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第８章 道路下水道局所管の施設 

 

１ 福岡市営自転車駐車場 

単位千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市営自転車駐車場（東区） 施設数 9 

所在地 福岡市東区香椎駅東 1 丁目 ほか 

担当部・課 
管理部道路管理課（選定手続等に関する事項） 

東区維持管理課（施設管理等に関する事項） 

根拠法令 福岡市自転車駐車場条例，同施行規則 

施設の設置目的 
鉄道駅などの公共交通機関を利用する自転車利用者の利便性向上，自

転車の放置防止等。 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

（社）福岡市シルバー人材センター H18.4～H23.3 公募（7） 

（社）福岡市シルバー人材センター H23.4～H28.3 公募（4） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 88,651 82,079 83,052 83,053 

精算 △136 △269 △198  

精算後指定管理料    88,515 81,810 82,854  

市のその他の支出    199 3,922  3,808 199 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

 59,728 65,162 70,495 68,811 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 駐車料 

自主事業の有無 無 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
 

自主事業の概要  

指定管理導入以前の管理方法 管理委託（（社）福岡市シルバー人材センター） 

備考  
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単位千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市営自転車駐車場（博多区） 施設数 11 

所在地 福岡市博多区諸岡 5 丁目 ほか 

担当部・課 
管理部道路管理課（選定手続等に関する事項） 

博多区自転車対策生活環境課（施設管理等に関する事項） 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

（社）福岡市シルバー人材センター H18.4～H23.3 公募（6） 

（社）福岡市シルバー人材センター H23.4～H28.3 公募（4） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 91,902 89,184 95,080 103,561 

精算 △909 1,143 △69  

精算後指定管理料 90,993    90,327 95,011  

市のその他の支出 4,003    5,073  7,163 4,674 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

 90,186 104,286 104,190 116,000 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 駐車料 

備考 

根拠法令，設置目的，自主事業の有無，指定管理導入以前の管理方法，

につき，上記福岡市営自転車駐車場（東区）と同じ。なお，平成２５年４月

から新たに竹下駅西側に自転車駐車場が供用開始されたため，指定管理

料が増額されている。 

単位千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市営自転車駐車場（博多駅地区） 施設数 9 

所在地 福岡市博多区博多駅前 1 丁目 ほか 

担当部・課 
管理部道路管理課（選定手続等に関する事項） 

博多区自転車対策生活環境課（施設管理等に関する事項） 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

（株）駅レンタカー九州 H18.4～H23.3 公募（5） 

（株）駅レンタカー九州 H23.4～H28.3 公募（4） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 68,148 63,407 63,953 65,114 

精算 △1 △59 △80  

精算後指定管理料 68,147    63,348 63,873  

市のその他の支出 419    5,658  2,930 0 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

106,885  112,187 113,861 116,556 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 駐車料 

備考 
根拠法令，設置目的，自主事業の有無，指定管理導入以前の管理方法，

につき，上記福岡市営自転車駐車場（東区）と同じ。 
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単位千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市営自転車駐車場（中洲川端地区） 施設数 3 

所在地 福岡市博多区上川端町及び中洲 3 丁目 ほか 

担当部・課 
管理部道路管理課（選定手続等に関する事項） 

博多区自転車対策生活環境課（施設管理等に関する事項） 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

博多リバレイン管理(株) H18.4～H23.3 公募（6） 

博多リバレイン管理(株) H23.4～H28.3 公募（4） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 9,236 11,781 11,779 13,292 

精算 △217 △85 22  

精算後指定管理料 9,019    11,696 11,801  

市のその他の支出 0    1,588  0 0 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

 7,850 11,303 11,949 15,258 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 駐車料 

備考 

根拠法令，設置目的，自主事業の有無，指定管理導入以前の管理方法，

につき，上記福岡市営自転車駐車場（東区）と同じ。なお，平成２５年４月

から新たに呉服町駅自転車駐車場が供用開始されたため，指定管理料

が増額されている。 

単位千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市営自転車駐車場（中央区） 施設数 11 

所在地 福岡市中央区舞鶴 1 丁目，2 丁目及び赤坂 1 丁目 ほか 

担当部・課 
管理部道路管理課（選定手続等に関する事項） 

中央区維持管理課（施設管理等に関する事項） 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

（社）福岡市シルバー人材センター H18.4～H23.3 公募（4） 

（社）福岡市シルバー人材センター H23.4～H28.3 公募（4） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 52,139 50,269 52,492 53,695 

精算 △866 △143 △274  

精算後指定管理料 51,273    50,126 52,218  

市のその他の支出 0    0  2,387 0 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

43,598  46,527 48,027 56,282 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 駐車料 

備考 
根拠法令，設置目的，自主事業の有無，指定管理導入以前の管理方法，

につき，上記福岡市営自転車駐車場（東区）と同じ。 
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単位千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市営自転車駐車場（天神地区） 施設数 6 

所在地 福岡市中央区天神 2 丁目 ほか 

担当部・課 
管理部道路管理課（選定手続等に関する事項） 

中央区維持管理課（施設管理等に関する事項） 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

西鉄ビルマネジメント(株) H18.4～H23.3 公募（5） 

西鉄ビルマネジメント(株) H23.4～H28.3 公募（4） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 54,974 61,707 69,418 67,000 

精算 △334 △713 △512  

精算後指定管理料 54,640    60,994 68,906  

市のその他の支出 1,311    922  2,658 0 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

 94,332 95,787 98,509 99,961 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 駐車料 

備考 
根拠法令，設置目的，自主事業の有無，指定管理導入以前の管理方法，

につき，上記福岡市営自転車駐車場（東区）と同じ。 

単位千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市営自転車駐車場（きらめき通り） 施設数 1 

所在地 福岡市中央区天神 2 丁目 

担当部・課 
管理部道路管理課（選定手続等に関する事項） 

中央区維持管理課（施設管理等に関する事項） 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

福岡新都心開発(株) H16.3～H20.3 非公募 

福岡新都心開発(株) H20.4～H25.3 非公募 

福岡新都心開発(株) H25.4～H30.3 非公募 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 15,977 15,623 15,597 13,873 

精算 △147 △211 △543  

精算後指定管理料 15,830    15,412 15,054  

市のその他の支出 0    0  0 0 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

9,707  9,599 8,820 9,895 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 駐車料 

備考 

根拠法令，設置目的，自主事業の有無につき，上記福岡市営自転車駐車

場（東区）と同じ。本施設は平成１５年度末に供用開始されたものであり，

設置以降指定管理を行っている。なお，利用料金は，市と指定管理者にお

いて 55％，45％の割合にて按分後の金額。 
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単位千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市営自転車駐車場（南区） 施設数 11 

所在地 福岡市南区井尻 5 丁目 ほか 

担当部・課 
管理部道路管理課（選定手続等に関する事項） 

南区維持管理課（施設管理等に関する事項） 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

(株)駅レンタカー九州 H17.4～H22.3 公募（11） 

(社)福岡市シルバー人材センター H22.4～H27.3 公募（4） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 82,530 82,187 84,064 84,064 

精算 △539 △251 △405  

精算後指定管理料 81,991    81,936 83,659  

市のその他の支出 9,078    8,165  11,232 4,784 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

 103.517 103,679 101,733 110,451 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 駐車料 

備考 

根拠法令，設置目的，自主事業の有無，指定管理導入以前の管理方法，

につき，上記福岡市営自転車駐車場（東区）と同じ。他と比して市のその

他支出が大きいのは土地借上料や施設修繕工事の発生によるとのこと。 

単位千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市営自転車駐車場（城南区） 施設数 8 

所在地 福岡市城南区梅林 4 丁目 

担当部・課 
管理部道路管理課（選定手続等に関する事項） 

城南区生活環境課（施設管理等に関する事項） 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

（社）福岡市シルバー人材センター H17.1～H21.3 公募（10） 

（社）福岡市シルバー人材センター H21.4～H26.3 公募（4） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 53,310 53,092 53,693 54,142 

精算 △75 △431 △109  

精算後指定管理料 53,235    52,661 52,218  

市のその他の支出 0    60  0 0 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

8,606  8,925 9,263 14,839 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 駐車料 

備考 

根拠法令，設置目的，自主事業の有無につき，上記福岡市営自転車駐車

場（東区）と同じ。本施設は平成１６年度末に供用開始されたものであり，

設置以降指定管理を行っている。 
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単位千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市営自転車駐車場（早良区） 施設数 16 

所在地 福岡市早良区賀茂 3 丁目 ほか 

担当部・課 
管理部道路管理課（選定手続等に関する事項） 

早良区生活環境課（施設管理等に関する事項） 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

(社)福岡市シルバー人材センター H17.4～H22.3 公募（13） 

(社)福岡市シルバー人材センター H22.4～H27.3 公募（2） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 123,580 122,460 126,736 126,736 

精算 △481 14 △67  

精算後指定管理料 123,099    122,474 126,669  

市のその他の支出 8,243    12,858  11,785 8,243 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

 102,657 105,554 114,436 113,664 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 駐車料 

備考 

根拠法令，設置目的，自主事業の有無，指定管理導入以前の管理方法，

につき，上記福岡市営自転車駐車場（東区）と同じ。他と比して市のその

他支出が大きいのは土地借上料や施設修繕工事の発生によるとのこと。 

単位千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市営自転車駐車場（西区） 施設数 4 

所在地 福岡市西区今宿 1 丁目 ほか 

担当部・課 
管理部道路管理課（選定手続等に関する事項） 

西区管理調整課（施設管理等に関する事項） 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

(株)駅レンタカー九州 H18.4～H23.3 公募（9） 

(社)福岡市シルバー人材センター H23.4～H28.3 公募（6） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 81,545 70,109 71,123 71,124 

精算 △1,261 △1,417 △1,069  

精算後指定管理料 80.284    68,692 70,054  

市のその他の支出 3,797    5,006  2,039 2,013 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

97,378 96,244 97,054 98,707 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 駐車料 

備考 
根拠法令，設置目的，自主事業の有無，指定管理導入以前の管理方法，

につき，上記福岡市営自転車駐車場（東区）と同じ。 
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(1) 現状 

ア 施設の概要 

福岡市においては，市街地や鉄道駅などの近くに，市営自転車駐車場を設置している。 

市営自転車駐車場には，有料自転車駐車場と無料自転車駐車場がある。平成２５年４

月１日現在で，有料自転車駐車場は，市内８９箇所（東区９箇所，博多区１１箇所，博

多駅地区９箇所，中洲川端地区３箇所，中央区１１箇所，天神地区６箇所，きらめき通

り１箇所，南区１１箇所，城南区８箇所，早良区１６箇所，西区４箇所）あり，無料自

転車駐車場は，市内４１箇所（東区２０箇所，博多区７箇所，中央区１箇所，城南区１

箇所，早良区２箇所，西区１０箇所）に設置されている。 

なお，自転車駐車場については，自転車，原動機付自転車を駐車することができ，ま

た，有料自転車駐車場のうち，香椎駅東，香椎駅南，竹下駅西口，西新駅北，西新駅西

の各自転車駐車場については，１２５ｃｃ以下の普通自動二輪車も駐車することができ

る。 

有料自転車駐車場の種別には， 

①一般有料自転車駐車場（②ないし④以外） 係員常駐 

②個別施錠型自転車駐車場（施錠装置を有する駐輪用の機器で，自動精算機で精算し

て解錠できる形式のもの） 

施設型駐輪場：係員常駐，路上型駐輪場：係員非常駐 

③ゲート式自転車駐車場（入口ゲートから入場し，退場時に自動精算機で精算して出

口ゲートを開場して退場するもの） 係員常駐 

④機械式自転車駐車場（施錠装置を有する駐輪場の機器で，特に硬貨の投入により解

錠することができる形式のもの） 係員非常駐 

 がある。
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自転車駐車場種別の説明（担当課提供資料） 

 

① 一般有料自転車駐車場（②ないし④以外） 

例）西新駅中央，唐人町駅駐輪場 

係員の常駐：あり  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 個別施錠型自転車駐車場（施錠装置を有する駐輪用の機器で，自動精算機で精算

して解錠できる形式のもの） 

例）七隈線の施設型駐輪場(別府，茶山駅) 

係員の常駐：あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

例）天神路上，博多駅路上駐輪場 

係員の常駐：なし 
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③ ゲート式自転車駐車場（入口ゲートから入場し，退場時に自動精算機で精算して

出口ゲートを開場して退場するもの） 

例）川端，きらめき駐輪場 

係員の常駐：あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 機械式自転車駐車場（施錠装置を有する駐輪場の機器で，特に硬貨の投入により

解錠することができる形式のもの） 

例）天神路上，博多駅路上駐輪場 

係員の常駐：なし 
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  有料自転車駐輪場を利用する者は，条例上，「規則で定めるところにより，市長に利用

の申請をし，その承認を受けなければならない」（条例第６条）とされている。この承認に

関して，市は当該自転車駐車場の収容可能台数を超えている場合などには，承認をしない

こと，承認を取り消すこと，承認に付した条件を変更することなどができる（条例第７条）。

承認利用者からは，市は所定の駐車料を徴収する（条例第８条）。なお，駐車料に関して，

市は，公益上その他特別の理由があると認めるときは，駐車料を減額または免除すること

ができる（条例第１０条）。 

また，自転車駐車場を利用する者は，他の自転車等の駐車を妨げることなどの行為を

してはならず，市は，このような行為を行い，又はそのおそれのある者の利用を拒むこ

とができる（条例第１１条）。また，市は，条例・規則・これらに基づく処分に違反し

た者に対して，当該行為の中止，原状回復または自転車等の移動を命じることができ，

自転車駐車場の管理上支障があると認めるときは，その措置を命じることができる（条

例第１２条）。 

なお，上記利用の承認に関して，②個別施錠型自転車駐輪場（管理人が常駐するもの

を除く）及び③機械式自転車駐車場については，駐輪用の機器の施錠をしたときに，市

への利用の申請と承認があったものとみなされる（規則第３条第５項）。 

イ 指定管理の状況 

(ｱ) 有料自転車駐車場については，平成１６年度中から順次指定管理者による管理が行わ

れるようになり，平成１８年度から全ての施設において指定管理者による管理が行われ

ている。 

  なお，無料自転車駐車場については，市（区役所自転車対策担当課）が直接管理をし

ており，同自転車駐車場の周辺の街頭指導業務の一部として，場内自転車の整理を実施

している。 

(ｲ) 各施設の指定管理者については，冒頭の概要表のとおり，東区，博多区，博多駅地区，

中洲川端地区，中央区，天神地区，きらめき通り，南区，城南区，早良区，西区に分け

て，指定管理者を募集し，選定を行っている。 

  きらめき通り自転車駐車場を除き，公募により指定管理者の選定が行われている。 

  きらめき通り自転車駐車場については，平成１６年３月から現在まで，非公募により

福岡新都心開発株式会社が指定管理者に選定されている。これは，きらめき通り自転車

駐車場については，天神きらめき通りビルの附置義務自転車駐車場（「福岡市建築物に

おける駐車施設の附置等に関する条例」＝附置義務条例：一般公共の用に供する駐車

場・自転車駐車場の整備を必要とする市街地等において，一定規模以上の建築物を新築

等する場合に，駐車場・自転車駐車場の附置を義務づけるもの）と合築されており，一

体構造となっていることから，天神きらめき通りビルの施設管理者が一体管理を行うこ

とで円滑な管理運営を行うことができるとの理由によるものである。 
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  なお，指定管理者の候補者の選定に関して，条例第１５条第１項において，「市長は，

指定管理者を指定しようとするときは，規則で定めるところにより公募するものとする。

ただし，特別な事情があると市長が認める場合は，この限りでない。」とされており，

同条項を受けた施行規則第９条は，「条例第１５条第１項ただし書きの特別な事情があ

ると市長が認める場合は，次の基準をみたす場合とする。①自転車駐車場が，本市以外

の者が管理する施設の建物若しくは敷地を利用して設置されていること又は他の施設

の建物若しくは敷地に接続して設置されていること。②経費その他の経済上の事情によ

り，自転車駐車場と他の施設とを一体的に管理することについて合理的な理由があるこ

と。③自転車駐車場の指定管理者として指定を受けている者が，当該指定の期間内にお

いてその管理する自転車駐車場と当該自転車駐車場が設置されている区又は地区内に

新たに設置する自転車駐車場とを一体的に管理することについて合理的な理由がある

こと。」と定めている。 

  また，施行規則第８条において，指定管理者の指定の期間は５年以内とするとされて

いる。 

(ｳ) 指定管理者が行う業務については，条例第１７条においては，以下のように定められ

ている。 

  ①第６条及び第７条に規定する利用の承認に関する業務 

  ②第８条に規定する駐車料の徴収に関する業務 

  ③第１１条の規定による利用の制限に関する業務 

  ④第１２条の規定による措置の命令に関する業務 

  ⑤施設及び付属設備の維持及び修繕に関する業務 

  ⑥その他市長が必要と認める業務 

  「仕様書」によれば，具体的業務内容として以下のようなものが挙げられている。 

  ①自転車駐車場の管理運営業務 

   ア 自転車等の駐車場への出入場の許可及び誘導・指導，並びに自転車の整理等 

   イ 駐車場の開門及び閉門 

   ウ 駐車場内の清掃 

   エ 駐車場周辺の放置自転車に対する指導警告（駐車場周辺の放置自転車に対する

チラシ配布等の啓発指導等） 

   オ 施設及び備品等の維持管理 

   カ 自転車駐車場管理運営日誌の作成 

  ②駐車料金の徴収に関する業務 

   ア 一時利用（回数券利用を含む）及び定期利用申請の受付に関する業務 

   イ 駐車料金の調定及び徴収に関する業務 

  ③駐車料金の（市への）払込に関する業務 
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  ④利用承認証・確認証（定期券）発行簿の作成 

  ⑤金券類受払簿（受託者用）の作成 

(ｴ) 平成２４年度における本施設の利用状況の概況は以下のとおりである。 

 

指定管理区分 
一日平均 

利用者数 

平均利用率

（年間平均） 
年間利用者数 

東区 2,969 73% 1,083,624 

博多区 4,403 90% 1,607,025 

博多駅地区 3,190 90% 1,164,203 

中洲川端地区 341 73% 124,438 

中央区 1,643 85% 599,852 

天神地区 3,329 70% 1,215,058 

きらめき通り 413 74% 150,834 

南区 3,975 37% 1,450,935 

城南区 597 37% 218,000 

早良区 5,684 98% 2,074,731 

西区 5,131 89% 1,872,948 

合計 31,676 82% 11,561,646 

 

(ｵ) 本施設に関しては，利用料金制が採られておらず，使用料収入は市の歳入に帰属する

こととなっている。なお，きらめき通りの自転車駐車場の使用料収入については，市の

自転車駐車場部分と，天神きらめき通りビルの附置義務自転車駐車場とが合築されて一

体構造になっていることから，使用料収入についてはその床面積比率に応じて，市５

５％，福岡新都心開発株式会社４５％の割合で按分することとされている。 

(ｶ) 指定管理料については，各「自転車駐車場の管理に係る実施協定書」により指定管理

料を定め，１２回の分割で支払う形となっている。 

  きらめき通りの自転車駐車場を除く施設について，指定管理料については，実施協定

書に予定額を定めた光熱水費，１件２万円を超える修繕費の上限額を定めた修繕費を除

いて，精算は行われない。光熱水費については，年度末に指定管理者からの事業報告書

に基づき，予定額を上回る支出があれば市から指定管理者に対して追加で支払われ，下

回れば指定管理者から市に対して返還される。また，指定管理者が実際に支出した１件

２万円を超える修繕費が，上限額に満たなければ，差額分が指定管理者から市に対して

返還される。なお，指定管理者が実際に支出した１件２万円を超える修繕費については，

予め定めた上限額の範囲内で執行することとされているが，担当課によれば，この上限
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額を超えて修繕する必要が生じた場合には，市と指定管理者が協議の上で，協定の変更

を行い，指定管理料及び同上限額を変更することもありうるとのことである。 

  きらめき通りの自転車駐車場については，指定管理料について，実施協定書において

経費総額を予定し，市の負担部分（市の負担割合：市の自転車駐車場部分と指定管理者

自身が設置する自転車駐車場部分とを合わせた全体の経費予定総額から，「現金運搬費」

を市の負担とした上で，残りを市５５％，指定管理者４５％の割合で按分負担）を定め

る。年度末に，この当初予定額と実際に要した経費を上記市の負担割合に応じて算出さ

れた金額とを比して，その差額を精算するという形となっている。 

 (ｷ) 本指定管理に関する収支状況の例として，平成２４年度における西区の自転車駐車場

の指定管理にかかる収支状況を挙げると，以下のとおりである。 

 

（単位・円） 

   

(2）問題点 

ア 本施設の必要性 

市街地や駅周辺等における自転車の駐輪場所の確保の問題や，市街地等を中心とする

放置自転車の問題については，本市においても重要な課題であるところ，自転車駐車場

事業は土地利用として収益性の低いものであり，民間において十分な供給がなされると

は言い難い。附置義務条例などにおける取組みと合わせて，公の施設として自転車駐車

場を設置することは公共の必要性が高いものと考える。 

イ 指定管理の必要性 

(ｱ) 本施設においては，施設の性質上，利用の承認・制限や利用料の徴収等に際して行政

収

入 

指定管理料 71,123,850 

光熱水費精算 △1,059,335 

修繕費精算 △10,500 

収入合計 70,054,015 

支

出 

人件費 63,059,241 

保守点検料 2,290,944 

事業系ごみ廃棄料 23,830 

リース料 412,650 

光熱水費 3,169,782 

印刷消耗品費 957,511 

修繕費（２万円を超えるもの） 136,500 

支出合計 70,050,458 

収支差額 3,557 
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的な裁量・配慮等の余地が少なく，画一的な処理が中心であり，また，施設そのものの

維持・管理等が管理業務の中核を占めるため，指定管理の必要性や効果を考えるにあた

っては「経費節減・収益性向上」の観点が中心となる。 

  この点，施設の増加や設備の変更等も見られるために，一概に比較は困難であるとこ

ろであるが，担当課によれば，公募による競争性が働いたこともあり，平成２３年度の

市全体の管理経費と，平成１８年度のそれとを比較すると，以下のとおり，指定管理料

総額として３３３２万９０００円減，収容台数１台あたりにかかる年間の管理経費は１

５４８円の減となっているとのことであり，少なくとも抑制傾向にあることがうかがわ

れるところである。 

     

 ①Ｈ１８ ②Ｈ２２ ③Ｈ２３ ③－① ③／① 

指定管理料（千円） 741,342 728,552 708,013 ▲33,329 95.5% 

収容台数（台） 38,874 39,673 40,408 1,534 103.9% 

１台あたり経費（円） 19,070 18,364 17,522 ▲1,548 91.9% 

  

指定管理導入によって，利用の承認・制限等の権限の行使について指定管理者に委譲

することができることとなり，市自体の自転車駐車場を担当する職員数を抑えることが

でき，その結果として人件費の抑制効果が大きいとのことである。 

指定管理によらず業務委託による場合においても，利用の承認・制限等の権限行使の

ために市職員を専従させる必要があるのかは，そもそもの疑問もあるも，少なくとも指

定管理によって一定の効果が生じているとは評価できると考える。 

(ｲ) 上記のとおり，本施設は，施設の性質上，利用の承認・制限や利用料の徴収等に際し

て行政的な裁量・配慮等の余地が少なく，画一的な処理が中心であり，また，施設その

ものの維持・管理等が管理業務の中核を占める。とすれば，競争性の発揮と指定管理者

の努力による管理費用（指定管理料）の抑制が指定管理者選定のための大きな部分を占

めることになる。 

  ついては，例えば，指定管理者の公募にあたって指定期間を短期間としつつ，実質的

な「競争入札」とするということも考えられるように思われる。一方で，この場合にお

いては，選定委員会の設置など選定手続の手間やコストも無視できないため，これを考

慮して選定手続の簡素化を検討する必要があるものと考える。 

ウ 選定手続について 

(ｱ) 選定委員会について，平成２３年度開催分までは原則非公開の取扱いとしていたとこ

ろ，平成２４年度からは原則公開の取扱いとしたとのことである。選定委員会について

は公開することが原則であり，かかる取扱いの変更は相当であると言いうる。 

  ただ，担当課によれば，平成２４年度開催分については，一部非公開としたとのこと

８－14



であるものの，議事録においてはいかなる部分を非公開としたのか，また，その部分を

非公開とした理由については判然としない。 

 

☞意見１４２ 

☆ 選定委員会については，特段の具体的支障がない限り，会議を公開

すべきものと考える。また，会議を非公開とするのであれば，選定委

員会においてその点の議論を行った上で，議事録においても非公開と

した事実とその理由を明示すべきである。 

 

(ｲ) なお，平成２３年度から平成２５年度に開催された指定管理者の選定にかかる選定委

員会においては，候補者からのヒアリングは実施されていない。これは，候補者の評価

にあたり，選定委員から候補者からのヒアリング実施が必要であるとの意向が述べられ

れば実施することとしているところ，特にその必要性が述べられなかったことによると

いうことである。本施設の性質からすれば，特に候補者からのヒアリングを実施するこ

とが必須であるとも思われず，かかる取扱いも相当であったと考える。 

エ 指定管理料等について 

(ｱ) きらめき通りの自転車駐車場を除いて，修繕費については，２万円を超えるもののみ

が精算の対象とされている。そして，その精算の内容としては，指定管理者が実際に支

出した１件２万円を超える修繕費が，上限額に満たなければ差額分が指定管理者から市

に対して返還される一方で，１件２万円を超える修繕費については上限額の範囲内での

み執行することが原則とされている（この点，例外的に，協定変更による指定管理料と

修繕費上限額の増額変更がなされることもありうる。）。 

  この点，総論でも述べたとおり，修繕の結果については性質上市に帰属するものであ

ることもあり，２万円以下のものは精算の対象とせずに指定管理者の負担とする，上限

額の範囲内でのみ修繕費を執行できるとの取扱いとした場合には，必要な修繕が十分に

実施されないということも懸念されるところである。 

そのため，修繕に要する費用については，上限金額，１件あたりの金額にかかわらず，

市の別途負担として精算がなされるのが望ましいと考える。また，この場合には，同じ

く総論において述べたとおり，預託金等として整理するのが望ましい。 

  一方で，光熱水費については，年度末に指定管理者からの事業報告書に基づき，予定

額を上回る支出があれば市から指定管理者に対して追加で支払われ，下回れば指定管理

者から市に対して返還される形で精算されることとなっている。しかし，光熱水費の節

減については，備品代や修繕費等と異なり，精算を行わないことによって，指定管理者

が必要な支出に抑制的になって，市の施設の維持管理に支障が生ずるとの懸念は少なく，

精算を行うこと（特に，予定額を上回る支出が生じた場合に市が支出を行うこと）が，
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むしろ指定管理者の経費節減や収益性向上へのインセンティブを損なうものと考えら

れる。ついては，当初の指定管理料に含まれるものとして，精算を行わないとの取扱い

とすることを検討すべきである。なお，この場合，当初指定管理料の算定にあっては，

光熱水費の予定額について，慎重に算定すべきことはもちろんである。 

  なお，平成２４年度の事業報告書を確認したところ，天神地区自転車駐車場分につい

て，２万円未満の修繕項目が精算対象となる修繕費として計上・処理されていた。上記

のとおり，修繕費については上限金額，１件あたりの金額にかかわらず，精算を行う形

に改めるのが望ましいというのが本監査の意見であるが，一方では，現状においては協

定書等に従った処理が行われる必要がある。 

 

☞意見１４３ 

☆ 修繕費については，指定管理料と別立ての預託金等として整理して，

上限金額，１件あたりの金額にかかわらず，精算を行うのが望ましい

ものと考える。 

 

☞意見１４４ 

☆ 指定管理料の精算に関しては，備品代，修繕費等の限定的範囲に止

め，指定管理者に一定のリスクを負担させるとともに，「経費節減・収

益性向上」へのインセンティブを与えるべきである。 

 

☞指摘２５ 

☆ 平成２４年度の事業報告書を確認したところ，天神地区自転車駐車

場分について，２万円未満の修繕項目が精算対象となる修繕費として

計上・処理されていた。現状においては協定書等に従った処理が行わ

れる必要がある。 

 

(ｲ) なお，きらめき通り自転車駐車場に関しては，年度末に，全ての経費項目について，

当初予定額と，実際に要した経費を上記市の負担割合に応じて算出された金額との差額

を精算するという形となっている。 

  この点，同施設については，市の自転車駐車場部分と天神きらめき通りビルの附置義

務自転車駐車場とが合築されて一体構造になっているという特殊性から，やむを得ない

取扱いであるように思われる。 

  指定管理者としては，自身が設置する自転車駐車場部分についての収益に関してリス

クと「経費節減・収益性向上」へのインセンティブを有していることから，市にとって

は指定管理が期待する「経費節減・収益性向上」への効果には大きく影響を及ぼさない
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ものと考える。 

オ 協定書等について 

  基本協定書第３０条第１項（きらめき通り分につき第３１条第１項）において，「指定

管理者は，指定期間内において，指定管理者の地位を辞退しようとするときは，管理を

行わないこととなる日の６月以上前までに，市に申し出なければならない。」との規定

があるが，かかる条項が不相当であることは総論において述べたとおりである。 

カ 事業報告書等について 

  各基本協定書において，指定管理者は毎年度終了後，所定の評価票により，自己評価

を行い，事業報告書とともに市に提出しなければならないとされている。この評価票は，

評価基準４２項目について各５点満点で記載する様式となっている。 

ときに，平成２４年度の事業報告書を確認したが，この評価票が自己評価として有効

に機能しているとは考えがたいとの印象を受けた。すなわち，ある指定管理者について

は，全ての項目について３点と記載しており，また，複数の地区の施設を担当するある

指定管理者については，自らが担当するいずれの地区についても全く同じ自己採点をし

ていた（ほとんどの項目に３点を付していた）。 

一方で，指定管理者によっては，事業期間中に利用者からのアンケートを実施し，そ

の集計結果や利用者から寄せられた意見等が事業報告書に詳細に記載されている例も

あり，他の指定管理者においても参考となると評価できるものもあった。 
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２ 福岡市営駐車場 

単位千円（端数切捨て） 

施設名 市営博多駅駐車場 施設数 1 

所在地 福岡市博多区博多駅前 4-14-14 

担当部・課 管理部道路管理課 

根拠法令 福岡市営駐車場条例，同施行規則 

施設の設置目的 博多駅周辺地区の駐車需要への増加への対応 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

中央綜合警備保障(株) H18.4～H21.3 公募（8） 

(株)駅レンタカー九州 H21.4～H24.3 公募（3） 

(株)駅レンタカー九州 H24.4～H26.3 公募（5） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 14,425 14,315 13,800 13,671 

精算 0 0 △29  

精算後指定管理料    14,425 14,315 13,671  

市のその他の支出    5,483 5,047 4,807  4,867 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

 43,931 38,849 36,778 36,633 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 駐車料 

自主事業の有無 無 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
 

自主事業の概要  

指定管理導入以前の管理方法 管理委託（（財）福岡市森と緑のまちづくり協会） 

備考 
民間駐車場の整備進捗に伴い，周辺の駐車需要が充足してきたことか

ら，駐車場施設としては平成 26 年度末で廃止予定とのこと。 
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単位千円（端数切捨て） 

施設名 市営築港駐車場 施設数 1 

所在地 福岡市博多区築港本町 14-2 

施設の設置目的 
博多埠頭における交通結節機能の強化，大規模公共施設（国際センタ

ー，サンパレス）の開業による駐車場需要への対応 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

イオンディライト(株) H18.4～H21.3 公募（8） 

九電工グループＪＶ((株)設備保守セン

ター・九電工ネットプロデュース(株)) 
H21.4～H24.3 公募（4） 

アマノマネジメントサービス(株) H24.4～H29.3 公募（4） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 15,579 16,079 13,917 13,917 

精算 0 △1,234 △54  

精算後指定管理料 15,579    14,845 13,863  

市のその他の支出 9,500    22,675  22,090 43,674 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

 49,615 45,741 51,529 51,076 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 駐車料 

備考 
担当部・課，根拠法令，自主事業の有無，指定管理導入以前の管理方法

につき，上記市営博多駅駐車場と同じ。 

単位千円（端数切捨て） 

施設名 市営大橋駐車場 施設数 1 

所在地 福岡市南区大橋 2-16 

施設の設置目的 
国道 385 号線及び西鉄大橋駅の移転に伴う大橋地区の商業環境が変化

し，土地区画整理事業の一環として，都市機能の充実・強化を図った。 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

イオンディライト(株) H18.4～H21.3 公募（8） 

イオンディライト(株) H21.4～H24.3 公募（4） 

(株)駅レンタカー九州 H24.4～H29.3 公募（4） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 16,330 16,830 14,175 14,175 

