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第第第第１１１１    指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度のののの創設創設創設創設    

 

    １１１１    地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法のののの改正理由改正理由改正理由改正理由    

 

            「「「「官官官官からからからから民民民民へへへへ」」」」のののの構造改革構造改革構造改革構造改革のののの下下下下、、、、簡素簡素簡素簡素でででで効率的効率的効率的効率的なななな地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体をををを実現実現実現実現するためするためするためするため

にはにはにはには、、、、民間能力民間能力民間能力民間能力のののの活用活用活用活用をををを阻阻阻阻むむむむ規制規制規制規制・・・・制度等制度等制度等制度等をををを取取取取りりりり除除除除くことがくことがくことがくことが重要重要重要重要であるであるであるである。。。。    

            特特特特にににに、、、、公公公公のののの施設施設施設施設のののの管理管理管理管理にににに関関関関してしてしてして、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの管理委託制度管理委託制度管理委託制度管理委託制度はははは管理者管理者管理者管理者のののの範囲範囲範囲範囲をををを公公公公

共的団体等共的団体等共的団体等共的団体等にににに限定限定限定限定してきたためしてきたためしてきたためしてきたため、、、、民間事業者民間事業者民間事業者民間事業者のののの維持管理維持管理維持管理維持管理のののの是非是非是非是非についてはについてはについてはについては、、、、以前以前以前以前

からからからから議論議論議論議論がなされてきたところであるがなされてきたところであるがなされてきたところであるがなされてきたところである。。。。    

            今回今回今回今回のののの法改正法改正法改正法改正によるによるによるによる指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度はははは、、、、公公公公のののの施設施設施設施設のののの設置目的設置目的設置目的設置目的をををを損損損損なうことなくなうことなくなうことなくなうことなく、、、、

適切適切適切適切なななな管理管理管理管理をををを確保確保確保確保したしたしたした上上上上でででで、、、、このこのこのこの限定限定限定限定をををを取取取取りりりり払払払払いいいい、、、、民間事業者民間事業者民間事業者民間事業者をををを含含含含むむむむ管理者管理者管理者管理者にににに施施施施

設設設設のののの使用許可権限使用許可権限使用許可権限使用許可権限をををを付与付与付与付与することによりすることによりすることによりすることにより、「、「、「、「多様化多様化多様化多様化するするするする住民住民住民住民ニーズニーズニーズニーズにににに効果的効果的効果的効果的・・・・効効効効

率的率的率的率的にににに対応対応対応対応しししし、、、、公公公公のののの施設施設施設施設のののの管理管理管理管理にににに民間民間民間民間のののの能力能力能力能力をををを活用活用活用活用しつつしつつしつつしつつ、、、、住民住民住民住民サービスサービスサービスサービスのののの向上向上向上向上

をををを図図図図るととるととるととるとともにもにもにもに、、、、経費経費経費経費のののの節減等節減等節減等節減等をををを図図図図ることることることること」」」」とするものであるとするものであるとするものであるとするものである。。。。    

 

 

    ２２２２    制度制度制度制度のののの概要概要概要概要    

 

 (1) 指定管理者制度と管理委託制度の相違 

                公公公公のののの施設施設施設施設のののの管理管理管理管理についてはについてはについてはについては、、、、これまでもこれまでもこれまでもこれまでも地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体のののの出資法人等出資法人等出資法人等出資法人等にににに委託委託委託委託すすすす

ることることることること（（（（管理委託制度管理委託制度管理委託制度管理委託制度））））ができたものであるがができたものであるがができたものであるがができたものであるが、、、、そのそのそのその制度制度制度制度とととと指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度とととと

のののの主主主主なななな相違点相違点相違点相違点についてはについてはについてはについては以下以下以下以下のとおりであるのとおりであるのとおりであるのとおりである。。。。    

    指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度    管理委託制度管理委託制度管理委託制度管理委託制度    

管理権限管理権限管理権限管理権限・・・・責任等責任等責任等責任等        管理管理管理管理にににに関関関関するするするする権限権限権限権限をををを指定管指定管指定管指定管

理者理者理者理者にににに委任委任委任委任。。。。    

    設置者設置者設置者設置者はははは、、、、管理権限管理権限管理権限管理権限のののの行使行使行使行使

自体自体自体自体はははは行行行行わずわずわずわず、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて

指示指示指示指示をををを行行行行いいいい、、、、指示指示指示指示にににに従従従従わないわないわないわない

などのなどのなどのなどの場合場合場合場合にはにはにはには指定指定指定指定のののの取消取消取消取消しししし

等等等等をををを行行行行うううう。。。。    

    契約契約契約契約にににに基基基基づきづきづきづき、、、、具体的具体的具体的具体的なななな管管管管

理理理理のののの事務又事務又事務又事務又はははは業務業務業務業務のののの執行執行執行執行をををを行行行行

うううう。。。。    

    管理権限及管理権限及管理権限及管理権限及びびびび責任責任責任責任はははは、、、、設置設置設置設置

者者者者がががが引引引引きききき続続続続きききき有有有有するものであするものであするものであするものであ

りりりり、、、、使用許可権限使用許可権限使用許可権限使用許可権限はははは委託委託委託委託できできできでき

ないないないない。。。。    

管理者管理者管理者管理者のののの範囲範囲範囲範囲        特別特別特別特別なななな制約制約制約制約をををを設設設設けずけずけずけず、、、、具体具体具体具体

的的的的なななな管理者管理者管理者管理者をををを議会議会議会議会のののの議決議決議決議決をををを経経経経

てててて指定指定指定指定。。。。    

    地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体のののの出資法人出資法人出資法人出資法人、、、、

公共団体公共団体公共団体公共団体、、、、公共的団体公共的団体公共的団体公共的団体にににに限定限定限定限定。。。。    
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【【【【参考参考参考参考：：：：指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度、、、、管理運営委託及管理運営委託及管理運営委託及管理運営委託及びびびび業務委託業務委託業務委託業務委託のののの違違違違いについていについていについていについて】】】】    

    業務委託業務委託業務委託業務委託    管理運営委託管理運営委託管理運営委託管理運営委託    指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度    

位置付位置付位置付位置付けけけけ    サービスサービスサービスサービスのののの提供提供提供提供    権限権限権限権限のののの委任代理委任代理委任代理委任代理    管理代行管理代行管理代行管理代行（（（（行政処分行政処分行政処分行政処分））））    

限定限定限定限定しないしないしないしない    
出資団体出資団体出資団体出資団体（（（（1/21/21/21/2 以以以以上出資上出資上出資上出資））））    

公共団体公共団体公共団体公共団体、、、、公共的団体公共的団体公共的団体公共的団体    

法人法人法人法人そのそのそのその他他他他のののの団体団体団体団体（（（（民間民間民間民間

事業者事業者事業者事業者、、、、NPONPONPONPO、、、、公共的団体公共的団体公共的団体公共的団体

等等等等））））    
受託者受託者受託者受託者    

特特特特になしになしになしになし    条例条例条例条例でででで規定規定規定規定    議会議会議会議会のののの議決議決議決議決をををを得得得得てててて決定決定決定決定    

