数のうち１か月完納となった支払回数
※２ 支払回数（一か月分未満の支払いを含む）の合計
※３ 当該年度末時点の未納額
自主納付が前年より増加しているため，上記の徴収額は減っているが収納率は上がっ
ており，滞納額は微減傾向にある。
平成２４年度の市営住宅全体の収納率は９７．３３％（現年度分が 99.28％，過年度
分が２８．５９％）であり，政令市では最も高い。収納嘱託員の減員にもかかわらず高
率の徴収率を維持していることは，これまでの家賃徴収事務への地道な取り組みの成果
であろう。
12

一般減免，特別減免は収入分位の違いによる（福岡市営住宅条例，同施行規則）
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滞納分については，初期滞納者に対する指導，４か月を超える滞納者に対する法的措
置などの手段がとられている。住宅困窮者の生活の維持という市営住宅の目的から，民
間賃貸住宅とは異なった配慮が必要である一方，公有財産の公正な管理も求められる。
市営住宅の家賃徴収には悩みが尽きないが，適切な債権管理の観点から，一定期間（５
年ないし１０年）が経過しても明らかに収納見込みのない債権については，不納欠損処
理処分がとられている（地方自治法施行令第１７１条の５，民法１７４条の２）
。
次に，平成２４年度の駐車場使用料の収納状況は以下のとおりである。

利用台数（台）

13,393

収納額（円）

716,538,074

収納率（％）

97.3

本施設に関しては，駐車場使用料について利用料金制が採られている。指定管理者が
収受した利用料金は，
「福岡市営住宅駐車場の整備及び管理に関する要綱」に基づき，
駐車場施設納付金として市に納付するもののほか，駐車場の管理運営費に充当するもの
とされている（基本協定書第２３条）
。
(ｷ) 指定管理料
指定管理料は，
「福岡市営住宅の指定管理者による管理事業に関する実施協定書」に
定められ，同基本協定書において指定管理者が提出する資金計画書に基づき毎月概算払
いされる。本施設の指定管理においては精算制がとられており，毎年度の業務終了後に
所定の精算報告書が提出され，市がこれを審査して不用額の返納を命じる（基本協定書
第２２条）
。精算は，実施されたすべての業務について行われる。平成 24 年度の精算（返
納）額は以下のとおりであった。
（単位：円）
適用

返納額

管理代行料

107,688,923

指定管理料

28,962,749

合計

136,651,672

市営住宅のうち公営住宅についてとられている管理代行においては，管理代行者であ
る公社に管理代行料が支払われている。管理代行についても，公社との間で基本協定書，
実施協定書が結ばれ，仕様書が添付されている。指定管理料と管理代行料の額は以下の
とおりである。管理代行料の額が数倍となっているが，これは市営住宅戸数の約８５％
が公営住宅であって多くの業務が管理代行制度で行われているためである。
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（単位千円，千円未満切捨て）
平成 22 年度

同 23 年度

同 24 年度

同 25 年度（予算）

管理代行料

3,759,903

3,792,648

3,452,461

4,214,288

指定管理料

703,775

692,284

920,447

933,690

4,463,678

4,484,933

4,372,908

5,147,978

合計

(ｸ) 事業報告書では，指定管理と管理代行に区分した収支状況は報告されていない。人件
費等を指定管理業務と管理代行業務に厳密に振り分けることはできないためとのこと
である。
平成２４年度の精算報告書から市営住宅管理事業の実施額
（小費目ごとの金額は省略）
を取り出すと以下のとおりである。
（単位千円，千円未満切捨て）
管理代行料