精算 △8 △55 △231  

精算後指定管理料 16.322    16,775 13,944  

市のその他の支出 4,710    4,624  4,437 4,550 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

 24,898 24,571 23,764 23,271 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 駐車料 

備考 
担当部・課，根拠法令，自主事業の有無，指定管理導入以前の管理方法

につき，上記市営博多駅駐車場と同じ。 
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単位千円（端数切捨て） 

施設名 市営川端地下駐車場 施設数 1 

所在地 福岡市博多区下川端町 3-1 

施設の設置目的 
中洲川端地区の再開発事業により増加が見込まれる駐車場需要への対

応 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

博多リバレイン管理(株) H18.4～H21.3 非公募 

博多リバレイン管理(株) H21.4～H24.3 非公募 

博多リバレイン管理(株) H24.4～H27.3 非公募 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 29,859 30,053 27,950 27,833 

精算 △369 △148 △253  

精算後指定管理料 29,490    29,905 27,697  

市のその他の支出 29,234    27,257 27,360 23,761 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

168,220  165,707 165,202 164,495 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 駐車料 

備考 
担当部・課，根拠法令，指定管理導入以前の管理方法につき，自主事業

の有無につき，上記市営博多駅駐車場と同じ。 

 

(1) 現状 

ア 施設の概要 

福岡市においては，上記４箇所に市営駐車場を設置している。 

各施設の概要は以下のとおりである。 

市営博多駅駐車場 

 昭和４４年設置 鉄骨上広場式 

施設面積：２５６１㎡ 

自動車収容台数 ８２台（うち身障者用２台） 

自動二輪車収容台数 ３０台 

    駐車料金は機械徴収，係員１名常駐 

市営築港駐車場 

    昭和５７年設置 鉄骨鉄筋コンクリート造５階建の２～５階部分 

    施設面積：７８８２㎡ 

自動車収容台数 ３６２台（うち身障者用２台） 

    駐車料金は機械徴収，係員１名常駐 

市営大橋駐車場 

 昭和６２年設置 鉄骨造陸屋根付 地上３階，地下１階 
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施設面積：３６７２㎡ 

自動車収容台数 １２０台（うち身障者用３台） 

    駐車料金は機械徴収，係員１名常駐 

市営川端地下駐車場 

    平成１１年設置 

鉄骨鉄筋コンクリート造地上１３階，地下４階建の地下３階部分 

    施設面積：１２６２３．９㎡ 

自動車収容台数 ３９１台（うち身障者用８台） 

自動二輪車収容台数 ４０台 

    駐車料金は機械徴収，係員１名（夜間２名）常駐 

  市営駐車場を利用する者は，市長に利用の申請をしてその承認を受けることになると

考えられる。その利用の申請・承認の方法等について条例・規則には特に定めはないが，

機械式ゲートから場内に入場する際に上記利用の申請と承認がなされたものと解され

る。利用者からは，市は所定の駐車料を徴収する（条例第５条）。なお，駐車料に関し

て，市は，必要があると認めるときは，公共施設等を利用する者にかかる料金について，

規則で定めるところにより，駐車料を減額または免除することができる（条例第３条第

２項）。規則においては，築港駐車場について，海の中道海浜公園を利用する者や市営

渡船を利用する者などについて駐車料の減額が規定されている。 

また，市は，駐車場の構造上自動車等を駐車させることができないとき，発火性又は

引火性の物品を積載しているとき，その他駐車場の管理に支障があると認めるときは，

駐車を拒否することができる（条例第７条）。 

イ 指定管理の状況 

(ｱ) 駐車場については，平成１８年度から全ての施設において指定管理者による管理が行

われている。 

  各施設の指定管理者については，川端地下駐車場を除き，公募により指定管理者の選

定が行われている。 

  川端地下駐車場については，平成１８年度から現在まで，非公募により，博多リバレ

イン管理株式会社が指定管理者に選定されている。これは，担当課によれば，同駐車場

については，「福岡市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」（附置義務条例）

により下川端管理組合が設置する駐車場と，出入口・車路を共有する一体的な構造とな

っていること，事故・災害発生時には，建物本体と連携して一体的な対応を図る必要が

あることを理由とするとのことである。 

  なお，指定管理者の候補者の選定に関して，条例第１５条第１項において，「市長は，

駐車場の管理を指定管理者に行わせようとするときは，規則で定めるところにより，指

定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし，駐車場の管理上緊
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急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場

合は，この限りでない。」とされている。なお，同条項を受けた施行規則においては，

福岡市自転車駐輪場条例施行規則と異なり，非公募とする場合の基準について特段の定

めは特に見あたらない。 

  また，施行規則第１０条において，指定管理者の指定の期間は５年以内とするとされ

ている。 

(ｲ) 指定管理者が行う業務については，条例第１１条においては，以下のように定められ

ている。 

  ①第３条第２項に規定する料金の減額又は免除に関する業務 

  ②第５条に規定する料金の徴収に関する業務 

  ③第７条に規定する駐車の拒否に関する業務 

  ④駐車場の施設及び設備の維持及び修繕に関する業務 

  ⑥その他市長が必要と認める業務 

   基本協定書に添付されている「管理の基準」によれば，具体的業務内容として以下

のようなものが挙げられている。 

＜各施設共通＞ 

  ○施設管理業務：統括管理業務 

   市などとの連絡調整業務，施設・設備等の維持管理業務，報告書類等の作成， 

徴収金の払込業務，増収対策に関する業務，常駐管理人の管理・指導業務， 

事故・苦情等対応 

  ○施設管理業務：管理運営業務 

   駐車券発行及び料金徴収事務， 

定期駐車券・共通回数券・共通プリペイドカードの交付及び料金徴収事務 

   徴収金・出庫台数等とジャーナルの照合・確認，徴収金の保管， 

管制機器の日常点検，料金減額制度への対応 

  ○施設管理業務：施設警備に関する業務 

   場内の巡回及び管制機器・駐車車両の監視，不法・不良行為の警戒及び排除 

   火災予防・盗難防止，満車時等・車両混雑時の場内外の整理， 

   異常又は事故等発生時の対処・報告，その他施設警備に関する業務 

  ○施設管理業務：巡回業務 

   駐車場巡回（深夜），不法・不良行為の排除 

  ○施設管理業務：清掃業務 

   トイレ・駐車場の清掃，駐車場内のゴミの処分 

  ○その他 

   指定管理者が提案した業務及び報告 
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提案業務の成果を検証するために必要な資料作成等 

＜築港＞ 

  ○エレベータ保守点検業務 

  ○消防設備保守点検業務 

 ＜大橋＞ 

  ○消防設備保守点検業務 

  ○違法駐車車両保管委託業務 

 ＜川端地下＞ 

  ○清掃業務につき，駐車券発券機及び全自動精算機，事前精算機等機器外装の清掃 

  ○設備の保守点検業務（公共車路含む） 

  ○消防設備保守点検業務 

  ○受電設備保守点検対応業務 

  ○防災管理点検業務 

  ○違法駐車車両保管委託業務 

(ｳ) 平成２４年度における本施設の利用状況の概況は以下のとおりである。 

 

 総駐車台数 

（自動車） 

うち時間貸駐車台数 

（自動車） 

回転率 

（台／日／枠） 

博多駅 70,208 52,276 2.34 

築港 81,202 42,293 0.61 

大橋 62,041 30,486 1.42 

川端地下 237,578 144,588 1.66 

  なお，自動二輪車総駐車台数につき，博多駅９７４１台，川端地下３４３９台 

 

(ｴ) 本施設に関しては，利用料金制が採られておらず，使用料収入市の歳入に帰属するこ

ととなっている。 

指定管理料については，各「駐車場の管理運営に係る実施協定書」により指定管理料

を定め，１２回の分割で支払う形となっている。 

指定管理料については，光熱水費（川端地下駐車場を除き実施協定書に予定額が定め

られている），実施協定書に上限額を定めた修繕費を除いて，精算は行われない。 

この光熱水費については，指定管理者からの光熱水費の年間支出報告に基づき，過不

足分の精算がなされる。なお，川端地下駐車場については指定管理費に光熱水費は含ま

れておらず，市が直接支払っている。 

修繕費については，指定管理者が実際に支出した修繕費が，上限額に満たなければ，

差額分が指定管理者から市に対して返還される。なお，指定管理者が支出する修繕費に
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ついては，予め定めた上限額の範囲内で執行することとされているが，担当課によれば，

この上限額を超えて修繕する必要が生じた場合には，市と指定管理者が協議の上で，協

定の変更を行い，指定管理料及び同上限額を変更することもありうるとのことである。

この「修繕費」の範囲に関して，実施協定書においては，「修繕費の執行については，

１件あたり１０万円を超えない範囲で実施するものとする。ただし，やむを得ない事情

により１０万円を超える場合は，市と協議を要する。」との規定があるのみであるが，

担当課によれば，修繕に関しては，①１万円未満のものについては，消耗品費の範囲内

で指定管理者が負担する，②１万円以上１０万円未満のものについては，市の負担で指

定管理者が実施する，③１０万円以上のものについては市の負担で市が実施する（ただ

し，やむを得ない場合は，市と協議の上で，指定管理者が実施する）との運用としてい

るとのことであった。 

(ｵ) 本指定管理に関する収支状況の例として，平成２４年度における築港駐車場の指定管

理にかかる収支状況を挙げると，以下のとおりである。 

 

 

 

（単位・円） 

(2）問題点 

ア 本施設の必要性 

市街地や公共施設周辺においてまとまった駐車場所を供給・確保することについては，

公共の必要性があるというべきところである。ただ，自転車駐車場と異なり，駐車場に

ついては，土地利用として相応の収益性が存し，民営駐車場の供給もあるところである。

収

入 

指定管理料 13,917,000 

光熱水費精算 △54,286 

修繕費精算 △7 

収入合計 13,862,707 

支

出 

人件費 10,770,874 

印刷消耗品費 768,840 

光熱水費 126,714 

消防設備点検費 547,250 

エレベーター保守費 441,000 

修繕費 499,993 

賠償責任保険 86,880 

その他経費 70,700 

支出合計 13,312,251 

収支差額 550,456 
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博多駅駐車場については，民営駐車場の供給が進み，周辺の駐車需要が充足してきたこ

とを踏まえ，平成２６年度末に廃止する予定となったとのことであるが，他の施設につ

いても，周辺の駐車場の需給環境等も注視しつつ，公の施設として保持することの必要

性については不断に検討されたい。 

イ 指定管理の必要性 

(ｱ) 本施設においては，先述の自転車駐車場と同様に，施設の性質上，利用の承認・制限

や利用料の徴収等に際して行政的な裁量・配慮等の余地が少なく，画一的な処理が中心

であり，また，施設そのものの維持・管理等が管理業務の中核を占めるため，指定管理

の必要性や効果を考えるにあたっては，やはり「経費節減・収益性向上」の観点が中心

となる。 

  この点，同じく一概に比較は困難であるところであるが，平成２４年度と指定管理導

入当初の平成１８年度を比較してみると，以下のとおりとなる。 

 

      ①Ｈ１８ ②Ｈ２４ ②－① ②／① 

博多駅 

８２台 

管理委託料（千円） 17,319 13,771 -3,541 0.80 

利用料収入（千円） 38,329 36,778 -1,551 0.96 

築港 

３６２台 

管理委託料（千円） 19,477 13,863 -5,614 0.71 

利用料収入（千円） 68,623 51,529 -17,094 0.75 

大橋 

１２０台 

管理委託料（千円） 16,396 13,944 -2,452 0.85 

利用料収入（千円） 26,701 23,764 -2,937 0.89 

川端地下 

３９１台 

管理委託料（千円） 30,656 27,697 -2,959 0.90 

利用料収入（千円） 178,413 165,202 -13,211 0.93 

  なお，別途自動二輪につき博多駅３０台，川端地下につき４０台 

   

この点，指定管理導入当初から比べると管理委託料について抑制傾向にあることがう

かがわれ，「経費節減」に関しては一定の効果が見受けられる。ただ，管理委託料の抑

制傾向ほどではないが，利用料収入も減少傾向にあり，これは民間駐車場の整備や周辺

環境等の変化等にも左右されるものであって一概に評価できないところであるが，利用

料収入の減少傾向については課題として挙げられる。 

また，指定管理導入以前においては，外郭団体への管理委託方式にて管理を行ってい

たが，利用の承認・制限等の権限行使の要素があるために，各施設に職員を配置してい

た。これが指定管理導入によって，利用の承認・制限等の権限の行使について指定管理

者に委譲することができることとなり，市自体の駐車場を担当する職員数を抑えること

ができ，その結果として人件費の抑制効果も大きいとのことである。 
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指定管理によらず管理委託による場合においても，利用の承認・制限等の権限行使の

ために市職員を専従させる必要があったのかは，そもそもの疑問もあるも，少なくとも

指定管理によって一定の効果が生じているとは評価できると考える。 

(ｲ) また，やはり先述の自転車駐車場と同様に，本施設は，施設の性質上，利用の承認・

制限や利用料の徴収等に際して行政的な裁量・配慮等の余地が少なく，画一的な処理が

中心であり，また，施設そのものの維持・管理等が管理業務の中核を占めるのであるか

ら，指定管理者の公募にあたって指定期間を短期間としつつ，選定手続を簡素化して，

実質的な「競争入札」とするということも考えられる。 

ウ 選定手続について 

(ｱ) 川端地下駐車場については，平成１８年度から現在まで指定管理者が非公募で選定さ

れている。 

  この点，担当課によれば，「同駐車場については，附置義務条例により下川端管理組合

が設置する駐車場と出入口・車路を共有する一体的な構造となっており，また，満空車

案内等の設備についても共通している。また，駐車場の事故・災害時には利用者の安全

誘導やビル内の他の施設の連携などの迅速な対応が必要である。これらの観点から，リ

バレインビル全体の管理者であり，上記付置義務駐車場の管理者でもある，博多リバレ

イン管理株式会社を非公募により指定管理者として選定することが必要である。」との

ことである。 

  確かに，リバレインビル全体の管理者であり，上記付置義務駐車場の管理者でもある，

博多リバレイン管理株式会社が本施設も併せて管理することによって，例えば，地下４

階の付置義務駐車場の管理人が本施設の管理をサポートする，設備等の点検・整備等を

一括して行うことができるなどの管理上のメリット，経費上のメリットが認められ，非

公募によることもやむを得ないものと考える。 

  ただ，平成２４年度の事業報告書に照らすと，川端地下駐車場においては，施設管理

運営補助，施設警備業務，駐車場清掃業務，設備保守点検業務について，委託料総額２

３７０万７８７２円にて再委託がなされており，指定管理料の約８５％が再委託料で占

められているところ，指定管理業務の大部分は実質的には外部委託によって実施されて

いるものと評価しうる実態にある。他の施設と異なり，非公募による場合には，競争性

の導入による「住民サービスの向上と経費節減・収益性向上効果」が働かないところで

あり，特に，指定管理料の妥当性や再委託の適正については，特に留意されたい。 

(ｲ) 選定委員会に関する要綱においては「委員会の会議は，これを公開する。」とされ，原

則的に公開されることが予定されている。その例外として，「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事項に関するもの

であるとき又は審査に関する事務等に係るものであって，会議を公開することにより，

当該会議の適正な運営に著しい支障が生じると認められるときはこの限りでない。」と

８－26



して，会議を非公開とできる旨が定められている。 

この点，直近の指定管理者選定のための選定委員会議事録について確認したが，「指

定管理候補者選定の概要，募集要項案，評価基準案」の協議等を議題とする，第１回目

については，「応募団体の非公開情報が含まれていることや，利害関係者の傍聴があり

ますと非公開情報を公開することになりますし，我々の真摯な意見も出しにくくなるこ

とがあると思われる。」として非公開とされている。 

しかし，ここでいう「応募団体の非公開情報」というのが具体的に一体何を想定して

いるのかにわかに理解しがたく，原則公開とされている委員会の審議を公開することに

よって委員の真摯な意見が出しにくくなるとも考えがたい。その他，審議に著しい支障

が生じるとの具体的おそれが存するとも考えがたく，原則通り会議については公開すべ

きものであったと考える。 

 

☞意見１４５ 

☆ 審議対象が募集要項，応募団体を審査するための選定基準等であっ

たとしても，選定委員会については，要綱の原則に従い，会議を公開

すべきものと考える。 

 

エ 指定管理料等について 

担当課によれば，修繕費については，１万円以上のもののみが精算の対象となるとの

運用であるとのことであるが，基本協定書・実施協定書の記載からはこの点明らかでな

く，はっきりと明示すべきである。なお，平成２４年度の大橋駐車場の事業報告書を見

ると，１万円未満の修繕費が精算の対象となる修繕費に計上されて処理されており，取

扱いに混乱が見られた。 

  また，同じく修繕費に関して，実施協定書においては，「修繕費の執行については，１

件あたり１０万円を超えない範囲で実施するものとする。ただし，やむを得ない事情に

より１０万円を超える場合は，市と協議を要する。」との規定があり，この規定に関し

て，担当課によれば，「１万円以上１０万円未満のものについては，市の負担で指定管

理者が実施する，１０万円以上のものについては市の負担で市が実施する（ただし，や

むを得ない場合は，市と協議の上で，指定管理者が実施する）との運用としている」と

のことであったが，平成２４年度の博多駅駐車場，大橋駐車場の事業報告書を見ると，

１０万円を超える修繕費が指定管理者の支出による修繕に複数計上されて処理されて

おり（支出内容としても，消火器の取替え，ゲートバー幕製作やサインの設置，料金表

示の横断幕の設置と，緊急性が特に高い修繕内容とも思われないものであった），やは

り取扱いに混乱が見られるところであった。 

  さらには，指定管理者が支出する修繕費については，原則として予め実施協定書にお
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いて定めた上限額の範囲内で執行することとされているとのことであったが，博多駅駐

車場においては，修繕費について当初の実施協定書における上限額の３０万円を超える

４２万９７００円が修繕費として計上されていた。結局，当初指定管理料及び修繕費の

上限額が増額変更されて処理された模様であるが，とすれば，この上限額の定めに特段

の機能は見出しがたいところである。 

 

☞指摘２６ 

★ 修繕費について，精算の対象とするか，しないかの範囲を設定する

のであれば，協定書等においてはっきりと明示した上で，その定めに

従った運用を徹底すべきである。 

 

  この点，総論でも述べたとおり，修繕の結果については性質上市に帰属するものであ

ることもあり，精算の対象とならない「修繕」を設けた場合（精算対象修繕費の下限額・

上限額など）には，必要な修繕が十分に実施されないということも懸念されるところで

ある。また，１件１万円以上という「１件」がどのような単位を指すものかについて解

釈の余地が生ずる点も問題があり，実際に上記のように混乱も生じていることもうかが

われる（１か所１万円未満の修繕であっても，１件としてまとめると１万円を超えてく

ることもありうる。）。 

そのため，修繕に要する費用については，上限金額，１件あたりの金額にかかわらず，

市の別途負担として精算がなされるのが望ましいと考える。また，この場合には，同じ

く総論において述べたとおり，預託金等として整理するのが望ましい。 

  一方で，光熱水費については，年度末に指定管理者からの事業報告書に基づき，予定

額を上回る支出があれば市から指定管理者に対して追加で支払われ，下回れば指定管理

者から市に対して返還される形で精算されることとなっている。 

しかし，自転車駐車場の項において述べたとおり，光熱水費の節減については，備品

代や修繕費等と異なり，精算を行わないことによって指定管理者が必要な支出に抑制的

になるとの懸念は少なく，精算を行うこと（特に，予定額を上回る支出が生じた場合に

市が支出を行うこと）が，むしろ指定管理者の経費節減や収益性向上へのインセンティ

ブを損なうものと考えられる。ついては，当初の指定管理料に含まれるものとして，精

算を行わないとの取扱いとすることを検討すべきである。なお，この場合，当初指定管

理料の算定にあっては，光熱水費の予定額について慎重に算定すべきことも同様である。 
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☞意見１４６ 

☆ 修繕費については，指定管理料と別立ての預託金等として整理して，

上限金額，１件あたりの金額にかかわらず，精算を行うのが望ましい

ものと考える。 

 

☞意見１４７ 

☆ 指定管理料の精算に関しては，備品代，修繕費等の限定的範囲に止

め，指定管理者に一定のリスクを負担させるとともに，「経費節減・収

益性向上」へのインセンティブを与えるべきである。 

 

オ 協定書等について 

  基本協定書第３１条第１項において，「指定管理者は，指定期間内において，指定管理

者の地位を辞退しようとするときは，管理を行わないこととなる日の６月以上前までに，

市に申し出なければならない。」との規定があるが，かかる条項が不相当であることは

総論において述べたとおりである。 

カ 事業報告書等について 

  福岡市営自転車駐車場の項目において述べたのと同様に，本施設についても，各基本

協定書において，所定の評価票により，自己評価を行い，事業報告書とともに市に提出

しなければならないとされていたが，やはりこの評価票が自己評価として有効に機能し

ているとは考えがたいとの印象を受けた。 

  一方で，特に，川端地下駐車場の事業報告書においては，種々の利用状況等に関する

データ及びその推移，利用者アンケート結果等が記載されている他，これらを踏まえた

「利用状況分析」が記載されており，指定管理者独自の工夫として評価できるものと感

じられた。 
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３ 藤崎バス乗継ターミナル 

 

単位：千円（端数切捨て） 

施設名 藤崎バス乗継ターミナル 施設数 1 

所在地 福岡市早良区百道 2 丁目 2 番 1 号 

担当部・課 管理部道路管理課 

根拠法令 
自動車ターミナル法、福岡市営バスターミナル条例、福岡市営バスター

ミナル条例施行規則 

施設の設置目的 

 

地下鉄を基幹としてバス輸送によりこれを補完する効率的な都市交通

体系を確立するため（条例に根拠目的記載なし） 

現在までの指定管理者 

管理者名 
指定期間 

（開始年月） 

公募（応募数）・

非公募 

藤崎バスターミナルＪＶ H18.4～H21.3 公募（1） 

藤崎バスターミナルＪＶ H21.4～H23.3 公募（1） 

藤崎バスターミナルＪＶ H24.4～H29.3 公募（2） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 27,479 27,382 20,420 20,420 

精算   0（755 円）  

精算後指定管理料 27,479 27,382 20,420  

市のその他の支出 28,733 23,330 21,790 22,354 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

37,599 37,261 36,807 37,651 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 バスターミナル使用料金 

自主事業の有無 無 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
 

自主事業の概要  

指定管理導入以前の管理方法 管理委託（㈶福岡市森と緑のまちづくり協会） 

備考 

早良市民センター及び交通局（市営地下鉄）との複合施設であるため、

共有となる設備の保守、清掃、電気代は市民局が一括して実施及び支

払いを行っており、道路下水道局は、バスターミナルに係る費用分につ

いて市民局に支払っている。 

 
（1） 現状 
ア 本施設の概要 
  本施設は、福岡市営地下鉄藤崎駅に直結するバスターミナルであり、その概要は以

下のとおりである。 
 

名称 市営藤崎バス乗継ターミナル 
建物構造 鉄筋コンクリート造 地下１階、地上４階建の１階部
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分（２階からは早良区市民センター、地下１階は市営

地下鉄） 
延床面積 1,103.41 ㎡   

施設 
停留場   ８バース（うち降車専用２バース） 
駐待機場所 ３バース 
付帯設備  案内所兼指令室 

供用開始

年月日 
昭和５６年１０月２４日 

   
  本施設は、地下鉄を基幹としてバス輸送によりこれを補完する効率的な都市交通体

系を確立するため、市内西南部地区との交通結節点である藤崎において地下鉄とのバ

ス・アンド・ライドを促進する目的で昭和５５年に都市計画決定され、設置されたも

のである。 
  なお、営業時間及びターミナル内見取り図は次のとおりである。 
   

区分 時間 
営業時間 ５：００～翌日１：００ 

運行管理時間 ７：００～２０：００ 
窓口案内時間 ９：００～２０：００ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 【藤崎バス乗継ターミナル内配置図】 
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イ 指定管理者 
  本施設については、平成１８年４月より、藤崎バスターミナルＪＶが指定管理を行

っている。藤崎バスターミナルＪＶは、共栄ロードサービス株式会社並びに太平ビル

サービス株式会社で構成する共同事業体であり、共栄ロードサービス株式会社が代表

者となっている。 
  なお、指定管理以前は、福岡市森と緑のまちづくり協会が管理をしていた。 
ウ 指定管理者の行う業務 
  指定管理者の業務は、福岡市営藤崎バス乗継ターミナル管理運営業務仕様書による

と、以下のとおりである。 
  ①バスの運行管理に関する業務 
   ・運行指令機器の操作及び管理 
   ・窓口案内等に関する業務 
   ・放送に関する業務 
   ・ターミナルの利用台数の報告に関する業務 
   ・ターミナルを利用するバス事業者との連絡調整 
  ②施設の維持管理に関する業務 
   ・建物、設備等の保守管理業務 
   ・警備保安業務 
  ③その他の業務 
   ・事業計画書及び収支予算書の作成 
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   ・事業報告書の作成 
   ・自己評価の実施 
   ・指定期間終了にあたっての引継業務 
   ・クレーム対応業務 
   ・その他の日常業務の調整 
  なお、使用許可、使用料金の徴収については、福岡市が行っている。 
 
（2） 問題点 
ア 本施設の必要性 
  本施設は、昭和５５年に、都市の発展、人口増を背景に旅客輸送力の強化、鉄道の

効果的活用など総合交通体系の確立を目指し、地下鉄１号線、２号線の整備、バス輸

送の再編によるバス・アンド・ライド方式の積極的な活用を促進するための乗継ター

ミナルの整備が計画された。また、当時、西南部の約１５万人といわれる通勤通学者

をバス・アンド・ライドで地下鉄に吸収する必要があったこと、都心からの距離・バ

スの利用客数・後背地の人口動向から藤崎駅が候補地となり、地域住民からの強い要

望も出されていたことから、現在地に計画されたものである。 
  福岡市は、公営バスを所持しておらず、民間事業者の自主性に委ねることだけでは、

総合交通体系の確立は促進されないことから、福岡市が主体となって、本施設を整備、

施設運営をしてきたものである。 
  このように、本施設においては、福岡市民の総合交通体系の確立、市民の利便性の

ために必要な施設であったと評価できよう。 
現在においても、本施設における平成２０年度から２４年度のバス使用台数・使用

料は下記のとおりであり、本施設は、福岡市西部地区を中心とした市民の利便性に役

立っていると思われる。なお、使用料は、バス事業者が支払っているのであり、平成

２４年度であれば、本施設に係る経費４２２０万９５２６円（精算後指定管理料２０

４１万９２４５円及び市のその他の支出２１７９万２８１円の合計）のうち、３６８

０万６７７５円を負担していることから、バス事業者の負担率はおよそ８７パーセン

トである。 
 

単位：円（料金）  
 発着台

数 
同料金 

（150 円） 
乗車又は降

車台数 
同料金 

（75 円） 
料金合計 

 
Ｈ20 年度 225,451 33,817,650 153,161 11,487,075 45,304,725 
Ｈ21 年度 226,017 33,902,550 146,475 10,985,625 44,888,175 
Ｈ22 年度 177,126 26,568,900 147,073 11,030,475 37,599,375 
Ｈ23 年度 176,725 26,508,750 148,567 11,142,525 37,651,275 
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Ｈ24 年度 173,898 26,084,700 142,961 10,722,075 36,806,775 
 
しかしながら、現在においては、本施設の乗り入れバスは西鉄バスのみであること、

福岡市営地下鉄七隈線が開業し、福岡市西地区の交通の便が高まっていること、利用

者のうちバスと地下鉄の乗り継ぎに利用する者は約４割であり、福岡市の当初目的の

ための利用は半分以下にとどまっているというような状況がある。 
このようにバスアンドライドを中心とする福岡市民の総合交通体系の確立という

当初の目的からすると本施設の必要性は、開設当時ほど高くはなく、今後施設のあり

方を検討していく必要はある。もっとも、現在、本施設が、藤崎駅付近の明治通りの

渋滞の緩和に資しているということに関する意義は大きいものである。仮に、本施設

がなく、明治通り沿いにバス停を設置した場合、車道上に両方面とも乗降バース分の

スペースが必要になり、かなりの交通流動の阻害が予測されるものである。道路の渋

滞緩和は、福岡市にとって大きな問題であり、本施設については、今後、このような

問題点も検討しつつ、本施設のあり方について十分に検討されたい。 
 

☞意見１４８ 
☆ 本施設のあり方については、施設の必要性、道路交通事情等も視野に入れつ

つ、十分に検討されたい。 
 
イ 指定管理の必要性及び効果 
  指定管理制度は、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、経費の削減等を図ることを目的とするものである。指定管理に

当たっては、「管理運営」の実体が伴っていなければならず、事実上単に施設の定型

的な管理業務を指定管理で行うことは望ましくなく、単年度の業務委託契約を行い、

毎年度競争入札で受託社を公募する方が実態に合うと思われる。 
  本施設の業務については、（１）のウで記載したとおり、主な業務はバスの運行管

理及び施設の維持管理であり、現在のところ、民間ノウハウの活用が十分に図れてい

ないものと思われる。 
  もっとも本施設については、売店やその他小規模なイベントスペース等が設置でき

るスペース及び可能性を残しているものであり、担当課としても、早良市民センター

との提携等も含めた更なる施設の有効活用を図りたいと考えているとのことである。

そうであるとすれば、まさに民間のノウハウを活用するような管理運営を行えるもの

であると思われる。 
 

☞意見１４９ 
☆ 今後、本施設については、更なる施設の有効活用を図り、民間ノウハウを活
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用すべきである。 
 
  なお、担当課によると、平成１８年度より指定管理制度を導入し経費削減を図って

きたが、平成２３年度の募集時よりはじめて２団体からの応募があり、競争原理が働

いたことにより指定管理料が大幅に減額をされていることから、経費削減の効果とい

う観点からも、指定管理の意義は大きいとのことである。 
ウ 協定書等について 
(ァ) 物品購入については、募集要項には記載があるものの、基本協定書、実施協定書

等に記載がない。募集要項によると、指定管理者との協議により、業務上必要な備品

は福岡市で購入し、それ以外の指定管理者が必要な備品については、指定管理者で購

入することとしているとのことである。なお、担当課によると、現指定管理者指定後、

業務上必要な備品を福岡市が購入したことはないということである。指定管理者が購

入したものについては、カメラ等があるとのことである。本施設については、業務上

必要な備品が少ないため、担当課がヒアリング等で現地を確認した際、あるいは指定

管理者からの報告により、必要な備品の購入について検討すれば足りるものであり、

このような取り決め自体は問題ないと思われる。 
  また、修繕費については、実施協定書により、平成２４年度の場合は、委託料のう

ち４２万１０００円を修繕費の上限と定めている。（第４条第３項）。また、実施協定

書により、「修繕費の執行については、１件あたり１０万円を超えない範囲で実施す

るものとする。ただし、やむを得ない事情により１０万円を超える場合は、市と協議

を要する。」との規定になっている。 
  なお、具体的には、福岡市と指定管理者との協議により、①１万円未満の修繕につ

いては消耗品費内で指定管理者が負担、②１万円以上１０万円未満の修繕については

市の負担で指定管理者が実施、（①、②につき、募集要項に記載。）③１０万円以上の

修繕費については市の負担で市が実施、④ただし、③の場合であっても緊急性が高い

修繕等、やむを得ない場合は市の負担で指定管理者が実施ということになっている。 
  修繕費については、精算制度が取られている。なお、今後については、修繕費を指

定管理料にふくめるのではなく、預託金等として整理するのが望ましいと考える。 
 

☞意見１５０ 
☆ 備品購入、修繕費等については、基本協定書等で明確に定めるべきである。 

 
   また、水光熱費についても、精算することとなっているが、指定管理者に水光熱

費の節減の更なる努力を求めつつ、一定のインセンティブを与える意味でも、精算

制度を取らない方法も検討されたい。 
 (ィ) 基本協定書において，「指定管理者は，指定期間内において，指定管理者の地位
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を辞退しようとするときは，管理を行わないこととなる日の６月以上前までに，市に申

し出なければならない。」との規定があるが，かかる条項が不相当であることは総論に

おいて述べたとおりである。 

 (ゥ) 本協定書にも添付されているリスク分担表について、これが不合理なものであ

り、むしろ様々な解釈の余地を与えて市と指定管理者との間の責任範囲・分担を不明

にし、混乱させるものであることは、総論において述べたとおりである。 
エ モニタリング等について 
  モニタリングについては、５月、９月、１２月に視察等による実地調査を行ってお