施設施設施設施設のののの経営権経営権経営権経営権    町町町町    町町町町    

指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者（（（（営業時間営業時間営業時間営業時間、、、、

休館日休館日休館日休館日などのなどのなどのなどの設定設定設定設定やややや業務業務業務業務

のののの範囲範囲範囲範囲はははは条例条例条例条例でででで定定定定めるめるめるめる。。。。    

対外的責任対外的責任対外的責任対外的責任    町町町町    一義的一義的一義的一義的にはにはにはには受託者受託者受託者受託者    一義的一義的一義的一義的にはにはにはには指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者    

業務業務業務業務のののの範囲範囲範囲範囲    
契約範囲内契約範囲内契約範囲内契約範囲内ののののサービスサービスサービスサービスのののの

提供提供提供提供    

①①①①指示指示指示指示されたされたされたされた施設施設施設施設サービサービサービサービ

ススススのののの提供提供提供提供    

②②②②施設施設施設施設のののの維持管理維持管理維持管理維持管理    

①①①①自主的自主的自主的自主的なななな施設施設施設施設サービスサービスサービスサービス

のののの提供提供提供提供    

②②②②施設施設施設施設のののの維持管理維持管理維持管理維持管理    

③③③③使用許可等使用許可等使用許可等使用許可等のののの行政処分行政処分行政処分行政処分    

業者選定及業者選定及業者選定及業者選定及びびびび

契約形態契約形態契約形態契約形態    

原則入札原則入札原則入札原則入札    

委託契約委託契約委託契約委託契約    

受託者受託者受託者受託者のののの範囲内範囲内範囲内範囲内でででで随意随意随意随意契契契契

約約約約    

原則公募原則公募原則公募原則公募。。。。契約契約契約契約ではなくではなくではなくではなく、、、、

議決議決議決議決（（（（指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの指定指定指定指定））））

をををを得得得得てててて協定協定協定協定。。。。    

料金料金料金料金のののの帰属帰属帰属帰属    町町町町    基本的基本的基本的基本的にはにはにはには町町町町    
指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者    

（（（（町町町町はははは上限額上限額上限額上限額））））    

議会議会議会議会のののの関与関与関与関与    なしなしなしなし    条例制定時条例制定時条例制定時条例制定時    

①①①①条例制定時条例制定時条例制定時条例制定時    

②②②②指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの指定指定指定指定のたのたのたのた

めのめのめのめの議決議決議決議決    

根拠法令根拠法令根拠法令根拠法令    なしなしなしなし    
改正前改正前改正前改正前のののの地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法    

第第第第２４４２４４２４４２４４条条条条のののの２２２２第第第第３３３３項項項項    

地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法    

第第第第２４４２４４２４４２４４条条条条のののの２２２２第第第第３３３３項項項項    

 

 

  (2) 施行期日 

                平成平成平成平成１５１５１５１５年年年年９９９９月月月月２２２２日日日日。。。。    

                なおなおなおなお、、、、施行日時点施行日時点施行日時点施行日時点でででで既既既既にににに管理委託管理委託管理委託管理委託をををを実施実施実施実施しているしているしているしている既存既存既存既存のののの公公公公のののの施設施設施設施設についてはについてはについてはについては、、、、

施行日施行日施行日施行日からからからから起算起算起算起算してしてしてして３３３３年年年年をををを経過経過経過経過するするするする日日日日までのまでのまでのまでの間間間間はははは、、、、従来従来従来従来のののの管理委託制度管理委託制度管理委託制度管理委託制度をををを引引引引きききき

続続続続きききき採採採採ることができるることができるることができるることができる。。。。 
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  (3) 指定管理者制度で実施できる業務 

                指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者がががが施設管理施設管理施設管理施設管理にににに伴伴伴伴ってってってって、、、、行行行行いいいい得得得得るるるる業務業務業務業務はははは次次次次のとおりであるのとおりであるのとおりであるのとおりである。。。。    

                （（（（アアアア、、、、イイイイはははは従前従前従前従前のののの管理委託制度管理委託制度管理委託制度管理委託制度においてもにおいてもにおいてもにおいても可能可能可能可能。）。）。）。）    

            アアアア    利用者利用者利用者利用者からのからのからのからの料金料金料金料金をををを自自自自らのらのらのらの収入収入収入収入としてとしてとしてとして収受収受収受収受することすることすることすること。【。【。【。【利用料金制利用料金制利用料金制利用料金制】】】】    

            イイイイ    条例条例条例条例にににに定定定定められためられためられためられた枠組枠組枠組枠組みのみのみのみの中中中中でででで、、、、地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体のののの承認承認承認承認をををを得得得得てててて自自自自らららら料金料金料金料金をををを設設設設

定定定定することすることすることすること。。。。    

                ※※※※    このこのこのこの場合場合場合場合、、、、あらかじめあらかじめあらかじめあらかじめ条例条例条例条例でででで定定定定められためられためられためられた基本的枠組基本的枠組基本的枠組基本的枠組みみみみ((((金額金額金額金額のののの範囲範囲範囲範囲、、、、算定算定算定算定

方法等方法等方法等方法等))))にににに従従従従いいいい当該地方公共団体当該地方公共団体当該地方公共団体当該地方公共団体のののの承認承認承認承認がががが必要必要必要必要。。。。またまたまたまた、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて、、、、地地地地

方公方公方公方公共団体共団体共団体共団体はははは指示指示指示指示をををを行行行行なうことができるなうことができるなうことができるなうことができる。。。。    

            ウウウウ    条例条例条例条例にににに定定定定めることによりめることによりめることによりめることにより使用許可使用許可使用許可使用許可をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。ただしただしただしただし、、、、地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体のののの長長長長

のみがのみがのみがのみが行使行使行使行使できるできるできるできる次次次次のののの権限権限権限権限はははは、、、、指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者にににに行行行行わせることはできないわせることはできないわせることはできないわせることはできない。。。。    

                    ①①①①    使用料使用料使用料使用料のののの強制徴収強制徴収強制徴収強制徴収（（（（地方自治法第地方自治法第地方自治法第地方自治法第２３１２３１２３１２３１条条条条のののの３３３３））））    

                    ②②②②    不服申立不服申立不服申立不服申立てにてにてにてに対対対対するするするする決定決定決定決定（（（（同法第同法第同法第同法第２４４２４４２４４２４４条条条条のののの４４４４））））    

                    ③③③③    行政財産行政財産行政財産行政財産のののの目的外使用許可目的外使用許可目的外使用許可目的外使用許可（（（（同法第同法第同法第同法第２３８２３８２３８２３８条条条条のののの４４４４第第第第４４４４項項項項）））） 

    

  (4) 基本的条件の設定（条例で定めるべき事項） 

                指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度のののの導入導入導入導入にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの指定指定指定指定のののの手続手続手続手続、、、、指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者

がががが行行行行うううう管理管理管理管理のののの基基基基準及準及準及準及びびびび業務業務業務業務のののの範囲範囲範囲範囲、、、、そのそのそのその他必要他必要他必要他必要なななな事項事項事項事項をををを条例条例条例条例でででで定定定定めることとさめることとさめることとさめることとさ

