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酒田市指定管理者制度事務取扱基準 

 

平成２９年２月一部改訂 

平成２９年４月１日施行 

 

指定管理者制度の導入、指定管理者の選定及び運用については、本基準により事務を行うもの

とする。 

１ 指定管理者制度の導入方針 

民間事業者等の積極的な活用により、住民サービスの向上や経費の節減、地域の活性化等

を図ることを目指し、直営と比較し利点が認められる施設に関しては指定管理者制度の導入

を推進する。その際には、公の施設の性格等について十分な検討を加えた上で指定管理者制

度を導入するものとする。 

２ 指定管理者制度導入の進め方 

指定管理者制度導入の標準的な進め方は、別紙「指定管理者制度導入の進め方」とおり。 

３ 制度導入にかかる要件の整理 

（１）指定管理者制度導入の可否の検討 

指定管理者制度は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めら

れるときに導入できるものであり、当該施設について、直営体制とするか、指定管理者制度

を導入するかについて、十分な検討を加えた上で決定すること。 

また、指定管理者制度の更新時においても、公の施設の設置の目的や過去の指定管理の状

況、社会経済状況などを考慮し、改めて指定管理者制度導入の可否を判断すること。 

（２）指定管理者が行う業務内容の整理 

施設の設置目的を明確化し、市に代わって指定管理者が行う業務の範囲と権限、責任区分

を事前に明確に定めること。その際、業務の範囲と権限については、施設ごとに当該設置管

理条例において個別に規定することとし、責任区分については、リスク分担表及び個人情報

取扱特記事項として定めること。 

（３）公募の原則及び特例 

指定管理者の候補者の選定は、原則として公募により行うこと。ただし、次の各号に該当

する場合は、公募によらず、特定の団体を指定管理者の候補者として選定することができる

ものとする。 

ア 地域に密着した施設で、地域コミュニティ組織等に管理を委託することにより、効率

的、効果的な運営ができる場合 

イ 隣接又は併設する公の施設等の運営法人等において、一体的な管理運営を行うことが

必要又は効率的と認められる場合 

ウ 市が出資設立した公益財団法人又は公益社団法人で、当該法人が担う公益事業が施設

の管理運営と一体、不可分である場合 
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エ 対象となる施設の管理上、緊急に指定管理者の候補者を選定しなければならない場合 

オ 公募による応募がなかった場合、又は、応募のあった団体に候補者として選定できる

ものがない場合 

（４）公募の単位 

公募は原則として、一の施設ごとに行うものとする。ただし、隣接する複数の施設を一体

的に管理する必要がある場合、複数の施設を一体で管理することにより、それぞれの施設の

設置目的をより効果的に達成できる場合等は、複数の施設について一括して公募し、同一の

団体を指定管理者に指定することもできる。 

（５）指定の期間 

安定的な管理の確保を図るとともに、長期にわたる管理の固定化、硬直化を避ける必要が

あることから、指定の期間は５年を基本とする。ただし、特別の事情があるときは、これ以

外の期間を設定することができる。 

（６）利用料金制導入の検討 

指定管理者制度の趣旨を踏まえ、それぞれの施設の性格に基づき検討し、指定管理者が経

済的インセンティブを得ることができる場合等は、利用料金制の導入を推進するものとする。 

（７）委託料 

観光施設等の収益型施設の管理経費を委託料として指定管理者に支払う場合は、指定管理

者の経済的インセンティブを働かせるため、委託料の額は定額とし、原則として年度終了後

の精算は行わないものとする。利用料金制を採用しない施設管理型の場合の委託料は、市が

リスクの負担をするものについてのみ精算を行うこととする。なお、リスクの負担について

は、標準例を参考に施設ごとに定め、指定管理者の募集の際に周知をするものする。 

４ 指定管理者の指定までの手続き 

（１）募集前の準備 

① 募集要項、仕様書等の作成 

募集要項は公募する施設ごとに作成すること。ただし、同種又は類似の複数施設につい

ては、一の募集要項とすることもできるものとする。 

施設や管理内容等の詳細は、仕様書として別にまとめるものする。 

 