り、３月に調査票による実地調査を行っている。外部評価機関等はないが、本施設に

おいては、特に必要はないと思われる。 
  評価表については、個別評価、総合評価ともに５段階評価であり、すべての評価項

目において評価が３（総合評価においてはＣ）となっている。 
  担当課によると、協定書等に基づく業務の執行内容について、モニタリングの評価

項目に沿って、現地確認や聞き取り、報告書の内容等によりモニタリングを実施して

おり、その結果、各項目において、違反することなく問題なくできており標準的であ

ると判断した結果、すべての項目において、３の評価となったとのことである。 
  しかしながら、担当課が適正に評価したことについては、その通りであろうが、そ

もそもすべてが３になるような評価項目及び評価方法自体が適切ではなく、ヒアリン

グの効果が少ないというべきである。今後は、評価項目及び評価方法について、より

実効的なヒアリングを行うべく、工夫されたい。 
オ 選定手続について 

平成２４年度の選定委員会においては、現指定管理者を含めて２名の応募があった。 
選定委員会の構成員は、委員３名が外部委員、２名が福岡市役所職員である。 
なお、本選定委員会では、ヒアリングは行われていない。募集要項によると、必要

に応じてヒアリングを行うとされており、担当課によると、各委員が採点を行う上で

提案書の具体的な内容説明や補足説明等が必要と判断した場合に行うとのことであ

る。 
会議については、「道路下水道局が所管する公の施設に係る指定管理候補者選定委

員会に関する要綱」第７条第１項により、「委員会の会議は、これを公開とする。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

情報に該当する事項に関するものであるとき又は審査に関する事務等に係るもので

あって、会議を公開することにより、当該会議の適正な運営に著しい支障が生じると

認められるときはこの限りでない。」と定められている。 
  本委員会については、道路下水道局が所管する他の公の施設（駐車場、駐輪場）と

一緒に開催されており、第１回選定委員会においては、指定管理者の概要についての

説明と、募集要項、評価基準についての議論をしている。第１回選定委員会について
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は、「応募団体の非公開情報が含まれていることや、利害関係者の傍聴がありますと

非公開情報を公開することになりますし、我々の真摯な意見も出しにくくなることが

あると思われますので、非公開でよろしいでしょうか」との提案がなされており、委

員長等の選任より後は、非公開となっている。なお、担当課によると、これにより、

第２回選対委員会以降の非公開も定めている趣旨であるとのことである。 
  第２回選定委員会においては、全委員の採点した結果を元に、指定管理者を選定し

ており、特に議論はなされていないようである。 
しかし，募集要綱や応募団体を審査するための選定基準等を審議するからといって，

その審議を公開することによってその後の審議に著しい支障が生じるとの具体的おそれ

が存するとも考えがたい。ついては，原則通り会議については公開すべきものであった

と考える。 
 

☞意見１５１ 
☆ 選定委員会にあっては，要綱の原則に従い，会議を公開すべきものと

考える。 
 
カ 事業報告書等について 
  事業報告書等については、修理の状況、事故（利用者の体調不良等）等に対する対

応状況等についても丁寧に記載されており、分かりやすいものとなっている。 
  自己評価については、個別評価、総合評価ともに３（総合評価はＣ）となっている。

モニタリングの箇所で述べた通り、今後は、評価項目及び評価方法について、より実

効的な自己評価を行うべく、工夫されたい。 
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第９章 港湾局所管の施設 

 

１ 福岡市海浜公園 

 

単位：千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市海浜公園 施設数 2 

所在地 福岡市早良区百道浜二丁目他 

担当部・課 港湾振興部港営課 

根拠法令 福岡市海浜公園条例，同施行規則 

施設の設置目的 

博多港における良好な環境の整備を図るとともに，市民に海洋性レクリエ

ーションその他の憩い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。 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

マリゾン・博多港環境整備共同事業体 H18.4〜H21.3 公募（10） 

マリゾン・博多港環境整備共同事業体 H21.4〜H26.3 公募（2） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 174,300 174,300 174,300 174,300 

精算     

精算後指定管理料     

市のその他の支出 23,700 35,762 17,111 48,891 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

75,792 81,655 85,642 84,700 

利用料金の帰属先 指定管理者 利用料金の内容 
駐車場使用料，シャワー使

用料，制限行為・占用使用料 

自主事業の有無 有り 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
1,730 

自主事業の概要 集客イベントの実施，近隣イベントへのブース出店等 

指定管理導入以前の管理方法 管理委託（（財）福岡市港湾海浜管理センター） 

備考 

本施設は，シーサイドももち海浜公園とマリナタウン海浜公園からなって

いる。 

制限行為とは，福岡市海浜公園条例第 2 条第 1 項において，「行為の制

限」として定められている①物品を販売し，又は頒布すること，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，展示会，

講習会その他これらに類似する催しのために海浜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

をすることであり，これらの行為を行なうには市長の許可を要し（同条例同

条第 2 項），当該許可を受けた者は同条例第 5 条の 2 第 1 項第 1 号，別

表第 2 に定める利用料金を支払わなければならない。 

その他，本施設にかかる利用料金は，同条例第5条の 2，第9条において

定められている。 
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(1)  現状 

ア 施設の概要 

  福岡市海浜公園は，シーサイドももち海浜公園とマリナタウン海浜公園からなってい

る。各海浜公園の概要は次のとおりである。 

 

 シーサイドももち海浜公園 マリナタウン海浜公園 

敷 地 面 積 31.3ヘクタール 21.7ヘクタール 

施 設 内 容 中央プラザ（鉄骨鉄筋コンクリー

ト造），ビーチハウス，緑地，砂

浜，駐車場，屋外トイレ，突堤，

離岸堤，潜堤等 

緑地，砂浜，駐車場，屋外トイレ，

突堤，離岸堤，潜堤等 

供用開始年月日 平成元年 12月 1日 平成 2年 4月 1日 

 

イ 指定管理者の概要 

  マリゾン・博多湾環境整備共同事業体は，海浜公園内百道浜地区において，施設の設

置及び管理の許可を受けて，結婚式場や店舗等の営業を行っている株式会社マリゾンと，

港湾土木工事やアイランドシティなど、ウォーターフロントの開発工事に多くの実績を

有し，アオサの回収や海上清掃など，環境を守り育てる事業にも力を入れている博多湾

環境整備株式会社による共同事業体であり，平成１８年以来，本施設の管理を行ってい

る。同事業体は，本施設の管理以外に事業は行っていない。 

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，公募によりマリゾン・博多湾環境整備共

同事業体が選定され，２期目（平成２１年度から平成２５年度）は公募によりマリゾン・

博多湾環境整備共同事業体が選定されている。 

(ｲ) 指定管理者が行なう業務については，「福岡市海浜公園管理運営業務仕様書」におい

て次の通り定められている。 

  ① 管理運営業務 

  ② 施設・設備の維持管理業務 

  このうち，②に関しては，「福岡市海浜公園維持管理業務標準水準書」が定められ，

緑地管理業務，海浜地管理業務，トイレ清掃業務，ゴミ搬出業務，施設警備業務，駐車

場管理業務，中央プラザ管理業務，ビーチハウス管理業務，養浜整形業務，海藻撤去業

務，夏期対策業務，水質調査業務の別ごとに，内容，業務量，頻度等が定められている。

また，本施設は，クロマツ等数万本の植栽を有しているところ，植栽の管理詳細につい

ては「福岡市海浜公園植栽管理標準水準書」において、剪定，施肥，害虫防除，間伐，
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移植，薬剤注入等について頻度等が定められている。なお，緑地管理業務，トイレ清掃

業務，施設警備業務，駐車場管理業務，中央プラザ管理業務，夏期対策業務，水質調査

業務は，業者へ再委託されている。 

(ｳ) 本施設の入場者数は百道浜地区の概算で次のように推移している。なお，入場者数は，

百道浜地区エントランスに設置されたカウンター数の２分の１の数と，駐車場利用台数

に２を乗じた数との合計数となっている。 

 

平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 
平成 25年度 

（見込み） 

848,693人 852,986人 1,007,090人 1,095,230人 1,100,000人 

 

  「福岡市海浜公園管理運営業務仕様書」では，管理事務所業務（管理運営業務に含ま

れる。）として，市民やボランティア等との協働事業の推進が挙げられているところ，

姪友会「精霊流し・花火大会」（参加人数約１万人），福岡県ウォーキング協会「シティ

ウォーク」（同３５００人），ＮＰＯ法人マリゾンビーチスポーツクラブ「ビーチスポー

ツフェスタ２０１２」（同１０００人），ＦＢＳ福岡放送「全国高等学校クイズ選手権」

（同），福岡市スポーツ振興事業団「サンカップビーチバレー２０１２」（同），姪浜中

学校「姪浜中学校持久走・駅伝大会」（同）等，毎月事業・イベントへの協力がなされ

ており，これらの参加者が合計２万７０５０人となっている。 

 (ｴ) 本施設の利用料金は，指定管理者が収受し，指定管理者の収入とされている（基本

協定書第４条第１項）。 

  指定管理料については指定管理者の提出する年度資金計画書に基づき，毎月支払われ

ることとなっており（実施協定書第４条），平成２４年度は指定管理料が１億７４３０

万円で，毎月９００万円から２５００万円が支払われた。備品購入，備品の修繕費用も

指定管理料に含まれているが，精算は行われていない。 

  もっとも，３期目については，１０万円未満の修繕費については，指定管理料の中に

一定額（４２０万円。平成２１年度から平成２４年度実績の平均額。）が見込まれてお

り，毎年度事業終了後に精算し，余剰は市へ返納することとされ，不足が生じた場合の

追加支給はないとの取扱いに変更がなされているとのことである。 

  また，購入備品の取扱いについては定めがなかったが，３期目については，備品の所

有権は指定管理者に帰属するとの取扱いに変更されている。かかる取り扱いとした場合，

次期指定管理者へ引き継ぎがなされず新たに備品を購入することになるのではないか

との懸念があるが，担当課からは，募集要項において指定期間満了時に次期指定管理者

へ引き継ぐものとしているため，問題にならないと考えているとの説明があった。 

  収支の状況は次のとおりである。 
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  【収入】   

項 目 金 額 

利用料金収入 85,323,134 

自主事業収入 1,730,960 

指定管理料 174,300,000 

その他の収入 319,558 

合 計 261,673,652 

 

  【支出】   

項 目 金 額 

人件費 29,000,000 

事務費 5,477,905 

緑地管理費 31,095,750 

海浜地管理費 27,321,630 

トイレ清掃費 9,482,550 

ゴミ搬出費 8,472,975 

施設警備費 21,690,900 

駐車場管理費 52,744,789 

中央プラザ管理費 4,603,305 

ビーチハウス管理費 1,287,878 

養浜整形費 13,597,500 

海藻撤去費 3,912,720 

夏期対策費 13,295,363 

水質調査費 231,000 

施設補修・修繕費 3,584,120 

施設光熱水費 17,568,328 

その他 10,994,809 

自主事業費 3,217,488 

合 計 257,579,010 

 

  その他の収入の内訳は，スクラップ処理売上１０万６００円，サービス件売上差額２

１万３３００円，普通預金利息５６５８円である。 

  その他の支出には，中央プラザ駐車場整備工事費６８２万５０００円，百道浜西危険
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物除去費用８７万２５５０円，オイルフェンス設置撤去費用７０万１９７２円が含まれ

ている。これらは，指定管理者において必要性が高いと判断し，市の同意を得て指定管

理者の収益の中から実施することになったとのことである。 

(ｵ) 基本協定書第９条では，「管理運営業務に関するリスク分担は，別紙２「リスク分担

表」のとおりとする。」とされている。このリスク分担表については、総論で述べたと

おり，市と指定管理者との間の責任範囲・分担をかえって不明確にするおそれが高い。

本施設については，下の問題点としては取り上げていないが，当該「リスク分担表」は，

協定書に添付すべきではないと考える。 

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２０年７月８日及び同年９月２６日の計２回，委員会会議が開催されている。 

  議事録を確認したところ，本施設に関しては，選定委員会において指定管理者候補者

の選定がなされていた。  

  会議については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広報にお

いて公表されている。 

  応募資格について，選定委員が経営又は運営に直接関与している場合に応募が制限さ

れることとなっていたが，相応しい指定管理者の選定を優先すべきことからすれば，こ

の場合，指定管理者への応募を制限するのではなく，選定委員を選び直す方が妥当と思

われる。 

  なお，３期目の選定については，かかる応募資格の制限が撤廃されたとのことである。 

 

(2)  問題点 

ア 自主事業について 

  本施設の設置目的は,「博多港における良好な環境の整備を図るとともに，市民に海

洋性レクリエーションその他の憩い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」（福岡市海浜公園条例第１条）ことである。かかる設置目的か

らすると，現在自主事業として行われている集客イベント等は,本来事業にあたるよう

に思われる。特に，本施設については，自主事業による収入が，自主事業経費に満たな

いことから，指定管理者においてこれを積極的にやればやるほど経費がかさむこととな

り，好ましくないと思われる。 

  この点について担当課に確認したところ，平成２６年度からは集客業務を指定管理業

務に組み込み、その分指定管理料を１５０万円増としたとのことであったことから，本

監査において，意見は述べないこととした。 

 

イ 収支報告（事業報告書）について 
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  指定管理者の作成,提出した事業報告書には,収支計算書として,上述（現状,ウ 指定

管理の状況（ｴ））の通りの収支状況が記載されているところ,同収支計算書では,自主事

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

とまでは言えないし,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。 

  なお，この点については，担当課によると，平成２５年度より指定管理業務と自主事

業の収支をそれぞれ分けて記載するよう変更を行うこととしているとのことであるか

ら，意見としては取り上げないこととした。 

 

ウ 協定書について 

本施設の基本協定書においては，第３５条において「乙（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，甲（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 福岡市ヨットハーバー 

 

単位：千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市ヨットハーバー 施設数 1 

所在地 福岡市西区小戸３丁目 

担当部・課 港湾振興部港営課 

根拠法令 福岡市ヨットハーバー条例，同施行規則 

施設の設置目的 市民の海洋性スポーツの振興とあわせて海洋思想の普及を図ること 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

（特非）福岡セーリング協会 H18.4〜H21.3 公募（2） 

（特非）福岡セーリング協会 H21.4〜H26.3 公募（1） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 53,242 53,242 53,242 51,672 

精算     

精算後指定管理料     

市のその他の支出 22,488 4,331 11,999 35,048 

利用料金の合計額 

Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

72,526 72,525 73,061 69,386 

16,007 14,876 17,170 16,250 

利用料金の帰属先 
（上段）市 

（下段）指定管理者 
利用料金の内容 

艇置場，浮桟橋，事務室，保

管室，保管庫等使用料 

自主事業の有無 有り 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
3,810 

自主事業の概要 売店，自動販売機設置，小型船舶免許教室開催等 

指定管理導入以前の管理方法 管理委託（（財）福岡市港湾海浜管理センター） 

備考 

担当課によると，「海洋思想」とは，海に親しむ，海を大切にする思想との

ことである。 

市に帰属する利用料金の内容は，艇置場（常時利用），浮桟橋（常時利

用），事務室，保管室，保管庫の使用料である。 

指定管理者に帰属する利用料金の内容は，艇置場（一時利用），浮桟橋

（一時利用），給水施設，修理施設，シャワー，会議室，駐車場の利用料で

ある。 

なお，艇置場及び浮桟橋の常時利用とは，利用期間が16日以上1年以内

の利用をいい，同じく一時利用とは，利用期間が 15 日以内の利用をいう。 

各施設の利用にかかる料金は，福岡市ヨットハーバー条例第 7 条，別表

第 1，同条例第 16 条の 2，別表第 2 に定められている。 

 

(1)  現状 

ア 施設の概要 
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  福岡市ヨットハーバーは，昭和４９年に開催された高校総体を機に，海洋性スポーツ

の振興と海洋思想の普及を目的として開設され，昭和５０年度に供用が開始された。ク

ラブハウス（本館：鉄筋コンクリート造４階建），増設クラブハウス（別館：鉄骨造２

階建），常時利用浮桟橋（係留：１８８バース），一時利用浮桟橋（６１ｍ×３本），艇

置場（陸置：３５０区画），揚降施設（１基），修理ヤード，駐車場（２８９区画），緑

地，防波堤，護岸等を備えている。（後掲の管理区域図を参照されたい。） 

  管理事務所の開所時間は，４月１日から９月３０日までは午前９時３０分から午後６

時まで，１０月１日から翌年３月３１日までは午前９時から午後５時までである。ヨッ

トハーバーの休場日は１２月２９日から翌年１月３日までであり，市長が必要と認めた

ときは，これを変更し，また臨時に休場日を設けることがある。 

イ 指定管理者の概要 

  （特非）福岡セーリング協会は，セーリングスポーツの普及振興に関する活動を行い，

この活動を通して海への理解と関心を深めることにより，マリンスポーツの普及振興や

子どもの健全育成，環境の保全，国際協力に寄与することを目的として運営されるＮＰ

Ｏ法人である。 

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）は，公募により（特非）福岡セーリング協会

が選定され，２期目（平成２１年度から平成２５年度）は公募により（特非）福岡セー

リング協会が選定されている。 

  ２期目については，公募しながら応募団体が（特非）福岡セーリング協会しかなかっ

たという状況だが，この点について，担当課からは，ヨットハーバーの管理は専門性が

高く，また現状では民間団体参入を考えるほどの利益もないと判断され，応募がなかっ

たものと考えている旨の説明があった。 

(ｲ) 指定管理者が行なう業務については，「福岡市ヨットハーバー管理運営業務仕様書」

において次の通り定められている。 

  ① 管理運営業務 

  ② 施設・設備の維持管理業務 

  ③ 事業の実施 

  このうち，②に関して，屋外清掃業務（一部），屋内清掃業務，駐車場管理業務，設

備保守点検業務（消防設備，自家用電気工作物，揚降施設，受水槽清掃点検，浮桟橋の

吃水調整）と植栽管理業務が業者へ再委託されている。 

  なお，③に関し，「各種自主事業の企画，開催」が盛り込まれていたことから，その趣

旨を担当課に確認したところ，自主事業と本来事業の捉え方に誤解があったようである。

平成２５年度からは，これらを検討して，本来業務に入れるべきものはそのように整理

９－8



したとのことである。 

(ｳ) ヨットハーバーの利用状況は，浮桟橋１６５５隻（月平均１３８隻），艇置場１２７

９隻（月平均１０７隻）であり，浮桟橋の利用は収容可能定数の７割を超えているが，

艇置場は３割にとどまっている。ヨットハーバーの利用料金は，艇置場（一時利用）で

１隻１日につき５９０円，浮桟橋（一時利用）で１隻１日につき２０００円から４７０

０円（艇長によって異なる），揚降施設（揚艇又は降艇１回につき）８８２０円，シャ

ワー１回（３分間）につき１００円などとなっている。なお，艇置場及び浮桟橋の一時

利用とは，利用期間が１５日以内の利用をいう。 

  ヨット教室は，市民向け，少年少女向けなど３６回開催され，６４７人が参加してい

る。 

  また，全日本歯科学生ヨットレース，九州４７０−スナイプ選手権，Ｊ／２４全日本

選手権大会等の行事も７１回開催され，参加隻数が２００２，参加人員は１万２８０８

人であった。  

  利用者・見学者を合わせた延べ入場者数は，６万３４５０人である。 

(ｴ) 本施設の利用料金は，指定管理者が収受し，指定管理者の収入とされている（基本協

定書第４条第１項）。 

  指定管理料については指定管理者の提出する年度資金計画書に基づき，毎月支払われ

ることとなっており（実施協定書第４条），平成２４年度は指定管理料が５３２４万２

０００円であり，月に２４５万５０００円から７３３万３０００円が支払われている。

備品購入，備品の修繕費用も指定管理料に含まれているが，精算は行われていない。 

  もっとも，３期目については，１０万円未満の修繕費については，指定管理料の中に

一定額（２９０万円。平成２１年度から平成２４年度実績の平均額）が見込まれており，

毎年度事業終了後に精算し，余剰は市へ返納することとされ，不足が生じた場合の追加

支給はないとの取扱いに変更がなされているとのことである。 

  購入備品の取扱いについては定めがなかったが，３期目については，備品の所有権は

指定管理者に帰属するとの取扱いに変更されている。この点，次期指定管理者への引き

継ぎに際し問題とならないかとの懸念があるが，担当課に確認したところ，募集要項に

おいて指定期間満了時に次期指定管理者へ引き継ぐものとしているため，問題にはなら

ないとのことであった。 

(ｵ) 基本協定書第９条では，「管理運営業務に関するリスク分担は，別紙２「リスク分担

表」のとおりとする。」とされている。このリスク分担表については、総論で述べたと

おり，市と指定管理者との間の責任範囲・分担をかえって不明確にするおそれが高い。

本施設については，下の問題点としては取り上げていないが，当該「リスク分担表」は，

協定書に添付すべきではないと考える。 

エ 指定管理者選定手続き 
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  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２０年７月８日及び同年９月２６日の計２回，委員会会議が開催されている。 

  議事録を確認したところ，本施設に関しては，選定委員会において指定管理者候補者

の選定がなされていた。 

  会議については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広報にお

いて公表されている。 

  応募資格について，選定委員が経営又は運営に直接関与している場合に応募が制限さ

れることとなっていたが，相応しい指定管理者の選定を優先すべきことからすれば，こ

の場合，指定管理者への応募を制限するのではなく，選定委員を選び直す方が妥当と思

われる。 

  なお，３期目の選定については，かかる応募資格の制限が撤廃されたとのことである。 

 

(2)  問題点 

ア 本施設の必要性ないし指定管理の必要性について 

  本施設の必要性について，担当課からは次の説明があった。 

 

本施設は，「市民の海洋性スポーツの振興とあわせて海洋思想の普及を図ること」を

目的に設置された施設（福岡市ヨットハーバー条例第１条）であり，国際・国内大会な

ど，ヨット競技者の技術向上の場としての役割を果たすとともに，市民参加型のヨット

教室の開催により市民の親水性の向上を図るなど，公の施設としての役割を果たしてき

たとのことである。また，収益につながりにくい高校・大学の部活動（ディンギーヨッ

ト）に関する活動場所の提供や使用料の減免等の支援体制の確保を通して，競技人口の

増加に努めるなど，現状では，その役割を十分に果たし，その点に公の施設としての必

要性があると考えている。 

 

  しかし， 施設利用者の減による使用料収入の減少や施設の老朽化等による維持管理経

費の増加等で，年々財政収支が悪化していることから，平成２２年に実施された「福岡

市事業仕分け」では「民間運営が適当」との評価がなされている。また，平成２５年４

月に福岡市ヨットハーバー検討委員会が出した提言書では，施設の管理運営について，

「一括貸付」又は「貸付・売却併用方式」により民間事業者が管理する，福岡市ヨット

ハーバー条例を廃止し，公の施設から普通財産へ切り替えるといった提言も出されてい

る。 

  そこで，本施設のあり方に関し見直しをしないのか問うたところ，担当課からは，次

の回答を得た。 
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 ヨットハーバーについては将来的な財政収支悪化の懸念があったため，運営方法の改

善について検討を進めており，上記「福岡市事業仕分け」や提言書を踏まえ，より効率

的な管理運営を実現するために，今後は全市的な観点から検討を進めて行く。 

 その過程において，公の施設としての必要性や管理の必要性についても，市として方

針を固めていく予定である。 

 

  公の施設の必要性も，社会状況及びそれを取りまく環境とともに変化していく部分が

当然にあると思われる。市において，現在，本施設の必要性といった根本から方針を検

討中ということであり，本監査においては，特に意見を述べないこととする。 

 

イ 協定書について 

本施設の基本協定書においては，第３６条において「乙（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，甲（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 博多港国際ターミナル 

 

単位：千円（端数切捨て） 

施設名 博多港国際ターミナル 施設数 1 

所在地 福岡市博多区沖浜町１４番１号 

担当部・課 港湾振興部港営課 

根拠法令 博多港国際ターミナル条例，同施行規則 

施設の設置目的 
博多港における外国航路の旅客施設と海に親しむ市民への憩いの場を

提供するとともに，本市の国際化の促進に寄与すること。 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

博多港開発（株） H18.4〜H21.3 公募（4） 

博多港国際旅客ターミナル運営共同

事業体 
H21.4〜H26.3 公募（3） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 21,000 24,000 24,000 24,000 

精算     

精算後指定管理料     

市のその他の支出 11,601 7,444 12,621 18,778 

利用料金の合計額 

Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

165,957 144,873 156,164 159,761 

139,160 140,083 135,542 126,140 

利用料金の帰属先 
市（上段） 

指定管理者（下段） 
利用料金の内容 

市（国際ターミナル使用料） 

指定管理者（駐車場，ホー

ル，審査場等利用料金） 

自主事業の有無 有 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
356,675 

自主事業の概要 免税店，売店，第２駐車場等運営 

指定管理導入以前の管理方法 管理委託（博多港開発（株）） 

備考 

国際ターミナルの使用料は，6歳以上 12 歳未満の者は 1人 250円，12歳

以上の者は 1 人 500 円（博多港国際ターミナル条例第 10 条）であり，これ

が市の歳入となっている。指定管理者に帰属する利用料金についても，そ

の額は博多港国際ターミナル条例第 16条の 2，別表第 1及び別表第 2に

おいて定められている。 

 

(1)  現状 

ア 施設の概要 

  本施設は，平成５年度に供用が開始されており，鉄骨鉄筋コンクリート造４階建であ

る。敷地面積は１万６５３５㎡，建築面積は５６３１．４３㎡，延床面積は１万３２７
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５．９５㎡，駐車場面積は４０９０㎡となっている。 

  施設内容は次のようになっている。 

  １階： エントランスホール，チェックインカウンター，事務室，手荷物取扱所，喫

茶室，警察官詰所，外貨両替所，設備機器室，待合室 

  ２階： 出入国管理，検疫，待合所，出発ロビー，免税店，売店，コインロッカー，

喫煙所，マッサージルーム 

  ３階： ターミナルホール，会議室，特別応接室，レストラン，事務室 

  ４階： 電気室，機械室 

  屋外： 展望デッキ，駐車場，多目的広場等 

  博多港国際ターミナルでは，ＪＲ九州高速船（株）の「ビートル」，カメリアライン

（株）の「ニューかめりあ」，未来高速（株）の「コビー」が毎日運行，（株）大亜高速

海運の「ドリーム」が週５日運行している。また不定期で，「レジェンド・オブ・ザ・

シーズ」，「にっぽん丸」，「ふじ丸」，「飛鳥Ⅱ」，「ぱしふぃっくびいなす」，「ボイジャー・

オブ・ザ・シーズ」といったクルーズ客船も寄港している。 

  施設の利用状況は，平成２４年度６９万３３７４人，船舶出港数は２０４７，同入港

数は２０７９となっている。 

イ 指定管理者の概要 

  博多釜山間を結ぶ「ビートル」を運営する「ＪＲ九州高速船（株）」と，「ニューかめ

りあ」を運営する「カメリアライン（株）」との共同事業体である。 

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）は，公募により博多港開発株式会社が選定さ

れ，２期目（平成２１年度から平成２５年度）は，公募により博多港国際旅客ターミナ

ル運営共同事業体が選定されている。 

(ｲ) 指定管理者が行なう業務については，「博多港国際ターミナル指定管理業務仕様書」

に定められており，指定管理業務は次のとおりである。 

  ・ 施設の利用関連業務 

  ・ 設備機器運転業務及び保守管理業務 

  ・ 警備保安業務 

  ・ 清掃業務 

  ・ 環境衛生管理業務 

  ・ 使用料及び利用料金の収納事務 

  ・ 施設及び設備の補修・修繕及び改修業務 

  ・ その他市と指定管理者の協議により予算の範囲内で指定管理業務に含める業務 

  設備機器保守や清掃業務，警備保安業務等，業務の一部は業者へ再委託されている。 
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(ｳ) 指定管理料２４００万円については，４半期終了ごとに６００万円ずつ支払うとされ

ている（実施協定書第４条，第５条）。平成２２年度に２１００万円だった指定管理料

が，平成２３年度から２４００万円に増額されたのは，駐車場等の増設に伴い管理区域

が広がったためとのことである。もっとも，３期目の募集においては，利用料金収入と

管理経費等を再設計し，上限が２１００万円に設定されている。 

  １件１０万円以上の修繕や改修にかかる費用については，１２６３万円を限度とし，

指定管理者が実施した修繕等の事業費に応じて支払うこととなっており，指定管理者は，

４半期ごとに実績報告書を提出して請求する（基本協定書第３２条，実施協定書第６条，

第７条）。その際，指定管理者は５パーセントを諸経費として請求できることになって

いる（実施協定書第７条第３項）。１０万円未満のものについては指定管理者の負担と

なる。 

  なお，３期目（平成２６年度から平成３１年度）については，１０万円未満の修繕費

については，指定管理料の中に一定額（５５０万円。平成２１年度から平成２４年度実

績の平均額）が見込まれており，毎年度事業終了後に精算し，余剰は市へ返納すること

とされているが，不足が生じた場合の追加支給はないとの取扱いに変更がなされている。 

  購入備品については，基本協定書第２０条で，市の所有に帰属するとされているが，

３期目については，備品の所有権は指定管理者に帰属するとの取扱いに変更されている。

次期指定者への引き継ぎに際し問題とならないかとの懸念があるが，担当課によると，

募集要項において指定期間満了時に次期指定管理者へ引き継ぐものとしており，問題に

はならないと考えているとのことであった。 

(ｴ) 事業報告書は，簡潔かつ分かりやすくまとめられているという印象であった。 

  指定管理事業については営業損益１９３９万円（対予算プラス１４６５万１０００円），

自主事業については営業損益５８６万８０００円（対予算マイナス２３５３万２０００

円）であり，指定管理事業と自主事業を合わせた利益は合計２５２５万８０００円（対

予算マイナス８８８万１０００円）となっている。指定管理事業の営業損益は，経費削

減に努めた結果と思われる。水光熱費が予算から５５４万４０００円減，空調機保守委

託費が予算から１１９万７０００円減，清掃・環境衛生管理委託費が予算から１１９万

４０００円減となっていた。 

  また，担当課によると，指定管理者は，毎年度調査員を入れてのサービス調査（整理・

整頓・清掃・清潔，販売応対，改札応対，電話応対）を行っているとのことである。平

成２２年度に行われた調査の報告書を確認したが，客観的資料として非常に参考になる

と感じた。 

(ｵ) 基本協定書第１２条では，「指定管理業務に関するリスク分担は，別紙リスク分担表

のとおりとする。」とされている。このリスク分担表については、総論で述べたとおり，

市と指定管理者との間の責任範囲・分担をかえって不明確にするおそれが高い。本施設
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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２０年９月２５日から同年１２月１９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広報にお

いて公表されている。 

  応募資格について，選定委員が経営又は運営に直接関与している場合に応募が制限さ

れることとなっていたが，相応しい指定管理者の選定を優先すべきことからすれば，こ

の場合，指定管理者への応募を制限するのではなく，選定委員を選び直す方が妥当と思

われる。 

  なお，３期目の選定については，かかる応募資格の制限が撤廃されたとのことである。 

 

(2)  問題点 

ア 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，担当課によると，第１回委員会冒頭にお

いて，会議の公開・非公開につき協議がなされたとのことであるが，議事録を確認した

限りでは，いかなる協議がなされたか明らかではなく，また，いかなる理由で非公開と

されたかが分からなかった。 

  「港湾局所管施設に係る指定管理者選定委員会に関する要綱」では，第５条第１項に

おいて，「委員会の会議は，これを公開する。ただし，その会議の内容が，福岡市情報

公開条例第７条に規定する非公開情報に該当する事項に関するものであるときであっ

て，会議を公開することにより，当該会議の適正な運営に著しい支障が生じると認めら

れるときはこの限りでない。」とされており，同条第３項では，「会議の公開又は非公開

については，委員会の会議の冒頭において決定するものとする。この場合において，会

議を非公開としたときは，その理由を明らかにしなければならない。」とされている。 

  かかる定めからすれば，会議を非公開にするにあたっては，その必要性について十分

に検討がなされるべきであるし，非公開とする場合も，会議すべてを非公開とするので

はなく，非公開とする必要のある部分についてのみとすべきである。また，非公開とな

った場合には，その理由が議事録上も明らかとされるべきと考える。 

 

☞意見１５２ 

☆ 指定管理者選定委員会は公開が原則である。非公開にする場合は、

その必要性，非公開とする範囲について，検討がなされるべきである

し，非公開とした場合は，その理由について議事録上明らかとすべき
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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３８条において「乙（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，甲（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 博多港港湾施設 

 

単位：千円（端数切捨て） 

施設名 博多港港湾施設 施設数 1 

所在地 福岡市東区（アイランドシティ）から同中央区（荒津）までの港湾区域 

担当部・課 港湾振興部港営課 

根拠法令 博多港港湾施設管理条例，同施行規則 

施設の設置目的 
一般公衆の利用に供する公共の港湾施設を整備することにより，博多港

の振興に寄与すること。 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

博多港ふ頭（株） H18.4〜H21.3 非公募 

博多港ふ頭（株） H21.4〜H26.3 非公募 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 439,080 468,507 476,929 594,448 

