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はじめに 

 

 平成 15 年 9 月 2 日地方自治法が改正され、公の施設の管理について指定管理者制度が

導入された。 

指定管理者制度への移行は、3 年間の経過措置が設けられており、従来の管理委託を行な

っている施設については平成 18 年 9 月 1 日までに指定管理者による管理・運営に移行す

るか、直営で管理するかを決定する必要があった。 

当市においては平成 17 年 1 月より指定管理者制度検討会を設置し、指定管理者制度導入

に関し検討を行ってきた。本検討会においては、「①経過措置対象施設、②新規施設、③既

存施設」の 3 層立てで制度導入について検討を進めることとし、まず、第 1 層として経過

措置対象施設に関し検討を行ってきた。 

平成 18 年 4 月より、経過措置対象施設に該当する「ふれあいセンター」、「有料自転車駐

輪場」、「社会福祉センター」、「第 8 保育園」の 4 施設について、指定管理者制度を導入し、

第１層の経過措置対象施設への制度導入に関しては一定の成果を得た。 

さらに、平成 18 年度より新規施設、既存施設への制度導入の前提となる、制度導入の目

的及び制度導入施設の判断基準（制度の導入に適した施設か否かを判断する基準）など制度

導入に関する基本的な考え方（以下「基本的な考え方」という。）について検討を行い、平

成 19 年 10 月に報告書として取りまとめられた。 

現在まで当市における指定管理者制度については、この基本的な考え方に基づいて運用

が図られてきたが、約 10 年が経過し、制度を運用する上で状況の変化が生じている。また、

新たにモニタリング制度も始まっている。 

指定管理者制度事務取扱要領は、これまでの指定管理者制度を運用する上での課題や取

扱い等について整理することにより、今後の制度運用の基礎とするための事務要領である。

本要領に基づいて、当市における指定管理者制度を運用することを通じて、各指定管理者導

入施設をより効果的かつ効率的に運営し、住民サービスの向上に資することを目的として

いる。 
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1. 指定管理者制度とは 

指定管理者制度は、公の施設について普通地方公共団体が指定する法人その他の団体（指

定管理者）に管理を行わせる制度である（地方自治法第 244 条の 2）。 

多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能

力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的とし

て、平成 15 年の地方自治法の改正により創設された（平成 15 年 7 月 17 日総行行第 87

号総務省自治行政局長通知）。 

 

 

2. 公の施設とは 

公の施設とは、普通地方公共団体が設置する、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（地方自治法第 244 条第 1 項）で、その設置及び管理に関する事項

は条例で定めることとされている（地方自治法第 244 条の 2 第１項）。 

 

(1) 公の施設の具体的な要件 

① 住民の利用に供するためのもの 

試験研究所、庁舎等は公の施設ではない。 

② 当該地方公共団体の住民の利用に供するためのもの 

③ 住民の福祉を増進する目的をもって設けるもの 

競輪場や留置場等は公の施設ではない。 

④ 地方公共団体が設けるもの 

⑤ 施設であること 

 

 

3. 管理委託制度との違い 
 

(1) 管理運営の主体 

管理委託制度においては、管理運営の主体が地方公共団体の出資法人等に限定されてい

たが、指定管理者制度においては、株式会社や特定非営利活動法人などの民間事業者等にも

広げられた。 
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(2) 権限と業務の範囲 

管理委託制度においては、管理受託者は公の施設の設置者である地方公共団体との契約

に基づき、具体的な管理の事務又は業務の執行を行うものであり、当該公の施設の管理権限

及び責任は地方公共団体が引き続き有していた。また、施設の使用許可権限も委託できなか

った。 

指定管理者制度においては、施設の使用許可権限を含めた管理権限を指定管理者に委任

して行わせるものであり、地方公共団体は必要に応じて指示等を行う。 

 

(3) 法的性質 

管理委託制度においては、地方公共団体と管理受託者との関係は「契約関係」だったが、

指定管理者制度における指定は一種の行政処分と考えられている。 

 管理委託制度 指定管理者制度 

管理運営の主体 公共団体、公共的団体、地方公

共団体の出資法人等に限定 

株式会社や特定非営利活動法

人などの民間事業者等 

権限と業務の範囲 公の施設の設置者である地方

公共団体との契約に基づき、具

体的な管理の事務又は業務の

執行を行う 

公の施設の管理権限及び責任

は地方公共団体が引き続き有

する（施設の使用許可権限も委

託不可）。 

施設の使用許可権限を含めた

管理権限を指定管理者に委任。 

地方公共団体は必要に応じて

指示等を行う。 

法的性質 契約関係 行政処分 

 

 

4. 指定管理者の権限 

指定管理者は、公の施設の管理権限を委任されるものであるが、以下のように、法令によ

り地方公共団体の長のみが行うことができる権限については指定管理者に行わせることは

できない（平成 15 年 7 月 17 日総行行第 87 号総務省自治行政局長通知）。 

●使用料の強制徴収（地方自治法第 231 条の 3） 

●行政財産の目的外使用許可（地方自治法第 238 条の 4） 

●不服申立てに対する決定（地方自治法第 244 条の 4） 

 

また、道路法、河川法、学校教育法等個別の法律において公の施設の管理主体が限定され

る場合には、指定管理者制度を取ることができない（平成 15 年 7 月 17 日総行行第 87 号総

務省自治行政局長通知）。ただし、以下のように、関係省庁による通知により拡大措置が図
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られているものもある。 

① 道路 

指定管理者に行わせることができる管理の範囲は、清掃、除草、単なる料金の徴収業務で

定型的な行為に該当するもの等とされている。 

② 河川 

指定管理者に行わせることができる管理の範囲は、河川の清掃、河川の除草、軽微な補修

（階段、手摺り、スロープ等河川の利用に資するものに限る。）、ダム資料館等の管理・運営

等とされている。 

③ 学校 

指定管理者に行わせることができる管理の範囲は、学校施設の警備、清掃、プールや体育

館等の保守、給食の調理などの業務や、学校施設の時間外一般開放の管理などとされている。 

 

 

5. 使用料等の徴収 

使用料や手数料は、地方公共団体の歳入となるべき公金なので、公の施設の指定管理者に

利用者からの使用料等を徴収・収納させる場合には、地方自治法第 243 条及び地方自治法

施行令第 158 条の規定による私人に対する徴収又は収納の委託によらなければならない。 

 

 

6. 指定管理者に対する監査 

指定管理者による公の施設の管理運営に係る出納その他事務の執行に関しては、監査委

員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、監査する

ことができる（地方自治法第 199 条第 7 項）。 

また、監査委員は、監査のために必要があると認めるときは、指定管理者に対して出頭を

求め、調査し、又は帳簿、書類その他の記録の提出を求めることができる（地方自治法第 199

条第 8 項）。 

なお、指定管理者に対する公金の支出や財産管理について違法または不当であると認め

られるときは、住民監査請求（地方自治法第 242 条）・住民訴訟（地方自治法第 242 条の

2）の対象となる。 
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7. 当市における指定管理者制度運用に関する事項 
 

(1) リスク管理 

① リスク管理の基本的な考え方 

リスクという言葉については、その定義は一様ではないが、ここでは「事前に想定できな

い事象により、損害等が発生すること」とする。 

リスクの種類としては、施設等の損傷、利用者等への損害、税制変更、その他不可抗力な

どがある。 

指定管理者制度においては、公の施設のリスクについて市と指定管理者が適切に分担す

ることが必要であるが、一方で、指定管理者への過剰なリスク分担は、指定管理者の活動を

阻害し、ひいては公共サービスの低下をまねく恐れがある。 

以上のことから、リスク管理の基本的な考え方としては、「当該リスクを最も良く管理し、

適切にコントロールできるところがリスク分担する」こととする。 

② リスクの分担方法 

具体的なリスクの分担方法としては、以下の 3 種類が挙げられるが、それぞれの施設に

おけるリスク分担については、各施設に合わせて決めることとし、原則として協定書に明記

する。 

・市がすべて負担する 

・指定管理者がすべて負担する 

・市と指定管理者の双方が負担する 

③ 損害賠償責任と施設賠償責任保険 

公の施設の設置又は管理の瑕疵によって利用者等損害を与えた場合、損害を被った利用

者等は、国家賠償法第 1 条（公務員による不法行為による損害の賠償）、同法第 2 条（公の

営造物の瑕疵による損害の賠償）、民法第 715 条（使用者責任）等に基づき、市に対して損

害賠償を請求できる。ただし、指定管理者に帰責性がある場合には、市が指定管理者に対し

て求償することができる。 

なお、東村山市は「市民総合賠償補償保険」に加入しており、指定管理者が、地方自治法

第 244 条の２第 3 項および第 4 項に規定された指定管理者の業務を行う場合は、当該保険

の対象となっている。ただし、指定管理者が施設内で独自事業を実施する場合は、その運営

上もたらされる賠償責任は、当該保険の対象外となる。 

このようなことから、指定管理者は、保険会社により提供されている施設賠償責任保険に

独自に加入することを原則とする。 
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(2) 各種税の取扱い 