れれれれ、、、、通則的通則的通則的通則的なななな条例条例条例条例のののの制定制定制定制定、、、、個個個個々々々々のののの施設管理条例施設管理条例施設管理条例施設管理条例のののの改正等改正等改正等改正等がががが必要必要必要必要になるになるになるになる。。。。    

                条例条例条例条例でででで定定定定めるべきめるべきめるべきめるべき事項事項事項事項はははは、、、、次次次次のとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。。。。    

    

            アアアア    指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの指定指定指定指定のののの手続手続手続手続（（（（通則的通則的通則的通則的なななな条例条例条例条例））））    

                    指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの指定指定指定指定のののの手続手続手続手続としてとしてとしてとして、、、、申請申請申請申請のののの方法方法方法方法やややや選定基準等選定基準等選定基準等選定基準等をををを定定定定めることにめることにめることにめることに

なるなるなるなる。。。。    

                    なおなおなおなお、、、、指定指定指定指定のののの申請申請申請申請にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、複数複数複数複数のののの申請者申請者申請者申請者にににに事業計画書事業計画書事業計画書事業計画書をををを提出提出提出提出させるさせるさせるさせる

こととしこととしこととしこととし、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、選定選定選定選定するするするする基準基準基準基準としてはとしてはとしてはとしては、、、、次次次次のようなものをのようなものをのようなものをのようなものを規定規定規定規定するするするする。。。。    

                ①①①①    住民住民住民住民のののの平等利用平等利用平等利用平等利用がががが確保確保確保確保されることされることされることされること。。。。    

                ②②②②    事事事事業計画書業計画書業計画書業計画書のののの内容内容内容内容がががが施設施設施設施設のののの効用効用効用効用をををを最大限最大限最大限最大限にににに発揮発揮発揮発揮するとともにするとともにするとともにするとともに管理経費管理経費管理経費管理経費

のののの縮減縮減縮減縮減がががが図図図図られるものであることられるものであることられるものであることられるものであること。。。。    

                ③③③③    事業計画書事業計画書事業計画書事業計画書にににに沿沿沿沿ったったったった管理管理管理管理をををを安定安定安定安定してしてしてして行行行行なうなうなうなう物的能力物的能力物的能力物的能力、、、、人的能力人的能力人的能力人的能力をををを有有有有してしてしてして

いることいることいることいること。。。。        

    

            イイイイ    指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者がががが行行行行うううう管理管理管理管理のののの基準基準基準基準    

                    次次次次のののの管理管理管理管理のののの基準基準基準基準をををを定定定定めますめますめますめます。。。。    
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                ①①①①    住民住民住民住民がががが公公公公のののの施設施設施設施設をををを利用利用利用利用するにするにするにするに当当当当たってのたってのたってのたっての基本的基本的基本的基本的なななな条件条件条件条件    

                    （（（（休館日休館日休館日休館日、、、、開館時間開館時間開館時間開館時間、、、、使用許可使用許可使用許可使用許可のののの基準基準基準基準、、、、使用制限使用制限使用制限使用制限のののの要件等要件等要件等要件等））））    

                ②②②②    公公公公のののの施設施設施設施設のののの適正適正適正適正なななな管理管理管理管理をををを行行行行うううう上上上上でででで必要不可欠必要不可欠必要不可欠必要不可欠なななな業務運営業務運営業務運営業務運営のののの基本的事項基本的事項基本的事項基本的事項    

                    （（（（管理管理管理管理をををを通通通通じてじてじてじて取得取得取得取得したしたしたした個人個人個人個人にににに関関関関するするするする情報情報情報情報のののの取扱取扱取扱取扱いいいい等等等等））））    

    

            ウウウウ    指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者がががが行行行行うううう業務業務業務業務のののの範囲範囲範囲範囲    

                    指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者がががが行行行行うううう管理管理管理管理のののの業務業務業務業務のののの具体的具体的具体的具体的なななな範囲範囲範囲範囲（（（（使用許可使用許可使用許可使用許可までまでまでまで行行行行わせるわせるわせるわせるかどかどかどかど

うかをうかをうかをうかを含含含含めめめめ、、、、施設施設施設施設のののの維持管理等維持管理等維持管理等維持管理等のののの範囲範囲範囲範囲））））をををを、、、、各施設各施設各施設各施設のののの目的目的目的目的やややや態様等態様等態様等態様等にににに応応応応じじじじ

てててて設定設定設定設定するするするする。。。。    

    

            エエエエ    そのそのそのその他必要他必要他必要他必要なななな事項事項事項事項    

                    公公公公のののの施設施設施設施設のののの目的目的目的目的やややや態様等態様等態様等態様等にににに応応応応じじじじ、、、、そのそのそのその他必要他必要他必要他必要なななな事項事項事項事項をををを定定定定めますめますめますめます。。。。 

 

  (5) 指定管理者の指定 

                指定指定指定指定のののの意味及意味及意味及意味及びびびび手続手続手続手続きについてはきについてはきについてはきについては、、、、次次次次のとおりであるのとおりであるのとおりであるのとおりである。。。。    

            アアアア    指定指定指定指定についてについてについてについて    

                ・・・・    地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体とととと指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者とはとはとはとは取引関係取引関係取引関係取引関係にににに立立立立つつつつ（（（（指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者ののののサービサービサービサービ    

ススススをををを地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体がががが買買買買いいいい上上上上げるげるげるげる。）。）。）。）ものではないのでものではないのでものではないのでものではないので、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる「「「「請負請負請負請負」」」」

にはにはにはには当当当当たらないたらないたらないたらない。。。。    

                ・・・・    指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの指定指定指定指定はははは行政処分行政処分行政処分行政処分のののの一種一種一種一種でありでありでありであり、、、、契約契約契約契約ではないではないではないではない。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、

地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法のののの契約契約契約契約にににに関関関関するするするする規定規定規定規定のののの適用適用適用適用はなくはなくはなくはなく、、、、同法同法同法同法にににに規定規定規定規定するするするする「「「「入札入札入札入札」」」」のののの

対象対象対象対象にはならないにはならないにはならないにはならない。。。。    

                ・・・・    指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者はははは「「「「法人法人法人法人そのそのそのその他他他他のののの団体団体団体団体」」」」であるためであるためであるためであるため、、、、個人個人個人個人はははは指定指定指定指定できないできないできないできない。。。。

ただしただしただしただし、、、、法人格法人格法人格法人格はははは必要必要必要必要ではないではないではないではない。。。。    

            イイイイ    選定選定選定選定のののの手続手続手続手続きききき    

                ・・・・    申請申請申請申請のののの方法方法方法方法やややや選定基準等選定基準等選定基準等選定基準等をををを条例条例条例条例（（（（上記上記上記上記(4)(4)(4)(4)－－－－アアアアによるによるによるによる））））でででで定定定定めるめるめるめる。。。。    

                ・・・・    指定指定指定指定のののの申請申請申請申請にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、複数複数複数複数のののの申請者申請者申請者申請者にににに事業計事業計事業計事業計画書画書画書画書をををを提出提出提出提出させさせさせさせ、、、、選定選定選定選定