精算 △236 △266 △215  

精算後指定管理料 438,843 468,241 476,714  

市のその他の支出     

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

2,235,827 2,253,357 2,341,412 2,285,197 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 
岸壁使用料，給水施設使用

料，浮桟橋使用料等 

自主事業の有無 無 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
 

自主事業の概要  

指定管理導入以前の管理方法 管理委託（博多港ふ頭（株）） 

備考 

「当初指定管理料」は，実施協定書において「限度として払うものとする」と

されていた額である。年度末において，指定管理者に支払われていた額

は 4 億 7325 万 3039 円であったのに対し，指定管理者の執行額は 4 億

7671万4295円であったことから，市より差額346万1256円が追加支払い

されている。「精算△215」との記載は，指定管理者から市への指定管理

料の返金を意味するものではなく，実際に支払われた指定管理料は，当

初指定管理料よりも 21 万 5000 円少なかったということになる。 

本施設に対する市からのその他の支出はあるものの，アイランドシティか

ら荒津までの港湾区域には，本指定管理対象施設と対象外施設が混在し

ているため，これらの維持管理経費につき，本施設該当分を算出すること

が事実上困難とのことで、上記「市のその他の支出」欄には記載をしてい

ない。 

利用料金としては，上記「利用料金の内容」に記載した他にも，可動橋使

用料，けい船くい使用料，入港料，上屋使用料，荷さばき地使用料，荷役

機械使用料，野積場使用料，事務室使用料，電気設備使用料，港湾用地

使用料が含まれている。 

各施設の利用にかかる料金は，博多港港湾施設管理条例第9条，別表第

1 に定められている。 
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 (1)  現状 

ア 施設の概要 

  本指定管理の対象施設は，福岡市東区（アイランドシティ）から同中央区（荒津）ま

での港湾区域中，水域，国有岸壁，国有海浜，臨港交通施設，特定埠頭運営事業施設（ア

イランドシティ及び香椎パークポートのコンテナターミナル），国際ターミナルを除い

た港湾施設である。広範囲にわたって広がる規模の大きな施設と言える。全体像につい

ては，後掲の別表を参照されたい。 

  なお，水域，国有岸壁，国所有の施設は指定管理業務の範囲とすることができないた

め，本市港湾区域においても，水域，国有岸壁，国有海浜については，博多港ふ頭（株）

に業務委託をしている。また，臨港道路は，一般市民が利用するいわゆる「道路」であ

り，これを指定管理させることの相当性について市内部でも議論があったことから，指

定管理業務の範囲外とし，博多港ふ頭（株）に管理を業務委託している。さらに，特定

埠頭運営事業施設は博多港ふ頭（株）に貸付け，同社による管理運営がなされている。

したがって，港湾区域はその全域にわたって，博多港ふ頭（株）が管理に携わっている

ことになる。 

イ 指定管理者の概要 

  博多港ふ頭（株）は，博多港の発展を見据え，「管理型の港湾運営から，経営型港湾

運営へ」をコンセプトに，平成５年に第三セクターとして設立された。福岡市の出資

額は，３億５７００万円である。本施設の管理以外の事業として，港湾施設の維持修繕

業務，自社施設運営事業，公共施設運営事業（港湾法による特定埠頭運営事業。すなわ

ちアイランドシティ及び香椎パークポートにおけるコンテナターミナル運営事業）を行

っている。設立以降，本施設の管理・運営につき管理委託されてきている。 

  ６名の福岡市の元職員が従業員として働いている他，現福岡市港湾局長が取締役とな

っている。 

  なお，博多港ふ頭（株）については，平成２０年度の第２次外郭団体改革実行計画に

おいて，「さらなる経営努力を行なう団体」とされている。 

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２０年度），２期目（平成２１年度から平成２５年度）

共に，非公募により博多港ふ頭（株）が選定されている。 

(ｲ) 指定管理者が行なう業務については，「博多港港湾施設指定管理業務仕様書」におい

て運営業務と維持管理業務の別に定められている。 

  運営業務とは，施設の利用関連業務（ふ頭サービス情報業務，施設案内業務，利用促

進業務，利用許可等に関する業務，利用の規制に関する業務等），使用料等の収納業務，

使用料未納者への督促等補助業務，岸壁利用者に対する役務の提供等である。 
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  維持管理業務とは，本施設の維持管理に関する業務であり，博多港国際ＶＨＦ無線電

話通信業務及び船舶見張り業務，港湾監視レーダーシステム等賃貸借業務，風向風速計

通信業務，清掃業務等多岐にわたっており，個々の業務内容についてはそれぞれ特記仕

様書ないし設計書の定めがある。 

  清掃業務や消防設備保守点検業務等，業務の一部は業者へ再委託されている。 

(ｳ) 指定管理料については，４億７６９２万９９５０円を限度として払うとされており

（実施協定書第５条第１項），その内訳は次のとおりである（同条第２項，別紙５）。 

 

区分 内訳 指定管理料 

基本施設 

管理運営経費 

人件費 48,231,000 

事業費 管理事業費Ａ 116,661,000 

管理事業費Ｂ 50,455,000 

計 167,116,000 

諸経費 4,934,000 

消費税 11,014,050 

小計 231,295,050 

機能施設 

管理運営経費 

人件費 19,728,000 

事業費 管理事業費Ａ 40,772,000 

管理事業費Ｂ 164,240,000 

計 205,012,000 

諸経費 9,198,000 

消費税 11,696,000 

小計 245,634,900 

合計 476,929,950 

 

  指定管理料は，指定管理者が毎月資金計画書を提出し，その請求により概算払いで毎

月払われることになっている。平成２４年度については，毎月５１２万２３３０円から

３３４１万５３４１円が支払われていた。 

  指定管理料は，人件費及び管理事業費Ａを除いて精算するものとされており（実施協

定書第７条第２項），精算は年度末に行われている。 

  事業費の区分は次のとおりである（実施協定書第７条第２項なお書，別紙６）。管理

事業Ａとは，年度当初に年間契約による再委託を行なうなど業務費のある程度予測がつ

く事業であり，管理事業費Ｂは，再委託初年度で実績がない事業や，修繕など業務費が

予測しにくく，場合によっては精算が必要な事業とのことである。会計に関しては，市
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が「一般会計（一般）」と「港湾整備事業特別会計（特会）」の２つの会計区分より指定

管理料を支払っているとのことである。 

 

区分 業務内容 

精

算

対

象

外 

管

理

事

業

Ａ 

一

般 

船舶見張り業務，港湾監視レーダーシステム等賃貸借業務，風向風速計通

信業務，香椎パークポート・アイランドシティ地区岸壁清掃業務（機械・

人力），岸壁等清掃業務（機械），港湾施設使用料及び手数料並びに入港料

の収納事務，港湾施設使用料督促等補助業務，岸壁立会業務，岸壁給水業

務，博多港国際ＶＨＦ無線電話通信業務，国際ＶＨＦ無線機電話装置賃貸

借業務，2.8tポスト型クレーン点検業務，港湾施設警備業務，無線局無線

設備保守点検業務，標識灯管理業務，アイランドシティ外周緑地広場清掃

業務，電気保安管理業務（博多ポートタワー），博多ポートタワーライト

アップ装置保守点検業務，博多ポートタワー中光度航空障害灯装置保守点

検業務，博多ポートタワーエレベータ保守点検業務，博多ポートタワー・

博多港ベイサイドミュージアム消防用設備保守点検業務，博多ポートタワ

ー施設管理業務 

特

会 

電気保安管理業務，電気設備巡視点検業務，博多ふ頭第２ターミナル清掃

業務，中央ふ頭クルーズターミナル清掃業務，上屋附帯便所等清掃業務，

博多ふ頭第２ターミナルエレベータ保守点検業務，シャッター保守点検業

務，港湾施設警備業務，消防用設備保守点検業務，香椎パークポート植栽

管理業務 

精

算

対

象 

管

理

事

業

Ｂ 

一

般 

レーダー消耗品，可動橋修理，臨港地区内防舷材整備業務，給水スタンド

等，標識灯修理，標識灯・灯浮標設置業務，照明設備修理等，みなと１０

０年公園緑地管理運営業務（設備点検・維持管理，植栽管理，公園清掃，

ゴミ収集運搬），みなと１００年公園緑地内便所清掃業務，みなと１００

年公園駐車場自動改札機保守管理業務，みなと１００年公園駐車場案内整

理業務，みなと１００年公園・アイランドシティ外周緑地夜間巡回警備業

務，アイランドシティ外周緑地維持管理業務（維持管理，植栽管理），ア

イランドシティ外周緑地内便所清掃業務，博多ポートタワー照明灯等取替

業務，博多ポートタワー白蟻駆除業務，博多ポートタワー室内壁面修繕業

務，博多ふ頭東岸壁電気防食設備点検業務，岸壁照明灯ほか改修業務 

特

会 

上屋等修繕業務（電気設備修理，シャッターその他修理，上屋屋根塗装修

繕），建築物定期点検業務，博多港建物維持管理業務，上屋消防設備改修

業務，電力量計取替業務，アンローダ計画修理業務，既存ふ頭野積場補修
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業務，立体車両野積場補修業務，中央ふ頭クルーズターミナル清掃業務（臨

時清掃），中央ふ頭野積場補修業務，香椎パークポート野積場補修 

 

  諸経費とは，人件費と管理事業費Ｂの５パーセントであり，これが指定管理者の利益

部分となっているとのことである。 

 (ｴ) 基本協定書第８条では，「管理運営業務に関するリスク分担は，別紙１「リスク分担

表」のとおりとする。」とされている。このリスク分担表については、総論で述べたと

おり，市と指定管理者との間の責任範囲・分担をかえって不明確にするおそれが高い。

本施設については，下の問題点としては取り上げていないが，当該「リスク分担表」は，

協定書に添付すべきではないと考える。 

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２０年９月２５日に博多港ふ頭（株）から提出された指定管理者申請書類の内容審

査が行われている。 

  会議については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広報にお

いて公表されている。 

 

(2)  問題点 

ア 指定管理の必要性について 

(ｱ) 本施設は，指定管理制度導入以前は，管理委託で博多港ふ頭（株）による管理運営が

行われていた。当時，港湾施設の管理委託は全国的にも珍しかったが，平成６年度当初

の香椎パークポートコンテナターミナルの供用開始に伴い，香椎パークポートコンテナ

ターミナル及び箱崎ふ頭コンテナターミナル等の管理運営委託後，港湾施設の管理運営

に関するノウハウの蓄積が認められたことから，効率的な港湾施設の管理運営を行なう

ことにより経費節減を図るとともに，博多港のサービス水準向上を図り博多港の発展に

資するため，平成８年度から全ふ頭の管理運営業務委託を導入したとのことである。担

当課からは，博多港ふ頭（株）への管理委託により，２４時間３６５日の港湾サービス

の提供，ふ頭事務所廃止による職員の減員，岸壁や上屋など複数の港湾施設を一元的に

管理することによる利用者の利便性確保といった効果があったとの説明があった。 

  指定管理制度については，平成１５年の地方自治法改正によりそれまでの管理委託制

度が廃止されたために採用されたものであり，指定管理を導入したことによる新たな効

果というものはないようである。 

(ｲ) ところで，本施設の指定業務は，「港湾施設」の管理という点での特殊性はあるとし

ても，上述した業務からして，まさに「施設の管理」である。指定管理者選定委員会に

おける，担当課からの「企画業務は港営課が行い，実務的な部分は全て博多港ふ頭（株）
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にお願いしている」旨の説明からも分かるように，本施設に関する博多港ふ頭（株）の

業務は，特に指定管理制度をとらずとも，業務委託で良いように思われるところである。 

  また，指定管理制度の目的には「経費節減」が挙げられるが,本施設については下に述

べる通り,指定管理者には経費削減のモチベーションが生じる余地がないと思われると

ころである。 

  さらに，港湾区域に，市の施設（公の施設）と，国の所有する施設があることから，

指定管理制度の対象となっている施設と業務委託で管理されている施設が混在する状

況となっており，そのため，本指定管理対象施設について，市が結局どれだけの支出を

しているかを把握することもできない。 

  むしろ，本施設については業務委託とすることによって，対象施設や対象区域毎に費

用等を把握し，場合によっては，一部施設について博多港ふ頭（株）の管理から外し他

の民間業者に任せた方が（再委託ではなく市からの直接の委託とする等），経費節減や

効率的な管理運営につながる可能性もあるところである。 

  そこで，本施設については，指定管理とする必要性，相当性について，再度検討する

よう求めることとした。 

  なお，担当課によると，緑地については指定管理対象施設から外し,業務委託とするこ

とを既に検討しているとのことである。 

 

☞意見１５３ 

☆ 本施設の指定業務内容からすれば，特に指定管理制度をとるべき必

要性があるとは思われない。現在の精算の仕方などは指定管理制度に

そぐわないし，むしろ本施設については業務委託とすることによって，

対象施設や対象区域毎に費用等を把握し，場合によっては，一部施設

について他の民間業者に任せた方が，経費節減や効率的な管理運営に

つながる可能性があると考えられる。そこで，本施設については，指

定管理とする必要性，相当性について，再度検討すべきである。  

 

イ 指定管理料の取り扱いについて 

  本施設については，人件費及び管理事業費Ａについては精算を行わないものとされて

おり，かかる取り扱いは，本来であれば，指定管理者に経費節減の意欲を生じさせるも

のとなる。 

  しかし，毎月提出されている資金計画書及び年度末に提出されている指定管理業務完

了届からすると，人件費も管理事業費Ａも、指定管理料（委託料）と全く同額の執行が

なされたとの報告がなされており，「精算を行わない」との取り扱い自体は，経費節減

に全くつながっていない状況である。 
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  むしろ，人件費については，執行額の５％を諸経費（利益）として請求できることと

なっていることから，指定管理者にとって，人件費を削減するといったモチベーション

が弱まることも懸念される。 

  そもそも，本施設の管理については，上で問題提起したように指定管理制度をとるこ

との適切性に疑問があるところであり，指定管理制度をとるのであれば、現在の諸経費

の支払い方を含め，指定管理者に経費節減等の意欲が生じるよう指定管理料の取り扱い

を検討し，見直すべきであるし，業務委託による管理をするのであれば，管理対象施設

や対象区域毎に管理費用等を把握し，経費節減も図れる適切な委託料を検討すべきであ

ろう。 

  そこで，本施設については管理の在り方を検討した上で，管理方法に則した指定管理

料（委託料）の取り扱いを行うようにすべきである。 

 

☞意見１５４ 

☆ 人件費については精算を行わず，人件費執行額の５％を諸経費とし

て請求できるとする取り扱いは，指定管理者にとって経費節減の意欲

をもたらすものか疑問である。もっとも，指定管理料ないし委託料の

取り扱いは，当該施設管理の在り方によって変わるところであるから，

本施設についてはその在り方を見直した上で，管理方法に則した指定

管理料ないし委託料の支払い方を検討すべきである。 

 

  なお，資金計画書及び指定管理業務完了届によれば，人件費及び管理事業費Ａの委託

料受領額（当月までに支払われた委託料の累計額である。委託料は，毎月，指定管理者

の資金計画に基づき請求された額が支払われている。）と執行済額（当月までに執行さ

れた額の累計額である。）は次の通りとなり，各月において完全に一致する。不自然に

も思われるところであるが，担当課では，指定管理者からの「執行した」との報告をも

って，報告額が執行されたと認識しているとのことであった。 

 

 基本施設管理運営経費 機能施設管理運営経費 

人件費 管理事業費Ａ 人件費 管理事業費Ａ 

委託契約額 50,642,550 122,494,050 20,714,400 42,810,600 

4月 
委託料受領額 3,069,150 9,695,700 1,254,750 2,370,165 

執行済額 3,069,150 9,695,700 1,254,750 2,370,165 

5月 
委託料受領額 6,138,300 19,391,400 2,509,500 4,740,330 

執行済額 6,138,300 19,391,400 2,509,500 4,740,330 
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6月 
委託料受領額 9,207,450 29,087,100 3,764,250 7,110,495 

執行済額 9,207,450 29,087,100 3,764,250 7,110,495 

7月 
委託料受領額 19,181,400 38,782,800 7,841,400 9,629,760 

執行済額 19,181,400 38,782,800 7,841,400 9,629,760 

8月 
委託料受領額 22,250,550 48,478,500 9,096,150 11,999,925 

執行済額 22,250,550 48,478,500 9,096,150 11,999,925 

9月 
委託料受領額 25,319,700 61,200,300 10,350,900 21,377,790 

執行済額 25,319,700 61,200,300 10,350,900 21,377,790 

10月 
委託料受領額 28,388,850 70,896,000 11,605,650 23,898,105 

執行済額 28,388,850 70,896,000 11,605,650 23,898,105 

11月 
委託料受領額 31,458,000 80,591,700 12,860,400 26,268,270 

執行済額 31,458,000 80,591,700 12,860,400 26,268,270 

12月 
委託料受領額 41,431,950 90,287,400 16,937,550 28,638,435 

執行済額 41,431,950 90,287,400 16,937,550 28,638,435 

1月 
委託料受領額 44,501,100 99,983,100 18,192,300 31,008,600 

執行済額 44,501,100 99,983,100 18,192,300 31,008,600 

2月 
委託料受領額 47,570,250 109,678,800 19,447,050 33,378,765 

執行済額 47,570,250 109,678,800 19,447,050 33,378,765 

3月 
委託料受領額 50,642,550 122,494,050 20,714,400 42,810,600 

執行済額 50,642,550 122,494,050 20,714,400 42,810,600 

 

ウ 協定書について 

本施設の基本協定書においては，第２８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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第１０章 消防局所管の施設 

 

１ 福岡市民防災センター 

 

単位：千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市民防災センター 施設数 1 

所在地 福岡市早良区百道浜１丁目３番３号 

担当部・課 予防部予防課 

根拠法令 福岡市民防災センター条例，同施行規則 

施設の設置目的 

防災に関する知識及び技術の普及向上並びに防災意識の高揚を図るこ

とにより，安全で災害に強い都市づくりを推進し，もって市民福祉の増進に

資すること。 

現在までの指定管理者 

管理者名 指定期間 
公募（応募数）・

非公募 

（財）福岡市防災協会 H18.4〜H21.3 非公募 

（財）福岡市防災協会 H21.4〜H24.3 非公募 

（公財）福岡市防災協会 H24.4〜H27.3 非公募 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 254,120 169,117 165,159 160,840 

精算 △11,689 △13,621 △11,907  

精算後指定管理料 242,430 155,495 153,251  

市のその他の支出 0 82,846 84,584 81,870 

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

58,571 54,849 57,438 60,290 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 法定講習手数料 

自主事業の有無 有 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
27,029 

自主事業の概要 
講習事業（事業所防災講習，防災センタ－実技講習等），防災用品等販売

事業等 

指定管理導入以前の管理方法 管理委託（（財）福岡市防災協会） 

備考 

財団法人福岡市防災協会は，平成 25年 4月より公益財団法人となってい

る。 

平成 23 年度に指定管理料が大きく減っているのは，市の派遣職員 12 名

の人件費が，市から直接支給となったことによる。（派遣職員の人件費に

ついては「市のその他の支出」として記載した。） 

自主事業として行われている講習事業には，他に（財）日本消防設備安全

センターから委託を受けて行っている各種講習がある。 

 

(1)  現状 

ア 施設の概要 

  福岡市民防災センターは，平成３年度に設置され，平成１１年度には市民防災センタ

10－1



ー講習棟も設置された。 

  敷地面積は３０００㎡であり，福岡市民防災センターは鉄骨鉄筋コンクリート造地上

３階建て，延床面積２３７３㎡，市民防災センター講習棟は鉄筋コンクリート造地上３

階建て，延床面積３０９．４４㎡となっている。 

  ガイダンスシアターの他，強風体験，地震体験，消火体験，火災体験などができる設

備を備えている。 

イ 指定管理者の概要 

  （財）福岡市防災協会（現在は，公益財団法人となっている。）は，災害の予防及び

防止に関する事業として，防災に関する知識及び技術の普及向上並びに防災意識の高揚

を図り，もって地域社会の防災安全の確立に寄与することを目的として，平成３年１月

２１日に設立された福岡市の外郭団体である。市の出資金は１０００万円である（全額

出資）。設立以降，本施設の管理・運営につき管理委託されている。 

  防火・防災・減災の意識啓発及び応急手当の対処方法に関する事業，防火管理・消防

設備等の知識及び技能習得に関する事業，福岡市民防災センターの運営管理に関する事

業が主な事業である。 

  １１名の福岡市の元職員が従業員として働いている他，現福岡市消防局長が理事長を

務めており，消防局から職員１１名及び本庁（行政職）から職員１名を派遣している。 

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２０年度），２期目（平成２１年度から平成２３年度），

３期目（平成２４年度から平成２６年度）のすべてで，非公募により（公財）福岡市防

災協会が選定されている。なお，（財）福岡市防災協会については，平成２０年度の第

２次外郭団体改革実行計画において，「事業内容等の見直しとともに，経営改善を行な

う団体」とされていたものであり，改革の一環として，平成２５年の公益財団法人化が

なされたものである。 

  ３期目については，「指定管理者選定は公募でやるべき」との市の方針の下，当初公

募予定としたものの，福岡市民防災センターの業務が高度な専門性を要する特殊な事業

であること，福岡市内の民間業者に対するモニタリングの結果，防災教育は民間では難

しく，いずれも応募の意思がなかったこと，防災教育は行政がやるべきものではないか

との意見であったことから非公募としたという経緯がある。 

 (ｲ) 指定管理者が行なう業務については，「福岡市民防災センター管理運営業務仕様書」

において次のような業務が定められている。 

  ・ 防災に関する教育，訓練，指導，相談等に関する業務 

  ・ 防災に関する講習会等の開催に関する業務 

  ・ 防災用資機材及び災害救援物資の備蓄及び供給に関する業務 

10－2



  ・ センターの利用の制限に関する業務 

  ・ センターの施設，付属設備，図書，資料等の維持及び修繕に関する業務 

  庁舎清掃や来館受付，案内業務，空調機保守業務等，業務の一部は業者へ再委託され

ている。 

(ｳ) 指定管理料については，１億６５１５万９０００円が概算払いで払うとされており

（実施協定書第５条第１項，同第２項），平成２４年度は，「委託契約料月別内訳表」に

基づき，毎月１２３１万円から２１０３万円が支払われている。 

  指定管理料の内訳は次のとおりであり，指定管理者が実績と照らしあわせて作成した

計画に基づく。 

単位：千円 

1 事業費  

（1） 人件費 31,786 

（2） 予防広報事業費 5,586 

（3） 防災教育事業費 26,248 

（4） 講習事業費 14,038 

（5） 旅費交通費 330 

（6） 被服費 1,750 

小計 79,738 

2 管理費  

（1） 人件費 17,489 

（2） 会議費 88 

（3） 旅費交通費 437 

（4） 通信運搬費 650 

（5） 消耗什器備品費 400 

（6） 印刷消耗品費 1,950 

（7） 修繕費 260 

（8） 車両費 895 

（9） 光熱水費 6,170 

（10） 使用料及び賃借料 2,214 

（11） 保険料 800 

（12） 交際費 5 

（13） 被服費 300 

（14） 食料費 20 

（15） 負担金支出 415 
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（16） 委託料 18,584 

（17） 雑費 90 

（18） 租税公課 4,096 

小計 54,863 

3 諸経費  

小計 30,558 

合計 165,159 

 

  会議費とは理事会等の開催費用（お茶代，菓子代）年２回であり，使用料及び賃借料

とは機器のリース料である。交際費は関係団体の会議や意見交換会の費用であり，食料

費は来賓用お茶代である。諸経費は時間外手当である。 

  指定管理料は，業務終了後，人件費も含めて精算するものとされており（実施協定書

第５条第３項），平成２４年度は１１９０万７８０４円が返還されている。 

(ｴ) 平成２４年度の開館実日数は３０３日であり，入館者数は１２万１５２４人であった。 

  防災教育事業として，出産予定者や１歳未満の子を持つ保護者を対象にした「新米パ

パ・ママ応急手当講習」を３０回（受講者２３１家族，４３８人），市内の幼稚園や保

育園を対象にした「園児防火教室」や市民を対象とした「防災出前講座」を２８６回（参

加者１万８０５２人），女性防火クラブや離島の中学生防火クラブ等を対象にした防火

訓練を１６回（参加者２５８人）実施している。 

  火災予防広報事業としては，春と秋の火災予防運動に伴うイベントの共催や，市内各

種主要施設等における防災に関する展示等（７回，延べ５５日間）を行っており，火災

予防啓発用チラシ・ポスター・パンフレット等も１４万３２５０部作成している。 

  指定管理業務である講習事業としては，防火管理資格取得講習，防災管理資格取得講

習，防火管理者再講習，防火・防災管理業務の一部受託法人等の教育担当者講習，自衛

消防業務新規講習，自衛消防業務追加講習が行われている。 

(ｵ) 基本協定書第１２条では，「本業務に関するリスク分担は，別紙２「福岡市民防災セ

ンター管理運営業務リスク分担表」のとおりとする。」とされている。このリスク分担

表については、総論で述べたとおり，市と指定管理者との間の責任範囲・分担をかえっ

て不明確にするおそれが高い。本施設については，下の問題点としては取り上げていな

いが，当該「リスク分担表」は，協定書に添付すべきではないと考える。 

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２３年７月１５日及び同年９月３０日に委員会が開催されている。 

  委員会は，第１回が非公開，第２回が公開で行われている。選定後に選定理由が市ホ
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ームページにおいて公表されている。 

  第１回が非公開とされた理由は，議事録によると，公開することにより特定の者に対

して利益を与えるためとされているが，第１回で審議議題とされた募集要項や応募団体

評価項目を公開することが，ある「特定の者」に対して利益を与えるとは考えにくい。 

 

(2)  問題点 

ア 指定管理の必要性について 

(ｱ) 本施設は，指定管理制度導入以前から，管理委託で（財）防災協会による管理運営が

行われており，指定管理制度を導入後も，管理運営状況に特段の変化はないとのことで

ある。担当課によると，平成１８年度当初，本施設については指定管理者制度には合わ

ないのではないかとの意見もあったが，市の方針も踏まえ指定管理者制度を導入するこ

とが決定されたとのことであった。 

(ｲ) しかし，市の職員が１２名も派遣されているという実体からは，指定管理者に本施設

の管理を任せているとは言い難い。 

  指定管理料全額が概算払いとされ，年度末にすべての費目が精算対象とされるという

のも，指定管理者に経費削減等のモチベーションが生じる余地がなく，また，非公募に

よる選定が行われていることから，指定管理者の経営努力や競争による「住民サービス

の向上と経費節減・収益性向上効果」が生じることは期待しがたいところである。 

  本施設に関しては，指定管理制度を導入しているとの外観を取りながら，その実は，

指定管理制度にそぐわない運用がなされていると言わざるを得ない。 

(ｳ) もっとも，本施設の業務が高度な専門性を要する特殊な事業であること，市場調査に

おいても指定管理者に応募する意思のある団体が見当たらなかっただけでなく，民間に

任せるような仕事ではないとの意見まで聞かれたという現状に鑑みれば，本施設につい

ては，指定管理制度ではなく，むしろ市の直営で管理することを検討すべきであると思

われた。 

  かかる指摘に対しては，担当課からも，このまま指定管理制度を推し進めることに難

しさを感じているとの回答であったところ，平成２６年３月７日，本施設について，（公

財）防災協会を解散し，平成２７年度から市の直営とするとの方針が明らかとされた。

そのため，本監査報告書においては，管理のあり方に対する意見を付していない。 

  なお，本施設に関しては，（すべて概算払いであるとは言え）指定管理料の積算根拠

（積算方法）が曖昧であること（実績と事業計画がいかに反映されたものかが判然とし

ない。），指定管理者選定委員会第１回が非公開とされたこと等不適切な運用が見られた

が，管理を直営に変更するという状況にあることを踏まえ，これらの点についても本監

査報告書において意見を付さないこととした。 
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第１１章 教育委員会所管の施設 





第１１章 教育委員会所管の施設 

 

１ 福岡市立雁の巣児童体育館 

 

単位千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市立雁の巣児童体育館 施設数 1 

所在地 福岡市東区雁の巣一丁目 6 番 20 号 

担当部・課 教育支援部生涯学習課 

根拠法令 福岡市立雁の巣児童体育館条例，同施行規則 

施設の設置目的 
体育及びレクリエーション活動を通じて児童の心身の健全な育成に寄与

する。 

現在までの指定管理者 

管理者名 
指定期間 

（開始年月） 

公募（応募数）・

非公募 

雁の巣児童体育館管理運営委員会 Ｈ18.4～Ｈ21.3 非公募 

雁の巣児童体育館管理運営委員会 Ｈ21.4～Ｈ24.3 非公募 

雁の巣児童体育館管理運営委員会 Ｈ24.4～Ｈ27.3 非公募 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 4,239 4,239 4,239 4,239 

精算 0 0 0  

精算後指定管理料 4,239 4,239 4,239  

市のその他の支出 128 0 円 113  

利用料金の合計額 
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

    

利用料金の帰属先  利用料金の内容  

自主事業の有無 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 

福岡都心から離れていることや上記の経緯から，設置当初から地元の自

治協議会を中心に，地域の住民で結成された団体で自主的に管理・運営

されてきた。 

 

 

(1)  現状 

ア 施設の概要 

本施設は，米軍施設の設置に伴い，福岡第一飛行場（通称：雁の巣飛行場）周辺への

立入り制限，米軍車両の頻繁な通行による障害等により，雁の巣地区の児童の体育・レ

クリエーション活動を含めた課外活動が著しく阻害されたことから，その障害を緩和す

るために昭和４６年に制定された条例に基づき設置された基地周辺児童健全育成のた
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めの青少年教育施設である（なお，飛行場部分は昭和４７年に返還された。）。 

こうした経緯もあり，本施設に関しては，福岡市立雁の巣児童体育館条例第１条は，

「体育及びレクリエーション活動を通じて児童の心身ともに健全な育成に寄与するた

め，福岡市立雁の巣児童体育館を設置する」として青少年教育施設であることを明示し

ている。 

こうした経緯や福岡都心から離れていることから，本施設は，設置当初から地元の自

治協議会を中心に，地域の住民で結成された団体で自主的に管理・運営されてきた。 

・所在地   福岡市東区雁の巣一丁目６番２０号 

・開館年月  昭和４６年４月１日 

・施設規模  鉄骨造平屋建て 

・施設面積  延床面積 ４２７．２３㎡ 

・施設内容  体育館，事務室，倉庫他 

イ 指定管理の状況 

(ｱ)開始時期 

福岡市が指定管理制度を導入した平成１８年度から本施設についても指定管理制度

が導入されている。 

(ｲ)指定管理者の概要 

本施設は，平成１７年度までは市の直営施設であり，管理運営を「雁の巣児童体育

館管理運営委員会」に業務委託していた。なお，当時の「雁の巣児童体育館管理運営委

員会」と指定管理者制度導入後の「雁の巣児童体育館管理運営委員会」は同一団体であ

り，名称も変更されていないが，指定管理者制度導入に伴い，自主的に制定され平成１

８年４月１日に効力を発した「雁の巣児童体育館管理運営委員会規約」によって団体性

を有することとなり（同規約第１条），非公募で指定管理者に選定された。 

指定管理者である「雁の巣児童体育館管理運営委員会」の構成員は，「原則として奈

多校区自治協議会の関係者で，児童の健全育成に熱意と理解を有する住民」と規定され

ており（同規約第３条），地元の自治協議会を中心に地域の住民が構成員となっている。 

指定管理制度が開始されて以降，同管理運営委員会が非公募で選定されている（非

公募による選定の是非については，後述する。）。 

同委員会の会議は，会長によって招集されるが，定例会議（毎月１回開催）と臨時

会議（必要に応じて開催）において，運営管理の計画及び樹立に関すること，予算及び

決算に関すること，規約の改廃に関すること等が審議され承認または決議される。 

(ｳ)指定管理者の業務内容 

指定管理者が行う業務は，「福岡市立雁の巣児童体育館の管理に係る基本協定書」及

び「福岡市立雁の巣児童体育館指定管理者仕様書」に規定されているが，概要は以下の

とおりである。 
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（ⅰ）管理運営の体制 

・事務兼指導員１名による日常的な管理運営及び利用者に対する指導 

・管理人１名を置き，日常的な鍵の管理及び事務兼指導員の不在時の対応 

（ⅱ）条例第５条第２項に定める管理運営業務 

・児童の体育及びレクリエーション活動のための施設提供，その他設置目的達成に必

要な事業の実施（利用許可，利用制限） 

・施設・設備等の維持・修繕 

・その他教育委員会が必要と認める業務 

（ⅲ）管理運営状況の報告 

 (ｴ)指定管理者が実施している指定管理業務の内容 

（ⅰ）管理運営の体制 

上記の管理運営体制が確保されている。 

（ⅱ）条例第５条第２項に定める管理運営状況 

・施設提供・利用許可 

本施設の平成２２年度から平成２４年度にかけての利用状況は，以下のとおり

であった。施設利用者から施設利用料は徴収していない。体育館の設置目的に基

づき，児童の利用を最優先されており，また，施設の有効活用を図る観点から，

児童の利用を妨げない範囲で，成人団体等の利用が図られている。 

 