① 消費税・地方消費税 

消費税法は、第 2 条第 1 項第 8 号において、課税対象となる「資産の譲渡等」について、

「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう」と規定

していることから、指定管理料は原則として、その全額が消費税及び地方消費税の課税対象

となる。ただし、児童福祉法、社会福祉法等に定められた事業は非課税になるものもあるの

で注意が必要である。 

② 印紙税 

印紙税法は第 2 条において、「別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律によ

り、印紙税を課する」と規定しており、別表第一には、第二号文書として「請負に関する契

約書」が規定されている。また、同法別表第一の課税物件表の適用に関する通則 5 におい

て、契約書とは「契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約の成立若し

くは更改又は契約の内容の変更若しくは補充の事実を証すべき文書」とされている。 

さらに、民法第 632 条では、「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、

相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力

を生ずる。」と規定されており、また、同法 643 条では、「委任は、当事者の一方が法律行

為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ず

る。」と規定されている。 

したがって、指定管理者と締結した協定が、「請負」に該当するのか、「委任」に該当する

のかによって、収入印紙の添付の必要性が変わってくるので、個別に管轄の税務署に問い合

わせを行うこととする。 

なお、市が相手方に交付する協定書については、収入印紙を添付する必要はない（印紙税

法第 5 条第 2 号）。 

③ 事業所税 

指定管理者制度が導入された公の施設における事業所税の事業主体の判定については、

収益の帰属（地方自治法第 244 条の 2 第 8 項に基づく地用料金制の導入の有無）によるこ

ととされている（平成 17 年 11 月 14 日総税市第 59 号総務省自治税務局市町村税課長通

知）。 

④ 法人税関係 

指定管理者が法人の場合、法人税・法人都民税、法人市民税が原則課税されるが、それぞ

れの課税業務を担当する官公署に確認が必要である。 
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(3) 業務の分類 

指定管理者が行う業務は以下のとおり分類する。 

分類 
協定書（仕様

書）等の記載 

設置目的の範

囲内か否か 
業務内容 

指
定
管
理
業
務 

指定管理者が、施設の利用者か

ら徴収する利用料金や、指定管

理業務に伴う収入及び指定管

理料を基に市が定めた業務の

範囲内で行う業務 

有 

範囲内 

①市が実施を義務付け

る業務 

範囲内 

②市の求めに対して指

定管理者が企画・提案

した業務 

自
主
事
業 

指定管理者が、利用促進やサー

ビス向上のために、自らのノウ

ハウを活かし、自らの費用で施

設を使用して実施する事業 

無 

範囲内 
③施設の設置目的内の

事業 

否 
④行政財産の目的外使

用許可による事業 

 

① 市が実施を義務付ける業務 

設置条例、協定書、仕様書等で定められた指定管理業務。 

② 市の求めに対して指定管理者が企画・提案した業務 

市が施設の設置目的や特性等から必要と認める事業について、指定管理者に企画提案を

求め、協定書、仕様書等で定めた上で実施させる事業。 

③ 施設の設置目的内の事業 

指定管理者が、自己の費用と責任により、指定管理業務を妨げない範囲において、施設の

設置目的の達成のため行う事業。 

④ 行政財産の目的外使用許可による事業 

指定管理者が、自己の費用と責任により、指定管理業務を妨げない範囲において、施設の

設置目的外として行う事業。  
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1. 全体の流れ 

全体の流れ 

 概要 詳細 

１ 制度導入の判断 ・指定管理者に行わせる業務の範囲 

・公募・非公募の別 

・指定期間 

・指定管理料の形態 

・指定管理料の算定 

・債務負担行為の設定 

２ 条例の整備 ・条例の整備 

・条例で定める事項 

３ 基本方針の策定 ・施設の概要等 

・管理業務の範囲 

・指定期間 

・予定上限額 

・公募非公募の別およびその理由 

・参加資格 

・日程 

・公告方法 

４ 指定管理者候補者選定委員会の設置 ・所掌事項 

・委員構成 

５ 実施要領の作成 ・概要および選定に関すること 

６ 選定 ・指定管理者候補者選定委員会による

選定 

７ 議会への提案 ・議会への指定議案の提出 

・指定管理者の指定 

８ 協定の締結および管理運営の実施 ・協定の締結 

９ モニタリング ・モニタリング 
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2. 制度導入の判断 
 

(1) 指定管理者に行わせる業務の範囲 

それぞれの公の施設の設置目的をふまえて、指定管理者がどのような業務を行うのかを

検討する。 

具体的には、設置目的および各施設の特性に基づき、実施する事業に関する業務、運営に

関する業務、維持管理に関する業務などについて、指定管理者の業務とする範囲を検討する。 

指定管理者に行わせる業務の範囲については、条例に規定しなければならない事項であり、

指定管理者の公募を行う際や、協定書・仕様書等の基本となるものなので、十分な検討が必

要である。 

また、指定管理者制度は、個々の施設単位（駐輪場のように同一の施設が複数ある場合に

は、１か所を１施設とする）ごとに導入することを原則とすべきであるが、次の場合には複

数の施設を一括して同一の団体を指定管理者に指定し、市民サービス及び効率性の向上を

図るべきである。 

①同種の施設が複数存在し、同一の指定管理者にまとめて管理させることが、市民サービス

の向上や経費の節減等の観点から、適当と判断できる場合 

②同一の建物内に複数の施設が設置されている場合で、相互の施設の連携により、一体的な

運営を行うことが求められる場合 

 

(2) 公募・非公募の別 

指定管理者の募集に当たっては原則として、民間事業者やＮＰＯを含め幅広く公募する

ものとする。ただし、施設の性格、設置目的等から、募集に際し特別な資格等条件を付して

公募を行うこと又は公募によらないことができるものとする。 

① 公募による場合 

施設運営に当たって資格等を必要とする場合は、応募者に対し資格等の一定の条件を付

して募集する。 

施設の目的などから、市民との協働、地域コミュニティの醸成、市民活動の促進等を図る

べき施設である場合には、市内の団体等に限定して公募する。 

② 公募によらない場合 

・指定管理者としていた事業者の倒産等により新たな指定管理者を緊急に指定する場合。 

・施設の目的などから、市民との協働、地域コミュニティの醸成、市民活動の促進等を図

るべき施設であり、市内の団体等のうち特定の団体を指定する必要がある場合。 

・施設の管理運営に特定の団体の専門的な技術を要する場合。 
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(3) 指定期間 

指定期間については、効果的な管理運営の観点から、現在の指定管理者が適切か否かを見

直す機会が必要であること、また、指定管理者が経営努力を発揮するためには一定の期間を

要すると考えられることから、原則として５年とする。 

ただし、以下の場合については、５年より長い期間あるいは短い期間とすることも可能と

する。 

①指定管理者の変更等が頻繁に実施されることが、施設の設置目的の達成に重大な影響を

与える場合：最長 10 年 

②施設の事情等により短期間とする必要がある場合：5 年未満の必要な期間 

 例）３年後に施設の再整備が予定されているため３年間とする 

③同種の施設を一括して同一の指定管理者が管理することが適当と認められるため、それ

ぞれの施設の指定期間を統一する場合：5 年未満の必要な期間 

④PFI 事業の場合：PFI 事業の期間 

 

(4) 利用料金制と指定管理料 

利用料と指定管理料に関しては、以下の３つのケースがある。 

①利用料金制により利用料金のみを指定管理者の収入とし、指定管理料を支払わない場合。 

②施設利用の対価を使用料として市の収入とし、市が支払う指定管理料のみを指定管理者

の収入とする場合。 

③利用料金制と指定管理料を併用する場合。 

 