基準基準基準基準にににに照照照照らしらしらしらし、、、、最最最最もももも適切適切適切適切かつかつかつかつ効率的効率的効率的効率的なななな管理管理管理管理をををを行行行行なうなうなうなう者者者者をををを選定選定選定選定するするするする。。。。    

    

            ウウウウ    指定指定指定指定にににに当当当当たってのたってのたってのたっての議会議会議会議会のののの議決議決議決議決    

                    指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの指定指定指定指定にあたってはにあたってはにあたってはにあたっては、、、、議会議会議会議会のののの議決議決議決議決をををを要要要要するするするする。。。。議決議決議決議決すべきすべきすべきすべき事項事項事項事項はははは、、、、

「「「「対象対象対象対象となるとなるとなるとなる公公公公のののの施設施設施設施設のののの名称名称名称名称」、「」、「」、「」、「指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者となるとなるとなるとなる団体団体団体団体のののの名称名称名称名称」、「」、「」、「」、「指定指定指定指定

のののの期間期間期間期間」」」」等等等等であるであるであるである。。。。    

            ※※※※指定指定指定指定のののの期間期間期間期間：：：：    管理管理管理管理がががが適切適切適切適切かつかつかつかつ効率的効率的効率的効率的にににに行行行行なわれているかをなわれているかをなわれているかをなわれているかをチェックチェックチェックチェックしししし見直見直見直見直    
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すすすす機会機会機会機会をををを設設設設けるためけるためけるためけるため、、、、期間期間期間期間をををを定定定定めるめるめるめる。。。。施設施設施設施設のののの目的目的目的目的やややや実情実情実情実情によってによってによってによって数年数年数年数年からからからから数数数数

十年十年十年十年にわたるものまでありにわたるものまでありにわたるものまでありにわたるものまであり得得得得るがるがるがるが、、、、合理的合理的合理的合理的なななな理由理由理由理由のないのないのないのない長期間長期間長期間長期間のののの指定指定指定指定はははは不適不適不適不適

切切切切であるであるであるである。。。。    

    

            エエエエ    協定等協定等協定等協定等のののの締結締結締結締結    

                    権限自体権限自体権限自体権限自体はははは「「「「指定指定指定指定」」」」によってによってによってによって生生生生じるものでありじるものでありじるものでありじるものであり、、、、契約契約契約契約をををを結結結結ぶことはぶことはぶことはぶことは不要不要不要不要でででで

あるあるあるある。。。。ただしただしただしただし、、、、管理業務実施管理業務実施管理業務実施管理業務実施にあたってのにあたってのにあたってのにあたっての詳細詳細詳細詳細なななな事項事項事項事項（（（（事業報告書事業報告書事業報告書事業報告書のののの提出期提出期提出期提出期

限限限限、、、、管理経費管理経費管理経費管理経費のののの額及額及額及額及びびびび支払方法支払方法支払方法支払方法、、、、物品物品物品物品のののの所有権所有権所有権所有権のののの帰属等帰属等帰属等帰属等））））についてはについてはについてはについては、、、、両者両者両者両者

のののの協議協議協議協議によりによりによりにより定定定定めめめめ、、、、協定等協定等協定等協定等をををを締結締結締結締結することですることですることですることで明確明確明確明確にするものであるにするものであるにするものであるにするものである。。。。 

 

  (6) 指定管理者に対する監督 

                地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体のののの長又長又長又長又はははは委員会委員会委員会委員会はははは、、、、指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者にににに対対対対しししし、、、、業務又業務又業務又業務又はははは経理経理経理経理のののの状況状況状況状況のののの

報告報告報告報告をををを求求求求めめめめ、、、、実地調査実地調査実地調査実地調査をををを実施実施実施実施しししし、、、、又又又又はははは必要必要必要必要なななな指示指示指示指示をすることができるをすることができるをすることができるをすることができる。。。。指示指示指示指示にににに

従従従従わないわないわないわない場合場合場合場合やややや、、、、そのそのそのその他管理他管理他管理他管理をををを継続継続継続継続することがすることがすることがすることが適当適当適当適当でないとでないとでないとでないと認認認認められるときはめられるときはめられるときはめられるときは、、、、

指定指定指定指定をををを取取取取りりりり消消消消しししし、、、、又又又又はははは期間期間期間期間をををを定定定定めてめてめてめて管理管理管理管理のののの業務業務業務業務のののの全部又全部又全部又全部又はははは一部一部一部一部のののの停止停止停止停止をををを命命命命じるじるじるじる

ことができることができることができることができる。。。。    

            アアアア    事業報告書事業報告書事業報告書事業報告書のののの提出提出提出提出    

                    指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者はははは、、、、毎年度終了後毎年度終了後毎年度終了後毎年度終了後、、、、管理管理管理管理のののの業務業務業務業務にににに関関関関するするするする事業報告書事業報告書事業報告書事業報告書をををを提出提出提出提出しなしなしなしな

ければならないければならないければならないければならない。。。。記載事項記載事項記載事項記載事項はははは、、、、以下以下以下以下のようなものでありのようなものでありのようなものでありのようなものであり、、、、地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体がががが定定定定

めるめるめるめる。。。。    

                ・・・・管理業務管理業務管理業務管理業務のののの実施状況実施状況実施状況実施状況    

                ・・・・利用状況利用状況利用状況利用状況((((利用者数利用者数利用者数利用者数、、、、使用拒否等使用拒否等使用拒否等使用拒否等のののの件数件数件数件数・・・・理由等理由等理由等理由等))))    

                ・・・・利用料金収入利用料金収入利用料金収入利用料金収入のののの実績実績実績実績、、、、管理管理管理管理にににに要要要要したしたしたした経費等経費等経費等経費等のののの収支収支収支収支のののの状況等状況等状況等状況等    

            イイイイ    公公公公のののの施設施設施設施設をををを利用利用利用利用するするするする権利権利権利権利にににに関関関関するするするする処分処分処分処分についてのについてのについてのについての不服申立不服申立不服申立不服申立てててて等等等等    

                ・・・・    公公公公のののの施設施設施設施設をををを利用利用利用利用するするするする権利権利権利権利にににに関関関関するするするする処分処分処分処分についてのについてのについてのについての不服申立不服申立不服申立不服申立てはてはてはては、、、、地方公地方公地方公地方公

共団体共団体共団体共団体のののの長長長長へへへへ審査請求審査請求審査請求審査請求するするするする。。。。    

                ・・・・    施設施設施設施設のののの設置又設置又設置又設置又はははは管理管理管理管理においてにおいてにおいてにおいて利用者利用者利用者利用者にににに損害損害損害損害がががが生生生生じたじたじたじた場合場合場合場合やややや、、、、管理業務管理業務管理業務管理業務のののの

執行執行執行執行にあたってのにあたってのにあたってのにあたっての指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの行為行為行為行為((((暴行等暴行等暴行等暴行等))))がががが原因原因原因原因でででで利用者利用者利用者利用者にににに損害損害損害損害がががが生生生生

じたじたじたじた場合場合場合場合はははは、、、、設置者設置者設置者設置者たるたるたるたる地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体がががが賠償責任賠償責任賠償責任賠償責任をををを負負負負うううう。。。。    
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第第第第２２２２    指定管理者制度導入指定管理者制度導入指定管理者制度導入指定管理者制度導入    