利用状況表（平成２２年度～平成２４年度） 

 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 

開館日数 305 308 307 

利用団体数 167 154 165 

団体利用者数 12,988 12,901 13,977 

個人利用者数 31,853 30,796 25,413 

 

平成２４年度の団体利用者数１３，９７７名のうち，児童（幼児，小学生，中

学生・高校生）は６，９３８名であり，成人は７，０３９名であった。個人利用

者数２５，４１３名のうち児童は２３，８８１名であり，成人は１，５３２名で

あった。 

団体の利用状況は，幼児・小中学生は奈多剣道少年団・少林寺拳法・奈多Ｊr

バレー，小学生ドッジボール（校区行事），中学生ソフトバレー（校区行事）であ

り，成人は，婦人バレークラブ。婦人ソフトバレークラブ，婦人バトミントンク

ラブ，なぎなたクラブ，雁の巣幼稚園ＰＴＡ，町内婦人バレー（校区行事）であ
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った。 

ところで，平成２４年度の利用者数を開館日数で除すると，開館１日当たり，

団体利用者は４５．５名となり，個人利用者は８２．７名となる。 

所管課によると，この数字は申込数であるものの，利用の実数はこれとさほど

変わらないとのことであった。 

そうすると，本施設の利用頻度は極めて高いといえる。 

・修繕費，備品購入費，清掃用具代 

仕様書によると，指定管理料から，「人件費」，「印刷消耗品費」，「光熱水費」，

「食糧費」，「役務費」，「委託料（消防設備点検）」を控除したものを「その他維持

管理費」として，この中で，修繕費，清掃用具代を支弁することとなっている。

備品購入費については市からの貸与とされているため，仕様書に明示されていな

い。 

実際には，施設・設備の維持，補修・修繕に関しては，予算の範囲内で，可能

な限りの維持管理や補修，軽微な修繕を行い，費用を要する修繕は本市が行い，

また，地元住民の助力を得ながらワックスがけなどをして，地元（自治会や利用

者）の協力のもとに維持管理を行っており，予算の範囲内に収めているとのこと

であった。 

(ｵ) 指定管理期間 

「指定管理者の指定の手続きに関するガイドライン」に，非公募の場合は指定管理

期間は３年を超えない期間とすることが定められていることから，平成２４年４月１

日からの３年間となっている。 

(ｶ) 収支状況（収支決算） 

委託費の内訳（平成２４年度） 

単位円 

区 分 内 訳 予算額 執行額 差額 

人件費 委員報酬（＠30,000 円，＠

15,000円，＠12,000円），事務

兼指導員（＠227,300 円），管

理人報酬（23,300円） 

3,208,200 3,208,200 0 

印刷消耗品費 体育用品，事務用品他 279,100 299,821 －20,721 

光熱水費 電気，ガス，上下水道，燃料費 399,600 366,355 33,245 

食糧費 会議費等 45,000 54,697 －9,697 

役務費 運搬費，通信費，保険料等 74,000 74,108 －108 

委託料 消防設備点検 77,700 77,700 0 
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その他維持管

理経費 

施設の軽微な修繕及び清掃品

代等 

156,000 158,719 －2,719 

計  4,239,600 4,239,600 0 

 

指定管理料（４２３万９６００円）のうちの殆ど（３２０万８２００円）が人件費

であるがこれはやむを得ないと思われるし，その他でも特に問題にすべきとまでいう

ものはなかった。なお，上記表には，食糧費代があるが，これは会議の際の弁当代・

茶菓代とのことであった。 

 

（2）その他の問題点の検討 

ア 本施設の必要性 

本施設の当初の役割である青少年活動の障害緩和は完了しているものの，現在も地

域の住民に活発に利用されており，体育，レクリエーション活動を通じて，雁の巣地区

周辺をはじめ，本市児童生徒の心身ともに健全な育成が図られるよう，利用料無料で運

営していることからすれば，現時点で本施設の必要性は認められる。 

イ 指定管理の必要性 

本施設は平成１８年度に「福岡市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する

要綱」が制定されたことから指定管理の対象となったものであるが，市職員が常駐して

いないものの団体の利用を受付けていること，また，従前から培われて実績のある雁の

巣児童体育館管理運営委員会が，その能力を活用しつつ，市民サービスの向上を図ると

ともに経費の削減等を図っていること，そして，下記のとおり，指定管理の効果が上が

っているので，指定管理の必要性も認められる。 

ウ 選定手続きについて（公募・非公募） 

選定委員会は設置されておらず，上記のとおり，非公募で「雁の巣児童体育館管理

運営委員会」が本施設の指定管理者とされている。 

指定管理制度の導入に際しても引続き地元に管理運営を委ねることとなったのは，

①上記の施設の設置の経緯や，②本施設が基地対策で地元の人に使われてきたこと，③

都心部から距離が離れており，その管理を本市職員ではなく地元の人に委ねてきたこと，

④都心部から離れていることから本市職員による管理よりも地元自治会等に管理を委

ねた方が経済的であること，⑤自治会も本施設を自分たちの物として自分たちで守って

いかなければならないとの自覚のもとに，大切に使用してきたこと，⑥現時点まで地元

自治会の管理運営において特段のトラブルがなかったこと，⑦地元の雇用対策の側面等

がある。  

「指定管理者の指定の手続きに関するガイドライン」との関係では，「公募を行わな

い場合」として列挙されたうち「④その他特別な事情があると市長が認める場合」のう
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ち，その例示である「立地，施設の性格，施設設置の経緯に照らし，地元の団体に管理

を委ねる場合」に該当すると考えるので，非公募による選定手続きは是認できる。 

エ 指定管理の効果 

平成１８年度から指定管理者制度への移行に合わせ，委託料の見直しとともに 以下

のとおり，経費の削減を図ることができた。 

① 平成１６年度の決算額は５３９万１０００円であった。 

  内訳 

  ・委託料３４１万４０００円 

  ・嘱託館長報酬１３５万６０００円・・・・市直接経費 

  ・その他の経費（印刷消耗品費２万円，光熱水費３５万５０００円，役務費７

万９０００円，修繕料８万９０００円，消防設備点検料７万８０００円）・・

市直接経費 

② 平成２４年度指定管理委託料決算額 ４２３万９０００円（市負担修繕料１１

万３０００円含まない） 

③ この経費削減効果は，平成１８年度からの委託料見直しをする（嘱託館長の廃

止等を行い，印刷消耗品費，光熱水費等の市直接経費は指定管理委託料に含め

る）ことで，達成されたものである。 

オ 協定書（基本協定書・実施協定書） 

(ｱ) リスク分担表 

協定書にリスク分担表が添付されていないが，これは本施設の指定管理業務が施設提

供，利用許可・利用制限，施設・設備等の維持・修繕であることから指定管理者が責任

を負うことを想定していなかったことによるようである。 

(ｲ) 基本協定書の「指定管理者の辞退等」の条項 

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

おり，速やかに削除・変更する必要がある。 

(ｳ) 指定管理者が加入している賠償補償保険 

指定管理業務が施設提供，施設利用許可・利用制限，施設・設備の維持・修繕業務

であることから，この業務によって発生する損害は，市が加入している全国市長会市民

総合賠償補償保険でカバーできるのでこの業務に関しては重複して加入していない。但

し，全国市長会市民総合賠償責任保険の対象となっていない，指定管理者個人情報漏え

い保険には加入している。 
(ｴ)修繕費，清掃用具代 

修繕費・清掃用具代は概算払いとされているところ，この方式の問題点は総論で記

載したとおりであるので，これらの費用を年度末に精算をする概算払いとするのであれ

ば，その趣旨を徹底して，修繕費・清掃用具代を指定管理料から除外し，預託金等とし
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て指定管理料とは別個のものとして取扱うことを検討して頂きたい。 

カ 本施設の今後のあり方 

本施設の利用状況は上記のとおりであり，現在もなお相当の需要があるといえるが，

その需要にこたえるとすれば，本施設にはシャワー施設もないなど住民サービスが必ず

しも満足できるものとまでは言えないから，より施設を充実させるべきこととなる。 

他方，本施設は築４０年を経過しており，老朽化に伴い今後修繕を要するところが

多くなり，修理代等の管理コストが増額する可能性がある。こうした点に鑑み，市とし

ては本施設を地元に売却することも検討したようであるが，地元の資金力の問題もあっ

て，今日までは売却には至らなかったようである。 

現時点では，市としては，将来本施設を解体する必要がある場合には解体するもの

の，改めて本市の負担にて新たな体育館を設置する予定はないため，現在の建物を使用

できる間は現在の体制で管理運営する考えのようである。 

しかしながら，本施設に関しては，築４０年を超えていることでもあるし，今後の

管理に要する費用と，地元の児童をはじめとする市民の利用（需要）とを比較考量しな

がら，地域住民とともに今後の本施設の在り方を協議検討すべき時期に来ており，その

必要があると考える。 

 

 

 

☞意見１５５ 

☆ 本施設に関しては，築４０年を超えていることでもあるし，今後の

管理に要する費用と，地元の児童をはじめとする市民の利用（需要）

とを比較考量しながら，地域住民とともに今後の本施設の在り方を協

議検討すべきである。 
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第１２章 区役所所管の施設 





第１２章 区役所所管の施設 

 

●はじめに－市民センターについて 
 福岡市は，各区に市民センターを有しており，同施設は，地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第３０条の規定に基づくことから，教育委員会が所管している。 
 もっとも，市民センターの管理運営については，生涯学習事業とコミュニティ支援事

業を一体的に推進し，地域の課題や住民ニーズに対応した生涯学習事業の充実を図るた

め，区長に補助執行させており，本報告書においても，それを前提として，担当部・課

を各区の区政推進部（博多区：地域支援部，西区：総務部）生涯学習推進課とするもの

である。 
 なお，全ての市民センターに図書館が併設されているが，図書館については教育委員

会が直営で管理運営を行っている。 
 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 
第 30 条 地方公共団体は，法律で定めるところにより，学校，図書館，博物

館，公民館その他の教育機関を設置するほか，条例で，教育に関する専門的，

技術的事項の研究又は教育関係職員の研修，保健若しくは福利厚生に関する施

設その他の必要な教育機関を設置することができる。 
 

１ 福岡市立中央市民センター 

 

単位：千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市立中央市民センター 施設数 1 

所在地 福岡市中央区赤坂 2 丁目 5 番 8 号 

担当部・課 中央区区政推進部生涯学習推進課 

根拠法令 
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 30 条，福岡市立市民セ

ンター条例，同施行規則 

施設の設置目的 

 

市民の教育，文化の振興，社会福祉の増進に寄与するとともに，地域

の連帯意識の高揚に資するため（条例第 1 条） 

現在までの指定管理者 
管理者名 

指定期間 

（開始年月） 

公募（応募数）・

非公募 

（株）シンコー H24.4～H27.3 公募（4） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料   81,900※1 81,982※1 

精算   △136  

精算後指定管理料   81,764  

市のその他の支出   4,860  

利用料金の合計額 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 
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   14,369 14,836 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 ホール・会議室利用料等 

自主事業の有無 無 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
 

自主事業の概要  

指定管理導入以前の管理方法 直営 

備考 ※1 修繕費概算払分 124 万円を含む。 

 

２ 福岡市立東市民センター 

 

単位：千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市立東市民センター 施設数 1 

所在地 福岡市東区香住ヶ丘１丁目１２番１号 

担当部・課 東区区政推進部生涯学習推進課 

根拠法令 
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 30 条，福岡市立市民セ

ンター条例，同施行規則 

施設の設置目的 

 

市民の教育，文化の振興，社会福祉の増進に寄与するとともに，地域

の連帯意識の高揚に資するため（条例第 1 条） 

現在までの指定管理者 
管理者名 

指定期間 

（開始年月） 

公募（応募数）・

非公募 

（株）創建サービス H24.4～H27.3 公募（5） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 
  

72,450※1 72,532※1 

精算 
  

△934  

精算後指定管理料 
  

71,515  

市のその他の支出 
  

1,027 
 

利用料金の合計額 

 

Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

  
4,077 4,172 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 ホール・会議室利用料等 

自主事業の有無 無 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
 

自主事業の概要  

指定管理導入以前の管理方法 直営 

備考 
平成 28 年に東区千早に移転予定である。 

※1 修繕費概算払分 124 万円を含む。 
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３ 福岡市立博多市民センター 

単位：千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市立博多市民センター 施設数 1 

所在地 福岡市博多区山王 1 丁目 13 番 10 号 

担当部・課 博多区地域支援部生涯学習推進課 

根拠法令 
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 30 条，福岡市立市民セ

ンター条例，同施行規則 

施設の設置目的 

 

市民の教育，文化の振興，社会福祉の増進に寄与するとともに，地域

の連帯意識の高揚に資するため（条例第 1 条） 

現在までの指定管理者 
管理者名 

指定期間 

（開始年月） 

公募（応募数）・

非公募 

（株）創建サービス H24.4～H27.3 公募（6） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 
  

73,500※1 74,026※1 

精算 
  

△96  

精算後指定管理料 
  

73,404  

市のその他の支出 
  

23,969 
 

利用料金の合計額 

 

Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

  
12,058 11,932 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 ホール・会議室利用料等 

自主事業の有無 無 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
 

自主事業の概要  

指定管理導入以前の管理方法 直営 

備考 

博多区山王子どもプラザは市民センターの敷地内に増築されている。

子どもプラザの担当課はこども未来局子育て支援部子育て支援課であ

る。 

※1 修繕費概算払分 124 万円及び子どもプラザの電気料及び水道料

概算払分 275,641 円を含む。 

 

４ 福岡市立西市民センター 

 

単位：千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市立西市民センター 施設数 1 

所在地 福岡市西区内浜 1 丁目 4 番 39 号 

担当部・課 西区総務部生涯学習推進課 

根拠法令 
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 30 条，福岡市立市民セ

ンター条例，同施行規則 

施設の設置目的 

 

市民の教育，文化の振興，社会福祉の増進に寄与するとともに，地域

の連帯意識の高揚に資するため（条例第 1 条） 
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現在までの指定管理者 

管理者名 
指定期間 

（開始年月） 

公募（応募数）・

非公募 

（株）大興社・（株）福岡市民ホールサ

ービス共同事業体 
H24.4～H27.3 公募（1） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 
  

97,801※1 97,883※1 

精算 
  

△45  

精算後指定管理料 
  

97,756  

市のその他の支出 
  

7,359 
 

利用料金の合計額 

 

Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

  
10,432 10,203 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 ホール・会議室利用料等 

自主事業の有無 無 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
 

自主事業の概要  

指定管理導入以前の管理方法 直営 

備考 ※1 修繕費概算払分 124 万円を含む。 

 

５ 福岡市立南市民センター 

 

単位：千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市立南市民センター 施設数 1 

所在地 福岡市南区塩原 2 丁目 8 番 2 号 

担当部・課 南区区政推進部生涯学習推進課 

根拠法令 
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 30 条，福岡市立市民セ

ンター条例，同施行規則 

施設の設置目的 

 

市民の教育，文化の振興，社会福祉の増進に寄与するとともに，地域

の連帯意識の高揚に資するため（条例第 1 条） 

現在までの指定管理者 
管理者名 

指定期間 

（開始年月） 

公募（応募数）・

非公募 

太平ビルサービス（株） H24.4～H27.3 公募（1） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 
  

86,310※1 86,392※1 

精算 
  

△101  

精算後指定管理料 
  

86,209  

市のその他の支出 
  

110,366 
 

利用料金の合計額 

 

Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

  
10,945 11,018 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 ホール・会議室利用料等 

自主事業の有無 無 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
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自主事業の概要  

指定管理導入以前の管理方法 直営 

備考 ※1 修繕費概算払分 124 万円を含む。 

 

６ 福岡市立早良市民センター 

 

単位：千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市立早良市民センター 施設数 1 

所在地 福岡市早良区百道 2 丁目 2 番 1 号 

担当部・課 早良区区政推進部生涯学習推進課 

根拠法令 
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 30 条，福岡市立市民セ

ンター条例，同施行規則 

施設の設置目的 

 

市民の教育，文化の振興，社会福祉の増進に寄与するとともに，地域

の連帯意識の高揚に資するため（条例第 1 条） 

現在までの指定管理者 

管理者名 
指定期間 

（開始年月） 

公募（応募数）・

非公募 

太平ビルサービス（株）・（株）福岡市

民ホールサービス共同事業体 
H24.4～H27.3 公募（1） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 
  

103,481※1 103,563※1 

精算 
  

△139  

精算後指定管理料 
  

103,341  

市のその他の支出 
  

2,933 
 

 

利用料金の合計額 

Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

  
8,957 9,384 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 ホール・会議室利用料等 

自主事業の有無 無 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
 

自主事業の概要  

指定管理導入以前の管理方法 直営 

備考 
※1 修繕費概算払分 124 万円，藤崎バス乗継ターミナル及び地下鉄

（藤崎駅）が使用する光熱水費 5,571,000 円を含む。 

 

７ 福岡市立城南市民センター 

 

単位：千円（端数切捨て） 

施設名 福岡市立城南市民センター 施設数 1 

所在地 福岡市城南区南片江 5 丁目 3 番 25 号 

担当部・課 城南区区政推進部生涯学習推進課 
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根拠法令 
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 30 条，福岡市立市民セ

ンター条例，同施行規則 

施設の設置目的 

 

市民の教育，文化の振興，社会福祉の増進に寄与するとともに，地域

の連帯意識の高揚に資するため（条例第 1 条） 

現在までの指定管理者 

管理者名 
指定期間 

（開始年月） 

公募（応募数）・

非公募 

福岡総合ビル管理事業共同組合・福

岡市民ホールサービス共同事業体 
H24.4～H27.3 公募（6） 

指定管理料 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額) 

当初指定管理料 
  

80,151※1 80,233※1 

精算 
  

△168  

精算後指定管理料 
  

79,983  

市のその他の支出 
  

2,445 
 

利用料金の合計額 

 

Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25(予定額） 

  
6,291 6,300 

利用料金の帰属先 市 利用料金の内容 ホール・会議室利用料等 

自主事業の有無 無 
自主事業による収入

(平成 24 年度)  
 

自主事業の概要  

指定管理導入以前の管理方法 直営 

備考 ※1 修繕費概算払分 124 万円を含む。 

 
（１） 現状 
ア 本施設の概要 
(ァ) 施設の概要 
  本施設は，市民の教育・文化の振興，社会福祉の増進と地域の連帯意識の高揚に資

するために設置され，学習や文化などの色々な活動に利用できる区のコミュニティセ

ンターであり，また中央公民館的性質を有する施設でもある。なお，地域連帯意識の

高揚に資するという目的のため，行政区単位で設置している。開館時間はいずれも午

前９時から午後９時まで（ホールのみ午後１０時まで）となっている。 
施設の概要は以下のとおりである。 

 
名称 福岡市立中央市民センター 

敷地面積 4,382 ㎡ 
延床面積 3,888 ㎡ 

建物 
鉄筋コンクリート造 地下１階地上３階（一部４階）

建て 

施設 
地下１階 機械室等 
１階 中央図書館，事務室，授乳室等 
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２階 会議室，和室，視聴覚室，音楽室，託児室等 
３階 ホール等 
４階 映写室等 
その他，駐車場等 

設置時期 昭和５５年 
 

    

（中央市民センター外観）      （中央市民センターホール） 
 

名称 福岡市立東市民センター 
敷地面積 3,696 ㎡ 
延床面積 3,085 ㎡ 
建物 鉄筋鉄骨コンクリート造 地下１階地上３階建て 

施設 

地下１階 機械室等 
１階 東図書館，事務室等 
２階 会議室，研修室，和室，視聴覚室，実習室，音

楽室等 
３階 ホール等 
（なお，別棟に託児室あり） 
その他駐車場等 

設置時期 昭和５２年 
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 （東市民センター外観）     （東市民センターホール） 

 
名称 福岡市立博多市民センター 

敷地面積 3,043 ㎡ 
延床面積 4725 ㎡ 

建物 
鉄筋コンクリート造 地下１階，地上５階建（博多区

山王子どもプラザが市民センターの敷地内に併設され

ている。） 

施設 

地下１階 機械室等 
１階 駐車場 
２階 ホール，事務室，博多区山王子どもプラザ等 
３階 博多図書館等 
４階 会議室，和室等 
５階 視聴覚室，音楽室，実習室，会議室等 

設置時期 昭和５８年 
 
   
 
 
 
 
 
                   

（博多市民センター外観）     （博多市民センターホール） 
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名称 福岡市立西市民センター 
敷地面積 4,333 ㎡ 
延床面積 5,190 ㎡ 

建物 
鉄筋コンクリート造 地下１階地上４階（一部５階）

建て 

施設 

地下１階 機械室等 
１階 西図書館，児童図書館，ホール等 
２階 事務室，託児室等 
３階 会議室，実習室等 
４階 視聴覚室，音楽室，和室等 
５階 機械室 
その他，駐車場 

設置時期 昭和６３年 
 

    
（西市民センター外観）       （西市民センターロビー） 

 
 

名称 福岡市立南市民センター 
敷地面積 8,632 ㎡ 
延床面積 5,217 ㎡ 

建物 

①社会教育棟  
鉄筋コンクリート造 地下１階地上２階建て 

②文化ホール棟 
 鉄筋コンクリート造 地下１階地上３階建て 
③中央機械棟 
 鉄筋コンクリート造 地下１階（一部地上１階）建

て 
④図書整理室 
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 プレハブ地上１階建て   

施設 

①社会教育棟 
地下１階 機械室等 
１階 南図書館，事務室，託児室等 
２階 会議室，視聴覚室，研修室，実習室，音楽室，

和室等 
②文化ホール棟 
地下１階 機械室等 
１階 ホール，事務室等 
２階 ホール等 
３階 映写室等 
③ 中央機械棟 
地下１階 事務室，機械室等 
④図書整理室 
その他，駐車場等 

設置時期 昭和５３年 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
      （南市民センター外観）        （南市民センターホール） 
 

名称 福岡市立早良市民センター 
敷地面積 4,381 ㎡ 

延床面積 
5,635 ㎡（うち，市民センター部分（早良図書館部分

は除く）は 3,422 ㎡） 

建物 
鉄筋コンクリート造（一部ＳＲＣ） 地下１階地上４

階（一部５階）建て 

施設 
地下１階 機械室等 
１階 藤崎バス乗継ターミナル 
２階 事務室，早良図書館 
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３階 会議室，視聴覚室，音楽室，実習室，和室 
４階 ホール 
５階 映写室等 
その他，駐車場等 

設置時期 昭和５６年 
 

   
（早良市民センター外観）      （早良市民センターロビー） 

 
名称 福岡市立城南市民センター 

敷地面積 7,437 ㎡ 
延床面積 4,048 ㎡ 
建物 鉄筋コンクリート造 地下１階地上４階建て 

施設 

地下１階 機械室等 
１階 城南図書館等 
２階 事務室，授乳室，ホール等 
３階 会議室，和室等 
４階 視聴覚室，実習室，音楽室，託児室等 
その他，駐車場等 

設置時期 昭和５９年 
 

   
（城南市民センター外観）       （城南市民センターホール） 
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なお，以下，施設の名称につき「福岡市立」を省略する。 

 
(ィ) 施設の利用状況 

平成２０年度から平成２４年度の各施設の利用人数及び利用件数は以下のとおり

である。なお，利用人数及び利用件数については，いずれも，ホール，会議室，研修

室，和室，視聴覚室，実習室，音楽室の利用実績の合計である。（なお，利用人数に

ついては，東区は実人数，その他の区は申請人数である。） 
 
利用人数                              （単位：人） 

 Ｈ20 度 Ｈ21 度 Ｈ22 度 Ｈ23 度 Ｈ24 度 
中央市民センター 180,639 198,677 185,770 178,647 186,048 
東市民センター 73,504 69,110 67,340 68,315 70,650 
博多市民センター 124,311 121,683 121,160 116,209 121,220 
西市民センター 158,851 158,731 138,601 137,830 131,682 
南市民センター 149,890 142,104 144,063 134,401 150,337 
早良市民センター 132,525 137,989 133,887 126,269 126,748 
城南市民センター 82,682 85,085 85,004 74,524 78,475 

 
利用件数                              （単位：件） 

 Ｈ20 度 Ｈ21 度 Ｈ22 度 Ｈ23 度 Ｈ24 度 
中央市民センター 5,783 5,947 6,063 5,904 6,158 
東市民センター 2,897 2,835 2,719 2,726 2,775 
博多市民センター 4,148 4,121 4,184 4,181 4,226 
西市民センター 4,338 4,525 4,286 4,404 4,193 
南市民センター 4,616 4,626 4,714 4,202 4,342 
早良市民センター 4,821 4,856 4,744 4,571 4,420 
城南市民センター 3,539 3,647 3,487 3,356 3,363 

 
(ゥ) 福岡市の主催事業 
  条例第２条によると，センターの事業は，以下のとおりである。 
 

① 講座，講演会，研修会等を開催すること 
② 社会教育関係団体等の育成に関すること 
③ 公民館の連絡調整等に関すること 
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④ 音楽，演劇，美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関すること 
⑤ 施設の利用その他の便宜供与に関すること 
⑥ その他，センターの目的達成に必要なこと 

 
  うち，①，②，③については，指定管理者に業務を行わせることはできず，福岡市

の主催事業となる。 
  本施設においては，市の主催事業として㋐人権尊重に関する事業，㋑人権尊重連絡

会議，㋒生涯学習推進に関する事業，㋓ＰＴＡ支援に関する事業等その他を行ってい

る。 
  たとえば，福岡市立西市民センターにおいては，平成２４年度に，以下のとおりの

事業を行っている。 
 
 ㋐人権尊重に関する事業 

事業名 趣旨・内容 対象 

人権を考える 
つどい 

 関係団体との共催で，あらゆる差

別をなくすために地域における人

権教育・啓発活動の充実を図る。 

市民 
関係団体等 

暮らしの中の 
人権講座 

 同和問題など様々な人権問題に

対する知識を深め，人権を大切にす

る生き方や社会について学ぶ（全４

回）。 

ＰＴＡ成人 
教育委員会 
市民 

人権教育推進 
交流会 

 関係機関・団体との交流学習を通

じて人権教育の充実を図る。 

地域支援課 
関係公民館 
関係団体等 

人権啓発地域 
推進組織支援 

 人権啓発地域推進組織校区人尊

協等の相互の情報や意見交換等を

行う。人権啓発地域推進組織への日

常的な助言や指導を行う。 

人権啓発地域推

進組織の役員等 

各公民館人権 
教育研修支援 

 地域支援課と連携し，公民館の人

権教育の充実を図る。 
各公民館 

ＰＴＡ人権教育

担当連絡会 
 単位ＰＴＡの人権教育研修の必

要性，事務手続等の理解を深める。 

単位ＰＴＡの役

員 
担当教員 

単位ＰＴＡ人権

教育研修支援 

 単位ＰＴＡと共催して会員対象

の研修会を開催する等，区内の単位

ＰＴＡにおける人権教育研修の推

単位ＰＴＡの役

員 
担当教員 
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進・充実を図る。 

子供の人権に 
関わる総合講座 

子どもの人権を視点に，不登校など

を考える場を設けて親のあり方を

考える。 
・定例会 １２回 
・不登校を考える親の集い 年３回 

関係者 
ボランティア 

日本語教室 

 日本語学習を必要とする外国人

等の生活向上を目的に，日本語の習

得と，日本文化等の学習や交流を深

める教室をボランティア団体と共

催して実施する（全４４回）。 

日本語に不自由

する外国人 

 
㋑人権尊重連絡会議 

西区人権尊重 
連絡会議 

（事務局） 

 地域ぐるみの自主的な校区人権

啓発地域推進組織の活動支援と区

民の人権意識を確立し，差別のない

明るいまちづくりをめざす。 

西区内の関係機

関団体 

 
㋒生涯学習推進に関する事業 

市民企画講座 

 市民のアイデアや要望を活かし

た講座を，市民と行政が共働して行

うことにより，自主的な学習，自己

実現の機会を提供する。 
・ママのためのワークバランス講座

（全３回） 
・ひとりじゃないよ～子育て編 
（全３回） 
・自分を知ってコミュニケーション

アップ（全３回） 

市民（一部女性の

み） 

シニア対象講座 

 シニア世代を対象に「仲間づく

り」「生きがいづくり」「地域の人材

育成」なども視野に入れた楽しく，

ためになるセミナーを開催し，豊か

なセカンドライフを支援する。 
・シニアライフアップ講座（全６回） 

市民 

学習情報  市民にとって分かりやすく，効果  
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提供事業 的な情報提供の方策を検討し，改善

策を策定する。 
・西区役所内で行う生涯学習事業概

況調査実施 

若者自立 
支援事業 

 若者無職者（ニート）の自立を支

援するための取組内容など，事業家

に向けた検討を行う。 
 

 
㋓ＰＴＡ支援に関する事業等その他 

ＰＴＡ広報誌 
づくり講座 

 ＰＴＡ広報誌づくりの基礎知識

と技術を習得する学習機会を提供

する。 

単位ＰＴＡ広報

担当委員等 

ＰＴＡ研修講座 

 役員・委員のＰＴＡ活動に対する

心構え等についての理解・認識を深

め，充実した活動を目指す（ＰＴＡ

との共催事業）。 

西区ならびに単

位ＰＴＡの役員

委員他 

ＰＴＡ研究集会 
 他校の実績報告を受けて学び合

い，充実した活動を目指す（ＰＴＡ

との共催事業）。 

単位ＰＴＡの役

員・会員 

ＰＴＡ青少年健

全育成研修会 

 青少年健全育成に関する諸問題

について学習を深め，地域ぐるみの

青少年健全育成を目指す（ＰＴＡと

の共催事業）。 

単位ＰＴＡの役

員・会員 

（平成２４年度第２回西市民センター運営審議会資料より） 
 
(ェ) 指定管理者が主催する文化振興事業 
  本施設においては，指定管理者が，「管理運営業務の要領」の業務の「音楽，演劇，

美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関する業務」につき，指定管理者独

自の業務を行っている。 
  以下は，平成２４年度に各指定管理者が行った文化振興事業である。（管理運営業

務には，受付・貸出業務等の記載があるが，「指定管理者が行った業務」からは除い

ている。） 
 

 管理運営業務の要領記載業務 指定管理者が行った事業 

中央市民センター 
文化の振興に寄与するとともに，施

設の魅力の向上を図るため，施設内

① ロビーコンサート（「シ

ャンソンをあなたに」，
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で文化的な事業等の企画・実施を行

う。 
①一般市民対象のロビーコンサー

ト開催 月１回以上 

「マンドリンコンサー

ト」，「紙芝居及びフル

ート演奏」，「愛するあ

なたに（歌とピアノ）」，

「ハープのしらべとと

もに」，「懐かしのロッ

ク＆フォークナンバ

ー」，「フルートコンサ

ート」，「女声コーラス

コンサート」，「クリス

マスコンサート」，「新

春ロビーコンサート」，

「フルート・ギターコ

ンサート」，「のこぎり

によるコンサート」１

２回，延５００名 
パソコン教室（６回，延９

８名），バックヤードツア

ー（子ども９名 保護者７

名），コンポスト講座（５

０名），クリスマス子供人

形劇（５０名），万葉歴史

講座（５０名） 

東市民センター 

文化の振興に寄与するとともに，施

設の魅力の向上を図るため，施設内

で文化的な事業等の企画・実施を行

う。 
①親子，一般市民を対象とした事業 

㋐写真，絵画等展示会 
㋑親子を対象とした事業（演劇

「スーホの白い馬」，親子で楽し

む朗読会，演劇（市民参加）「ト

ムソーヤの冒険」 
㋒一般市民を対象とした事業 

②展示等によるロビー利用の受

付・提供，備品貸出 

㋐近隣幼稚園園児・小中学

生の絵画や五行歌などの

展示会（延べ５回） 
㋑演劇「スーホの白い馬」

（３５９名），「親子で楽し

む朗読会」（２２３名），演

劇（市民参加）「トムソー

ヤの冒険」（２７５名），映

画「ロック～わんこの島」

（３６２名），映画「長ぐ

つをはいたネコ」（６２８

名） 
㋒映画「アントキノイノ
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③公民館等での文化事業の備品貸