【募集要項の内容 例】 

・対象施設の概要（名称、所在地、規模、施設の業務内容、法令等） 

・業務に対する基本的考え方 

・指定期間 

・応募資格 

・スケジュール 

・提出書類一覧及び提出部数 

・指定管理料 

・応募方法（説明会、質問事項を含む） 

・各種様式 

・選定方法及び選定基準 

・その他留意事項（申請費用の負担、情報公開、個人情報に関して講ずる措置など） 
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② 応募資格 

・申請者は、個人ではなく法人又は団体であること。 

・次の条件を応募資格に設定すること。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

こと。 

イ 本市から一般競争入札等の参加の制限をされていないこと。 

ウ 過去１年以内に本市又はその他の地方公共団体から指定管理者の指定の取り消し

をされていないこと。 

エ 法人にあっては当該団体が、法人でない団体にあっては当該団体の代表が納めるべ

き税及び公共料金を滞納していないこと。 

オ 宗教活動及び政治活動を主たる目的とする団体でないこと。 

カ 指定管理者の指定を管理の委託であるとみなしたときに、地方自治法第９２条の２、

第１４２条又は第１８０条の５第６項の規定に抵触することとなる団体でないこと。 

キ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）でないこと。 

ク 役員等（法人にあっては役員又は支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者

を、法人でない団体にあっては当該団体の代表をいう。以下同じ）が暴力団員（酒田

市暴力団排除条例（平成２４年条例第１０号）第２条第２号に規定する暴力団員をい

う。以下同じ）及び暴力団員等（同条例第２条第３号に規定する暴力団員をいう。以

下同じ）でないこと。 

ケ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していないこと。 

コ 役員等が自己、自社若しくは第三社の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用等していないこと。 

サ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等、

直接的ありは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していないこと。 

シ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有していないこと。 

・当該施設の管理運営に最も適した候補者を選定するため、市民サービスの一層の向上、

行政経費の削減、更に、施設の特性に応じて、地域の活性化や雇用の確保等の観点を含

め総合的に評価するとの考えを前提にした上、「地域の実情把握による円滑な管理運営

を図る観点」、「緊急時における対応の迅速化を図る観点」、並びに「地域の活性化及び雇

用の確保等を図る観点」から、原則として、応募資格に「本市内に事業所、営業所等の

ある団体であり、かつ、山形県内に本社、本店等のある団体」等の地域に関する条件を

付すこと。 

・なお、管理運営に高い専門性やノウハウを要すること等から、より幅広い法人、団体か

らの応募を求める必要がある場合は、当該地域に関する条件を付さないことができるも

のとする。 

③ 選定基準 

・次に掲げる基準に加え、施設の種類や特性に応じて施設ごとに具体的な選定基準を設定

すること。 

・募集要項の公表時に選定基準ごとの配点について明確に記載すること。 

・提案金額に係る項目の配点については、満点の２割から３割の範囲内で、施設ごとに定

めるものとする。また、不当廉価防止の観点から、上限額の２割削減を満点（２割以上
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の削減をしても２割削減と同得点とする。）とし、管理経費の見積もりを勘案し配点する

こと。 

 

【選定基準】 

選定基準 審査項目／審査の視点 配点 対象書類 

１．公共性の確保と

平等の確保が図ら

れること 

・施設の設置目的に合致した方針か 

・基本的な考え方を十分理解しているか 

・市の施策や市が求める提案等に対して柔軟的に対応

できるか 

・事業計画と収支計画の整合性があり、かつ実現可能

な計画か 

・平等な利用が適正に確保されるか 

・生活弱者への対応は十分に図られるか 

・（利用料金制を導入する場合）利用料金の設定は妥

当か 

３０ 

事業計画書 

1.管理の基本方

針 

2.利用者の平等

な利用の確保 

 