 

    １１１１    制度導入制度導入制度導入制度導入についてのについてのについてのについての基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方    

 

    ■■■■    公公公公のののの施設施設施設施設のののの管理管理管理管理についてはについてはについてはについては、、、、これまでもこれまでもこれまでもこれまでも管理委託制度管理委託制度管理委託制度管理委託制度をををを活用活用活用活用しししし、、、、運営等運営等運営等運営等についについについについ

てててて柔軟性柔軟性柔軟性柔軟性にににに富富富富むむむむ町内自治会町内自治会町内自治会町内自治会やややや外郭団体外郭団体外郭団体外郭団体にににに管理管理管理管理をををを委託委託委託委託することですることですることですることで、、、、施設施設施設施設のののの機能機能機能機能をををを十十十十

分分分分いかしいかしいかしいかし、、、、効果的効果的効果的効果的・・・・効率的効率的効率的効率的なななな管理管理管理管理をををを行行行行ってきたところであるってきたところであるってきたところであるってきたところである。。。。    

            今回今回今回今回のののの指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度はははは、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの管理委託制度管理委託制度管理委託制度管理委託制度とととと比較比較比較比較するとするとするとすると、、、、指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者

にににに施設施設施設施設のののの使用許可権限使用許可権限使用許可権限使用許可権限をををを与与与与えることでえることでえることでえることで、、、、よりよりよりより管理実態管理実態管理実態管理実態にににに合合合合わせたわせたわせたわせた管理運営管理運営管理運営管理運営がががが可能可能可能可能

となることやとなることやとなることやとなることや、、、、民間事業者等民間事業者等民間事業者等民間事業者等のののの能力能力能力能力がががが発揮発揮発揮発揮されることでされることでされることでされることで、、、、施設機能施設機能施設機能施設機能のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる向向向向

上上上上がががが期待期待期待期待できるなどできるなどできるなどできるなど、、、、施設施設施設施設のののの利用者及利用者及利用者及利用者及びびびび設置者双方設置者双方設置者双方設置者双方にとってもにとってもにとってもにとっても、、、、町民町民町民町民サービスサービスサービスサービスのののの

向上向上向上向上をはじめとするをはじめとするをはじめとするをはじめとする合理的管理合理的管理合理的管理合理的管理がががが望望望望めるなどのめるなどのめるなどのめるなどのメリットメリットメリットメリットがががが見込見込見込見込まれるところまれるところまれるところまれるところでででで

あるあるあるある。。。。    

            よってよってよってよって、、、、このこのこのこの制度制度制度制度をををを十分活用十分活用十分活用十分活用することとしすることとしすることとしすることとし、、、、指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度のののの導入導入導入導入がががが可能可能可能可能なななな全全全全

てのてのてのての公公公公のののの施設施設施設施設についてについてについてについて、、、、制度制度制度制度のののの導入導入導入導入をををを前提前提前提前提としてとしてとしてとして検討検討検討検討するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。    

    

    ■■■■    指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度のののの移行後移行後移行後移行後においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、毎年度毎年度毎年度毎年度のののの事業報告等事業報告等事業報告等事業報告等にににに基基基基づきづきづきづき管理状況管理状況管理状況管理状況をををを

把握把握把握把握するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、成果目標成果目標成果目標成果目標のののの設定等設定等設定等設定等によるによるによるによる評価評価評価評価をををを行行行行いいいい、、、、そのそのそのその結果結果結果結果をををを次回次回次回次回のののの指定指定指定指定

等等等等にににに活用活用活用活用することですることですることですることで「「「「住民住民住民住民サービスサービスサービスサービスのののの向上向上向上向上」、「」、「」、「」、「経費経費経費経費のののの節減節減節減節減」」」」等等等等をををを確実確実確実確実にににに図図図図っていっていっていってい

くものとするくものとするくものとするくものとする。。。。 

 

 

    ２２２２    条例条例条例条例のののの改正等改正等改正等改正等    

  

    (1) (1) (1) (1) 通則的通則的通則的通則的なななな条例条例条例条例のののの制定制定制定制定    

        ■■■■    制定制定制定制定のののの内容内容内容内容：：：：    指定指定指定指定のののの手続手続手続手続（（（（申請申請申請申請のののの方法方法方法方法、、、、選定選定選定選定のののの基準基準基準基準、、、、事事事事業計画業計画業計画業計画のののの提出等提出等提出等提出等）、）、）、）、

そのそのそのその他他他他のののの共通事項共通事項共通事項共通事項    

        ■■■■    制定制定制定制定のののの時期時期時期時期：：：：    最初最初最初最初にににに指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度にににに移行移行移行移行するするするする施設施設施設施設にににに合合合合わせてわせてわせてわせて制定制定制定制定。。。。    

        ■■■■    制定制定制定制定のののの主体主体主体主体：：：：    総務課総務課総務課総務課    

    

    (2) (2) (2) (2) 施設設置管理条例施設設置管理条例施設設置管理条例施設設置管理条例のののの改正改正改正改正    

        ■■■■    改正改正改正改正のののの内容内容内容内容：：：：    各施設各施設各施設各施設のののの「「「「設置管理条例設置管理条例設置管理条例設置管理条例」」」」についてについてについてについて、、、、以下以下以下以下のののの事項事項事項事項をををを追加及追加及追加及追加及びびびび

削除削除削除削除するするするする。。。。    

                                        ①①①①    追加追加追加追加するするするする事項事項事項事項    
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                                            1)1)1)1)    「「「「指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者によるによるによるによる管理管理管理管理」」」」にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

                                            2)2)2)2)    管理管理管理管理のののの基準基準基準基準（（（（開館時間開館時間開館時間開館時間、、、、使用使用使用使用のののの制限等制限等制限等制限等））））    

                                            3)3)3)3)    業務業務業務業務のののの範囲範囲範囲範囲（（（（施設施設施設施設のののの維持管理維持管理維持管理維持管理、、、、個別個別個別個別のののの使用許可使用許可使用許可使用許可等等等等））））    

                                            4)4)4)4)    そのそのそのその他必要他必要他必要他必要なななな事項事項事項事項    

                                        ②②②②    削除削除削除削除するするするする事項事項事項事項    

                                            1)1)1)1)    「「「「管理管理管理管理のののの委託委託委託委託」」」」にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

        ■■■■    改正改正改正改正のののの時期時期時期時期：：：：    平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年９９９９月議会月議会月議会月議会    

        ■■■■    改正改正改正改正のののの主体主体主体主体：：：：    公公公公のののの施設施設施設施設のののの「「「「各課各課各課各課」」」」    

    

    (3) (3) (3) (3) 「「「「個人情報保護条例個人情報保護条例個人情報保護条例個人情報保護条例」」」」のののの改正改正改正改正    

        ■■■■    改正改正改正改正のののの主主主主なななな内容内容内容内容：：：：    指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者によるによるによるによる公公公公のののの施設施設施設施設のののの管理管理管理管理をををを対象等対象等対象等対象等とすることとすることとすることとすること。。。。    

        ■■■■    改正改正改正改正のののの時期時期時期時期：：：：    平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年３３３３月議会月議会月議会月議会    