出  
チ」（４０７名）  

博多市民センター 

市民の教育，文化の振興，社会福祉

の増進に寄与するとともに，地域の

連帯意識の高揚に資するため，文化

的な事業等の企画・実施を行う。 
①子どもと保護者を対象とした演

劇上演を年２回以上実施する 
②子供と保護者及び高齢者を対象

とした映画上映を年２回以上実施

する 
③展示等によるロビー利用の受

付・提供，備品貸出 
④公民館等での文化事業の備品貸

出 

①演劇 
「ないた赤おに」（博多市

民センター３１７名），「ス

ーホーの白い馬」（さざん

ぴあ博多２２０名） 
②映画 
「奇跡」（博多市民センタ

ー１１５名，さざんぴあ博

多８１名），「ももへの手

紙」（博多市民センター３

０２名） 
 

西市民センター 

文化の振興に寄与するとともに，施

設の魅力の向上を図るため，施設内

外で行われる文化的な事業等の実

施に必要な業務の補助を行う。 
①西区「まちかど文化ひろば」利用

の受付，作品掲示 
②ロビー利用（展示・コンサート等）

の受付，備品貸出 
③公民館等出の文化祭等へのパネ

ル等備品貸出の受付，備品貸出 

バックステージツアー（子

ども１１名，保護者２名），

春のロビーコンサート（６

０名） 
※担当課によると，平成２

４年度の段階では，ガイド

ラインに自主事業の定義

が明記されておらず，事業

報告書において主催事業

と自主事業が混同されて

おり，「自主事業」との記

載がなされているが，実際

には指定管理者の主催事

業とのことである。 

南市民センター 

南区の文化・芸術の振興に寄与する

とともに，市民センター施設の魅力

の向上を図るため，区内の地域コミ

ュニティー各団体，教育・福祉機関，

市民センターを利用する文化・芸術

団体等とも連携を図り，市民センタ

ー内で文化的な事業を企画・実施す

① 親子映画「マダガスカ  
ル３」（６８０名） 
バックステージ探検隊（子

ども３３名，保護者２０

名） 
ダンスフェスタ inＭＩＮ

ＡＭＩ（１４グループ） 
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る。 
①親子を対象とした事業を年１回

以上企画・実施 
②公民館等での文化祭等へのパネ

ルの貸出 

※なお，担当課によると，

バックステージ探検隊及

びダンスフェスタは，①に

準じる事業ととらえてい

るとのことである。 

早良市民センター 

文化の振興に寄与するとともに，施

設の魅力の向上を図るため，施設内

外で行われる文化的な事業等の実

施に必要な業務の補助を行う。 
①展示等によるロビー利用の受

付・提供，備品貸出。コンサート実

施希望が出たときに，日程調整，会

場確保及び設営等を行う。 
②公民館等での文化事業の備品貸

出 

秋の無料映画上映会「グス

コープドリの伝記」（３５

４名） 
バックステージツアー（子

ども１１名，保護者７名） 

城南市民センター 

城南区の文化・芸術の振興に寄与す

るとともに，センター施設の魅力の

向上を図るため，区内の地域コミュ

ニティー各団体，教育・福祉機関，

センターを利用する文化・芸術団体

等とも連携を図り，センター内で文

化的な事業を企画・実施する。 
①子どもを対象とした事業を年１

回以上企画・実施する。 
②区民を主たる対象として，一般市

民を対象とした事業を年１回以上

企画・実施する。 
③区民を主たる対象として，文化・

芸術作品の展示・発表の機会を年１

回以上企画・実施する。 

①バックステージ探検隊

（子ども２３名，保護者２

２名），アニメ映画「もも

への手紙」上映（９３名） 
②にこにこアンチエイジ

ング健康運動（１６名） 
③合同音楽祭（延べ７００

名），博多祇園山笠人形展

示，写真展（城南フォト同

好会） 

 
  このように，各区市民センターにおいて，管理運営業務の要領記載業務及び実際の

事業の内容（指定管理者が行った事業）が大幅に異なっている。「音楽，演劇，美術

その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関する業務」は，まさに民間のノウハウ

を活用すべき業務であるところ，西市民センター及び早良市民センターの管理運営業

務の要領では，「音楽，演劇，美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関す
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る業務」のうち，主体的に業務を行うこと（開催）について求めておらず，間接的な

関与（奨励）しか求めていないことになる。本要領については，本業務につき，指定

管理者に主体的な業務を求めるよう，要領を改めるべきである。 
 

☞意見１５６ 
☆「音楽，演劇，美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関する業

務」においては，指定管理者に主体的な業務を求めるよう，要領を改める

べきである。 
 
  また，本事業については，各指定管理者の自主のノウハウが尊重されるものであり，

具体的な事業の内容（指定管理者が行う事業）が異なるのは当然であるが，福岡市と

して指定管理者に求める内容及び水準については，ある程度統一する必要があると思

われる。この点については，担当課も課題と捉えており，今後検討するとのことであ

るから，特に意見とはしないものとする。 
イ 指定管理の状況 
  本施設については，いずれも，平成２４年４月より，指定管理制度を採用している。 
(ァ) 中央市民センター 
   本施設については，株式会社シンコー（以下，「シンコー」という。）が指定管理

を行っている。シンコーの主要な業務は，設備保守管理，機器運転管理業務，清掃

管理業務等である。他，指定管理は行っていないが，福岡市行政棟の清掃業務，福

岡市赤煉瓦文化館の受け付け・清掃・警備業務等を行っている。 
(ィ)  東市民センター・博多市民センター 
   本施設については，株式会社創建サービス（以下，「創建サービス」という。）が

指定管理を行っている。創建サービスの主要な業務は，ビルメンテナンス業，指定

管理業務，警備業，一般建築業等である。創建サービスは，博多体育館，南体育館，

博多市民プール，南市民プールの指定管理も行っている。 
 (ゥ) 西市民センター 
   本施設については，株式会社大興社・株式会社福岡市民ホールサービス共同事業

体（以下，「大興社・福岡市民ホールサービスＪＶ」という。）が指定管理を行って

いる。株式会社大興社の主要な業務は，環境衛生管理業務，設備管理業務，保安警

備業務等である。株式会社福岡市民ホールサービス（以下，「福岡市民ホールサー

ビス」という。）は，もともと福岡市民会館の管理・運営業務のために設立されま

した会社であり，福岡市の公共施設の管理運営を主要な業務とし，平成２４年度は，

福岡市民会館，福岡市男女共同参画推進センターの指定管理も行っている。また，

平成２４年４月以降は，現在市民センター７つのすべてのホールの管理業務に携わ

っており，また，博多座・福岡国際会議場など多数の施設の舞台業務を受託してい
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る。 
(ェ) 南市民センター 
   本施設については，太平ビルサービス株式会社（以下，「太平ビルサービス」とい

う。）が指定管理を行っている。太平ビルサービスの主要な業務は，資産運営管理，

設備管理業務，清掃業務，マンション管理業務等である。太平ビルサービスは，平

成２４年３月まで，市民センター２施設（南，早良）の管理業務の一部を受託して

いたものである。太平ビルサービスは，地域交流センター（博多南）の指定管理も

行っている。 
(ォ) 早良市民センター 
   本施設については，ふくおか市民施設管理ＪＶが指定管理を行っている。同ＪＶ 

の構成員は，太平ビルサービス及び株式会社福岡市民ホールサービスである。太平

ビルサービスの主要な業務については，南市民センターの箇所で述べたとおりであ

る。また，福岡市民ホールサービスの主要な事業については西市民センターの箇所

で述べたとおりである。 
(ヵ) 城南市民センター 
   本施設については，福岡総合ビル管理事業協同組合・株式会社福岡市民ホールサ

ービス共同事業体（以下，「福岡総合ビル・福岡市民ホールサービスＪＶ」という。）

が指定管理を行っている。福岡市民ホールサービスの主要な事業については西市民

センターの箇所で述べたとおりである。 
ウ 指定管理者が行う業務 
  既に述べた通り，条例第２条によると，センターの事業は，以下のとおりである。 
 

① 講座，講演会，研修会等を開催すること 
② 社会教育関係団体等の育成に関すること 
③ 公民館の連絡調整等に関すること 
④ 音楽，演劇，美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関すること 
⑤ 施設の利用その他の便宜供与に関すること 
⑥ その他，センターの目的達成に必要なこと 

 
  このうち，指定管理者に行わせることができる業務は，④，⑤，⑥及び利用の許可

等である（条例第１５条）。 
  それを前提として，基本協定書別紙１「管理運営業務の基準及び範囲」に管理業務

の詳細を規定しており，さらに実施協定書別紙１「管理運営業務の要領」によりさら

に詳細について定めている。 
  「管理運営業務の要領」については，市民センターごとに若干の違いはあるが，基

本的な内容についてはほとんど同じであり，大まかに，以下の４つの業務に分けられ
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る。 
  ①受付，案内業務 
  ②使用料徴収等業務 
  ③音楽，演劇，美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関する業務 
  ④施設で実施する市民センター主催事業（生涯学習，人権教育・啓発関連）の実施

に係る補助業務 
（2） 問題点 
ア 本施設の必要性 
  本施設は，区の中央公民館的役割として，各種講座・講演会等の開催，指導者の養

成研修などを行うとともに，市民の学習や文化，地域活動の場として利用される施設

である。実際に，多数の市民が学習や文化，地域活動の場として利用されている。 
  本施設は，市民が自主的に利用するだけでなく，市が人権学習，文化振興等を発信

する場所でもあり，公の施設として設置する必要がある。 
イ 指定管理の必要性及び効果 
  本施設については，指定管理者が主催する文化振興事業等があり，民間の能力を活

用し，住民サービスの向上を図るため，指定管理制度を採用する意義があると思われ

る。   
文化振興事業についても，既に述べた通り，指定管理者ごとに内容が工夫されてい

るようであり，指定管理制度を採用する意義は大きいと思われる。 
  もっとも，会議室等の利用許可については，政治的，営利的目的による利用等，市

民センター設置の目的に反する利用のおそれがあるときは，これを拒まなければなら

ず，その判断は，指定管理者では困難な場合が一定以上ありうる。この場合，指定管

理者は，市に判断を委ねることになり，実質的に市に利用許可についての業務の一部

が残されていることになる。今後，指定管理制度の実績を積み重ね，また各指定管理

者同士が情報提供しあうことにより，指定管理者が独自で判断できるケースが増加す

れば，指定管理の効果はさらに上がることになると思われる。 
  なお，指定管理制度移行に当たり，担当の市職員数は各区２名（西区は１名）とな

っている。現在の業務の実態では，利用許可の可否も含め，指定管理者に対する指導

等，市職員が市民センター業務に関わることも多いようである。また，施設の老朽化

に伴い，施設整備，維持修繕等に更なる手間がかかることになると思われる。市の制

度として現在の体制が妥当であるかどうか，部・課を含めた組織の見直しを検討する

必要があるように思われる。 
ウ 募集要項等について 
  利用実績や光熱水費等支出実績等が記載され，また詳細な管理運営仕様書及び業務

一覧が添付されており，応募を希望する団体にとって，わかりやすい募集要項になっ

ていると思われる。審査方法の説明においても，選定委員会において書類の審査を行
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い，評価の高い上位３団体程度を選定し，その団体についてヒアリングを行うことが

明記されている。 
  担当課によると，指定管理者ごとに，よりよい施設運営を競ってもらいたいこと，

また，指定管理者が指定管理者側の理由（倒産等）により指定管理業務を遂行できな

くなった場合のリスクを考え，応募を３施設までに限定している（募集要項記載）と

のことであり，限定することにも理由があると思われる。 
  なお，リスク分担表についての問題点については，協定書・指定管理料等について

の箇所で後述する。 
エ 協定書・指定管理料等について 
(ァ) 指定管理料の妥当性 
  指定管理料及び指定管理者が実際に支出した金額との差額については，以下のとお

りである。なお，（指定管理者が支出した金額との差額＝指定管理料（精算後）－指

定管理者が実際に業務に関して支出した金額）で計算をしており，当該差額がマイナ

スの場合は，△で記載している。（なお，差額がマイナスの場合及び３００万円以上

の場合に限り，「対処の状況」を記載している。） 
（単位：円） 

 指定管理料 差額 対処の状況 

中央市民センター 81,763,634 △727,982 
年間を通じて計画的な予算執行を

するように協議 
東市民センター 71,515,358 611,020  

博多市民センター 76,466,664 △2,994,461 
年間を通じて計画的な予算執行を

するように協議 
西市民センター 97,755,682 5,777,020 見直しの予定なし 
南市民センター 86,209,270 5,314,544 見直しの予定なし 
早良市民センター 103,341,557 2,339,955  
城南市民センター 79,982,320 2,622,157  

 ※ただし，差額全額が必ずしも直ちに指定管理者の利益になるということではないよ

うである。たとえば城南市民センターにおいては，指定管理者より，「差額については，

指定管理者で内部留保し，次年度以降の文化振興事業を増やし市民に還元をしたり，増

加した光熱水費の補てん費用として執行し，最終年度の２６年度末に残った残額を利益

とする。」との報告を受けているとのことである。 
 
   また，担当課によると，指定管理料の中には，以下の通りの本社経費が含まれて

いるとのことである。 
 

 指定管理料 うち，本社経費 
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中央市民センター 81,763,634 3,492,864 
東市民センター 71,515,358 1,200,000 

博多市民センター 73,403,006 1,200,000 
西市民センター 97,755,682 不明 
南市民センター 86,209,270 12,760,350 

早良市民センター 103,341,557 14,500,350 
城南市民センター 79,982,320 含んでいない。 

 
  西市民センターにおいては，指定管理料の積算の妥当性を検討するために，本社

経費について把握をすることが望ましい。 
   

 (ィ) 備品購入費，修繕費 
   基本協定書によると，備品については，指定管理者がその責めに帰すべき事由に

より破損等したものについては指定管理者が，それ以外の場合は市が購入等するこ

ととなっており，そのほかについては特に記載はない。しかしながら，指定管理料

の中に備品購入費が積算されており，管理委託業務の要領（実施協定書別紙１）に

おいて，指定管理者が購入すべき備品（事務用の備品等）を記載している。備品の

購入については，基本協定書にもなるべく具体的に表記することが望ましい。 
   また，修繕費については，概算払いとなっており，管理委託業務の要領（実施協

定書別紙１）において，緊急修繕費についての規定がある。これについても，基本

協定書にも明記すべきである。 
   なお，総論において述べたとおり，市の別途負担により購入または実施する備品

購入又は修繕なのかの区別が難しいこと，購入された備品及び修繕された結果は市

に帰属するものであること，精算が行われない場合には必要な備品購入や修繕につ

いて指定管理者が抑制的になってしまうとの懸念も存することなどからすれば，備

品購入及び修繕に要する費用については市の別途負担として精算がなされるのが

望ましい。そして，その際には指定管理料に含めるのではなく，預託金等として整

理するのが望ましいと考える。 
(ゥ) 自主事業について 
   平成２４年度においては，自主事業は行われていない。しかしながら，本施設に

ついては，自主事業を行うことが十分に考えられる施設であることから，今後，自

主事業を推進していくことが望ましいと思われる。 
  もっとも，基本協定書において，自主事業を認める規定は存在しない。なお，平

成２５年３月に，各指定管理者に対し，「福岡市立●●市民センター指定管理業務の

取り扱いについて（通知）」が出されており，その中で自主事業についての規定が新

規項目として挙げられている。今後は，この通知を根拠にして，自主事業を行うも

12－23



のと思われるが，次回新しく基本協定書を締結する際には，基本協定書において，

自主事業を認める規定を置くべきである。 
(ェ)  基本協定書において，「指定管理者は，指定期間内において，指定管理者の地位

を辞退しようとするときは，管理を行わないこととなる日の６月以上前までに，市

に申し出なければならない。」との規定があるが，かかる条項が不相当であることは

総論において述べたとおりである。 
(ォ) 本協定書にも添付されているリスク分担表について，これが不合理なものであり，

むしろ様々な解釈の余地を与えて市と指定管理者との間の責任範囲・分担を不明に

し，混乱させるものであることは，総論において述べたとおりである。 
オ モニタリング等について 
  モニタリングについては，報告書，指定管理者へのヒアリングによるモニタリング

を毎月行っており，また，後述のとおり，外部評価委員会における評価も年１回行っ

ている。 
カ 選定手続について 
  市民センターの選定手続に関しては，「福岡市立市民センター指定管理者の選定等

に手続きに関する要綱」（以下，「手続要綱」という。），「福岡市立市民センター指定

管理者の選定委員会に関する要綱」（以下，「選定委員会要綱」という。）及び，「福岡

市立市民センター指定管理者選定委員会傍聴要綱」がある。 
  選定委員会要綱によると，選定委員会の所掌事項は，①指定管理者の候補者の選定

に関すること，②指定管理者の選定基準に関すること，③指定管理者の募集要項に関

すること，④その他区長が委嘱する事項，について審議を行うことである。 
  また，選定委員会の公開については，「委員会の会議はこれを公開するものとする。

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

開情報に該当する事項に関するものであるとき又は審査に関する事務等に係るもの

であって，会議を公開することにより，当該会議の適正な運営に著しい支障が生じる

と認められるときは非公開とする。」と規定されている。 
 

福岡市情報公開条例 
第７条 
（２）法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人野当該事業

に関する情報であって，次に掲げるもの。ただし，人の生命，身体，

健康，生活若しくは財産又は環境を保護するため，公にすることが必

要であると認められる情報を除く。 
ア 公にすることにより，当該法人等又は当該個人の権利，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 
（４）市の機関及び国等の内部又は相互間における審議，検討又は協
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議に関する情報であって，公にすることにより，率直な意見の交換若

しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ，不当に市民の間

に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え，若しく

は不利益を及ぼすおそれがあるもの 
 
 また，「会議の公開・非公開について」という書面があり，「指定管理者選定委員会の

審議に先立ち，会議の公開・非公開について，あらかじめ次のとおり定めるものです。」

と規定されている。具体的には，第１回選定委員会は一部非公開（審議部分非公開），

第２回選定委員会は一部非公開（書類選考部分非公開），第３回選定委員会は一部非公

開（ヒアリング及び最終選考部分非公開）と定められている。しかしながら，選定委員

会については，要綱上も原則公開するものであり，あらかじめこのような規定を定める

ことは不相当である。 
 なお，選定委員会の委員については，いずれの市民センターも５名のうち１名が内部

委員（区役所職員）である。 
(中央市民センター) 
  第１回選定委員会においては，公開・非公開の決定，募集要項，審査基準の検討が

なされている。その際，選定基準の加重について検討するなど，丁寧な議論がなされ

ている。もっとも，「音楽，演劇，美術，その他芸術の発表会の開催及びその奨励」

の配点が低いことについて，この項目につき，「特に重視していないため」加重を低

くしている旨事務局が回答している。しかしながら，このような業務こそ，まさに民

間のノウハウが生かされる業務，かつ業務の根幹をなすものであり，このような説明

が適正であったかは疑問が残る。 
第２回選定委員会においては，書類審査についての議論を行い，委員で議論をして

審査基準の統一を図っている。また，ヒアリングを何社行うか等についても議論して

おり，丁寧な議論がなされている。 
  第３回選定委員会においては，ヒアリング及び最終検討が行われている。採点は委

員会内で行われており，各委員の採点後もそれぞれの委員が評価のポイント等につい

て説明するなど丁寧な議論がなされている。 
  本選定委員会においては，第１回は委員の委嘱及び委員長の選出までが公開，それ

以外は非公開，第２・３回は冒頭のみ公開でその後は非公開となっている。もっとも，

議事録からは，第１回の非公開部分については読み取れず，公開・非公開の別，非公

開の場合はその具体的理由につき，議事録に明示すべきである。 
  

☞意見１５７ 
☆ 議事録においては，公開・非公開の別及び非公開の場合はその具体的理

由につき明示すべきである。 
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また，募集要綱や応募団体を審査するための選定基準等を審議するからといって，

その審議を公開することによってその後の審議に著しい支障が生じるとの具体的お

それが存するとも考えがたい。ついては，原則通り会議については公開すべきもので

あったと考える。 
 

☞意見１５８ 
☆ 選定委員会にあっては，要綱の原則に従い，会議を公開すべきものと考

える。 
 
(東市民センター) 
  第１回選定委員会においては，公開・非公開の決定，募集要項，審査基準の検討が

なされている。 
  第２回選定委員会においては，選定方法等の考え方，書類審査等を行っている。 
  第３回選定委員会においては，ヒアリング及び最終検討が行われている。採点は委

員会内で行われている。 
  議事録においては，全体的に記載内容が薄く，具体的にどのような議論が行われた

のか不明である。区役所の担当者が今後変更になること等も踏まえ，後から見て十分

内容が理解できるよう，丁寧な議事録作成が求められる。 
 

☞意見１５９ 
☆ 議事録については，後から委員会での議論の内容等が十分理解できるよ

うに，丁寧に作成すべきである。 
 
  本選定委員会においては，すべて冒頭のみ公開であり，それ以外は非公開となって

いる。 
  なお，公開・非公開の別についてはある程度記載されているが，非公開の具体的理

由について記載されていない。議事録においては，非公開の場合の具体的理由につい

て明示すべきである。 
 

☞意見１６０ 
☆ 議事録においては，非公開の場合はその具体的理由につき明示すべきで

ある。 
 

また，募集要綱や応募団体を審査するための選定基準等を審議するからといって，

その審議を公開することによってその後の審議に著しい支障が生じるとの具体的お
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それが存するとも考えがたい。ついては，原則通り会議については公開すべきもので

あったと考える。 
 

☞意見１６１ 
☆ 選定委員会にあっては，要綱の原則に従い，会議を公開すべきものと考

える。 
 
 (博多市民センター) 
  第１回選定委員会においては，募集要項，審査基準等について検討されており，委

員からは評価の仕方等について積極的に意見が述べられており，充実した議論がなさ

れている。 
  第２回選定委員会においては，書類審査等を行っている。 
  第３回選定委員会においては，ヒアリング及び最終検討が行われている。採点は委

員会内で行われている。 
  本選定委員会においては，第１回については委員長の選出までが公開であり，それ

以外は非公開となっている。なお，担当課によると，第２回及び第３回は，傍聴者が

いなかったため，議事において公開・非公開に触れていないとのことであるが，非公

開にする場合には，傍聴者の有無に関係なく非公開の決定をすべきである。 
 

☞意見１６２ 
☆ 議事録においては，公開・非公開の別及び非公開の場合はその具体的理

由につき明示すべきである。 
 

☞意見１６３ 
☆ 傍聴者がいなくても，非公開にする場合には，傍聴者の有無に関係なく

非公開の決定をすべきである。 
 

また，募集要綱や応募団体を審査するための選定基準等を審議するからといって，

その審議を公開することによってその後の審議に著しい支障が生じるとの具体的お

それが存するとも考えがたい。ついては，原則通り会議については公開すべきもので

あったと考える。 
 

☞意見１６４ 
☆ 選定委員会にあっては，要綱の原則に従い，会議を公開すべきものと考

える。 
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(西市民センター) 
  第１回選定委員会においては，募集要項，審査基準等について検討されており，「選

定委員会の公開等について」の書類の内容についても説明，了承を得ている。 
  第２回選定委員会においては，書類審査等を行っている。 
  第３回選定委員会においては，ヒアリング及び最終検討が行われている。採点は委

員会内で行われている。 
議事録においては，具体的な内容について記載がほとんどなく，具体的にどのよう

な議論が行われたのか不明である。区役所の担当者が今後変更になること等も踏まえ，

後から見て十分内容が理解できるよう，丁寧な議事録作成が求められる。 
 

☞意見１６５ 
☆ 議事録については，後から委員会での議論の内容等が十分理解できるよ

うに，丁寧に作成すべきである。 
 

☞意見１６６ 
☆ 議事録においては，公開・非公開の別及び非公開の場合はその具体的理

由につき明示すべきである。 
 

また，募集要綱や応募団体を審査するための選定基準等を審議するからといって，

その審議を公開することによってその後の審議に著しい支障が生じるとの具体的お

それが存するとも考えがたい。ついては，原則通り会議については公開すべきもので

あったと考える。 
 

☞意見１６７ 
☆ 選定委員会にあっては，要綱の原則に従い，会議を公開すべきものと考

える。 
 
  (南市民センター) 
  第１回選定委員会においては，公開・非公開の決定，募集要項，審査基準の検討が

なされている。 
  第２回選定委員会においては，選定方法等の考え方，書類審査等を行っている。 
  第３回選定委員会においては，ヒアリング及び最終検討が行われている。採点は委

員会内で行われている。 
  議事録においては，全体的に記載内容が薄く，具体的にどのような議論が行われた

のか不明である。区役所の担当者が今後変更になること等も踏まえ，後から見て十分

内容が理解できるよう，丁寧な議事録作成が求められる。 
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☞意見１６８ 
☆ 議事録については，後から委員会での議論の内容等が十分理解できるよ

うに，丁寧に作成すべきである。 
 
  本委員会においては，第１回選定委員会において，第１回から第３回の選定委員会

につき，一部公開の了承を得た旨記載されている。しかしながら，具体的にどの部分

が非公開かが不明である。 
 

☞意見１６９ 
☆ 議事録においては，公開・非公開の別及び非公開の場合はその具体的理

由につき明示すべきである。 
 

また，募集要綱や応募団体を審査するための選定基準等を審議するからといって，

その審議を公開することによってその後の審議に著しい支障が生じるとの具体的お

それが存するとも考えがたい。ついては，原則通り会議については公開すべきもので

あったと考える。 
 

☞意見１７０ 
☆ 選定委員会にあっては，要綱の原則に従い，会議を公開すべきものと考

える。 
 
 (早良市民センター) 
  第１回選定委員会においては，募集要項，審査基準等について検討されている。 
  第２回選定委員会においては，書類審査等を行っている。委員からは，別途候補者

に提出させたい書類について意見が出ているなど，丁寧な議論がなされているようで

ある。 
  第３回選定委員会においては，ヒアリング及び最終検討が行われている。採点は委

員会内で行われている。 
  本選定委員会においては，第１回において，審議部分は非公開とすることが決定さ

れている。また，第２回，第３回は開会のあいさつの後，非公開を決定している。 
 

☞意見１７１ 
☆ 議事録においては，公開・非公開の別及び非公開の場合はその具体的理

由につき明示すべきである。 
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また，募集要綱や応募団体を審査するための選定基準等を審議するからといって，

その審議を公開することによってその後の審議に著しい支障が生じるとの具体的お

それが存するとも考えがたい。ついては，原則通り会議については公開すべきもので

あったと考える。 
 

☞意見１７２ 
☆ 選定委員会にあっては，要綱の原則に従い，会議を公開すべきものと考

える。 
 
 (城南市民センター) 
  第１回選定委員会においては，募集要項，審査基準等について検討されている。 
  第２回選定委員会においては，書類審査等を行っている。委員からは，それぞれの

応募者について意見交換，協議がなされている。 
  第３回選定委員会においては，ヒアリング及び最終検討が行われている。応募者に

対してシフト等についての細かい質問が出され，委員間の協議においても，丁寧な議

論がなされている。委員会においては，議論が伯仲したため，候補者選定のための最

終評点に至らず，委員長提案により，日を改めて議論，結論を出すことになったもの

であり，非常に充実した委員会が行われている。 
  第４回選定委員会においては，最終検討がなされており，採点は委員会内で行われ

ている。 
  本選定委員会においては，第１回において，「選定委員会の公開について」に基づ

き，第３回選定委員会分まで一部非公開とすることが決定されている。 
 

☞意見１７３ 
☆ 議事録においては，公開・非公開の別及び非公開の場合はその具体的理

由につき明示すべきである。 
 

また，募集要綱や応募団体を審査するための選定基準等を審議するからといって，

その審議を公開することによってその後の審議に著しい支障が生じるとの具体的お

それが存するとも考えがたい。ついては，原則通り会議については公開すべきもので

あったと考える。 
 

☞意見１７４ 
☆ 選定委員会にあっては，要綱の原則に従い，会議を公開すべきものと考

える。 
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キ 事業報告書及び自己評価について 
  事業報告書については，指定管理者ごとに記載内容等につき，かなりばらつきがみ

られるようである。全体として，施設そのものの管理についての丁寧な記載が必要で

あることは当然として，指定管理者制度を採用する大きな意義のひとつは，民間なら

ではのノウハウをもってより市民にとって利用しやすい施設（ソフト面）とすること

であると思われる。したがって，指定管理者が行ったイベント等についての記載をよ

り丁寧に行うべきであると思われる。 
  事業報告書については，実施協定書別紙６の様式が定められているが，年次報告と

して，①使用料収支状況，②光熱水費支出状況，③利用状況等，④管理業務の実施状

況，⑤指定管理料執行状況，⑥その他報告事項が定められているだけである。この形

式を前提とすると，指定管理者の重要な業務である指定管理者が主催する文化振興事

業部分が，「⑥その他報告事項」に書かれることになり，適当でない。また，このよ

うな形式を求めていることが，指定管理者間で，事業報告書に大きな差異がみられる

ひとつの原因になっていると思われる。この点については，担当課も今後改善を検討

するとのことである。 
  自己評価については，全施設共通の評価シートがあるが，自己評価に添付する資料

については特に規定がなく，指定管理者ごとに異なるとのことである。実際に，指定

管理者ごとに自己評価添付資料についてもかなりの差異が生じている。 
（中央市民センター） 
  事業報告書については，「活動報告書」という形で活動が分かりやすく詳細に記さ

れている。自己評価についても，表や写真を用いて，非常に丁寧に記載されており分

かりやすい。その他の部分についても特に問題はない。 
（東市民センター） 
  事業報告書については，コンパクトながらも，必要な情報が盛り込まれている。 
  自己評価についても，コンパクトながら最低限必要な情報は記載されているようで

ある。 
（博多市民センター） 
  事業報告書については，コンパクトながらも，必要な情報が盛り込まれている。 
  自己評価についても，コンパクトながら最低限必要な情報は記載されているようで

ある。 
（西市民センター） 
  事業報告書については，非常に丁寧な報告がなされている。事故報告も丁寧であり，

今後の対策についてもきちんと対応できている。修理，修繕状況等についても，どの

ように修理等したのか写真つきで丁寧に説明されており，大変分かりやすい。また，

研修等についても丁寧にされているのが報告書により分かりやすく記載されている。 
  自己評価についても，所定の書式への記載以外に，写真つきで丁寧な報告がなされ
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ており，大変分かりやすく，高く評価するものである。 
  事業報告書，自己評価ともに，他の指定管理者も参考にされたい。 
（南市民センター） 
  事業報告書については，使用料や利用状況等についての最低限の記載しかなく，報

告書としての意味合いをなしていないように思われる。この点，確かに月次報告等で

別途報告を受けているが，事業報告書においても，その点も含めてきちんと記載すべ

きである。担当課としては，より詳細な事業報告書を作成するよう，指定管理者に指

導すべきである。 
  自己評価については，具体的な取り組み等を記載できている。 
 

☞意見１７５ 
☆ 指定管理者に対して，より詳細な事業報告書を作成するよう，指導すべ

きである。 
 
（早良市民センター） 
  事業報告書については，使用料や利用状況等についての最低限の記載しかなく，報

告書としての意味合いをなしていないように思われる。担当課としては，より詳細な

事業報告書を作成するよう，指定管理者に指導すべきである。特に，苦情・要望につ

き，「利用者からの苦情・要望等は随時，福岡市へ報告市対応できる事案に関しては

改善しております。」とあるが，年間を通じてどのような苦情・要望があり，どのよ

うに改善したかを検討し，報告することは重要であり，丁寧な記載が望まれる。 
   

☞意見１７６ 
☆ 指定管理者に対して，より詳細な事業報告書を作成するよう，指導すべ

きである。 
 
（城南市民センター） 
  事業報告書については，コンパクトながらも，必要な情報が盛り込まれている。 
  自己評価については，他施設と異なり，城南区役所作成のものが利用されている。

しかしながら，本自己評価は，年間平均点を出すだけのものであり，かつ５段階評価

のため，どうしても点数が３に偏りがちという問題がある。実際に，指定管理者の採

点も，すべて３となっている。自己評価については，そもそもすべてが３になるよう

な評価項目及び評価方法自体が適切ではなく，本自己評価では，自己評価の意味が薄

い効果が少ないというべきである。もっとも，平成２５年１０月に開催された外部評

価委員会の評価を受ける際，他施設と同じ自己評価を出し直しており，その自己評価

には最低限必要な情報は記載されているようであり，特には問題ないものと思われる。 
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ク 施設管理運営評価委員会 
  本施設については，指定管理者が指定期間中に行った管理運営の状況について，公

平かつ適正な評価を実施するために，施設管理運営評価委員会（以下，「評価委員会」

という。）を設置している。評価委員会は，５人以下の委員で構成され，一部の委員

は，選定委員会の委員でもあることから，選定委員会での議論を踏まえた議論をする

ことができる。 
  評価委員会の所掌事務は，①管理運営状況の評価に関すること，②管理運営業務の

改善に関すること，③評価結果の市への報告に関すること，④その他区長が委嘱する

事項，である。 
  評価委員会については，「福岡市立●●市民センター施設管理運営評価委員会設置

要領」及び「福岡市立●●市民センター施設管理運営評価委員会傍聴要綱」（以下，

「傍聴要綱」という。）が定められている。 
  傍聴要綱においては，委員会の公開・非公開につき，「委員会の会議は，これを公

開するものとする。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事項に関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（条例第