利用料は、地方自治法第 244 条の 2 第 8 項に規定されるように、公の施設の指定管理者

に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができるとするもので、利用料

金は公法上の収入ではないものとされている。一方、使用料は、地方公共団体の歳入となる

べき公法上の債権に基づく公金であることから、公の施設の指定管理者に利用者からの使

用料を徴収・収納させる場合には、地方自治法第 243 条及び地方自治法施行令第 158 条の

規定による私人に対する徴収又は収納の委託によらなければならない。 

利用料金を徴収している施設においては、利用料金制度を採用することによって、事業者

に対して施設の稼働率の向上などの経営努力を促すことが期待できるため、可能な限り利

用料金制の活用を図るべきである。 

利用料金制を採用する場合は、条例で定める金額の範囲内で指定管理者が自治体の承認

を受けて決定する。 
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(5) 指定管理料の算定 

指定管理料の予定額は下記の通り算出するのが適当である。この予定額は予算額や指定

管理者の選定の基準となることから、事前に財政課と十分な協議を行うことが必要である。 

① 施設利用の対価を使用料として市の収入とし、市が支払う指定管理料のみを指定管理者

の収入とする場合 

施設の管理に要する経費の総額が予定額となる。 

利用料金制を採用しない場合には、サービスの向上等による使用料の増収を図ることが

できないため、指定管理者は経費の削減による利益の確保へ注力することとなる。 

この場合においては、指定管理者の目的である市民サービスの向上をどのように実現す

るかが課題となる。従って、指定においての事業者のサービス向上案の比較等（プロポーザ

ル等における事業計画の比較検討等）、事業者の意欲を促進するような手段を検討する。 

② 利用料金制と指定管理料を併用する場合 

施設の管理に要する費用の総額（その施設の管理運営に要した費用の総額を合理的に見

積もった額。固定資産の取得価額や減価償却費等は考慮しない。）から施設利用料による収

入の総額を控除した残額を指定管理料の予定額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 債務負担行為の設定 

指定期間が複数年度にわたり、地方公共団体から指定管理者に対して委託料を支出する

ことが確実に見込まれる場合には、債務負担行為を設定することとされている（平成 22 年

12 月 28 日総行経第 38 号総務省自治行政局長通知）。 

① 債務負担行為の設定時期 

指定管理者候補者の選定年度予算に設定する。 

② 債務負担行為の限度額 

所管課において積算した指定管理料の予定額をもとに限度額を設定することが望ましい。 

  

指定管理料 

収入の総額 

費用の総額 
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3. 条例の整備 
 

(1) 条例の整備 

指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合には、条例で当該施設の管理を指定管理者

に行わせる旨を規定し、指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必

要な事項を定めなければならない（地方自治法第 244 条の 2 第 3 項、第 4 項）。 

 

(2) 条例で定める事項 

① 指定の手続 

申請の方法及び選定基準等を定める。 

② 管理の基準 

公の施設の適正な管理の観点から必要不可欠である業務運営の基本的事項を定めるもの。 

③ 業務の範囲 

指定管理者が行う管理業務について、その具体的範囲を規定するものであり、使用の許可

まで含め、施設の維持管理等の範囲を各施設の目的等に応じて設定する。 

 

 

4. 基本方針の策定 

所管課は、次の各号に掲げる事項等を明らかにした基本方針並びに指定管理者候補者選

定委員会設置要領（P14 参照）及び実施要領（P15 参照）を作成し、関係各課及び経営改革

課に協議することとする。 

 

(1) 施設の概要等 

対象となる施設の名称、所在地、設置目的等の概要および利用状況（利用者数の推移、光

熱水費等）を記載する。 

 

(2) 管理業務の範囲 

指定管理者が行う管理業務（業務内容、休館日、開館時間等）について記載する。また、

指定管理者が自主事業を行う際の留意点等も記載する。 

 

(3) 指定期間 

指定期間について記載する。 

 

(4) 予定上限額 

指定管理料の予定上限額を記載する。なお、予定上限額は、予算の議決により変更となる

可能性があることも記載する。 
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(5) 公募・非公募の別およびその理由 

公募・非公募の別を記載する。なお、公募により指定管理者候補者を選定する場合には、

プロポーザル方式により行うものとすることから、プロポーザルの形式（公募型、指名型）

についても記載する。 

 

(6) 参加資格 

参加資格は以下の条件をすべて満たしていることとする。 

① 地方自治法施行令第 167 条の 4（一般競争入札の参加者の資格）に該当しないこと。 

② 指定暴力団の構成員、又は、暴力団及びそれらの利益となる活動を行う等指定管理者と

してふさわしくないものでないこと。 

③ 法人の場合には、法人税、法人事業税、消費税及び地方消費税、固定資産税、法人市民

税（東村山市に対して納税義務がある法人・団体）で税を滞納していないこと。 

④ 東村山市から指名停止を受けていないこと。 

⑤ 会社更生法、民事再生法等により更生又は再生手続きを開始しているものでないこと。 

⑥ 市長又は東村山市議会議員が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこ

れらに準ずべき者、支配人及び清算人となっている団体でないこと。 

⑦ その他各施設に相応しくないと判断される状況にないこと。 

 

(7) 日程 

それぞれの項目についての日程を記載する。 

 

(8) 公告方法 

公募型プロポーザル方式の場合のみ、公告方法を記載する。 

 

 

5. 指定管理者候補者選定委員会の設置 

指定管理者候補者の選定を行うための組織として、選定委員会設置要領に基づき導入施

設の帰属する所管課が指定管理者候補者選定委員会を設置する。なお、公募により指定管理

者候補者を選定する場合には、プロポーザル方式により行うものとする。 

 

(1) 所掌事項 

指定管理者候補者選定委員会の所掌事項については次のとおりとする。 

①実施要領（案）を基に実施要領を確定すること。 

②提案事業者等の選定をすること。 

③企画提案書等の審査をすること。 
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④指定管理者候補者を特定すること。 

 

(2) 委員構成 

指定管理者候補者選定委員会の委員構成については次のとおりとする。 

①委員会は、原則 5 人以上の委員をもって構成する。 

②委員は、課長の職位以上の者とする。この場合において重要な施設を対象とする場合は、

副市長を委員に充てることができる。 

③審査において特に必要があるときは、課長補佐等の職位にある者を委員にすることがで

きる。 

④専門的見識等を必要とするときは、学識経験者、公募市民等を委員にすることができる。 

⑤委員長は、委員のうちから職位が最上位の者（数人あるときは、施設に最も関連する者）

をもって充てる。 

 

 

6. 実施要領の作成 
 

(1) 施設の概要等 
 

(2) 管理業務の範囲 
 

(3) 指定期間 
 

(4) 予定上限額 
 

(5) 公募・非公募の別 
 

(6) 参加資格 
 

(7) 応募方法 

以下の事項を参考に、応募に当たって各施設に必要な書類を記載し、提出期限、提出場所、

提出方法および必要部数を記載する。 

① 指定申請書 

② 事業者の概要書 

団体の沿革、団体の事業内容、代表者の履歴、役員名簿、経営理念・方針、管理体制など

を記載したもの。 

③ 業務実績 

当該業務における実績、経歴書（直近の２事業年度分、受託事務を含む）。 
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④ 定款（法人の場合に限る。） 

⑤ 法人登記簿謄本（法人の場合に限る。） 

⑥ 財務関係書類 

貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの（直近２事業年度分）。 

⑦ 納税証明書等（法人の場合） 

法人税、消費税、固定資産税、法人市民税（東村山市に対して納税義務がある法人・団体）。 

⑧ その他必要な書類 

 

(8) 資格審査 

資格審査結果通知の期限および通知方法を記載する。応募された内容をもとに参加資格

の有無を審査し、結果を通知する。 

 

(9) 説明会 

説明会を実施する場合は、開催日時および場所を記載する。 

 

(10) 質疑応答の方法 

質問の提出期限、質問方法、回答期限、回答方法について記載する。質問方法においては、

書面又はメールなどの質問の提出方法を記載し、質問書の様式を定める場合には別紙にて

様式を添付することとする。 

 

(11) 企画提案書等の作成および提出の方法 

以下に示す企画提案書および指定管理料計算書の提出期限、提出場所、提出方法および必

要部数を記載する。 

① 企画提案書 

施設の管理運営計画書（人員配置や提供するサービス等について）を記載したもの。 

② 指定管理料計算書 

施設の管理運営に係る費用及び収入等を記載したもの。 

 

(12) 審査方法 

審査方法について記載する。内容は以下のとおりとする。 

① 第 1 次審査（書類審査） 

提出された企画提案書を、選定基準に基づき審査し、高い得点を得た順に上位団体につい

て、次の二次審査の対象とする。上位団体の数については、実施所管で決定する。 

ただし、応募者が少数の場合は、第 1 次審査を省略し、第 2 次審査において書類審査お

よびプレゼンテーション審査による審査を実施できるものとする。 
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② 第 2 次審査（プレゼンテーション審査） 