        ■■■■    改正改正改正改正のののの主体主体主体主体：：：：    総務課総務課総務課総務課    

 

 

    ３３３３    予算措置等予算措置等予算措置等予算措置等    

 

        ■■■■    単年度単年度単年度単年度のののの予算予算予算予算：：：：    通常通常通常通常のののの当初予算当初予算当初予算当初予算をををを決定決定決定決定するするするする毎年毎年毎年毎年のののの３３３３月議会月議会月議会月議会におにおにおにおいていていていて、「、「、「、「各各各各

年度年度年度年度のののの予算予算予算予算」」」」のののの議決議決議決議決をををを得得得得るるるる。。。。    

        ■■■■    指定期間中指定期間中指定期間中指定期間中のののの：：：：    「「「「指定指定指定指定」」」」とととと同一議会同一議会同一議会同一議会（（（（平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年３３３３月議会月議会月議会月議会））））においてにおいてにおいてにおいて、「、「、「、「債債債債    

            全体予算全体予算全体予算全体予算                務負担行為務負担行為務負担行為務負担行為」」」」のののの議決議決議決議決をををを得得得得るるるる。。。。    

        ■■■■    利用料金制利用料金制利用料金制利用料金制：：：：        必要必要必要必要にににに応応応応じじじじ導入等導入等導入等導入等についてについてについてについて検討検討検討検討するするするする。。。。 

 

 

    ４４４４    管理者管理者管理者管理者のののの募集募集募集募集    

 

        ■■■■    募集募集募集募集のののの方法方法方法方法：：：：    原則原則原則原則としてとしてとしてとして「「「「公募公募公募公募」」」」によるによるによるによる募集募集募集募集とするとするとするとする。。。。    

                                            ただしただしただしただし、、、、特別特別特別特別なななな事情等事情等事情等事情等があるがあるがあるがある場合場合場合場合にはにはにはには「「「「公募公募公募公募」」」」によらないこによらないこによらないこによらないこ

ともできるものとするがともできるものとするがともできるものとするがともできるものとするが、、、、説明責任説明責任説明責任説明責任をををを果果果果たしたしたしたし得得得得るだけのるだけのるだけのるだけの理由付理由付理由付理由付

けがけがけがけが必要必要必要必要であることにであることにであることにであることに留意留意留意留意するするするする。。。。    

                                            なおなおなおなお、「、「、「、「公公公公募募募募」」」」実施実施実施実施のののの有無有無有無有無についてはについてはについてはについては、、、、平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年９９９９月末月末月末月末まままま

でにでにでにでに決定決定決定決定するするするする。。。。    

            【「【「【「【「公募公募公募公募」」」」によらないによらないによらないによらない場合場合場合場合（（（（例例例例）】）】）】）】    

                ○○○○    町町町町のののの施策施策施策施策とのとのとのとの密接密接密接密接なななな関連関連関連関連からからからから、、、、当該団体当該団体当該団体当該団体によるによるによるによる施設施設施設施設のののの管理運営管理運営管理運営管理運営とととと一体一体一体一体とととと    
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なったなったなったなった事業展開事業展開事業展開事業展開のののの必要性必要性必要性必要性がががが認認認認められるめられるめられるめられる場合場合場合場合    

                ○○○○    現在現在現在現在のののの管理者以外管理者以外管理者以外管理者以外にににに申請申請申請申請がががが見込見込見込見込めないことがめないことがめないことがめないことが客観的客観的客観的客観的にににに認認認認められるめられるめられるめられる場合場合場合場合    

                ○○○○    「「「「危機危機危機危機」」」」へのへのへのへの対応上必要性対応上必要性対応上必要性対応上必要性がががが認認認認められるめられるめられるめられる場合場合場合場合    

    

        ■■■■    募集募集募集募集のののの時期等時期等時期等時期等：：：：    「「「「公募公募公募公募」」」」によるによるによるによる募集募集募集募集はははは、、、、設置管理条例改正設置管理条例改正設置管理条例改正設置管理条例改正をををを行行行行うううう平成平成平成平成１７１７１７１７

年年年年９９９９月議会後月議会後月議会後月議会後のののの「「「「１１１１かかかか月程度月程度月程度月程度」」」」をををを基本基本基本基本とするとするとするとする。。。。    

                                                ただしただしただしただし、、、、施施施施設設設設のののの性格等性格等性格等性格等によりによりによりにより長期間長期間長期間長期間のののの募集募集募集募集がががが必要必要必要必要とととと認認認認めらめらめらめら

れるれるれるれる場合場合場合場合にはにはにはには、、、、適宜期間適宜期間適宜期間適宜期間をををを設定設定設定設定するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。    

                                                なおなおなおなお、、、、募集募集募集募集にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、町広報誌町広報誌町広報誌町広報誌、、、、ホームページホームページホームページホームページによりによりによりにより行行行行

うううう。。。。    

        ■■■■    募集要項等募集要項等募集要項等募集要項等のののの：：：：    「「「「公募公募公募公募」」」」をををを実施実施実施実施するするするする施設施設施設施設についてはについてはについてはについては、、、、募集募集募集募集にににに際際際際してのしてのしてのしての詳細詳細詳細詳細    

            作成作成作成作成                        事項事項事項事項をををを定定定定めためためためた事項等事項等事項等事項等をををを作成作成作成作成するするするする。（。（。（。（※※※※準則準則準則準則：：：：別途整理別途整理別途整理別途整理しししし、、、、提提提提

示示示示するするするする。）。）。）。） 

 

 

    ５５５５    候補団体候補団体候補団体候補団体のののの選定選定選定選定    

 

        ■■■■    選定選定選定選定のののの方法方法方法方法：：：：    公公公公のののの施設施設施設施設のののの「「「「各所管課各所管課各所管課各所管課」」」」がががが主体主体主体主体となってとなってとなってとなって選定選定選定選定をををを進進進進めめめめ、「、「、「、「矢吹矢吹矢吹矢吹

町行財政改革審議会町行財政改革審議会町行財政改革審議会町行財政改革審議会」」」」のののの意見意見意見意見をををを聴聴聴聴いたいたいたいた上上上上でででで決定決定決定決定するするするする。。。。    

        ■■■■    選定選定選定選定のののの時期時期時期時期：：：：    募集期間終了後募集期間終了後募集期間終了後募集期間終了後のののの１１１１かかかか月程度月程度月程度月程度    

        ■■■■    選定選定選定選定のののの基準基準基準基準：：：：    「「「「選定選定選定選定のののの基準基準基準基準」」」」となるとなるとなるとなる事項事項事項事項についてはについてはについてはについては、「、「、「、「通則的通則的通則的通則的なななな条例条例条例条例」」」」にににに

おいておいておいておいて規定規定規定規定するするするする。。。。    

                                            個別具体的個別具体的個別具体的個別具体的なななな事項等事項等事項等事項等についてはについてはについてはについては、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて、、、、各施設各施設各施設各施設のののの「「「「設設設設