３８条ただし書き）は非公開とする。」と規定されている。 
 

福岡市情報公開条例 
第３８条 
 付属機関等の会議は，これを公開するものとする。ただし，その会

議における審議の内容が，非公開情報に該当する事項に関するもので

あるとき，又は許可，認可等の審査，行政不服審査，紛争処理，試験

に関する事務等に係るものであって，会議を公開することにより，当

該会議の適正な運営に著しい支障が生じると認められるときは，この

限りではない。 
 
（中央市民センター） 
  実際に利用している委員等から細かい意見等（傘の無料貸し出し，喫煙所の場所等）

が出されており，細かい意見が出されている。今後については，鍵の貸し出し等の関

係（会議室の利用等）だけでなく，より利用者とセンターの一体感のある活動が期待

されるなどの意見が出されている。 
  本委員会については，指定管理者からの自己評価説明及び質疑については公開とし，

委員による評価については非公開としている。 
（東市民センター） 
  実際に利用している委員等から，「託児室内に時々虫や食べかすが見られた。入口
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のマットなどの清掃を望む」といった，利用者目線の意見が出されている。 
  本委員会に関しては，詳細な議事録がなく，会議の公開・非公開について議事録上

不明であるが，担当課によると，委員による評価については非公開としているとのこ

とである。担当課によると，今後は，詳細な議事録を作成する予定とのことであるか

ら，特に意見は付さないこととした。 
（博多市民センター） 
  委員から広報関係，地域との交流についての意見が出され，利用者増と利用者層の

拡大を目指した議論がなされている。 
  本委員会については，委員による評価については非公開としている。 
（西市民センター） 
  詳細な自己評価に記載されている事項について，委員から質問があった他，託児室

が狭い場合の代替場所利用等についての質問がなされた。 
  本委員会については，委員による評価については非公開としている。 
（南市民センター） 
  水道光熱費の削減等についての議論がなされている。なお，評価に対する協議も非

常に丁寧になされている。 
  本委員会については，委員による評価については非公開としている。 
（早良市民センター） 
  委員から，ホームページの改善や地域や関係団体との連携についての意見が出され

ていた。 
  本委員会については，委員による評価については非公開としている。 
（城南市民センター） 
  委員から，障害者雇用等についての質問がなされており，その他，エレベーターの

利用等について具体的な議論がなされていた。 
  本委員会については，委員による評価については非公開としている。 
ケ センター間での協議体制について 
  市民センター間においては，指定管理者も含めて，日常的に相談・協議できるシス

テム及び，市民センター全体の問題を話し合える機会を設けるべきである。市民セン

ターにおけるクレーム，要望等についてはある程度すべての施設に共通する部分もあ

り，そのような情報をタイムリーに共有することは重要である。 
  また，平成２４年度における利用不許可の件数及び理由は以下のとおりであるが，

市民センター間にかなりのばらつきがあるようである。 
   施設の利用基準においては，センターごとにばらつきがあるべきでなく，このよ

うに差異が出た理由につき指定管理者を含めて検討をする必要がある。その上で，各

指定管理者が意識を共通にし，疑問のある事例がある場合は，担当課だけでなく，他

の指定管理者にも問い合わせ，協議するなどの姿勢が必要である。 
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  なお，担当課によると，市民センター利用の許可・不許可の判断にあたっては，具