第 1 次審査により選考された団体に対し、企画提案についてプレゼンテーションを実施

し、選定基準に基づき評価を行い、最高得点を挙げた団体を指定管理者候補者とする。なお、

複数の団体が同得点の場合は、指定管理者候補者選定委員会の総合的な審査により選定す

る。 

 

(13) 選定基準 

選定基準は以下の項目をもとに設定する。なお、指定管理料計算書に関する項目の配点が

全体に占める割合は、1 割から 4 割の範囲内で定めるものとする。なお、募集にあたってホ

ームページ等で選定基準を公表する際は評価項目の配点は記載しないが、指定管理者候補

者を決定した後（「指定管理者の指定の議案告示日」の概ね一週間前）は評価項目の配点に

ついても公表するものとする。 

① 事業者に関する項目（業務実績、技術者・担当者の経験等） 

② 企画提案書に関する項目（業務内容の理解度、実施体制、実施手続、内容の的確性、独

創性等） 

③ ヒアリングに関する項目（取組意欲、実現性等） 

④ 指定管理料計算書に関する項目（提案内容との整合性、価格の妥当性、内訳の詳細性、

ランニングコスト等） 

配点例 

①第１次審査（書類審査） 

事業者に関する項目          ８０点 

指定管理料計算書に関する項目     ２０点 

合計                １００点 

②第２次審査（プレゼンテーション審査） 

事業者に関する項目          ３０点 

企画提案書に関する項目        ４０点 

ヒアリングに関する項目        １０点 

指定管理料計算書に関する項目     ２０点 

合計                １００点 

 

(14) 指定の手続 

指定管理者候補者を選定した後の流れについて記載する。 

① 議会における指定の議決 

指定管理者の指定をしようとするときは、議会の議決を経なければならない（地方自治法
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第 244 条の２第 6 項）旨を記載する。 

なお、議決の結果不指定となった場合は、不指定通知を行うこととなるが、これは「議会

の議決を経て行われるべきものとされている処分」に該当する（行政不服審査法第 7 条第

1 項第 3 号）ため、不服申立ての対象とはならず、市は不指定に伴う損失の補償等を行う責

を負わない旨も記載しておく。 

また、議決の結果不指定となった場合について、再度公募・選定手続きを行うのか、次点

候補者がいればその団体を候補者として再度議会に諮るのかを予め定めておくことが望ま

しい。 

② 協定の締結 

議決の結果、指定された指定管理者は市と細目について協議し、基本協定と各年度の費用

に関する年度協定を締結する旨を記載する。 

 

(15) 日程 
 

(16) 情報公開 

事業者から提出された企画提案書等の書類は、法人・個人の著作物であっても「東村山市

情報公開条例」に基づき情報公開の対象となる。情報公開請求があった場合は、同条例第 6

条各号に定める非公開情報（個人情報や公開すると法人等の正当な利益を害するおそれが

ある情報など）が記載されている部分を除き原則公開となるため、以下のとおりあらかじめ

実施要領に記載する。 

○応募書類の公開等 

ア、提出された企画提案書等の応募書類は、法人・個人の著作物であっても「東村山市

情報公開条例」に基づき情報公開の対象となる。情報公開請求があった場合は、同条

例第 6 条各号に定める非公開情報（個人情報や、公開すると法人等の正当な利益を害

するおそれがある情報など）が記載されている部分を除き、原則公開となる。  

※著作権法第 42 条の 2（行政機関情報公開法等による開示のための利用）により、市

が情報公開条例に基づく公開に用いる目的であれば、著作物の利用が認められてい

る。 

※未公表の著作物（指定管理者に決定した事業者の企画提案書は除く）について著作

者から公開に同意しない旨の申出があった時は、情報公開請求があっても原則非公開

となる。 

イ、応募団体者名、審査結果の概要等の情報は、「指定管理者選定情報の市ホームペー

ジでの公表に関する指針」に基づき、東村山市ホームページで公表する。 
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(17) その他留意事項 

その他留意事項として以下について記載する。 

①提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。 

②提出された書類等については、理由の如何にかかわらず返却しない。 

③次に掲げるいずれかに該当する場合、その提案を失格とする。 

・提案書の提出先、提出場所、提出期日、必要書類、書類内容が実施要領等に示された要件

に適合しないもの 

・提案書等提出期限後に指定管理料計算書内の金額に訂正を行ったもの 

・理由もなく、説明会及びプレゼンテーションに出席しなかったもの 

・指定管理料計算書の金額が、上限額を超過したもの 

④提出書類に虚偽の記載をした場合は、その提案を失格とするとともに、指名停止措置を行

うことがある。 

⑤書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、提出者の負担とする。 

⑥プレゼンテーションにて口頭で提案したことについては、協定内容に含むものとする。 

⑦本プロポーザルは、指定管理者候補者を選定するものであり、指定を担保するものではな

い。 

⑧この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

 

 

7. 選定 
 

(1) 指定管理者候補者選定委員会による選定 

指定管理者候補者選定委員会において、各応募者の企画提案書等について、書類審査およ

びプレゼンテーション審査を実施し、選定基準に基づき指定管理候補者の選定を行う。 

応募者が 1 団体の場合であっても、その適正を判断するために各委員の採点及び合議に

より評価を行なうものとする。 

公募によらず指定管理者候補者を選定する施設においても、施設の所管課において十分

な調査を行い、指定管理者候補者選定委員会において選定するものとする。 

審査の結果、適正と認められる事業者を選定できない場合には、再度公募を行うか、若し

くは、市の直営にて管理するものとする。 
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8. 議会への提案 
 

(1) 指定議案の提出 

指定管理者の指定をしようとするときは、議会の議決を経なければならない（地方自治法

第 244 条の２第 6 項）。指定管理者候補者選定委員会における選定の結果を受け、市として

指定管理者候補者を決定し、指定議案を議会へ提出する。 

なお、議決を経る事項は以下のとおりとする。 

① 指定管理者を導入する施設 

② 指定管理者となる団体 

③ 指定期間 

 

(2) 議案資料 

議案資料としては、以下の情報について作成し、指定議案とあわせて提出するものとする。 

 公募の場合 非公募の場合 

施

設

の

情

報 

施設の名称 ○ ○ 

設置条例の名称 ○ ○ 

施設の概要 ○ ○ 

指定管理者に行わせる業務

内容 

○ ○ 

指定期間 ○ ○ 

指
定
管
理
者
候
補
者
の
選
定
の
情
報 

選定方法 ○ 公募によらない理由 

募集期間 ○ － 

参加資格 ○ ○ 

審査方法 ○ ○ 

選定基準 ○ ○ 

応募団体一覧 ○（応募団体数が 2 団

体の場合は、決定した

指定管理者候補者以外

の団体名は匿名） 

－ 

指定管理者候補者選定委員

会による選定経過＊ 

○ ○ 

決定した指定管理者候補者 ○ ○ 

 

＊指定管理者候補者選定委員会による選定経過の内容 

 開催実績、委員名簿、各応募団体による提案内容の概要および総得点等について記載する。

なお、各応募団体による提案内容の概要および総得点等については、決定した指定管理者候

補者以外の団体名は匿名とし、提案内容の概要については、当該応募団体の営業活動に悪影

響を及ぼさないよう配慮を行うこととする。 
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(3) 指定管理者の指定 

指定管理者の指定について議会の議決を経た後は、条例に基づき指定管理者の指定につ

いて告示する。 
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9. 参考資料 
 

(1) 指定管理者に関する主な文書の基準 

  

 文書の種類 決定区分 
保存 

年限 

協議先 

（経営政策部のみ記載） 

1 選定委員会の設置 市長又は教育長 10 年 経営改革課長 

経営政策部次長（選定委員の場合

のみ） 

2 選定委員会の開催 市長又は教育長 

（※選定委員に市

長又は教育長が入

らない場合はその

中の上長） 

10 年 経営改革課長 

経営政策部次長（選定委員の場合

のみ） 

3 選定委員会の報告 市長又は教育長 

（※選定委員に市

長又は教育長が入

らない場合はその

中の上長） 

10 年 経営改革課長 

経営政策部次長（選定委員の場合

のみ） 

4 公募委員の募集 

 

所管部長 10 年 経営改革課長 

5 公募委員の選任 

 