収支計画書 

２．公の施設の効用

を最大限に発揮さ

せ、市民サービス

向上が図られると

ともに、その管理

経費の縮減が図ら

れること 

・市民サービスの向上が図られるか 

・効率的運営、効率化の取り組みを図っているか 

・効率的な職員配置となっているか 

・管理経費縮減のための工夫を行っているか 

・従前の支出等と比較し、経費の額は妥当か 

・具体性をもった利用促進策を考えているか 

・新たな収入の創出等独自の取り組みの提案があるか 

・地域活動への関わりや地域に対する貢献が図られる

か 

５０ 

事業計画書 

3.サービスの向

上 

３．事業計画に沿っ

た管理を安定して

行う能力を有して

いること 

・管理責任者および管理体制は明確になっているか 

・団体の安定性・継続性はあるか 

・団体運営における法令等を遵守しているか 

・安定した管理体制を提供できる財政基盤が構築され

ているか 

・団体運営上発生する損害等のリスクに対し、どのよ

うな備えがあるか 

・施設管理に適した職員が配置されているか 

・円滑な業務引継ぎが可能か 

・管理技術の向上のために必要な措置を講じるか 

・当該管理業務に必要な資格保有者数を有しているか 

・職員の採用や確保方策は適正か 

・適正な労働条件が確保されているか 

・職員の育成について、どのような考え方があるか 

・利用者の意見要望などを運営に反映させる工夫がな

されるか 

・苦情処理の体制は明確になっているか 

・定期的な自己評価を行うか 

・災害・事故の対応について、どのように考えている

か 

・事故防止に向けた取り組みを行っているか 

・（個人情報を取り扱う場合）個人情報について、ど

のような保護措置を講じているか 

・個人情報の保護について十分に理解しているか 

・省エネ等環境に配慮した経営について、独自の考え

方はあるか 

・類似した施設管理の運営実績はあるか 

６０ 

事業計画書 

4.施設の適正な

管理 
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（２）公募の方法 

① 公募の手段 

公募にあたっては、公告、広報紙、ホームページなど幅広い広報手段を活用すること。 

② 公募の期間 

公募の期間は、原則として１か月間とする。ただし、１か月間を確保することが困難な

場合は、できる限り広く周知を図り、応募上の不公平が生じないようにすること。 

③ 施設概要等の説明 

公募にあたり、現地説明会等を実施するなどし、施設の概要や業務の内容について十分

な説明を行うように努めること。 

質問事項を受け付ける期間を設け、応募予定者による適切な事業計画書の作成及び提案

内容の向上に資すること。 

（３）候補者の選定 

① 選定委員会 

候補者の選定を行うため、酒田市指定管理者の指定の手続に関する規則第３条に基づき

酒田市指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」という。）を設置する。 

② 審査方法 

選定委員会は、応募資格を有する応募者の中から、公募時に定める審査基準に基づき、

最も適当と認められる団体を候補者として選定するものとする。 

③ 応募者に対するヒアリング等 

選定委員会は、必要に応じて、応募者からのヒアリングを実施し、提出書類の内容等に

ついて説明を求めることができる。 

④ 選定結果の通知 

選定委員会における結果について、応募者ごとに通知する。 

（４）議会の議決 

① 議会の議決 

候補者を指定管理者に指定するためには、地方自治法第２４４条の２第６項の規定によ

り市議会による議決を経なければならない。 

② 議決の時期 

新たに指定管理者となる者に対して円滑に事務を引き継ぐことができるよう、議決時期

と管理の開始時期との期間を十分に確保すること。 

③ 指定議案 

指定管理者の指定議案の内容は、公の施設の名称、指定しようとする団体及び指定の期

間とする。 

④ 予算議案 

指定管理料に係る予算は、指定議案と同時期の市議会において債務負担行為を設定する

こと（設定期間は、現年度から指定管理期間最終年度まで）。 

⑤ 議決後の通知等 

議決後は、指定管理者の指定について公示するほか、指定管理者に指定された旨を通知

すること。 
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５ 協定の締結 

（１）指定管理者との協議 

施設の管理経費（指定管理料）や管理運営に係る細目的事項については、指定後に指定管

理者と協議し、協定を締結すること。 

協定を締結する際には、指定管理者が欠格条項に該当することとなった場合は、直ちに指

定を取り消す旨の規定を置くこと。 

（２）協定の内容 

協定は、毎年度その事業内容や管理経費等の見直しを行う必要があるため、指定期間全体

に関する協定（以下「包括協定」という。）と単年度ごとの詳細を定める協定（以下「年度協

定」という。）の２段階に分けて締結すること。 

協定の主な内容は、次のとおりであるが、施設の種類や特性に応じて必要な事項を盛り込

むこと。 

 

