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                  公の施設の指定管理者制度の運用に関する指針 

 

 本指針は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２に基づき、うるま市

が指定管理者を指定するにあたり、統一的に指定管理者制度の運用を図るためのガイドラ

インとして定める。あわせて、適正な法人その他の団体（以下「団体等」という。）を指定

管理者の候補者として選定するために、選考及び選考過程における手続の適正化を図るこ

とを目的とする。 

 

第１ 指定管理者制度について 

 

１ 指定管理者制度の目的及び運用についての考え方 

指定管理者制度は、うるま市が指定する団体等（一定の団体であれば法人格は必ず

しも必要ではない。）に公の施設の管理運営を行わせる制度であり、その対象は民間事

業者等が幅広く含まれ、その能力やアイディアを活用することにより、多様化する住

民ニーズに応え、施設の効用を最大限発揮し、管理経費の縮減を図るものである。従

って、指定管理者の候補者の選定においては、このような趣旨を十分に尊重し、公募

によることを原則とするが、施設の性質によっては条件付公募によることもできる。

また、施設の目的の専門性、特殊性その他法令等の定めにより、複数の団体等による

申請が適当でないと認められる場合は、１団体等だけの申請を受けて選定することが  

できるものとする。この場合においても選定しようとする団体等について適正な審査  

を行い、説明責任を果たすよう努めなければならない。 

 

２ 条例で定める事項 

   指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合は、次に掲げる事項について条例を定  

めておかなければならない。なお、うるま市においては、基本となる通則条例の方式  

は採らず、各所管課で個々の施設の設置条例により定めることとする。 

  （１）指定の手続（申請手続、選定基準、事業計画の提出等） 

  （２）管理の基準（休館日、開館時間、利用制限の要件等）  

    （３）業務の範囲（施設、設備の維持管理、個別の利用許可等） 

  （４）その他必要事項 

 

３ 議会の議決 

   指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ次の事項について議会の議決  

を経なければならない。 

  （１）指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

    （２）指定管理者となる団体の名称 

    （３）指定の期間等 

    指定管理者については２つの定例議会での議決を経て決定されることになる。最   



初の議会（施設の設置条例）では、施設の運営方針や公募の方法、指定管理者に    

することのメリット、選定にあたっての評価基準を、２回目（指定の承認を得る）   

の議会では、選定理由や選定にあたっての透明性・公平性、受託者との今後の取り   

決め（協定）を明確にしておかなければならない。 

 

第２ 指定管理者制度の導入に向けて 

 

１ うるま市が設置しているすべての「公の施設」についての調査 

  （１）「公の施設に関する調査」の実施（平成１７年４～５月） 

  （２）「公の施設に関する調査」を基に、指定管理者制度の対象となる施設を抽出 

     （抽出基準） 

          ○地方公共団体が設けるものであること 

     ○施設であること 

     ○設置条例があること 

     ○個別法等により指定管理者制度の対象外となっていないこと 

     ○住民の福祉を増進する目的をもって設けるものであること 

 

２ 指定管理者制度導入の適否の検討 

   指定管理者制度の対象となる施設について、現在直営で管理・運営している施設も  

含めて下記の判断基準により、行政改革推進本部において指定管理者制度導入の適否  

を検討していくことになります。なお、施設の特性によっては、行政改革推進委員会  

に意見を求めて判断することとします。 

   また、現在管理委託を行っている施設については、原則として指定管理者に管理を  

行わせることとし、平成１７年度以降新たに設置される施設についても、本指針によ  

り適否を判断することとします。 

 