置管理条例置管理条例置管理条例置管理条例」」」」においてにおいてにおいてにおいて規定規定規定規定するするするする。。。。    

            【「【「【「【「通則的通則的通則的通則的なななな条例条例条例条例」」」」にににに規定規定規定規定するするするする「「「「選定選定選定選定のののの基準基準基準基準」（」（」（」（案案案案）】）】）】）】    

                ○○○○    町民町民町民町民のののの平等利用平等利用平等利用平等利用がががが確保確保確保確保されることされることされることされること    

                ○○○○    管理管理管理管理にににに関関関関するするするする事業計画事業計画事業計画事業計画のののの内容内容内容内容がががが、、、、施設施設施設施設のののの効用効用効用効用をををを最大限最大限最大限最大限にににに発揮発揮発揮発揮しししし町民町民町民町民サーサーサーサー

ビスビスビスビスのののの向上向上向上向上がががが図図図図られられられられ、、、、またまたまたまた、、、、管理経費管理経費管理経費管理経費のののの縮減縮減縮減縮減がががが図図図図られるものであることられるものであることられるものであることられるものであること。。。。    

                ○○○○    事業計画事業計画事業計画事業計画にににに沿沿沿沿ったったったった管理管理管理管理をををを行行行行うううう人的能力人的能力人的能力人的能力、、、、物的能力等物的能力等物的能力等物的能力等をををを有有有有していることしていることしていることしていること。。。。    

                                                                                                                                            などなどなどなど    

 

 

    ６６６６    管理者管理者管理者管理者のののの指定指定指定指定    
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        ■■■■    指定指定指定指定のののの方法方法方法方法：：：：    公公公公のののの施設施設施設施設のののの「「「「各所管課各所管課各所管課各所管課」」」」においてにおいてにおいてにおいて、、、、議会議会議会議会のののの議決議決議決議決をををを経経経経てててて指定指定指定指定すすすす

るるるる。。。。    

        ■■■■    指定指定指定指定のののの時期時期時期時期：：：：    平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年３３３３月議会月議会月議会月議会    

        ■■■■    指定指定指定指定のののの期間期間期間期間：：：：    「「「「３３３３年年年年」」」」をををを基本基本基本基本とするとするとするとする。。。。    

                                            ただしただしただしただし、、、、施設施設施設施設のののの性格等性格等性格等性格等によりによりによりにより、「、「、「、「３３３３年年年年」」」」によらないこともでによらないこともでによらないこともでによらないこともで

きるものとするきるものとするきるものとするきるものとする。。。。    

        ■■■■    指定指定指定指定のののの周知周知周知周知：：：：    管理者管理者管理者管理者のののの名称名称名称名称、、、、期間等期間等期間等期間等のののの指定内容指定内容指定内容指定内容についてはについてはについてはについては、、、、町広報誌町広報誌町広報誌町広報誌のほのほのほのほ

かかかか、、、、施設施設施設施設のののの性格性格性格性格等必要等必要等必要等必要にににに応応応応じてじてじてじて広広広広くくくく町民町民町民町民へのへのへのへの周知周知周知周知にににに努努努努めるめるめるめる。。。。 

 

 

    ７７７７    協定等協定等協定等協定等のののの締結締結締結締結    

 

        ■■■■    締結締結締結締結のののの方法方法方法方法：：：：①①①①    指定期間全体指定期間全体指定期間全体指定期間全体のののの包括的包括的包括的包括的なななな協定等協定等協定等協定等のののの締結締結締結締結    

                                        ②②②②    毎年度毎年度毎年度毎年度のののの協定等協定等協定等協定等のののの締結締結締結締結    

        ■■■■    締結締結締結締結のののの時期時期時期時期：：：：①①①①    平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年３３３３月下旬月下旬月下旬月下旬（（（（当初予算議決後当初予算議決後当初予算議決後当初予算議決後））））    

                                        ②②②②    毎年毎年毎年毎年３３３３月下旬月下旬月下旬月下旬（（（（当初予算議決後当初予算議決後当初予算議決後当初予算議決後））））    

    

            【「【「【「【「協定協定協定協定」」」」等等等等のののの記載事項記載事項記載事項記載事項（（（（例例例例）】）】）】）】    

                ○○○○    指定指定指定指定（（（（協定協定協定協定））））期間期間期間期間    

                ○○○○    委託料委託料委託料委託料のののの額及額及額及額及びびびび支払支払支払支払いのいのいのいの方法方法方法方法にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

                ○○○○    事業事業事業事業のののの実施実施実施実施にににに関関関関するするするする事項事項事項事項（（（（管理管理管理管理のののの基準基準基準基準、、、、業務業務業務業務のののの範囲等範囲等範囲等範囲等））））    

                ○○○○    事業引継事業引継事業引継事業引継にににに関関関関するするするする事項事項事項事項（（（（管理開始時点管理開始時点管理開始時点管理開始時点でででで既既既既になされていたになされていたになされていたになされていた利用申込利用申込利用申込利用申込みのみのみのみの

取扱取扱取扱取扱いいいい等等等等））））    

                ○○○○    施設内物品施設内物品施設内物品施設内物品のののの所有権帰属所有権帰属所有権帰属所有権帰属にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

                ○○○○    事業報告事業報告事業報告事業報告にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

                    （（（（事業報告書事業報告書事業報告書事業報告書のののの提出提出提出提出、、、、随時随時随時随時のののの事業報告事業報告事業報告事業報告、、、、立入調査等立入調査等立入調査等立入調査等））））    

                ○○○○    個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

                ○○○○    リスクリスクリスクリスク管理管理管理管理、、、、責任分担責任分担責任分担責任分担にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

                ○○○○    指定指定指定指定のののの取消取消取消取消しにしにしにしに関関関関するするするする事項事項事項事項    

                                                                                                                            などなどなどなど    

                                                                            （（（（※※※※準則準則準則準則：：：：別途整理別途整理別途整理別途整理しししし、、、、提示提示提示提示するするするする。）。）。）。） 
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    ８８８８    管理状況管理状況管理状況管理状況のののの確認等確認等確認等確認等    

 

        ■■■■    確認確認確認確認のののの方法方法方法方法：：：：    地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法のののの規定規定規定規定にににに基基基基づきづきづきづき、、、、毎年度終了後毎年度終了後毎年度終了後毎年度終了後にににに提出提出提出提出をををを受受受受けるけるけるける事事事事

業報告書業報告書業報告書業報告書のほかのほかのほかのほか、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて臨時臨時臨時臨時にににに報告報告報告報告をををを求求求求めめめめ、、、、又又又又はははは実施実施実施実施にににに

調査調査調査調査することによりすることによりすることによりすることにより、、、、施設施設施設施設のののの管理状況管理状況管理状況管理状況をををを把握把握把握把握するするするする。。。。    

        ■■■■    評価評価評価評価のののの実施実施実施実施：：：：事業報告書等事業報告書等事業報告書等事業報告書等にににに基基基基づきづきづきづき、「、「、「、「町民町民町民町民サービスサービスサービスサービスのののの向上向上向上向上」、「」、「」、「」、「経費経費経費経費のののの節減節減節減節減」」」」

等等等等をををを主主主主なななな観点観点観点観点としとしとしとし、、、、毎年度一回毎年度一回毎年度一回毎年度一回、、、、管理状況管理状況管理状況管理状況にににに関関関関するするするする評価評価評価評価をををを実施実施実施実施