市長又は教育長 10 年 経営改革課長 

6 実施要領の策定 

 

所管部長 10 年 経営改革課長 

7 指定管理者候補者

の決定 

市長又は教育長 10 年 経営改革課長 

8 指定管理者の指定

に関する議案 

市長又は教育長 10 年 経営改革課長 

9 指定管理者の指定

に関する議案資料 

市長又は教育長 10 年 経営改革課長 

10 指定管理者の指定 

 

市長又は教育長 10 年 経営改革課長 

11 基本協定の締結 

 

市長又は教育長 10 年 経営改革課長 

12 年度協定の締結 事案決定規程の委

託契約による 

10 年 経営改革課長 

13 指定管理者の指定

に関する告示 

所管部長 10 年  
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1. 協定の締結 

指定管理者が公の施設の管理を行う権限自体は、条例に基づく「指定」という行政処分に

よって生じるものであるが、管理の基準、業務の範囲など条例で定める事項のほか、指定管

理料の金額や指定管理業務の細目的事項を市と指定管理者が協議し、取り決めておく必要

があることから、協定を締結する。 

協定の締結は、指定期間内における基本的な事項を規定した「基本協定」と年度ごとに変

更が予定される事項を規定した「年度協定」を締結することとする。 

 

 

2. 基本協定書の記載項目 
 

(1) 事業計画に関する事項 

事業計画の内容は以下のとおりとする。 

① 管理執行体制 

② 業務計画（自主事業の実施計画を含む） 

③ 当該年度の収支予算案 

④ その他必要な事項 

 

(2) 事業報告に関する事項 

事業報告の内容は以下のとおりとする。 

① 施設の管理業務の実施状況および利用状況 

② 利用料金の収入実績（利用料金がある場合） 

③ 施設の管理経費等の収支状況 

④ 自主事業の実施状況 

⑤ その他必要な事項 

 

(3) 業務の範囲や業務実施の条件 

施設の管理運営に関する業務について、必要に応じて仕様書等を用いて具体的に規定す

る。 

 

(4) 指定の取消しおよび業務の停止 

指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、指定の取消し、又は

期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる（地方自治法第 244
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条の 2 第 11 項）。これら指定の取消し等の要件について規定するとともに、その場合にお

ける損害等についても市は補償等を行う責を負わない旨も記載しておく。 

 

(5) 指定管理料 

指定管理料の支払い方法等について規定する。指定管理料の金額は「年度協定書」に記載

するため、「基本協定書」には記載しない。なお、指定管理料の精算は行わないこととする。 

 

(6) 責任とリスクの分担 

リスクの分担について自然災害等による不可抗力等、具体的に規定する。 

 

(7) 修繕費等の負担 

施設の修繕および改修等の費用負担について規定する。原則として、小規模修繕について

は指定管理者の負担によることとし、大規模修繕については市が負担することとする。 

なお、小規模修繕の定義について金額で規定する場合には、施設の規模により適正な金額

が異なることから、各所管において判断することとするが、この金額は指定管理料の算定に

も影響することから、事前に財政課と十分な協議を行うことが必要である。 

 

(8) 文書の管理 

指定管理業務に係る文書の管理について、以下のとおり規定する。 

（文書の管理・保存） 

第○条 乙は、本業務の実施にあたり作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム

及び電磁的記録（以下「文書等」という。）については、別紙○「文書管理上の留意事項」

に基づき、適正に管理・保存しなければならない。 

 

 

(9) 個人情報の取扱い 

指定管理業務に係る個人情報の取扱いについて、以下のとおり規定する。 

（個人情報の保護） 

第○条 乙は、本業務の実施にあたり取得した個人情報の取扱いについては、東村山市個

人情報保護に関する条例（昭和 63 年東村山市条例第 16 号）、東村山市個人情報保護に

関する条例施行規則（昭和 63 年東村山市規則第 40 号）及び個人情報の保護に関する

法律（平成 15 年法律第 57 号）のほか、別紙○「個人情報取扱特記事項」を遵守しなけ

ればならない。 

 

 

(10) 情報公開 

指定管理業務に係る文書等の情報公開について、以下のとおり規定する。 
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（情報公開） 

第○条 乙は、東村山市情報公開条例（平成 10 年東村山市条例第 28 号）の趣旨にのっと

り、本業務に関する情報公開規程等を本協定締結後 1 年以内に作成しなければならな

い。 

2 乙は、前項に基づき作成した情報公開規程等を、甲に提出しなければならない。 

3 乙は、本業務の実施にあたり作成し、又は取得した文書等であって、乙が保有してい

るものに対して情報公開請求があったときは、情報公開規程等に基づき実施するものと

する。 

4 乙は、甲から東村山市情報公開条例第 16 条の 2 第 2 項に基づく情報提供を求められ

たときは、これに応じなければならない。この場合の写しの作成及び甲への送付に要す

る費用は、乙の負担とする。 

 

(11) モニタリングに係る基本的事項 

市は指定管理者が行う管理業務が管理運営の基準に適合しているかどうかを確認し、施

設の安定的、継続的な管理運営を確保するために、管理業務の実施状況の調査（以下「モニ

タリング」という。）を実施するものとする旨を規定する。なお、モニタリングの実施に係

る費用は指定管理者が負担することとする。 

 

(12) 引き継ぎ 

指定期間の満了または指定の取消しにおける業務の引き継ぎについて規定する。なお、指

定管理者が施設設備の原形を変更している場合においては、指定管理者の費用負担により

原状に回復して引き継ぐこととする。 

 

(13) 備品の管理 

指定管理業務に必要な備品について、市が所有するものや管理用法などを規定する。 

施設管理に必要不可欠な設備備品については、市が調達するものとし、運営業務の遂行に

あたり必要となる事務用備品については、指定管理者が調達するものとする。 

市が調達した施設管理に必要不可欠な設備備品については、市が備品台帳を作成した上

で貸与し、指定管理者は東村山市物品管理規則に基づき適正な管理に努め、指定期間が満了

した際には、原状回復し、市に返却することとする。 

また、指定管理者が調達する運営業務の遂行にあたり必要となる事務用備品については、

所有権は指定管理者に帰属するが、市が指定管理者に貸与する備品と同様に適正な管理に

努めることとする。 

なお、備品の修繕を行う場合は、(７)修繕費等の負担によることとする。 

 



26 

 

(14) その他必要な事項 

 その他必要な事項について規定する。 

3. 年度協定書の記載項目 
 

(1) 指定管理料 

当該年度の指定管理料の金額を規定する。 

 

(2) その他必要な事項 

その他必要な事項について規定する。 
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1. モニタリングの考え方 
 

(1) モニタリング制度構築の経緯 

東村山市では、平成１５年の地方自治法改正を受け、平成１６年度から管理委託制度を導

入している市内の公の施設の管理運営に指定管理者制度を導入するかについて、庁内組織

である指定管理者制度検討会を立ち上げて検討を行うと同時に、導入可能な施設の選定を

行ってきた。 

その結果、平成１８年４月に４施設（ふれあいセンター、社会福祉センター、第八保育園、

有料自転車等駐輪場）で指定管理者制度を導入したのを皮切りに、順次導入施設を増やし現

在に至っている。 

平成１９年１０月には、当市における指定管理者制度運用の基本方針である「制度導入に

関する基本的な考え方について」（以下「基本的考え方」という。）を定め、管理運営の評価

に関しても初めて導入すべく言及があった。翌２０年１１月には、「指定管理者制度に伴う

事業評価システムの構築について」を定め、評価実施の基本的な枠組みを固めた。 

その後、様々な検討を加え、平成２２年度より管理運営評価を実施することとなり、外部

委員を招いて指定管理者管理運営評価協議会を立ち上げ、実際に評価を実施しながら評価

精度の向上等を目指して改善を加えてきた。 

その過程において、本事業が指定管理者を格付け・ふるい落としをするような性格のもの

ではないこと、実施主体である指定管理者や市所管課から本事業の進め方について様々な

意見をいただいたこと等を反映し、平成２３年度からは「評価」を「モニタリング」と名称

変更し、現在に至っている。 

 

(2) モニタリングの目的 

① 市民サービスの向上 

指定管理者制度は、民間活力を導入することによって、市民サービスの向上に寄与するも

のとして機能しなければならない。利用者意見をいただくこと等を通して、このことが達成

されているかを点検する。 

② 経営の効率化 

民間活力の導入により、旧管理委託又は市直営に比べ、適正な人員配置及び費用で効率的

な管理運営をするものでなければならない。業務の状況や財務執行状況等を通してこのこ

とが達成されているかを点検する。 
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③ 市民等との協働の推進 