事業費

2,170,614

公社事務費

341,819

市営住宅管理事業計
指定管理料

合計

2,512,434

事業費

570,780

公社事務費

107,942

市営住宅管理事業計

678,723

事業費

2,741,395

公社事業費

449,762

市営住宅管理事業計

3,191,158

(ｹ) モニタリング
指定管理業務のモニタリングについては，
「福岡市営住宅のモニタリングに関する要
綱」が定めており，①管理者の報告（月次報告，年度末報告）
，②市のモニタリング（報
告書の確認，実地調査）
，③アンケート調査からなっている（同要綱第３条）
。
モニタリング内容について客観的評価を行うために，モニタリング委員会が置かれて
いる（同第４条）
。その所掌事務は以下のとおりである（同第２条）
。
（１）管理者の市営住宅の管理業務への評価に関すること
（２）管理者の市営住宅の管理業務への評価基準に関すること
（３）その他住宅都市局長（略）が委嘱する事項
同委員会の委員は５名であり，うち４名は審査委員会と共通している。委員会の議事録
は，評価に関する審議・決定の要旨がＨＰで公表されている。
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(2）問題点
ア 本施設の必要性
生活困窮者や不良住宅が密集する地区に住む者等の住宅困窮者に対して，健康で文化
的な生活を営むに足りる住宅を提供することは，地方自治体としての市の責務であり，
公営住宅，改良住宅の双方について施設の必要性は肯定される。
イ 指定管理の必要性
市営住宅の管理方法としては，以下の方法がある。
①指定管理者制度（指定管理者は公社または民間事業者）
②指定管理者制度と管理代行制度の併用
③直営
④業務委託
この点は国の施策の問題であるが，同じく市営住宅でありながら公営住宅と改良住宅
等とで管理形態を異にするのは不自然で煩雑である。改良住宅についても管理代行制度
をとることができるようにする，管理代行者の資格を広げるなどの法改正をするなど，
改善が望まれる。
管理代行によっては家賃の収納が認められないという公営住宅法の規定（第４７条）
の趣旨は次のように言われているが，説得的とは思われず，改正も検討されてよいので
はないかと考える。
「家賃の決定並びに家賃，敷金その他の金銭の請求，徴収及び減免に関するもの
については，公営住宅事業が国の補助金（交付金）と入居者からの家賃収入で賄
うという仕組みの下では事業主体の収支調整を困難とし，公営住宅に係る業務の
健全な継続に影響を及ぼし得るという観点から代行できないこととしている。」
（前掲「逐条解説公営住宅法」
）
指定管理者が行うことができる業務の範囲は，従前の管理委託制度により受託者が行
うことができるものと同じであるとされているが，現在の法制度の枠組みを前提とすれ
ば，市のように公営住宅について指定管理者制度と管理代行制度の併用制をとることに
も合理性があるように思われる。
ウ 選定手続について
本施設は非公募で選定が行われる。公社のあり方をどのようにしていくかということ
にも関わるが，公募による余地がないかどうかは十分検討すべきであろう。改良住宅に
ついて民間業者に任せることが可能であるものについては公募によることも考えられ
る。
第２回の委員会ではＣ評価（
「市営住宅の管理を行うための十分な提案といえない」
）
が複数つけられ，評価結果を公社に示して事業計画書を再提出させている。その結果が
各委員に送付され，個別に審査して委員長が取りまとめている。再提出の結果委員会評
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価は全項目がＡ（優れた提案）かＢ（十分な提案）と認められ，指定管理者として公社
を選定することは適切であると「委員会総評」にまとめられている。疑問点については
事業計画書の再提案をさせており，非公募とはいえ実質的な審査が行われていると評価
できよう。
平成２２年度の包括外部監査において，ガイドラインの規定にもかかわらず事業計画
書等が公開されていないことについて改善を求められ（意見４０）
，２３年度には市の
ＨＰで指定管理者審査委員会の議事要旨と事業計画書が公開されるに至った。
エ 協定書等について
(ｱ) 指定管理業務
平成２２年度の包括外部監査報告書においては，指定管理者が行えない募集計画業務
が仕様書ではその業務とされていることについて指摘を受けた（指摘１６）が，翌年度
以降は仕様書が改訂された。
(ｲ) 協定書の一本化
基本協定書と実施協定書は，前述のとおり，指定管理制度によっている管理事業と管
理代行制度によっている管理事業では別箇に作成されている。契約（管理代行）と行政
処分（指定）という法的性格の差によるものであろう。しかし，業務が違うわけではな
いので協定書は一本にし，その中で「指定管理業務は次のとおり」などと書き分ければ
足りるのではないだろうか。なお，指定管理料と管理代行料の流用も実施協定書の変更
協議によって可能であるが，この流用は予め認めておくことが合理的と思われるので，
現在の協定書をそのように改訂してはどうだろうか。
(ｳ）
「危険負担」に関する表
基本協定書第２６条（危険負担）において，他の施設と同様に「危険負担」の表（
「リ
スク分担表」）が示されている。他施設に比べるとシンプルであるが，なお総論（意見
１２）で指摘した問題があり，かえっ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。管理代行の基本協定書においても同じ危険負担の表が示
されている。
オ モニタリング
実地調査は平成２２年度まで行われていなかった（同年度包括外部監査報告書意見４
２）が，同２４年２月に「市営住宅のモニタリングに関する要綱」が定められ，同年度
から実地調査が実施されるようになっている。適切な改善であり評価できる。
モニタリングの客観的評価のために設置されたモニタリング委員会のメンバー５人
中４人は，現在審査委員会のメンバーでもあるが，選定から評価まで継続的に審査でき
る点で望ましい方法であるといえよう。
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