するするするする。。。。    

        ■■■■    確認等確認等確認等確認等のののの主体主体主体主体：：：：    公公公公のののの施設施設施設施設のののの「「「「各所管課各所管課各所管課各所管課」」」」    

        ■■■■    結果結果結果結果のののの活用活用活用活用：：：：    確認等確認等確認等確認等のののの結果結果結果結果についてはについてはについてはについては、、、、可能可能可能可能なななな範囲範囲範囲範囲でででで指定期間中指定期間中指定期間中指定期間中のののの「「「「毎年毎年毎年毎年

度度度度のののの協定等協定等協定等協定等」」」」などへなどへなどへなどへ反映反映反映反映させるさせるさせるさせる。。。。 

 

 

    ９９９９    危機管理危機管理危機管理危機管理    

 

        ■■■■    指定管理指定管理指定管理指定管理者者者者によるによるによるによる管理管理管理管理がががが不能不能不能不能となったとなったとなったとなった場合場合場合場合などのなどのなどのなどの「「「「危機危機危機危機」」」」にににに対対対対してはしてはしてはしては、、、、町民町民町民町民

サービスサービスサービスサービスのののの維持維持維持維持をををを最優先最優先最優先最優先としてとしてとしてとして対応対応対応対応するするするする。。。。    

        ■■■■    「「「「危機危機危機危機」」」」のののの回避回避回避回避、、、、発生発生発生発生したしたしたした場合場合場合場合のののの被害被害被害被害のののの最小化等最小化等最小化等最小化等のためにはのためにはのためにはのためには、、、、随時指定管理随時指定管理随時指定管理随時指定管理

者者者者のののの業務状況業務状況業務状況業務状況（（（（当該施設当該施設当該施設当該施設のののの管理状況及管理状況及管理状況及管理状況及びそのびそのびそのびその他他他他のののの業務状況業務状況業務状況業務状況））））等等等等のののの把握把握把握把握にににに努努努努めるめるめるめる

ほかほかほかほか、、、、あらかじめあらかじめあらかじめあらかじめ「「「「危機危機危機危機」」」」をををを想定想定想定想定したしたしたした体制体制体制体制をををを各施設各施設各施設各施設ごとにごとにごとにごとに整備整備整備整備するするするする。。。。    

        ■■■■    指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの責責責責めにめにめにめに帰帰帰帰すべきすべきすべきすべき事由事由事由事由によるによるによるによる「「「「危機危機危機危機」」」」にににに対対対対するするするする備備備備えとしてえとしてえとしてえとして、、、、必要必要必要必要

にににに応応応応じじじじ、「、「、「、「協定協定協定協定」」」」等等等等においてにおいてにおいてにおいて「「「「損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償」」」」等等等等についてもについてもについてもについても取取取取りりりり決決決決めるめるめるめる。。。。    

            【「【「【「【「危機危機危機危機」」」」へのへのへのへの対応対応対応対応（（（（例例例例）】）】）】）】    

                    (1) (1) (1) (1) 指定期間中指定期間中指定期間中指定期間中にににに指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者によるによるによるによる管理管理管理管理がががが継続不能継続不能継続不能継続不能となったとなったとなったとなった場合場合場合場合    

                    (2) (2) (2) (2) 指定期間前指定期間前指定期間前指定期間前にににに指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者によるによるによるによる管理管理管理管理がががが不能不能不能不能となったとなったとなったとなった場合場合場合場合    

                    (3) (3) (3) (3) 「「「「公募公募公募公募」」」」にににに対対対対してしてしてして申請団体申請団体申請団体申請団体がなかったがなかったがなかったがなかった場合場合場合場合    

                にににに対対対対してはしてはしてはしては、、、、次次次次のののの順序順序順序順序でででで対応対応対応対応するするするする。。。。    

                        ①①①①    対応可能対応可能対応可能対応可能であるであるであるである場合場合場合場合にはにはにはには、（、（、（、（新新新新たなたなたなたな））））管理者管理者管理者管理者をををを指定指定指定指定するするするする。。。。    

                            アアアア    基本的基本的基本的基本的にはにはにはには、（、（、（、（再度再度再度再度のののの）「）「）「）「公募公募公募公募」」」」によりによりによりにより候補団体候補団体候補団体候補団体をををを指定指定指定指定するするするする。。。。    

                            イイイイ    「「「「時間的時間的時間的時間的にににに間間間間にににに合合合合わないわないわないわない」、「」、「」、「」、「同同同同じじじじ結果結果結果結果がががが予想予想予想予想されるされるされるされる」」」」などなどなどなど客観的客観的客観的客観的

にににに対応不可能対応不可能対応不可能対応不可能であるであるであるである場合場合場合場合にににに限限限限りりりり、「、「、「、「公募公募公募公募」」」」によらずによらずによらずによらず候補団体候補団体候補団体候補団体をををを選定選定選定選定

できるものとできるものとできるものとできるものとするするするする。。。。    

                        ②②②②    緊急緊急緊急緊急をををを要要要要するするするする場合場合場合場合、（、（、（、（新新新新たなたなたなたな））））管理者管理者管理者管理者がががが見当見当見当見当たらないたらないたらないたらない場合等場合等場合等場合等にはにはにはには、、、、

町直営町直営町直営町直営によりによりによりにより対応対応対応対応するするするする。。。。    
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                なおなおなおなお、、、、町直営町直営町直営町直営によるによるによるによる対応対応対応対応もももも困難困難困難困難なななな場合場合場合場合にはにはにはには、、、、一時的一時的一時的一時的にににに施設施設施設施設をををを閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖するするするする。。。。    

                                                                                                                                            などなどなどなど    

 

    １０１０１０１０    スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール 

 

【平成１８年４月１日制度導入施設の場合】 

 

制 度 導 入 の 決 定 

１ 公の施設の設置のあり方の検討 

２ 管理運営のあり方の検討 

   平成１７年８月 

      ↓         

条 例 案 の 作 成 

３ 公の施設設置管理（指定の手続を含む）条例の制定

（改正） 

   平成１７年９月 

  

議 会 の 議 決  

  

管 理 者 の 募 集 告 示 
４ 施設管理者の募集 

   平成１７年１０月～ 

      ↓     

申 請 受 付  

   

審          査 ５ 候補団体の選定  

      ↓     

指定管理予定候補者の決定 
６ 経費の概定（委託費発生の有無等） 

   平成１８年１月～２月 

  

議 案 の 作 成 

７ 一般議案による議決 

   平成１８年３月（併せて、平成１８年度当初予算

に平成１８年度分委託費を計上） 

  

議 会 の 議 決 ８ 事前準備 

      ↓     
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指 定 ・ 不 指 定 の 処 分 
９ 指定処分 

   平成１８年３月（効力については４月） 

  

協 定 の 締 結 
10 協定の締結 

   平成１８年３月 

      ↓     

管 理 の 実 施 11 適正な管理を監督 

   平成１８年４月～ 

      ↓     

事 業 報 告 書 の 提 出 
12 適切な管理の確保 

   平成１９年３月 
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