指定管理者制度を導入した施設ではあるが、市の施設であることに変わりはない。施設周

辺に住むかた及び利用される市民のかたのことを考え、連携・協力しながら管理運営されて

いるかを点検する。 

 

(3) モニタリングの観点 

① 協定の履行 

当市と指定管理者との間で締結した協定には、業務の内容、計画・報告義務、権利義務関

係等、市の代行として業務するのに必要な基本的留意事項が規定されている。協定の各条項

に従い、関連資料等で傍証しながら、適正に業務が行われているかを観点とする。 

② ＰＤＣＡサイクルの励行 

指定管理者制度は、毎年度事業計画され（Plan）、運用・執行されたか（Do）を確認し

（Check）、次年度以降の事業継続に役立てる（Action）というＰＤＣＡサイクルの流れで

運用しなければならない。このうち、モニタリングは「Check」の役割を担っており、制度

運用が適正に行われているかも観点とする。 

 

(4) モニタリングの対象 

① モニタリング時点 

事業の執行状況を点検する趣旨から、原則として、毎年度事業が終了し、決算が出た時点

（各年度３月３１日現在）をモニタリング時点として反映する。 

ただし、モニタリングシートの記入については、段階ごとに記入時期がずれており、モニ

タリング時点の正確な記録反映が難しいため、記入時点の状況を反映させるものとする。こ

の誤差については、決算時の資料に基づき、最新の状態までカバーするという観点から許容

範囲と解する。 

② 対象施設 

指定管理者制度を導入している全施設 

・原則として、選定形態（公募か特命か）を問わず全て対象とする。 

・第三者評価機関の評価を受検していても、本モニタリングは市が実施するものであるた

め、対象の範囲とする。 

・指定期間の満了年度の事業につき、指定管理者の再選定により翌年度から事業者が交代す

る場合については、提出資料で行える範囲のモニタリングを行うことが望ましい。 

・指定期間の初年度（制度を初めて導入する初年度及び再選定の初年度。再選定の結果、同

じ業者が指定された場合もこれに該当する。）に当たる事業については、事業実績がなく、
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決算資料等の調査はできないため、現地調査等の方法を用いて業務実施状況のモニタリン

グを行うことが望ましいが、施設の状況等を考慮し、後述する指定管理者管理運営評価協議

会の決定にゆだねることとする。 

 

(5) モニタリングに関する根拠 

当市における指定管理者のモニタリング実施については、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第１０項に基づくほか、市と指定管理者の間で締結される協定にモ

ニタリング実施に関する規定を盛り込むことが必要である。 

〇 地方自治法 

第 244 条の 2 

10 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を

期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、

実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。 

 

〇 評価に関する協定条項（例） 

（モニタリングの実施） 

第〇条 甲は、乙が行う管理業務が管理運営の基準に適合しているかどうかを確認し、施

設の安定的、継続的な管理運営を確保するために、管理業務の実施状況の調査（以下「モ

ニタリング」という。）を実施するものとする。 

２ 乙が行うモニタリングの内容は、甲が別に定めるものとする。 

３ 乙は、モニタリングの実施に係る費用を負担する。 

 

 

(6) モニタリングに要する費用の考え方 

モニタリングを実施するに当たり、想定される費用として人件費や消耗品費等が挙げら

れる。これらの費用は、指定管理者制度導入の趣旨から考えると、最小限の費用・事務負担

で効果的な実施をするよう努めなければならない。 

また、モニタリングの結果、良好な状況が確認されればそれを継続し、改善が必要なとこ

ろは改善していくことにより、市民サービスの向上につながることから、市及び指定管理者

双方に利益があると考えられる。 

したがって、費用負担は実施主体である市・指定管理者が負うものとする。 

 

(7) 指定管理者の再選定とモニタリング結果 

指定期間が満了となり、再選定が行われることとなるが、その際に現行の指定業者が再び

指定の申請をしてきた場合、モニタリング結果及び実績が良好であれば、一定の点数を加点
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するという考え方がある（インセンティブの付与）。 

当市では、公の施設の性格を考慮し、指定管理者による管理の規定を各施設の設置条例に

委ねている。指定管理者の候補者選定作業についても、各施設の所管課が選定委員会等を組

織して行い、市議会で指定の議決を得ることとなっている。 

このことから、選定の際にインセンティブ付与の考え方を導入するか否かについては、施

設の性格や選定手続における公平性・競争性の担保、一定の説明責任等を考慮に入れた上で、

原則として施設ごとに検討するものと考える。 

 

(8) 望ましい測定指標 

手法については、現時点でできる手法を複数用いることにより、客観的なモニタリングを

目指すが、時代の変化や新たな手法の採用を的確に取り入れるものとする。 

測定指標を選択する際は、次の点に留意すること。 

① 施設利用者の利用満足度を把握できること。 

② 事業の進捗状況を多角的に把握できること。 

③ 指定管理者の財務状況を把握できること。 
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2. モニタリングマニュアル 
 

(1) モニタリングの体制 

① ３段階によるモニタリング 

指定管理者による管理運営が適正に行われているかを複数の目で点検する必要がある点、

制度運営の当事者が相互かつ客観的に現状を認識する必要がある点から、次の３段階に分

けて実施する。 

段階 評価者 内容 

1 指定管理者 指定管理者が行う事業について自ら振り返り、検証する

もの 

2 市（所管課） 指定管理者を監督している立場である市が、根拠資料や

実地調査等に基づき、指定管理者が行った業務及びモニ

タリング結果を検証するもの 

3 指定管理者管理運

営評価協議会 

第１段階及び第２段階のモニタリング結果を検証・協議

するもの 

 

② 指定管理者管理運営評価協議会 

モニタリングの過程で公平性・中立性を担保すると同時に、専門的な視点から協議してい

ただくことを目的に、指定管理者管理運営評価協議会（以下「協議会」という。）を下記の

とおり設置する。 

○ 委 員：学識経験者３名（いずれも外部委員） 

任期は２年間 

○ 役 割：各施設の調査 

モニタリング結果の協議及び決定 

○ 権 限： 

・協議会委員については、モニタリング目的での指定管理者及び市（所管課）提出書類の閲

覧、事務所（室）への立入り及び関係者への意見聴取を行うことができる。この場合におい

て、公平性及び中立性担保の観点から、各委員には守秘義務が適用される。 

・市の要請に応じてモニタリングを実施し、市に報告する。 

・協議会より改善事項等が出た場合については、まず市（所管課）に報告され、市（所管課）

から指定管理者に報告される。 

○ 事務局：経営政策部経営改革課 
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(2) モニタリングの手法 

① モニタリングシートを使用したモニタリングの実施【必須】 

各施設の状況や協定の内容にしたがい、市（所管課）でモニタリングシートを作成し、３

段階のモニタリング結果を集約する。シートに記載した項目が達成しているか否かを検証

するために、次項で掲げる様々な手法を講じるものとする。 

モニタリングシートの作成方法及び進め方等の詳細については、3. モニタリングシート

を使用したモニタリングの実施のとおりとする。 

② 様々な手法 

モニタリングシート上の項目を検証するための手法としては、下記のような手法が挙げ

られる。各段階につき、これらの手法を複数用いることにより、客観性の高いモニタリング

結果になるよう努めるものとする。 

第２段階（市（所管課））・第３段階（協議会）のモニタリング実施の際には、モニタリン

グシートとともに、これらの手法を用いて得られたものを資料として各評価者に提出する。 

第３段階（協議会）のモニタリング書類等は、事務局に提出する。 

なお、提出する資料はコピーで構わない。 

№ 種 類 説 明 

１ 利用者アンケ

ート 

4. 利用者アンケートの実施を参照 

各施設とも、最低年１回は実施することが望ましい。 

２ 苦情・要望等

の対応 

１ 目的 

施設利用者から窓口等に寄せられた苦情・要望等に対 

 応し、サービス向上を図る。 

２ 実施時期 

  随時行う。 

３ 手順 

 ① 苦情・要望等の対応帳簿を作成する。書式は任意で 

構わないが、日付、場所、苦情・要望等の内容、対応 

経過等を項目化するとよい。 

 ② 窓口等で苦情を受けたら、まず改善すべく対応し、 

内容・対応経過を記録しておく。 

 ③ モニタリング関連資料として、１年分を他の資料と 

ともに提出する。 

３ 各種報告書 １ 目的 
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協定等に記載された提出書類等に基づき、適正な管理 