  ＜指定管理者制度導入の適否の判断基準＞ 

  （１）同種・類似サービスを民間事業者等が行っているかどうか。 

  （２）民間事業者等により、管理・運営等の経費の縮減が期待できるか。 

  （３）民間事業者等により、開館時間や接遇等、運営内容においてサービスの向上を     

期待できるか。 

  （４）民間事業者等により、他の民間サービスとの相乗効果で企画力や施設の魅力が     

アップし、利用率の向上が期待できるか。 

  （５）行政でなければ利用者の公平性、平等制などを確保できない明確な理由がある     

かどうか。 

  （６）民間事業者等で管理・運営ができない専門性、特殊性があるかどうか。 

  （７）民間事業者等に任せることについて法令上の制約があるか。 

 



第３ 指定の手続について 

 

１ 指定管理者の募集にあたっての留意事項 

 

  （１）周知期間・募集期間等の設定 

    指定管理者の募集等については、最も効率的かつ効果的に管理運営を行える指定    

管理者の候補者を選定するため、適正な団体等が公平に申請を行えることとし、    

併せて、団体等の創意工夫が発揮されるように提案準備期間の確保に努めるなど、    

周知期間及び募集期間等について十分に配慮しなければならない。 

     質疑を受け付けた時は速やかに回答し、質疑に係る回答については、競争条件    

を損なわないよう、公正に行うこととする。 

 

  （２）周知方法 

     周知方法については、広報誌、ホームページなどの広報手段を活用し、情報提    

供を行うものとする。 

 

２ 募集要項・仕様書等に関する基本的な考え方 

 

  （１）事業内容、選定方法等について具体的に記載し、団体等において公の施設の管    

理事業への参入のための検討を容易にするものとする。 

 

  （２）募集要項・仕様書の作成にあたって、高度な専門性や特殊な事情が認められる    

場合は、識見を有する者や利用者等の意見を取り入れることができるものとする。 

 

  （３）地域の団体等が施設の管理運営を行うことにより、市民サービスや事業効率性    

に資する面があると認められる場合は、市民の雇用機会の拡大や市内業者の育成    

について留意し、これらの点について評価の対象とすることができるものとする。 

 

３ 募集要項に関する事項 

  募集要項には、施設ごとの性質に合わせ概ね次の事項を記載し、公表するものとする。 

  （１）施設の管理・運営目的 

  （２）施設の名称、規模、設備（備品）、会館日時等施設の内容 

  （３）指定管理者が行う業務の範囲 

  （４）指定予定期間 

  （５）法令等の規定 

  （６）選定審査の手順 

  （７）選考内容 

  （８）応募資格 



  （９）応募の無効要件 

  （10）管理運営費用 

  （11）利用料金の扱い 

  （12）申請に必要な書類等 

  （13）説明会に関する事項 

  （14）再募集に関する事項 

  （15）提案内容及び選定結果の公表についての事前承認事項 

  （16）指定の取り消し事項及び業務の全部又は一部停止事項 

 

４ 仕様書に関する事項 

 

  仕様書は、団体等の創意工夫を尊重し、施設管理の効率化や市民サービスの向上が得 

られるように工夫すると同時に、団体等が提案内容の検討を容易なものとするため、必 

要な事項については具体的に記載し、競争性が発揮されるように配慮するもとする。 

 

第４ 指定管理者の候補者の選定に関する事項 

 

１ 指定管理者候補者選定委員会の設置 

   指定管理者の候補者の選定にあたっては、指定管理者制度が地方公共団体の長や議  

員本人又は親族が経営する会社等も指定管理者になれるとしていることから、この選  

定のプロセスの透明性、公正性の確保が非常に重要となる。この点に留意し、指定管  

理者候補者選定委員会（以下「選定委員会」という。）を設置し、選定にあたるもの  と

する。 

 

２ 選定委員会の運営に関する事項 

 

  （１）選定委員会は、指定管理者の指定を受けるために応募した者について、一次審    

査（書類審査）、二次審査（書類審査通過者のプレゼンテーションによる審査）    

を行い、公正に審査し、指定管理者の候補者を選定するものとする。 

 