体的な利用内容等の聞き取りが必要であるため，判断基準等については，ホームペー

ジなどに掲載していないとのことである。 
 

 区分 件数 不許可の主な理由 

中央市民センター 
個人 ０  
団体 ７ 営利目的等，利用目的が不適切なため 

東市民センター 
個人 ０  
団体 ０  

博多市民センター 
個人 ０  
団体 １ 営利目的他 

西市民センター 
個人 １２ 

教室運営，設立目的案内後の辞退他（セン

ター利用の相談を受けた結果，センターの

設置目的等に合致せず，利用申請まで至ら

なかった） 
団体 １７ 営利目的，目的外使用他 

南市民センター 
個人 ０  
団体 ０  

早良市民センター 
個人 ０  

団体 ２ 
不特定多数を目的とした利用，利用目的が

不適格 

城南市民センター 
個人 ０  
団体 １ 営利目的ということ 

※不許可の主な理由については，事業報告書に記載された内容をベースに記載している。 
 

なお，上表の不許可事案については，利用申請時の確認において，口頭により利用

不許可としたもの（利用申請書の提出がなされなかったもの）である。 
また，主催する文化振興事業においても，指定管理者，地域ごとの独自性があるこ

とは望ましいことであるが，指定管理者ごとの創意工夫を共有することで，よりよい

事業を行うことが，市民サービスにつながるものであると思われる。 
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	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，...
	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）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れており，本監査においても評価書の提出を確認した。
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	(ｱ)　本施設に関しては，平成１８年度から現在まで指定管理による管理が行われている。１期目（平成１８年度から平成２２年度）は，非公募で（財）福岡市森と緑のまちづくり協会が選定されていたが，同協会は，平成２０年度の福岡市第２次外郭団体改革実行計画において，「事業やあり方について検討する団体」とされていた。２期目（平成２３年度から平成２７年度）は，公募により，（一財）福岡市市民の森協会が選定されている。
	(ｲ)　指定管理者の具体的業務内容は次のとおりである。
	警備業務，委託業務，遊具施設保守点検業務，電気保安業務，ごみ収集運搬業務等の業務の一部は業者へ再委託されている。
	環境啓発事業として，平成２４年度は，野鳥観察会，ハイキング，沢のいきものウォッチング，昆虫観察会，キノコ観察会，森を育てる会ボランティア体験講座等が実施されている。
	また，各種イベントも実施されており，平成２４年度は，市民の森については，宿泊キャンプ（参加者１２２９名），秋の母娘オリエンテーリング大会（参加者１８８名），油山市民の森スケッチ大会（参加２２８点）等が開催され，自然観察の森については，新緑の油山自然かんさつハイキング（参加者６５名），ゴールデンウィーク野鳥観察会（参加者４９名），春の油山自然かんさつハイキング（参加者４３名）等が開催されている。
	平成２４年度における入山者数は１７万８０２６人である。
	なお，この入山者数は徒歩入山者数と車両入山者数の合計であり，それぞれ次のように算出されている。
	徒歩入山者数＝①料金所入山者数（実数）＋②料金所以外入山者数（①の約２倍）＋③宿泊キャンプ者数（実数）＋④牧場経由入山者数（牧場入場者の１割）
	車両入山者数＝①有料普通車両利用入山者数（普通車両台数の４倍）＋②有料中・大型車両利用入山者数（中・大型車両利用者実数）＋③無料車両利用入山者数（実人数）＋④バイク利用入山者数（台数の１．５倍）＋⑤臨時バス利用入山者数（西鉄バスからの利用者数の３分の１）
	(ｳ)　指定管理料９５３０万円については，指定管理者が資金計画表を提出し，同計画に基づく請求に基づいて支払うとされている（実施協定書第４条）。
	修繕についてはあらかじめ市と協議することになっており，軽微な修繕，緊急を要する場合は，協議不要とされている（基本協定書第８条第１項）。費用負担についての定めはないが，担当課によると，１件１０万円以下の修繕については，指定管理者の負担となるとのことである。指定管理料には，修繕費として７５万円が見込まれているが，実際の修繕費との精算はなされていない。
	なお，本指定管理者を公募する際に指定管理料の精算は行わないことを前提としていたため，現指定期間中に取り扱いを変更することは難しいとのことである。
	購入備品は，指定管理者に帰属し，指定管理期間が終了した場合には市に寄贈される予定となっているとのことである。かかる取り扱いについては，実施協定書別紙１「福岡市油山市民の森の指定管理者が行う管理運営業務の細目」第９項「物品の保守管理業務に関すること」において、「本市の管理経費により購入した物品の所有権は，指定管理者に帰属するが，指定管理期間が終了した場合，本市へ返還するものとする。」と規定されている。指定管理者が「所有」している備品を，市に「返還」はできないことから，かかる取り扱いを続けるのであ...
	(ｴ)　基本協定書第９条では，「管理運営業務に関するリスク分担は，別紙１のとおりとする。」とされている。このリスク分担表については、総論で述べたとおり，市と指定管理者との間の責任範囲・分担をかえって不明確にするおそれが高い。本施設については，下の問題点としては取り上げていないが，当該「リスク分担表」は，協定書に添付すべきではないと考える。
	(ｵ)　本施設がもともと市民からの寄付によって設立されたという経緯もあり，年に１度，「福岡市油山市民の森運営協議会」が開催され，事業報告等がなされている。平成２４年度は平成２５年２月１９日に開催された。
	(ｱ)　本施設に関しては，平成１８年度から現在まで指定管理による管理が行われている。１期目（平成１８年度から平成２２年度）は，非公募で（財）福岡市森と緑のまちづくり協会が選定されていたが，同協会は，平成２０年度の福岡市第２次外郭団体改革実行計画において，「事業やあり方について検討する団体」とされていた。２期目（平成２３年度から平成２７年度）は，公募により，西部ガス・ファイブ共同事業体が選定されている。
	(ｲ)　指定管理者の具体的業務内容は次のとおりである。
	自家用電気工作物保安管理，水質検査，一般廃棄物運搬処理は業者へ再委託されている。
	なお，指定管理料については今後も削減が予定されており，燃料費のかさむ温室の取り扱いを含め，次期公募時には本施設事業の見直しをすることが検討されているとのことである。
	(ｳ)　指定管理料１億１００万円については，指定管理者が資金計画表を提出し，同計画に基づく請求に基づいて支払うとされている（実施協定書第４条）。
	事業報告書によると，平成２４年度の収支決算は２万９３８１円のプラスとなっているが，自主事業とその他（収穫物販売等）を除いて収支を計算すると，２１０万７２０５円のプラスとなる。
	修繕についてはあらかじめ市と協議することになっており，軽微な修繕，緊急を要する場合は，協議不要とされている（基本協定書第８条第１項）。費用負担についての定めはないが，担当課によると，１件１０万円以下の修繕については，指定管理者の負担となるとのことである。指定管理料には，修繕費として３５万８０００円が見込まれているが，実際の修繕費との精算はなされていない。
	なお，本指定管理者を公募する際に指定管理料の精算は行わないことを前提としていたため，現指定期間中に取り扱いを変更することは難しいとのことである。
	購入備品は，指定管理者に帰属し，指定管理期間が終了した場合には市に寄贈される予定となっているとのことであるが，かかる取り扱いについては，実施協定書別紙１「花畑園芸公園の指定管理者が行う管理運営業務の細目」第１４項「物品の保守管理業務に関すること」において、「本市の管理経費により購入した物品の所有権は，指定管理者に帰属するが，指定管理期間が終了した場合，本市へ返還するものとする。」と規定されている。指定管理者が「所有」している備品を，市に「返還」はできないことから，かかる取り扱いを続けるのであれ...
	(ｴ)　本施設で収穫される果実類（みかん，栗，桃，ぶどう，キウィ等）については，市と指定管理者との間で売買契約が結ばれている。売渡価格は，１級品であれば，引渡日の前週の福岡市中央卸売市場の平均価格に７０パーセントを乗じた価格とされ，２級品は１級品の単価の５０パーセント，３級品は２級品の単価の５０パーセントとされている。
	本施設の指定管理者と選定された場合にかかる売買契約を結ぶことを，指定管理者募集の段階で条件としているとのことである。
	指定管理者はこれら買い取った果実類を独自に売却することとなるが，民間の小売業者への影響を考慮し，来訪者に売ることを原則としているとのことである。担当課によると，平成２４年度の収穫物買取額は２９０万２１８７円であり，これに対する販売による収入は５４８万５０１２円とのことである。
	(ｵ)　自主事業として，農園芸の普及・体験の場として開催されている，野菜・果物・花卉類から庭木の栽培，手入れ，病害虫の対応などの「園芸講座」・「農園芸実習」を始め，「バルーンアート教室」や「しめ縄づくり教室」「コンニャクの作り方教室」が開催されている。
	事業報告書によると，自主事業による収入は７０万２３５０円（予算２０万５０００円），支出は１２４万５１４０円（予算６７万２０００円）である。
	(ｶ)　基本協定書第９条では，「管理運営業務に関するリスク分担は，別紙１のとおりとする。」とされている。このリスク分担表については、総論で述べたとおり，市と指定管理者との間の責任範囲・分担をかえって不明確にするおそれが高い。本施設については，下の問題点としては取り上げていないが，当該「リスク分担表」は，協定書に添付すべきではないと考える。
	(ｱ)　本施設に関しては，平成１８年度から現在まで指定管理による管理が行われている。１期目（平成１８年度から平成２２年度）は，非公募で（財）福岡市森と緑のまちづくり協会が選定されていたが，同協会は，平成２０年度の福岡市第２次外郭団体改革実行計画において，「事業やあり方について検討する団体」とされていた。２期目（平成２３年度から平成２７年度）は，公募により，九州林産（株）が選定されている。
	(ｲ)　指定管理者の具体的業務内容は次のとおりである。
	建物設備管理（清掃業務，法定点検業務），警備業務（機械警備，巡回警備，常駐警備），緑地維持管理（ゴミ搬出，下草刈り管理，芝生管理，樹木剪定）は業者へ再委託されている。
	利用者サービスの質を確保するために次のような取組みがなされている。
	(ｳ)　指定管理料４４９０万円については，指定管理者が資金計画表を提出し，同計画に基づく請求に基づいて支払うとされている（実施協定書第４条）。平成２４年度は，毎月３５２万１０００円から４１８万９０００円が支払われている。
	修繕についてはあらかじめ市と協議することになっており，軽微な修繕，緊急を要する場合は，協議不要とされている（基本協定書第８条第１項）。費用負担についての定めはないが，担当課によると，１件１０万円以下の修繕については，指定管理者の負担となるとのことである。指定管理料には，修繕費として２１万７０００円が見込まれているが，実際の修繕費との精算はなされていない。
	なお，本指定管理者を公募する際に指定管理料の精算は行わないことを前提としていたため，現指定期間中に取り扱いを変更することは難しいとのことである。
	購入備品は，指定管理者に帰属し，指定管理期間が終了した場合には市に寄贈される予定となっているとのことであるが，かかる取り扱いが協定書等に定められているわけではない。
	担当課によると，市の財政状況から指定管理料は削減の方向にあり，３期目については，施設の老朽化の状態や利用状態を考慮し，施設の停止も含めて検討するとのことであった。
	(ｴ)　指定管理者が行った自主事業は，次のとおりである。
	(ｵ)　基本協定書第９条では，「管理運営業務に関するリスク分担は，別紙１のとおりとする。」とされている。このリスク分担表については、総論で述べたとおり，市と指定管理者との間の責任範囲・分担をかえって不明確にするおそれが高い。本施設については，下の問題点としては取り上げていないが，当該「リスク分担表」は，協定書に添付すべきではないと考える。
	(ｱ)　本施設に関しては，平成１８年度から現在まで指定管理による管理が行われている。１期目（平成１８年度から平成２２年度）は，非公募で（財）福岡市森と緑のまちづくり協会が選定されていたが，同協会は，平成２０年度の福岡市第２次外郭団体改革実行計画において，「事業やあり方について検討する団体」とされていた。２期目（平成２３年度から平成２７年度）は，公募により，ふれあい・よか農園メンテナンスグループが選定されている。
	(ｲ)　指定管理者の具体的業務内容は次のとおりである。
	警備，建物清掃，空調設備保守点検，散水設備保守点検，エレベータ保守点検，消防設備保守点検，自動扉保守点検は業者へ再委託されている。
	体験農園利用者数は目標１万４２２０人に対して２万６２１人，公園利用者数は目標２万７８００人に対して３万２１６人であった。
	(ｳ)　指定管理料２５２８万円については，指定管理者が資金計画表を提出し，同計画に基づく請求に基づいて支払うとされている（実施協定書第４条）。平成２４年度は，毎月１７５万円から２８０万円が支払われている。
	修繕についてはあらかじめ市と協議することになっており，軽微な修繕，緊急を要する場合は，協議不要とされている（基本協定書第８条第１項）。費用負担についての定めはないが，担当課によると，１件１０万円以下の修繕については，指定管理者の負担となるとのことである。指定管理料には，修繕費として５万８０００円が見込まれているが，実際の修繕費との精算はなされていない。
	なお，本指定管理者を公募する際に指定管理料の精算は行わないことを前提としていたため，現指定期間中に取り扱いを変更することは難しいとのことである。
	購入備品は，指定管理者に帰属し，指定管理期間が終了した場合には市に寄贈される予定となっているとのことであるが，かかる取り扱いが協定書等に定められているわけではない。
	(ｴ)　指定管理者が行った自主事業は，次のとおりである。
	(ｵ)　基本協定書第９条では，「管理運営業務に関するリスク分担は，別紙１のとおりとする。」とされている。このリスク分担表については、総論で述べたとおり，市と指定管理者との間の責任範囲・分担をかえって不明確にするおそれが高い。本施設については，下の問題点としては取り上げていないが，当該「リスク分担表」は，協定書に添付すべきではないと考える。
	(ｱ)　本施設に関しては，平成１８年度から現在まで指定管理による管理が行われている。１期目（平成１８年度から平成２２年度）は，非公募で（財）福岡市森と緑のまちづくり協会が選定されていたが，同協会は，平成２０年度の福岡市第２次外郭団体改革実行計画において，「事業やあり方について検討する団体」とされていた。２期目（平成２３年度から平成２５年度）は，非公募により（一社）福岡市乳牛育成協会が選定されている。
	(ｲ)　指定管理者の具体的業務内容は，次のとおりである。
	警備等業務，交通整理・駐車場警備業務，建物清掃業務，給水設備清掃等業務，下水道施設保守点検及び清掃業務等業務の一部は業者へ再委託されている。
	なお，担当課によると，雌仔牛の預託等数は減ってきており,背振牧場についてはその利用を停止することが検討されているとのことである。
	(ｳ)　指定管理料１億８７３０万７０００円については，指定管理者が資金計画表を提出し，同計画に基づく請求に基づいて支払うとされている（実施協定書第６条）。
	基本協定書第３０条では，「管理運営業務のうち，市が指定する単価契約業務に係る指定管理料について，会計年度終了時に余剰金が生じた場合は，市の指示に従い速やかに返還するものとする。」とされている。市が指定する単価契約業務としては，展示家畜飼養管理業務として，搾乳牛，仔牛，緬羊，山羊，馬，家禽の基準頭数，搾乳体験，夜間巡視の回数，生乳検査料と搾乳牛検便検査料の本数が定められている他，畜産加工研修施設運営業務として，牛乳，アイスクリーム，生クリーム，バターの数量等，また交通整理・駐車場警備業務として交...
	修繕についてはあらかじめ市と協議することになっており，軽微な修繕，緊急を要する場合は，協議不要とされている（基本協定書第８条第１項）。費用負担についての定めはないが，担当課によると，１件３０万円以下の修繕については，指定管理者の負担となるとのことである。指定管理料には，修繕費として４９３万５０００円が見込まれていたが，実際の修繕費４５７万４７０８円との精算はなされていない。
	購入備品は，担当課によると，市の所有に帰属するとのことだが，協定書等にはその旨の規定が欠けている。
	なお，平成２５年度からは，修繕及び備品について，指定管理料に含めて概算払いとし，年度末に精算を行なう取り扱いに変更されている。
	(ｴ)　本施設については，年に１度「油山牧場運営協議会」が開催されており，平成２４年度は７月２日に開催されている。議事録を確認したところ，施設運営，市民サービスについて具体的かつ面白いアイディア，助言がなされていた。広く意見を募る機会を定期的に設けている点は評価できる。今後の管理に活かすべきところは，ぜひ活かしてもらいたい。
	(ｵ)　基本協定書第９条では，「管理運営業務に関するリスク分担は，別紙１のとおりとする。」とされている。このリスク分担表については、総論で述べたとおり，市と指定管理者との間の責任範囲・分担をかえって不明確にするおそれが高い。本施設については，下の問題点としては取り上げていないが，当該「リスク分担表」は，協定書に添付すべきではないと考える。
	(ｱ)　本施設に関しては，平成１８年度から現在まで指定管理による管理が行われている。1期目（平成１８年度から平成２０年度），２期目（平成２１年度から平成２３年度），３期目（平成２４年度）ともに，非公募により（財）福岡市海づり公園管理協会が選定されている。
	(ｲ)　指定管理者の具体的業務内容は，海づり公園施設の維持管理，海づり公園の秩序維持，利用者の安全確保，利用者への釣り指導，各種イベントの開催,利用料金の徴収,減免,還付等である。
	警備業務及び清掃業務は業者へ再委託されている。
	(ｳ)　指定管理料は,「管理運営に係る経費から利用料金収入を差し引いた額」（基本協定書第２４条第１項）で,「各年度ごとに定めることとし,原則として額の変更・精算は行わない」（同条第２項）とされており，担当課によると，今後も変更は予定していないとのことである。
	平成２４年度については，平成２４年度の管理運営に係る経費（指定管理者が立てた見込み）から,平成２３年度と同額の平成２４年度利用料金収入（どちらも指定管理者が立てた見込み）を差し引いた額となっており，内訳は次のとおりである。
	なお，平成２５年度からは，利用料金収入の算出について，過去５年の実績から一番高い金額と一番低い金額を除いた利用料金平均を使って算出するように改めたとのことである。
	【管理運営に係る経費】   単位：千円
	【収入】   単位：千円（端数切捨て）
	【差額（指定管理料）】   　　35,276千円
	指定管理料３５２７万６０００円については，指定管理者が資金計画を提出し，同計画に基づく請求に基づいて支払うとされている（実施協定書第４条）。
	修繕についてはあらかじめ市と協議することになっており，軽微な修繕，緊急を要する場合は，協議不要とされている（基本協定書第８条第２項）。費用負担についての定めはないが，担当課によると，施設の躯体にかかる修繕は市，付帯施設の修繕は指定管理者の負担となる（ただし，金額によっては付帯施設の修繕についても協議により市の負担となることもある。）とのことである。指定管理料算定においては１５０万６０００円が見込まれているが，実際の修繕費５９万７７６９円との精算はなされていないし今後も精算をする予定はないとのこ...
	購入備品は，担当課によると，指定管理者に帰属するとのことだが，協定書等にはその旨の規定が欠けている。
	(ｴ)　本施設は老朽化が進んでおり,修繕工事費としての市の支出が年々増えている状況にある。
	平成２４年度は,桟橋補修工事（６３０万円）,塗装修繕工事（４８８万４０００円）,鋼管杭被覆防食補修工事（４６２万円）,手摺改良工事（計２８０万３５００円）等で合計１９０７万４７５０円の修繕工事費が支出されている。
	なお，平成２５年度は，桟橋桁材舗装工事（７７０万円）,桟橋鋼管杭被覆防食工事（６１４万円）,エキスパンドメタル取替工事（４００万円）,管理事務所屋根改修工事（３６７万１０００円）,手摺改良工事（３０１万円）の合計２４５２万１０００円の支出が予定されている。
	(ｵ)　平成２４年度の利用者数は，７万１４１５名である。釣り大会（５回開催，参加人数２２７人）や釣り教室（１０回開催，参加人数２２４人）といったイベントも開催されている。
	自主事業として，海洋釣堀の活魚販売（販売尾数タイ１７８２尾，アジ２３４５尾）を行う他，便益事業として，福岡市漁業協同組合に対し，売店と自動販売機の運営を委託している。便益事業においては，売上の５パーセントが指定管理者の収入となっている。
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	(ｱ)　本施設に関しては，平成１８年度から現在まで指定管理による管理が行われている。１期目（平成１８年度から平成２０年度）は，公募によりマリゾン・博多湾環境整備共同事業体が選定され，２期目（平成２１年度から平成２５年度）は公募によりマリゾン・博多湾環境整備共同事業体が選定されている。
	(ｲ)　指定管理者が行なう業務については，「福岡市海浜公園管理運営業務仕様書」において次の通り定められている。
	①　管理運営業務
	②　施設・設備の維持管理業務
	このうち，②に関しては，「福岡市海浜公園維持管理業務標準水準書」が定められ，緑地管理業務，海浜地管理業務，トイレ清掃業務，ゴミ搬出業務，施設警備業務，駐車場管理業務，中央プラザ管理業務，ビーチハウス管理業務，養浜整形業務，海藻撤去業務，夏期対策業務，水質調査業務の別ごとに，内容，業務量，頻度等が定められている。また，本施設は，クロマツ等数万本の植栽を有しているところ，植栽の管理詳細については「福岡市海浜公園植栽管理標準水準書」において、剪定，施肥，害虫防除，間伐，移植，薬剤注入等について頻度等...
	(ｳ)　本施設の入場者数は百道浜地区の概算で次のように推移している。なお，入場者数は，百道浜地区エントランスに設置されたカウンター数の２分の１の数と，駐車場利用台数に２を乗じた数との合計数となっている。
	「福岡市海浜公園管理運営業務仕様書」では，管理事務所業務（管理運営業務に含まれる。）として，市民やボランティア等との協働事業の推進が挙げられているところ，姪友会「精霊流し・花火大会」（参加人数約１万人），福岡県ウォーキング協会「シティウォーク」（同３５００人），ＮＰＯ法人マリゾンビーチスポーツクラブ「ビーチスポーツフェスタ２０１２」（同１０００人），ＦＢＳ福岡放送「全国高等学校クイズ選手権」（同），福岡市スポーツ振興事業団「サンカップビーチバレー２０１２」（同），姪浜中学校「姪浜中学校持久走・...
	(ｴ)　本施設の利用料金は，指定管理者が収受し，指定管理者の収入とされている（基本協定書第４条第１項）。
	指定管理料については指定管理者の提出する年度資金計画書に基づき，毎月支払われることとなっており（実施協定書第４条），平成２４年度は指定管理料が１億７４３０万円で，毎月９００万円から２５００万円が支払われた。備品購入，備品の修繕費用も指定管理料に含まれているが，精算は行われていない。
	もっとも，３期目については，１０万円未満の修繕費については，指定管理料の中に一定額（４２０万円。平成２１年度から平成２４年度実績の平均額。）が見込まれており，毎年度事業終了後に精算し，余剰は市へ返納することとされ，不足が生じた場合の追加支給はないとの取扱いに変更がなされているとのことである。
	また，購入備品の取扱いについては定めがなかったが，３期目については，備品の所有権は指定管理者に帰属するとの取扱いに変更されている。かかる取り扱いとした場合，次期指定管理者へ引き継ぎがなされず新たに備品を購入することになるのではないかとの懸念があるが，担当課からは，募集要項において指定期間満了時に次期指定管理者へ引き継ぐものとしているため，問題にならないと考えているとの説明があった。
	収支の状況は次のとおりである。
	【収入】
	【支出】
	その他の収入の内訳は，スクラップ処理売上１０万６００円，サービス件売上差額２１万３３００円，普通預金利息５６５８円である。
	その他の支出には，中央プラザ駐車場整備工事費６８２万５０００円，百道浜西危険物除去費用８７万２５５０円，オイルフェンス設置撤去費用７０万１９７２円が含まれている。これらは，指定管理者において必要性が高いと判断し，市の同意を得て指定管理者の収益の中から実施することになったとのことである。
	(ｵ)　基本協定書第９条では，「管理運営業務に関するリスク分担は，別紙２「リスク分担表」のとおりとする。」とされている。このリスク分担表については、総論で述べたとおり，市と指定管理者との間の責任範囲・分担をかえって不明確にするおそれが高い。本施設については，下の問題点としては取り上げていないが，当該「リスク分担表」は，協定書に添付すべきではないと考える。
	(ｱ)　本施設に関しては，平成１８年度から現在まで指定管理による管理が行われている。１期目（平成１８年度から平成２０年度）は，公募により（特非）福岡セーリング協会が選定され，２期目（平成２１年度から平成２５年度）は公募により（特非）福岡セーリング協会が選定されている。
	２期目については，公募しながら応募団体が（特非）福岡セーリング協会しかなかったという状況だが，この点について，担当課からは，ヨットハーバーの管理は専門性が高く，また現状では民間団体参入を考えるほどの利益もないと判断され，応募がなかったものと考えている旨の説明があった。
	(ｲ)　指定管理者が行なう業務については，「福岡市ヨットハーバー管理運営業務仕様書」において次の通り定められている。
	①　管理運営業務
	②　施設・設備の維持管理業務
	③　事業の実施
	このうち，②に関して，屋外清掃業務（一部），屋内清掃業務，駐車場管理業務，設備保守点検業務（消防設備，自家用電気工作物，揚降施設，受水槽清掃点検，浮桟橋の吃水調整）と植栽管理業務が業者へ再委託されている。
	なお，③に関し，「各種自主事業の企画，開催」が盛り込まれていたことから，その趣旨を担当課に確認したところ，自主事業と本来事業の捉え方に誤解があったようである。平成２５年度からは，これらを検討して，本来業務に入れるべきものはそのように整理したとのことである。
	(ｳ)　ヨットハーバーの利用状況は，浮桟橋１６５５隻（月平均１３８隻），艇置場１２７９隻（月平均１０７隻）であり，浮桟橋の利用は収容可能定数の７割を超えているが，艇置場は３割にとどまっている。ヨットハーバーの利用料金は，艇置場（一時利用）で１隻１日につき５９０円，浮桟橋（一時利用）で１隻１日につき２０００円から４７００円（艇長によって異なる），揚降施設（揚艇又は降艇１回につき）８８２０円，シャワー１回（３分間）につき１００円などとなっている。なお，艇置場及び浮桟橋の一時利用とは，利用期間が１５日以...
	ヨット教室は，市民向け，少年少女向けなど３６回開催され，６４７人が参加している。
	また，全日本歯科学生ヨットレース，九州４７０−スナイプ選手権，Ｊ／２４全日本選手権大会等の行事も７１回開催され，参加隻数が２００２，参加人員は１万２８０８人であった。
	利用者・見学者を合わせた延べ入場者数は，６万３４５０人である。
	(ｴ)　本施設の利用料金は，指定管理者が収受し，指定管理者の収入とされている（基本協定書第４条第１項）。
	指定管理料については指定管理者の提出する年度資金計画書に基づき，毎月支払われることとなっており（実施協定書第４条），平成２４年度は指定管理料が５３２４万２０００円であり，月に２４５万５０００円から７３３万３０００円が支払われている。備品購入，備品の修繕費用も指定管理料に含まれているが，精算は行われていない。
	もっとも，３期目については，１０万円未満の修繕費については，指定管理料の中に一定額（２９０万円。平成２１年度から平成２４年度実績の平均額）が見込まれており，毎年度事業終了後に精算し，余剰は市へ返納することとされ，不足が生じた場合の追加支給はないとの取扱いに変更がなされているとのことである。
	購入備品の取扱いについては定めがなかったが，３期目については，備品の所有権は指定管理者に帰属するとの取扱いに変更されている。この点，次期指定管理者への引き継ぎに際し問題とならないかとの懸念があるが，担当課に確認したところ，募集要項において指定期間満了時に次期指定管理者へ引き継ぐものとしているため，問題にはならないとのことであった。
	(ｵ)　基本協定書第９条では，「管理運営業務に関するリスク分担は，別紙２「リスク分担表」のとおりとする。」とされている。このリスク分担表については、総論で述べたとおり，市と指定管理者との間の責任範囲・分担をかえって不明確にするおそれが高い。本施設については，下の問題点としては取り上げていないが，当該「リスク分担表」は，協定書に添付すべきではないと考える。
	しかし， 施設利用者の減による使用料収入の減少や施設の老朽化等による維持管理経費の増加等で，年々財政収支が悪化していることから，平成２２年に実施された「福岡市事業仕分け」では「民間運営が適当」との評価がなされている。また，平成２５年４月に福岡市ヨットハーバー検討委員会が出した提言書では，施設の管理運営について，「一括貸付」又は「貸付・売却併用方式」により民間事業者が管理する，福岡市ヨットハーバー条例を廃止し，公の施設から普通財産へ切り替えるといった提言も出されている。
	そこで，本施設のあり方に関し見直しをしないのか問うたところ，担当課からは，次の回答を得た。
	公の施設の必要性も，社会状況及びそれを取りまく環境とともに変化していく部分が当然にあると思われる。市において，現在，本施設の必要性といった根本から方針を検討中ということであり，本監査においては，特に意見を述べないこととする。
	(ｱ)　本施設に関しては，平成１８年度から現在まで指定管理による管理が行われている。１期目（平成１８年度から平成２０年度）は，公募により博多港開発株式会社が選定され，２期目（平成２１年度から平成２５年度）は，公募により博多港国際旅客ターミナル運営共同事業体が選定されている。
	(ｲ)　指定管理者が行なう業務については，「博多港国際ターミナル指定管理業務仕様書」に定められており，指定管理業務は次のとおりである。
	・　施設の利用関連業務
	・　設備機器運転業務及び保守管理業務
	・　警備保安業務
	・　清掃業務
	・　環境衛生管理業務
	・　使用料及び利用料金の収納事務
	・　施設及び設備の補修・修繕及び改修業務
	・　その他市と指定管理者の協議により予算の範囲内で指定管理業務に含める業務
	設備機器保守や清掃業務，警備保安業務等，業務の一部は業者へ再委託されている。
	(ｳ)　指定管理料２４００万円については，４半期終了ごとに６００万円ずつ支払うとされている（実施協定書第４条，第５条）。平成２２年度に２１００万円だった指定管理料が，平成２３年度から２４００万円に増額されたのは，駐車場等の増設に伴い管理区域が広がったためとのことである。もっとも，３期目の募集においては，利用料金収入と管理経費等を再設計し，上限が２１００万円に設定されている。
	１件１０万円以上の修繕や改修にかかる費用については，１２６３万円を限度とし，指定管理者が実施した修繕等の事業費に応じて支払うこととなっており，指定管理者は，４半期ごとに実績報告書を提出して請求する（基本協定書第３２条，実施協定書第６条，第７条）。その際，指定管理者は５パーセントを諸経費として請求できることになっている（実施協定書第７条第３項）。１０万円未満のものについては指定管理者の負担となる。
	なお，３期目（平成２６年度から平成３１年度）については，１０万円未満の修繕費については，指定管理料の中に一定額（５５０万円。平成２１年度から平成２４年度実績の平均額）が見込まれており，毎年度事業終了後に精算し，余剰は市へ返納することとされているが，不足が生じた場合の追加支給はないとの取扱いに変更がなされている。
	購入備品については，基本協定書第２０条で，市の所有に帰属するとされているが，３期目については，備品の所有権は指定管理者に帰属するとの取扱いに変更されている。次期指定者への引き継ぎに際し問題とならないかとの懸念があるが，担当課によると，募集要項において指定期間満了時に次期指定管理者へ引き継ぐものとしており，問題にはならないと考えているとのことであった。
	(ｴ)　事業報告書は，簡潔かつ分かりやすくまとめられているという印象であった。
	指定管理事業については営業損益１９３９万円（対予算プラス１４６５万１０００円），自主事業については営業損益５８６万８０００円（対予算マイナス２３５３万２０００円）であり，指定管理事業と自主事業を合わせた利益は合計２５２５万８０００円（対予算マイナス８８８万１０００円）となっている。指定管理事業の営業損益は，経費削減に努めた結果と思われる。水光熱費が予算から５５４万４０００円減，空調機保守委託費が予算から１１９万７０００円減，清掃・環境衛生管理委託費が予算から１１９万４０００円減となっていた。
	また，担当課によると，指定管理者は，毎年度調査員を入れてのサービス調査（整理・整頓・清掃・清潔，販売応対，改札応対，電話応対）を行っているとのことである。平成２２年度に行われた調査の報告書を確認したが，客観的資料として非常に参考になると感じた。
	(ｵ)　基本協定書第１２条では，「指定管理業務に関するリスク分担は，別紙リスク分担表のとおりとする。」とされている。このリスク分担表については、総論で述べたとおり，市と指定管理者との間の責任範囲・分担をかえって不明確にするおそれが高い。本施設については，下の問題点としては取り上げていないが，当該「リスク分担表」は，協定書に添付すべきではないと考える。
	(ｱ)　本施設に関しては，平成１８年度から現在まで指定管理による管理が行われている。１期目（平成１８年度から平成２０年度），２期目（平成２１年度から平成２５年度）共に，非公募により博多港ふ頭（株）が選定されている。
	(ｲ)　指定管理者が行なう業務については，「博多港港湾施設指定管理業務仕様書」において運営業務と維持管理業務の別に定められている。
	運営業務とは，施設の利用関連業務（ふ頭サービス情報業務，施設案内業務，利用促進業務，利用許可等に関する業務，利用の規制に関する業務等），使用料等の収納業務，使用料未納者への督促等補助業務，岸壁利用者に対する役務の提供等である。
	維持管理業務とは，本施設の維持管理に関する業務であり，博多港国際ＶＨＦ無線電話通信業務及び船舶見張り業務，港湾監視レーダーシステム等賃貸借業務，風向風速計通信業務，清掃業務等多岐にわたっており，個々の業務内容についてはそれぞれ特記仕様書ないし設計書の定めがある。
	清掃業務や消防設備保守点検業務等，業務の一部は業者へ再委託されている。
	(ｳ)　指定管理料については，４億７６９２万９９５０円を限度として払うとされており（実施協定書第５条第１項），その内訳は次のとおりである（同条第２項，別紙５）。
	指定管理料は，指定管理者が毎月資金計画書を提出し，その請求により概算払いで毎月払われることになっている。平成２４年度については，毎月５１２万２３３０円から３３４１万５３４１円が支払われていた。
	指定管理料は，人件費及び管理事業費Ａを除いて精算するものとされており（実施協定書第７条第２項），精算は年度末に行われている。
	事業費の区分は次のとおりである（実施協定書第７条第２項なお書，別紙６）。管理事業Ａとは，年度当初に年間契約による再委託を行なうなど業務費のある程度予測がつく事業であり，管理事業費Ｂは，再委託初年度で実績がない事業や，修繕など業務費が予測しにくく，場合によっては精算が必要な事業とのことである。会計に関しては，市が「一般会計（一般）」と「港湾整備事業特別会計（特会）」の２つの会計区分より指定管理料を支払っているとのことである。
	諸経費とは，人件費と管理事業費Ｂの５パーセントであり，これが指定管理者の利益部分となっているとのことである。
	(ｴ)　基本協定書第８条では，「管理運営業務に関するリスク分担は，別紙１「リスク分担表」のとおりとする。」とされている。このリスク分担表については、総論で述べたとおり，市と指定管理者との間の責任範囲・分担をかえって不明確にするおそれが高い。本施設については，下の問題点としては取り上げていないが，当該「リスク分担表」は，協定書に添付すべきではないと考える。
	(ｱ)　本施設は，指定管理制度導入以前は，管理委託で博多港ふ頭（株）による管理運営が行われていた。当時，港湾施設の管理委託は全国的にも珍しかったが，平成６年度当初の香椎パークポートコンテナターミナルの供用開始に伴い，香椎パークポートコンテナターミナル及び箱崎ふ頭コンテナターミナル等の管理運営委託後，港湾施設の管理運営に関するノウハウの蓄積が認められたことから，効率的な港湾施設の管理運営を行なうことにより経費節減を図るとともに，博多港のサービス水準向上を図り博多港の発展に資するため，平成８年度から全...
	指定管理制度については，平成１５年の地方自治法改正によりそれまでの管理委託制度が廃止されたために採用されたものであり，指定管理を導入したことによる新たな効果というものはないようである。
	(ｲ)　ところで，本施設の指定業務は，「港湾施設」の管理という点での特殊性はあるとしても，上述した業務からして，まさに「施設の管理」である。指定管理者選定委員会における，担当課からの「企画業務は港営課が行い，実務的な部分は全て博多港ふ頭（株）にお願いしている」旨の説明からも分かるように，本施設に関する博多港ふ頭（株）の業務は，特に指定管理制度をとらずとも，業務委託で良いように思われるところである。
	また，指定管理制度の目的には「経費節減」が挙げられるが,本施設については下に述べる通り,指定管理者には経費削減のモチベーションが生じる余地がないと思われるところである。
	さらに，港湾区域に，市の施設（公の施設）と，国の所有する施設があることから，指定管理制度の対象となっている施設と業務委託で管理されている施設が混在する状況となっており，そのため，本指定管理対象施設について，市が結局どれだけの支出をしているかを把握することもできない。
	むしろ，本施設については業務委託とすることによって，対象施設や対象区域毎に費用等を把握し，場合によっては，一部施設について博多港ふ頭（株）の管理から外し他の民間業者に任せた方が（再委託ではなく市からの直接の委託とする等），経費節減や効率的な管理運営につながる可能性もあるところである。
	そこで，本施設については，指定管理とする必要性，相当性について，再度検討するよう求めることとした。
	なお，担当課によると，緑地については指定管理対象施設から外し,業務委託とすることを既に検討しているとのことである。
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	(ｱ)　本施設に関しては，平成１８年度から現在まで指定管理による管理が行われている。１期目（平成１８年度から平成２０年度），２期目（平成２１年度から平成２３年度），３期目（平成２４年度から平成２６年度）のすべてで，非公募により（公財）福岡市防災協会が選定されている。なお，（財）福岡市防災協会については，平成２０年度の第２次外郭団体改革実行計画において，「事業内容等の見直しとともに，経営改善を行なう団体」とされていたものであり，改革の一環として，平成２５年の公益財団法人化がなされたものである。
	３期目については，「指定管理者選定は公募でやるべき」との市の方針の下，当初公募予定としたものの，福岡市民防災センターの業務が高度な専門性を要する特殊な事業であること，福岡市内の民間業者に対するモニタリングの結果，防災教育は民間では難しく，いずれも応募の意思がなかったこと，防災教育は行政がやるべきものではないかとの意見であったことから非公募としたという経緯がある。
	(ｲ)　指定管理者が行なう業務については，「福岡市民防災センター管理運営業務仕様書」において次のような業務が定められている。
	・　防災に関する教育，訓練，指導，相談等に関する業務
	・　防災に関する講習会等の開催に関する業務
	・　防災用資機材及び災害救援物資の備蓄及び供給に関する業務
	・　センターの利用の制限に関する業務
	・　センターの施設，付属設備，図書，資料等の維持及び修繕に関する業務
	庁舎清掃や来館受付，案内業務，空調機保守業務等，業務の一部は業者へ再委託されている。
	(ｳ)　指定管理料については，１億６５１５万９０００円が概算払いで払うとされており（実施協定書第５条第１項，同第２項），平成２４年度は，「委託契約料月別内訳表」に基づき，毎月１２３１万円から２１０３万円が支払われている。
	指定管理料の内訳は次のとおりであり，指定管理者が実績と照らしあわせて作成した計画に基づく。
	単位：千円
	会議費とは理事会等の開催費用（お茶代，菓子代）年２回であり，使用料及び賃借料とは機器のリース料である。交際費は関係団体の会議や意見交換会の費用であり，食料費は来賓用お茶代である。諸経費は時間外手当である。
	指定管理料は，業務終了後，人件費も含めて精算するものとされており（実施協定書第５条第３項），平成２４年度は１１９０万７８０４円が返還されている。
	(ｴ)　平成２４年度の開館実日数は３０３日であり，入館者数は１２万１５２４人であった。
	防災教育事業として，出産予定者や１歳未満の子を持つ保護者を対象にした「新米パパ・ママ応急手当講習」を３０回（受講者２３１家族，４３８人），市内の幼稚園や保育園を対象にした「園児防火教室」や市民を対象とした「防災出前講座」を２８６回（参加者１万８０５２人），女性防火クラブや離島の中学生防火クラブ等を対象にした防火訓練を１６回（参加者２５８人）実施している。
	火災予防広報事業としては，春と秋の火災予防運動に伴うイベントの共催や，市内各種主要施設等における防災に関する展示等（７回，延べ５５日間）を行っており，火災予防啓発用チラシ・ポスター・パンフレット等も１４万３２５０部作成している。
	指定管理業務である講習事業としては，防火管理資格取得講習，防災管理資格取得講習，防火管理者再講習，防火・防災管理業務の一部受託法人等の教育担当者講習，自衛消防業務新規講習，自衛消防業務追加講習が行われている。
	(ｵ)　基本協定書第１２条では，「本業務に関するリスク分担は，別紙２「福岡市民防災センター管理運営業務リスク分担表」のとおりとする。」とされている。このリスク分担表については、総論で述べたとおり，市と指定管理者との間の責任範囲・分担をかえって不明確にするおそれが高い。本施設については，下の問題点としては取り上げていないが，当該「リスク分担表」は，協定書に添付すべきではないと考える。
	(ｱ)　本施設は，指定管理制度導入以前から，管理委託で（財）防災協会による管理運営が行われており，指定管理制度を導入後も，管理運営状況に特段の変化はないとのことである。担当課によると，平成１８年度当初，本施設については指定管理者制度には合わないのではないかとの意見もあったが，市の方針も踏まえ指定管理者制度を導入することが決定されたとのことであった。
	(ｲ)　しかし，市の職員が１２名も派遣されているという実体からは，指定管理者に本施設の管理を任せているとは言い難い。
	指定管理料全額が概算払いとされ，年度末にすべての費目が精算対象とされるというのも，指定管理者に経費削減等のモチベーションが生じる余地がなく，また，非公募による選定が行われていることから，指定管理者の経営努力や競争による「住民サービスの向上と経費節減・収益性向上効果」が生じることは期待しがたいところである。
	本施設に関しては，指定管理制度を導入しているとの外観を取りながら，その実は，指定管理制度にそぐわない運用がなされていると言わざるを得ない。
	(ｳ)　もっとも，本施設の業務が高度な専門性を要する特殊な事業であること，市場調査においても指定管理者に応募する意思のある団体が見当たらなかっただけでなく，民間に任せるような仕事ではないとの意見まで聞かれたという現状に鑑みれば，本施設については，指定管理制度ではなく，むしろ市の直営で管理することを検討すべきであると思われた。
	かかる指摘に対しては，担当課からも，このまま指定管理制度を推し進めることに難しさを感じているとの回答であったところ，平成２６年３月７日，本施設について，（公財）防災協会を解散し，平成２７年度から市の直営とするとの方針が明らかとされた。そのため，本監査報告書においては，管理のあり方に対する意見を付していない。
	なお，本施設に関しては，（すべて概算払いであるとは言え）指定管理料の積算根拠（積算方法）が曖昧であること（実績と事業計画がいかに反映されたものかが判然としない。），指定管理者選定委員会第１回が非公開とされたこと等不適切な運用が見られたが，管理を直営に変更するという状況にあることを踏まえ，これらの点についても本監査報告書において意見を付さないこととした。
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	(ｱ)　本施設に関しては，平成１８年度から現在まで指定管理による管理が行われている。１期目（平成１８年度から平成２２年度）は，非公募で（財）福岡市森と緑のまちづくり協会が選定されていたが，同協会は，平成２０年度の福岡市第２次外郭団体改革実行計画において，「事業やあり方について検討する団体」とされていた。２期目（平成２３年度から平成２７年度）は，公募により，（一財）福岡市市民の森協会が選定されている。
	(ｲ)　指定管理者の具体的業務内容は次のとおりである。
	警備業務，委託業務，遊具施設保守点検業務，電気保安業務，ごみ収集運搬業務等の業務の一部は業者へ再委託されている。
	環境啓発事業として，平成２４年度は，野鳥観察会，ハイキング，沢のいきものウォッチング，昆虫観察会，キノコ観察会，森を育てる会ボランティア体験講座等が実施されている。
	また，各種イベントも実施されており，平成２４年度は，市民の森については，宿泊キャンプ（参加者１２２９名），秋の母娘オリエンテーリング大会（参加者１８８名），油山市民の森スケッチ大会（参加２２８点）等が開催され，自然観察の森については，新緑の油山自然かんさつハイキング（参加者６５名），ゴールデンウィーク野鳥観察会（参加者４９名），春の油山自然かんさつハイキング（参加者４３名）等が開催されている。
	平成２４年度における入山者数は１７万８０２６人である。
	なお，この入山者数は徒歩入山者数と車両入山者数の合計であり，それぞれ次のように算出されている。
	徒歩入山者数＝①料金所入山者数（実数）＋②料金所以外入山者数（①の約２倍）＋③宿泊キャンプ者数（実数）＋④牧場経由入山者数（牧場入場者の１割）
	車両入山者数＝①有料普通車両利用入山者数（普通車両台数の４倍）＋②有料中・大型車両利用入山者数（中・大型車両利用者実数）＋③無料車両利用入山者数（実人数）＋④バイク利用入山者数（台数の１．５倍）＋⑤臨時バス利用入山者数（西鉄バスからの利用者数の３分の１）
	(ｳ)　指定管理料９５３０万円については，指定管理者が資金計画表を提出し，同計画に基づく請求に基づいて支払うとされている（実施協定書第４条）。
	修繕についてはあらかじめ市と協議することになっており，軽微な修繕，緊急を要する場合は，協議不要とされている（基本協定書第８条第１項）。費用負担についての定めはないが，担当課によると，１件１０万円以下の修繕については，指定管理者の負担となるとのことである。指定管理料には，修繕費として７５万円が見込まれているが，実際の修繕費との精算はなされていない。
	なお，本指定管理者を公募する際に指定管理料の精算は行わないことを前提としていたため，現指定期間中に取り扱いを変更することは難しいとのことである。
	購入備品は，指定管理者に帰属し，指定管理期間が終了した場合には市に寄贈される予定となっているとのことである。かかる取り扱いについては，実施協定書別紙１「福岡市油山市民の森の指定管理者が行う管理運営業務の細目」第９項「物品の保守管理業務に関すること」において、「本市の管理経費により購入した物品の所有権は，指定管理者に帰属するが，指定管理期間が終了した場合，本市へ返還するものとする。」と規定されている。指定管理者が「所有」している備品を，市に「返還」はできないことから，かかる取り扱いを続けるのであ...
	(ｴ)　基本協定書第９条では，「管理運営業務に関するリスク分担は，別紙１のとおりとする。」とされている。このリスク分担表については、総論で述べたとおり，市と指定管理者との間の責任範囲・分担をかえって不明確にするおそれが高い。本施設については，下の問題点としては取り上げていないが，当該「リスク分担表」は，協定書に添付すべきではないと考える。
	(ｵ)　本施設がもともと市民からの寄付によって設立されたという経緯もあり，年に１度，「福岡市油山市民の森運営協議会」が開催され，事業報告等がなされている。平成２４年度は平成２５年２月１９日に開催された。
	(ｱ)　本施設に関しては，平成１８年度から現在まで指定管理による管理が行われている。１期目（平成１８年度から平成２２年度）は，非公募で（財）福岡市森と緑のまちづくり協会が選定されていたが，同協会は，平成２０年度の福岡市第２次外郭団体改革実行計画において，「事業やあり方について検討する団体」とされていた。２期目（平成２３年度から平成２７年度）は，公募により，西部ガス・ファイブ共同事業体が選定されている。
	(ｲ)　指定管理者の具体的業務内容は次のとおりである。
	自家用電気工作物保安管理，水質検査，一般廃棄物運搬処理は業者へ再委託されている。
	なお，指定管理料については今後も削減が予定されており，燃料費のかさむ温室の取り扱いを含め，次期公募時には本施設事業の見直しをすることが検討されているとのことである。
	(ｳ)　指定管理料１億１００万円については，指定管理者が資金計画表を提出し，同計画に基づく請求に基づいて支払うとされている（実施協定書第４条）。
	事業報告書によると，平成２４年度の収支決算は２万９３８１円のプラスとなっているが，自主事業とその他（収穫物販売等）を除いて収支を計算すると，２１０万７２０５円のプラスとなる。
	修繕についてはあらかじめ市と協議することになっており，軽微な修繕，緊急を要する場合は，協議不要とされている（基本協定書第８条第１項）。費用負担についての定めはないが，担当課によると，１件１０万円以下の修繕については，指定管理者の負担となるとのことである。指定管理料には，修繕費として３５万８０００円が見込まれているが，実際の修繕費との精算はなされていない。
	なお，本指定管理者を公募する際に指定管理料の精算は行わないことを前提としていたため，現指定期間中に取り扱いを変更することは難しいとのことである。
	購入備品は，指定管理者に帰属し，指定管理期間が終了した場合には市に寄贈される予定となっているとのことであるが，かかる取り扱いについては，実施協定書別紙１「花畑園芸公園の指定管理者が行う管理運営業務の細目」第１４項「物品の保守管理業務に関すること」において、「本市の管理経費により購入した物品の所有権は，指定管理者に帰属するが，指定管理期間が終了した場合，本市へ返還するものとする。」と規定されている。指定管理者が「所有」している備品を，市に「返還」はできないことから，かかる取り扱いを続けるのであれ...
	(ｴ)　本施設で収穫される果実類（みかん，栗，桃，ぶどう，キウィ等）については，市と指定管理者との間で売買契約が結ばれている。売渡価格は，１級品であれば，引渡日の前週の福岡市中央卸売市場の平均価格に７０パーセントを乗じた価格とされ，２級品は１級品の単価の５０パーセント，３級品は２級品の単価の５０パーセントとされている。
	本施設の指定管理者と選定された場合にかかる売買契約を結ぶことを，指定管理者募集の段階で条件としているとのことである。
	指定管理者はこれら買い取った果実類を独自に売却することとなるが，民間の小売業者への影響を考慮し，来訪者に売ることを原則としているとのことである。担当課によると，平成２４年度の収穫物買取額は２９０万２１８７円であり，これに対する販売による収入は５４８万５０１２円とのことである。
	(ｵ)　自主事業として，農園芸の普及・体験の場として開催されている，野菜・果物・花卉類から庭木の栽培，手入れ，病害虫の対応などの「園芸講座」・「農園芸実習」を始め，「バルーンアート教室」や「しめ縄づくり教室」「コンニャクの作り方教室」が開催されている。
	事業報告書によると，自主事業による収入は７０万２３５０円（予算２０万５０００円），支出は１２４万５１４０円（予算６７万２０００円）である。
	(ｶ)　基本協定書第９条では，「管理運営業務に関するリスク分担は，別紙１のとおりとする。」とされている。このリスク分担表については、総論で述べたとおり，市と指定管理者との間の責任範囲・分担をかえって不明確にするおそれが高い。本施設については，下の問題点としては取り上げていないが，当該「リスク分担表」は，協定書に添付すべきではないと考える。
	(ｱ)　本施設に関しては，平成１８年度から現在まで指定管理による管理が行われている。１期目（平成１８年度から平成２２年度）は，非公募で（財）福岡市森と緑のまちづくり協会が選定されていたが，同協会は，平成２０年度の福岡市第２次外郭団体改革実行計画において，「事業やあり方について検討する団体」とされていた。２期目（平成２３年度から平成２７年度）は，公募により，九州林産（株）が選定されている。
	(ｲ)　指定管理者の具体的業務内容は次のとおりである。
	建物設備管理（清掃業務，法定点検業務），警備業務（機械警備，巡回警備，常駐警備），緑地維持管理（ゴミ搬出，下草刈り管理，芝生管理，樹木剪定）は業者へ再委託されている。
	利用者サービスの質を確保するために次のような取組みがなされている。
	(ｳ)　指定管理料４４９０万円については，指定管理者が資金計画表を提出し，同計画に基づく請求に基づいて支払うとされている（実施協定書第４条）。平成２４年度は，毎月３５２万１０００円から４１８万９０００円が支払われている。
	修繕についてはあらかじめ市と協議することになっており，軽微な修繕，緊急を要する場合は，協議不要とされている（基本協定書第８条第１項）。費用負担についての定めはないが，担当課によると，１件１０万円以下の修繕については，指定管理者の負担となるとのことである。指定管理料には，修繕費として２１万７０００円が見込まれているが，実際の修繕費との精算はなされていない。
	なお，本指定管理者を公募する際に指定管理料の精算は行わないことを前提としていたため，現指定期間中に取り扱いを変更することは難しいとのことである。
	購入備品は，指定管理者に帰属し，指定管理期間が終了した場合には市に寄贈される予定となっているとのことであるが，かかる取り扱いが協定書等に定められているわけではない。
	担当課によると，市の財政状況から指定管理料は削減の方向にあり，３期目については，施設の老朽化の状態や利用状態を考慮し，施設の停止も含めて検討するとのことであった。
	(ｴ)　指定管理者が行った自主事業は，次のとおりである。
	(ｵ)　基本協定書第９条では，「管理運営業務に関するリスク分担は，別紙１のとおりとする。」とされている。このリスク分担表については、総論で述べたとおり，市と指定管理者との間の責任範囲・分担をかえって不明確にするおそれが高い。本施設については，下の問題点としては取り上げていないが，当該「リスク分担表」は，協定書に添付すべきではないと考える。
	(ｱ)　本施設に関しては，平成１８年度から現在まで指定管理による管理が行われている。１期目（平成１８年度から平成２２年度）は，非公募で（財）福岡市森と緑のまちづくり協会が選定されていたが，同協会は，平成２０年度の福岡市第２次外郭団体改革実行計画において，「事業やあり方について検討する団体」とされていた。２期目（平成２３年度から平成２７年度）は，公募により，ふれあい・よか農園メンテナンスグループが選定されている。
	(ｲ)　指定管理者の具体的業務内容は次のとおりである。
	警備，建物清掃，空調設備保守点検，散水設備保守点検，エレベータ保守点検，消防設備保守点検，自動扉保守点検は業者へ再委託されている。
	体験農園利用者数は目標１万４２２０人に対して２万６２１人，公園利用者数は目標２万７８００人に対して３万２１６人であった。
	(ｳ)　指定管理料２５２８万円については，指定管理者が資金計画表を提出し，同計画に基づく請求に基づいて支払うとされている（実施協定書第４条）。平成２４年度は，毎月１７５万円から２８０万円が支払われている。
	修繕についてはあらかじめ市と協議することになっており，軽微な修繕，緊急を要する場合は，協議不要とされている（基本協定書第８条第１項）。費用負担についての定めはないが，担当課によると，１件１０万円以下の修繕については，指定管理者の負担となるとのことである。指定管理料には，修繕費として５万８０００円が見込まれているが，実際の修繕費との精算はなされていない。
	なお，本指定管理者を公募する際に指定管理料の精算は行わないことを前提としていたため，現指定期間中に取り扱いを変更することは難しいとのことである。
	購入備品は，指定管理者に帰属し，指定管理期間が終了した場合には市に寄贈される予定となっているとのことであるが，かかる取り扱いが協定書等に定められているわけではない。
	(ｴ)　指定管理者が行った自主事業は，次のとおりである。
	(ｵ)　基本協定書第９条では，「管理運営業務に関するリスク分担は，別紙１のとおりとする。」とされている。このリスク分担表については、総論で述べたとおり，市と指定管理者との間の責任範囲・分担をかえって不明確にするおそれが高い。本施設については，下の問題点としては取り上げていないが，当該「リスク分担表」は，協定書に添付すべきではないと考える。
	(ｱ)　本施設に関しては，平成１８年度から現在まで指定管理による管理が行われている。１期目（平成１８年度から平成２２年度）は，非公募で（財）福岡市森と緑のまちづくり協会が選定されていたが，同協会は，平成２０年度の福岡市第２次外郭団体改革実行計画において，「事業やあり方について検討する団体」とされていた。２期目（平成２３年度から平成２５年度）は，非公募により（一社）福岡市乳牛育成協会が選定されている。
	(ｲ)　指定管理者の具体的業務内容は，次のとおりである。
	警備等業務，交通整理・駐車場警備業務，建物清掃業務，給水設備清掃等業務，下水道施設保守点検及び清掃業務等業務の一部は業者へ再委託されている。
	なお，担当課によると，雌仔牛の預託等数は減ってきており,背振牧場についてはその利用を停止することが検討されているとのことである。
	(ｳ)　指定管理料１億８７３０万７０００円については，指定管理者が資金計画表を提出し，同計画に基づく請求に基づいて支払うとされている（実施協定書第６条）。
	基本協定書第３０条では，「管理運営業務のうち，市が指定する単価契約業務に係る指定管理料について，会計年度終了時に余剰金が生じた場合は，市の指示に従い速やかに返還するものとする。」とされている。市が指定する単価契約業務としては，展示家畜飼養管理業務として，搾乳牛，仔牛，緬羊，山羊，馬，家禽の基準頭数，搾乳体験，夜間巡視の回数，生乳検査料と搾乳牛検便検査料の本数が定められている他，畜産加工研修施設運営業務として，牛乳，アイスクリーム，生クリーム，バターの数量等，また交通整理・駐車場警備業務として交...
	修繕についてはあらかじめ市と協議することになっており，軽微な修繕，緊急を要する場合は，協議不要とされている（基本協定書第８条第１項）。費用負担についての定めはないが，担当課によると，１件３０万円以下の修繕については，指定管理者の負担となるとのことである。指定管理料には，修繕費として４９３万５０００円が見込まれていたが，実際の修繕費４５７万４７０８円との精算はなされていない。
	購入備品は，担当課によると，市の所有に帰属するとのことだが，協定書等にはその旨の規定が欠けている。
	なお，平成２５年度からは，修繕及び備品について，指定管理料に含めて概算払いとし，年度末に精算を行なう取り扱いに変更されている。
	(ｴ)　本施設については，年に１度「油山牧場運営協議会」が開催されており，平成２４年度は７月２日に開催されている。議事録を確認したところ，施設運営，市民サービスについて具体的かつ面白いアイディア，助言がなされていた。広く意見を募る機会を定期的に設けている点は評価できる。今後の管理に活かすべきところは，ぜひ活かしてもらいたい。
	(ｵ)　基本協定書第９条では，「管理運営業務に関するリスク分担は，別紙１のとおりとする。」とされている。このリスク分担表については、総論で述べたとおり，市と指定管理者との間の責任範囲・分担をかえって不明確にするおそれが高い。本施設については，下の問題点としては取り上げていないが，当該「リスク分担表」は，協定書に添付すべきではないと考える。
	(ｱ)　本施設に関しては，平成１８年度から現在まで指定管理による管理が行われている。1期目（平成１８年度から平成２０年度），２期目（平成２１年度から平成２３年度），３期目（平成２４年度）ともに，非公募により（財）福岡市海づり公園管理協会が選定されている。
	(ｲ)　指定管理者の具体的業務内容は，海づり公園施設の維持管理，海づり公園の秩序維持，利用者の安全確保，利用者への釣り指導，各種イベントの開催,利用料金の徴収,減免,還付等である。
	警備業務及び清掃業務は業者へ再委託されている。
	(ｳ)　指定管理料は,「管理運営に係る経費から利用料金収入を差し引いた額」（基本協定書第２４条第１項）で,「各年度ごとに定めることとし,原則として額の変更・精算は行わない」（同条第２項）とされており，担当課によると，今後も変更は予定していないとのことである。
	平成２４年度については，平成２４年度の管理運営に係る経費（指定管理者が立てた見込み）から,平成２３年度と同額の平成２４年度利用料金収入（どちらも指定管理者が立てた見込み）を差し引いた額となっており，内訳は次のとおりである。
	なお，平成２５年度からは，利用料金収入の算出について，過去５年の実績から一番高い金額と一番低い金額を除いた利用料金平均を使って算出するように改めたとのことである。
	【管理運営に係る経費】   単位：千円
	【収入】   単位：千円（端数切捨て）
	【差額（指定管理料）】   　　35,276千円
	指定管理料３５２７万６０００円については，指定管理者が資金計画を提出し，同計画に基づく請求に基づいて支払うとされている（実施協定書第４条）。
	修繕についてはあらかじめ市と協議することになっており，軽微な修繕，緊急を要する場合は，協議不要とされている（基本協定書第８条第２項）。費用負担についての定めはないが，担当課によると，施設の躯体にかかる修繕は市，付帯施設の修繕は指定管理者の負担となる（ただし，金額によっては付帯施設の修繕についても協議により市の負担となることもある。）とのことである。指定管理料算定においては１５０万６０００円が見込まれているが，実際の修繕費５９万７７６９円との精算はなされていないし今後も精算をする予定はないとのこ...
	購入備品は，担当課によると，指定管理者に帰属するとのことだが，協定書等にはその旨の規定が欠けている。
	(ｴ)　本施設は老朽化が進んでおり,修繕工事費としての市の支出が年々増えている状況にある。
	平成２４年度は,桟橋補修工事（６３０万円）,塗装修繕工事（４８８万４０００円）,鋼管杭被覆防食補修工事（４６２万円）,手摺改良工事（計２８０万３５００円）等で合計１９０７万４７５０円の修繕工事費が支出されている。
	なお，平成２５年度は，桟橋桁材舗装工事（７７０万円）,桟橋鋼管杭被覆防食工事（６１４万円）,エキスパンドメタル取替工事（４００万円）,管理事務所屋根改修工事（３６７万１０００円）,手摺改良工事（３０１万円）の合計２４５２万１０００円の支出が予定されている。
	(ｵ)　平成２４年度の利用者数は，７万１４１５名である。釣り大会（５回開催，参加人数２２７人）や釣り教室（１０回開催，参加人数２２４人）といったイベントも開催されている。
	自主事業として，海洋釣堀の活魚販売（販売尾数タイ１７８２尾，アジ２３４５尾）を行う他，便益事業として，福岡市漁業協同組合に対し，売店と自動販売機の運営を委託している。便益事業においては，売上の５パーセントが指定管理者の収入となっている。
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