運営がされたかを見る。 

２ 手順 

 ① 協定・仕様書等とシート項目を照合し、使用する報 

告書をピックアップする。 

 ② シート項目の根拠となる報告書を確認し、評点をつ 

ける際の参考とする。 

３ 対象となる報告書（例） 

  日報、月報、事業計画書、年度報告書、財務諸表（バ 

ランスシート、損益計算書等） 

４ 資料の時点 

  原則として、直近の決算時 

  （日報、月報等は、モニタリング実施時の直近までの 

ものを提出させることもある。） 

５ 留意点 

  例に掲げた報告書のほか、必要と思われるものを追加 

提出させることができる。 

４ 関係者ヒアリ

ング 

１ 目的 

モニタリングに現れない事情その他必要なことについ 

て明らかにする。 

２ 手順 

 ① モニタリングシートや関係資料から読み取れない事 

項を抽出する。 

 ② 日程を決め、関係者にヒアリングを行う。 

   （関係者） 

  ・ 市（所管課）：指定管理者 

  ・ 協議会 ：指定管理者、市（所管課） 

５ 実地調査  施設の状況、モニタリングに現れない事情その他必要なこ

とについて、実際に施設を見て判断する。 

１ 実地調査の取扱い 

 ・ 市（所管課）モニタリング 

   最低年１回は施設に立ち入り、様子を点検する。 



34 

 

 ・ 協議会モニタリング 

   原則として、初年度のみ実施 

ただし、改善点が見つかった場合等問題がある場合 

は、この限りでない。 

２ 協議会モニタリングの体制 

  指定管理者・市（所管課）の担当が立会うこと。 

  事務局は、協議会委員と各担当の仲介役として立会い 

６ 運営会議 施設によっては、市民（利用者）や学識経験者を委員に 

した会議を設置している所がある。その場で出された要望や

改善点をどのように改善したかを見る。 

・ 手順 

 ① 運営会議の議事録等から要望や改善点を抽出し、対 

応に向けた改善を行う。 

 ② 改善経過等については、記録に残し、モニタリング 

関連資料として１年分を他の資料とともに提出する。 

７ 第三者評価機

関の評価受検 

 施設によっては、管理運営が適正に行われているかを第三

者評価機関に有料で評価を依頼する場合がある。 

事業によっては、評価受検費用に対して公的な費用助成が

つく場合もある。 

・ 取扱い 

  評価結果は、モニタリングを補完する資料となるが、 

原則として、毎年度のモニタリングは別に実施する。 

８ その他  この表に掲げるもののほか、必要と認められるもの 
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(3) モニタリング作業の時期 

毎年度、概ね下表のとおり進めていく。 

① 初年度（制度導入・更新・指定管理者交代） 

期 間

（月） 

内 容 担 当 

４月 ○ モニタリングシート項目の作成 

○ モニタリング作業の確認 

市（所管課） 

市（所管課） 

指定管理者 

８月～11 月 ○ 協議会でモニタリング実施の可否を協議し、 

決定 

【モニタリング実施の場合】 

８～９月中旬頃  第１段階 

９～10 月中旬頃  第２段階 

         終了後、協議会に送付 

10 月中旬頃～  第３段階 

【実施しない場合】 

協議会による現地調査のみ実施 

協議会の協議により日程を決定 

協議会 

各評価者 

 

 

 

 

協議会 

11 月末 

（予定） 

○ モニタリング結果の受領【協議会→事務局】 

 ※ モニタリングを実施しなかった場合につ 

いても、現地調査実施の結果が報告される。 

○ モニタリング結果の開示・資料返却 

【協議会→（事務局経由）→市（所管課）→

指定管理者】 

協議会 

12 月 ホームページ公表 事務局 

制度導入：当該施設において、指定管理者制度を利用した管理運営を初めて導入すること。 

更  新：従来の指定管理者が再び指定を受け、２期目（以降）を迎えること。 

指定管理者交代：従来とは別の指定管理者が指定を受けること。 
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② ２年度目以降 

期 間

（月） 

内 容 担 当 

４月～５月 ○ 第１段階 

  終了後、市（所管課）にモニタリングシート 

及び関係書類を送付 

指定管理者 

６月～７月 ○ 第２段階 市（所管課） 

８月～11 月 ○ 第２段階まで終了後、モニタリングシート及 

 び関連書類を協議会に送付、第３段階を実施 

・書類調査 

・（必要に応じ）関係者への聴取、現地調査 

協議会 

11 月末 

（予定） 

○ モニタリング結果の受領【協議会→事務局】 

○ モニタリング結果の開示・資料返却 

【協議会→（事務局経由）→市（所管課）→ 

指定管理者】 

協議会 

12 月 ホームページ公表  

 

③ 最終年度終了後 

ア 更新の場合 

前項(２)２年度目以降の例による。ただし、モニタリングシートの項目は精査すること。 

イ 指定管理者交代の場合 

可能な限りモニタリングを行うよう努めるものとする。 
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(4) モニタリング結果の公開 

① 公開の趣旨 

「基本的な考え方」の趣旨に則り、各施設において適正に管理運営がされているかどうか

について、モニタリングの手法を通して幅広く説明していく。 

② 公開媒体 

市ホームページ（http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp） 

情報コーナー 

③ 公開部分 

ア 本マニュアル 

  本マニュアルは全部公開とする。 

イ モニタリング結果 

  モニタリングシート中、協議会の記載部分（総合評価、コメント、講評） 
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3. モニタリングシートを使用したモニタリングの実施 
 

(1) 目的 

業務の履行、維持管理、サービスの質、個人情報保護、（指定管理者の）経営状況等の見

地から項目を挙げ、一覧にしたモニタリングシートを作成し、項目ごとに達成度を測定する。 

このことにより、指定管理者、市及び協議会が業務の実態を客観的かつ効率的に共有化す

ることを目的とする。 

 

(2) モニタリングシートの作成 

① モニタリングシートの様式 

・様式は、別紙の作成例を参考として、市（所管課）が作成する。 

・体裁は全施設共通とする。 

「シート本体」「各段階での講評（理由及び意見等）」の２種類で１セット 

② シートの作成 

・作成例を参考にし、施設の事情を考慮したうえで項目の精査を行う。必要とされる項目は

加え、明らかに該当しない・必要ない項目は削除する。加除の判断は、市（所管課）の判断

で良い。 

・各項目は、できる限り具体的な内容とする。多くの選択肢が考えられるものや、結論が出

るまでに時間がかかるもの、結論が出せないもの、根拠資料等がないと見られるものはなる

べく避けるようにする。 

・各項目は、原則として肯定的なニュアンスの言い切り表現とし、疑義が生じないように心

がける。 

 例：「～できている。」「～行われている。」など 

・項目については毎年度見直しを行い、項目を精査する。見直しの結果、前回と同じ項目を

使用することは構わない。 

 

(3) モニタリングの手順 

① 指定管理者・市（所管課）のモニタリング 

ア 基礎データ（施設名、制度導入年月日、（現行）指定管理者名、（現行）指定管理期間、

前年度・当年度の指定管理料）を指定の欄に記入する。 【市（所管課）】 

イ 項目に従い、評点を付ける。 【指定管理者・市（所管課）】 

評点は、項目ごとに達成できているかどうかを○×形式で付ける。 

記入欄は、指定管理者は「指定管理者」、市（所管課）は「市」 
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各評点の基準は、下表のとおりとする。 

評点 理由 

○ その項目につき、適正に行われている。根拠資料等から確認可能 

× その項目につき、達成までには至らないため、改善の余地があ

る。根拠資料等から確認不可能、資料等が不存在 

― 該当なし（実績なし） 

ウ コメントを記入する。 【市（所管課）】 

  項目ごとに根拠資料等を簡潔に記入 

エ 「理由及び意見等」に記入する。 【指定管理者・市（所管課）】 

  モニタリングシート別紙「理由及び意見等」の所定の欄に、モニタリングの概況、特筆

すべき点その他気づいた点等を記入 

 

② 協議会のモニタリング 

ア 項目に従い、評点を付ける。 

  評点は、項目ごとに達成できているかどうかを○×形式で付ける。 

  記入欄は、「評価協議会」 

     