  （２）選定委員会の委員は原則として５人以上とし、委員には、施設の特性に応じて    

学識経験者等、対象施設に対し識見を有するものを含めることができる。 

 

  （３）選定委員会の事務は、行政改革推進室が行う。 

 

３ 評価に関する事項 

 

  （１）評価に関しては、個々の施設の目的・特性に合わせた評価を行うことができる    



よう工夫し、管理運営についての効率性、サービスの向上、安定性等も勘案し評    

価項目を設定すること。評価につては、可能な限り点数化し、客観性を確保する    

ものとする。 

        ＜評価項目の例＞ 

        ①経営に関すること 

     ・申請団体の経営状況（会社の資力・信用等に関すること） 

     ・申請団体の事業実績（過去の事業実績など） 

     ・安全管理につての基本方針（事故対策、防犯、衛生など） 

     ・公共性についての取り組み（住民や地域団体、企業、自治体との協働や連携      

した事業展開など） 

          ・熱意や意欲 

    ②事業計画に関すること 

     ・施設管理の計画、内容（受付、清掃、警備など） 

     ・施設管理に必要な人員計画 

     ・年間事業計画に関する理念、基本方針 

     ・施設管理及び事業運営経費の収支計画 

    ③その他（施設の目的・特性に合わせた評価項目） 

 

  （２）評価を行うときは、各委員の意見が付記できるようにし、選定において参考に    

するものとする。 

 

  （３）市民の雇用機会の拡大や市内業者等の育成について考慮し、評価の対象とする    

ことができる。 

 

第５ 協定に関する事項 

 

１ 指定管理者の候補者が議会の議決を経て指定管理者として指定されてから、指定期間 

の始期に至るまでに、指定管理者と協定を締結するもとする。 

 

２ 協定書は、原則として次の事項を明記するもとし、指定管理者のリスク負担が大きい 

など特別な事情がある場合は、募集要項と同時に配布又は公表することができる。 

  ＜基本協定記載事項＞ 

  （１）目的 

  （２）管理の基準 

  （３）指定期間 

  （４）基本的な業務の範囲 

  （５）管理に係る業務を一括して第三者に委託することの禁止 

  （６）個人情報の保護 



  （７）財産の管理 

  （８）事業報告書の作成 

  （９）調査に関する事項 

  （10）指定管理料 

  （11）損害賠償 

  （12）施設賠償責任保険の付保 

  （13）協定の解除事由 

  （14）業務の引継ぎ 

  （15）原状回復義務 

  （16）権利譲渡の禁止 

  （17）疑義等の決定 

 

  ＜年度協定記載事項＞ 

  （１）協定期間 

  （２）対価の支払 

  （３）疑義等の決定 

 

第６ 指定管理者制度運用指針の具体化にあたっての留意事項 

 

１ 指定管理者は、その適正な運用により、団体等の有する能力及びアイディアを活用し、 

多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応することができるものである。そ 

こで、指定管理者の候補者の選定においては、最もサービスの向上や経済性、効率性を 

図れる団体等を公正に選定しなければならず、募集及び選定にあたっては、個々の施設 

の多様な特性や専門性を勘案し、施設の目的や住民ニーズに適合するかの評価を行わな

ければならない。従って、各所管部局においては、それぞれの施設の状況に応じた個別 

の取組が必要とされるものである。 

  一方、指定管理者制度運用方針の適正化は、各所管部局を通じて統一的に行われるこ

とによって初めて指定管理者制度に対する市民の信頼を得るとともに、指定管理者制度 

の有効で適正な活用が図れることから、各所管部局ごとに状況等に応じた取組の差異は 

あっても、全体としては本指針に沿った措置が講じられる必要がある。 

 

２ 本指針に沿って指定管理者制度運用の具体化を図るためには、指定管理者制度の運用 

体制の整備が重要である。このため、各所管部局においては指定管理者制度の手続の適 

正化に最大限配慮し、運用体制の充実に努めなければならない。 