【包括協定 例】 

○ 指定期間 

○ 事業計画に関する事項 

○ 管理基準（開館時間、休館日）、利用料金の設定・減免、行為資源に関する事項 

○ 業務の内容及び範囲（料金徴収、利用者の意見の把握、サービス向上の検証等も含

む） 

○ 市が支払う管理経費及び支払方法に関する事項 

○ 市との連絡方法及び協定に問題が生じた際の連絡調整の在り方に関する事項 

○ 安全管理、リスク管理、責任分担、原状回復義務、損害賠償、市有物件の使用等に関

する事項 

○ 情報公開、個人情報保護、行政手続法に関する事項 

○ 事業の引継ぎに関する事項（指定管理者の変更も想定し、引継ぎを義務付けます） 

○ 環境への配慮、地域への貢献等に関する事項 

○ その他施設ごとに必要な事項 

 

【年度協定 例】 

□ 当該年度の事業の実施に関する事項 

□ 当該年度に市が支払う管理経費及び支払い方法に関する事項 

□ その他施設ごとに必要な事項 

 

（３）協定締結の時期 

包括協定は、指定の告示後、指定管理者との協議が整い次第締結すること。 

年度協定は、管理経費がある場合は専決区分による決裁及び行財政改革推進室長の合議後

に、指定管理開始日（通常は４月１日）付で締結すること。 

包括協定及び年度協定に、収入印紙は不要であること。 
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６ 指定管理者による管理開始後の手続き 

（１）事業報告書等の提出 

① 事業報告書の提出及び内容 

指定管理者は、地方自治法第２４４条の２第７項及び酒田市指定管理者の指定の手続き

に関する規則第５条の規定により、毎年度終了後３０日以内に事業報告書を提出しなけれ

ばならない。 

事業報告書の内容は、ア．管理業務の実施状況、イ．施設の利用状況（利用者数、利用

拒否等の件数、理由等）、ウ．料金収入の実績、エ．管理経営費等の収支状況、オ．その他

管理の実態を把握するために必要な事項等とする。 

② 指定管理者である法人の財務諸表の確認 

指定管理者として引き続き安定的な業務執行能力の有無を確認するため、毎事業年度、

法人等の決算がまとまり次第、施設の管理業務以外の業務を含めた事業者全体の経営状況

を示す財務関係書類について提出を求めること。 

③ 事故報告 

指定管理者が事故を起こした場合は、直ちに報告を行わせるとともに、適切な指示を行

うこと。 

④ 事業計画書の提出 

更なる施設管理の適正化とサービスの向上を目指し、当該年度の１月末日までに、翌年

度における詳細な事業計画書の提出を求めるものとし、この事業計画書に基づき指定管理

者と協議し、年度協定を締結すること。 

（２）モニタリングの実施 

① 業務報告書の提出 

施設所管課は、指定管理者に対し、必要に応じて、月ごと等の業務報告書の提出を求め

ること。 

② サービスの提供・管理運営状況に係る検証等 

より良いサービスの提供に向け、利用者の意見等を踏まえ、各年度終了後、サービスの

提供や管理運営状況について、指定管理者と施設所管課がそれぞれの立場で分析・検証を

行うこと。 

施設所管課は、指定管理者と双方の分析・検証結果について意見交換を行い、認識を共

有するとともに、必要に応じて適切な指示を行うこと。 

また、その結果について行財政改革推進室に報告すること。 

③ 指定管理者との意見交換 

サービスの向上や適切な管理運営を図るため、年２回以上、定期的な意見交換や情報交

換を行うこと。また、翌年度の事業計画（管理経費の額を含む）に関して、適切な時期に

意見交換を行うこと。 

意見交換や情報交換を行った際は、必ず記録を取り、所管部長及び行財政改革推進室長

に報告すること。 

（３）指定の取り消し及び業務の停止 

市は、事業報告や日常的な監督の結果、必要と認めるときは、指定管理者に対して、業務

の改善を行うよう指示をすることができる。 

当該指示に従わないときなど次のような場合には、指定の取り消し、又は期間を定めて管
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理業務の全部又は一部の停止を行うことができる。 

ア 管理業務又は経理の状況に関する市の指示に従わないとき 

イ 施設の指定管理者としての選定基準を満たさなくなったとき 

ウ 管理の基準を遵守しないとき 

エ 指定管理者の責めに帰すべき事由により、管理を継続させることが適当でないと認

めるとき（法人等の解散、不適切な施設運営による利用者数の著しい低下、施設運営

収支の著しい悪化、法人等の財務状況の著しい悪化、法令又は協定等の違反、施設管

理の責任者又は法人等の役員の刑事訴追、指定の取り消しの申し出があった場合など） 

（４）業務の引き継ぎ 

現在の管理委託から指定管理者制度へ移行する際、指定管理者には公の施設の管理におい

て十分な管理能力が求められることから、事前に従前の受託者との十分な業務の引継ぎを求

めること。この場合、引継ぎに担当部署の市職員が立会うこと。 

指定期間終了時における従前の指定管理者から次の指定管理者への業務の引継ぎも同様

とし、協定において義務付けること。 

７ 指定管理者の責務（個人情報保護・⾏政手続きにおける責務） 

公の施設の管理運営において、個人情報を取り扱うこととなる指定管理者は、市と同様に、

個人情報の保護に関し必要な措置が求められることとなる（酒田市個人情報保護条例（平成  

１７年条例第２０号）第１３条）。 

また、指定管理者が、公の施設の管理運営にあたり施設利用の許認可等の処分を行う場合、

酒田市行政手続条例（平成１７年条例第２３号）が適用され、指定管理者はその範囲において

行政庁として行政手続条例に規定する責務を負うこととなる。 

例えば、指定管理者に対してなされた申請については、審査応答義務（行政手続条例第７条）

が生じるとともに、申請を拒否する場合には理由の提示が必要となる（同第８条）。また、一度

行った許可を取り消す場合等、不利益処分を行う場合は聴聞を行わなければならず（同第１３

条）、不利益処分を行う際には理由を提示する義務がある（同第１４条）。 

指定管理者は、上記のような個人情報保護条例及び行政手続条例上の責務を負うこととなる

ため、その内容について応募者が十分理解して管理運営体制に反映できるように、仕様書、協

定等で規定すること。 



（別紙）

「公の施設」
住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設
（地自法第244条第1項）

⇓

施設のあり方の検討

【公の施設としての設置目的等の検証】
・設置目的が時代、住民のニーズに合致しているか
・設置目的や機能が民間等の施設と競合していないか
・特定個人、団体に偏った利用になっていないか、等
　　　　　↓
必要性がない場合は機能変更、廃止、譲渡等を検討

⇓
※再選定(更新)施設、条例整備済みで指定管理者未導入の施設に
　ついても、施設のあり方から検討すること

指定管理者制度導入の検討

直営（業務委託含む）か、指定管理者制度の導入か
【主な検討のポイント】
・個別法の規定により管理主体が市に限定されていないか⇒直営
・民間事業者等による管理運営に適した施設か
・民間ノウハウの活用によりサービスの充実が期待できるか
・管理運営のコスト削減が図られるか
・事務事業の軽減化が図られるか

⇓

条例の議決
（制定、改正）

地自法第244条の2第4項に規定する事項
・指定の手続き　・管理の基準
・業務の範囲　　・その他必要な事項

⇓

公募または随意選定
公募を原則とする
※随意選定基準に該当する場合は随意選定によることができる

⇓

候補者の選定
選定委員会において候補者の審査、選定
※必要に応じて応募者からのヒアリングを実施

⇓
指定の議決
(地自法第244条の2第6項)

指定管理者、指定期間等の議決

予算の議決
（債務負担行為の設定）

設定期間は、指定の議決年度＋指定管理期間

⇓

協定の締結
指定後、指定管理者と十分協議を行った上で締結
・包括協定（指定期間全体に関するもの）
・年度協定（単年度ごとに詳細を定めるもの）

⇓

指定管理業務の開始

⇓

モニタリングの実施
(地自法第244条の2第10項)

・業務の履行確認
・サービスの質的評価
・指定管理者制度導入効果　など

事業報告書等の提出
(地自法第244条の2第7項)

毎年度終了後30日以内に市に提出

指定管理者制度導入の進め方