各評点の基準は、下表のとおりとする。 

評点 理由 

○ その項目につき、適正に行われている。根拠資料等から確認可能 

× その項目につき、達成までには至らないため、改善の余地があ

る。根拠資料等から確認不可能、資料等が不存在 

― 該当なし（実績なし） 

イ コメントを記入する。 

  大項目（シート中一番左の欄）ごとに気づいた点等を記入 

ウ 「理由及び意見等」に記入する。 

  モニタリングシート別紙「理由及び意見等」の所定の欄に、モニタリングの概況、特筆

すべき点その他気づいた点等を記入 
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エ 総合評価をつける 

  評点をすべて付け終わったら、大項目ごとに協議会モニタリングの○×の数を集計し、

○が付いた項目の割合を算出し、下表の基準にしたがって、評価をＡＢＣ方式で付ける。 

評価 ○の数の割合 評価理由 

Ａ ８割以上 適正に管理運営されている。 

Ｂ ２／３以上８割未満 努力項目はあるが、概ね管理運営に支障はな

い。 

Ｃ ２／３未満 早急に業務改善に努めるべきである。 
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当年度

③　評価協議会によるモニタリング

②　市によるモニタリング

モニタリングの視点
指　定
管理者

確認資料等 市 （市）コメント
評　価
協議会

（評価協議会）コメント

執行体制 各窓口に、仕様書等のとおり人員の配置がされている。 仕様書、出勤簿等

定められた期間内に、市と指定管理者との間で業務の報告・連
絡・相談がされている。

仕様書、日報等

指定管理者で業務会議等が行われている。 日報、月報ほか

業務等の記録は、所定の場所に保存され、いつでも取り出せるよ
うになっている。

実地

窓口から見える所に書類が散乱していない。 実地

法令、協定書
等の遵守

指定管理者業務は、他の業者への委託が禁止であるが、これを
守っている。

協定書、日報、月報等

指定管理者の管理区域内は、定期的に清掃されている。 仕様書、アンケート等

ごみは所定の場所に捨て、指定日に出している。 日報等

修繕 破損（故障）している箇所が見つかれば、適切に修繕している。 日報、修繕報告書等

突起物、大型機械の前など、危険と思われる箇所に安全性を確
保する対策（柵の設置など）がされている。

フロア図等

階段等に不要なものが置かれていない。 実地、アンケート

警備 警備員による定期的な巡回など、警備体制が整えられている。 日報、月報等

緊急時
事故、災害など緊急時の避難誘導や初動態勢のマニュアル等が
ある。

マニュアル

予約手続の遅滞等に関する苦情がない。 日報、苦情記録簿等

施設使用等で、特定の人（団体）に偏ることなく使用許可を出して
いる。

利用記録等

窓口に来た来場者に対し、横柄な態度を取ることなく使用許可を
出している。

アンケート

利用者から案内を求められた場合、親切な応対をしている。 アンケート

窓口業務を行う者に対して研修を行っている。 日報、研修資料等

利用者から苦情が出された場合、記録簿等に記録している。 日報、苦情記録簿等

利用者から出された苦情について、指定管理者から市に報告が
ある。

苦情記録簿、市・指定
管理者打合せ簿等

情報の発信
施設の機能（空き状況も含む。）やイベント等の情報をホームペー
ジ等で発信している。

ホームページ

情報の透明性 利用者から説明を求められた場合、必要な回答を行っている。 日報、アンケート等

自己評価 アンケート等の手法で定期的に評価を行っている。 アンケート等

地
域

連
携

地域との連携 地域のかたと連携・協力しながら管理運営を行っている。
日報、月報、アンケート
等

ＰＣは決められた所で使用している。 マニュアル等

ＰＣを使用した後、あるいは業務終了後に、決められた場所にし
まっている。

マニュアル等

ＰＣの入れ替え時には、データを消去している。 マニュアル等

業務上知った個人情報は、外に持ち出せない（持ち出さない）よう
にしている。

協定書、マニュアル等

記憶媒体（ＦＤ、ＭＤ、ＣＤ－Ｒ、ＵＳＢメモリー等）に記憶された個
人情報の取扱いは、マニュアル等のとおり行われている。

マニュアル等

収入 前年に比べて１０％以上減少していない。 月報、年度報告書等

支出 前年に比べて１０％以上増加していない。 月報、年度報告書等

伝票の改ざんなどの不正経理は行われていない。 伝票、年度報告書

資金運用の面で負債は生じていない。 月報、年度報告書等

会計処理事務について、複数の担当者によりチェックされている。 月報、年度報告書等

現金等の管理は、決められた場所で行っている。 マニュアル等

会計処理のマニュアルはある。 マニュアル

年度又は月ごとの目標が存在する。 年度（月次）報告書

目標に基づいて事業が進められている。
年度（月次）計画書、日
報、月報等

個
人
情
報
保
護

ＰＣの取扱い

個人情報の管
理

経
営
状
況

会計処理

計画的な事業
進捗

サ
ー

ビ
ス
の
質

予約業務

窓口応対

苦情対応

業
務
の
履
行

報告・連絡・相
談

記録の整理保
管

維
持
管
理

清掃

安全性の確保

（現行）指定管理期間 年　　　月　　　日～　　　　年　　　月　　　日

指定管理料（円） 前年度

項　目
総合
評価

①　指定管理者による自己モニタリング

東村山市指定管理者モニタリングシート（作成例）

施　設　名

制度導入年月日 年　　　月　　　日

（現行）指定管理者名
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指定管理者自己モニタリング　　理由及び意見等

市モニタリング　　理由及び意見等

評価協議会モニタリング　　理由及び意見等
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4. 利用者アンケートの実施 
 

(1) 目的 

指定管理者導入施設について、利用者の意見（生の声）を取り入れることにより、長所は

継続し、改善点は改善を行うことを通して、更なる市民サービスの向上に資することを目的

とする。 

 

(2) 対象施設 

原則として指定管理者を導入する全施設 

ただし、事業の性質上、アンケートがなじまないと思われるものについては、市と指定管

理者とでよく協議して対応を決めること。 

 

(3) 実施主体及び費用負担 

利用者アンケートは、原則的に指定管理者による自己モニタリングで行うものと位置づ

けられているため、項目の作成及び実施は指定管理者とする。生じた費用等は、指定管理者

の負担とするが、項目内容・実施方法等は、適宜市（所管課）と協議するものとする。 

 

(4) 作成（例） 

施設ごとに性格が異なるため、詳細は指定管理者によるところが大きいが、参考までに、

アンケートの作成（例）を別紙のように示しておきたい。必ずしもこの例によらなければな

らないものではない。 

 

(5) 実施時期 

施設利用者の満足度をはかるという趣旨から、年度内に１回以上は行うこととしたい。 

アンケートは、モニタリングの根拠資料となるため、なるべく多くのサンプル数を集め、

終了後に傾向等を分析し、指定管理者として一定の見解を示せるようにしておくことが望

ましい。 
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     （施設名）     利用者アンケート（例） 
 

 当施設をご利用いただき、ありがとうございます。 

 当施設では、    年  月より、東村山市から指定された  (指定管理者名)  が

管理運営を代行する指定管理者制度を導入しております。 

そこで、日ごろ当施設を利用されているかたにアンケートを行い、今後の管理運営に活か

していきたいと考えております。 

 お忙しいところ恐縮ではありますが、ぜひご協力いただきますようお願いいたします。 

 

 ※ 以下の質問に対して、当てはまるところ１ヶ所に「✔」をつけてください。理由など

の（ ）内は、さしつかえなければお書きください。 

 

１ あなたのことをお聞かせください。 

 ・あなたの性別は?     □ 男性        □ 女性 

  

・あなたの年齢は？  □ 20歳未満  □ 20歳代  □ 30歳代 

□ 40歳代      □ 50歳代  □ 60歳代 

            □ 70歳代以上 

  

・あなたの職業は？  □ 学生  □ 会社員・公務員  □ 自営業・農業 

            □ アルバイト  □ その他  □ 無職 

  

・あなたのお住まいは？ 

  □本町  □久米川町  □秋津町  □青葉町  □恩多町  □萩山町 

  □栄町  □富士見町  □美住町  □廻田町  □多摩湖町  □諏訪町 

  □野口町  □市外（       区・市・町・村） 

 

２ あなたが本日、利用した施設は何ですか？ 

  ※ 例えば、駐輪場であれば駐輪場の場所などを項目化する。 

 

３ あなたは、どのくらいこの施設を利用していますか？ 

  □ 初めて  □ 月 1回くらい  □ 週 1回くらい  □週 2回以上 

 

４ 施設内はきれいになっていますか？ 

  □ きれいである  □ どちらとも言えない   

  □ 汚い（特にどの場所ですか                   ） 

 

５ 施設内の職員の対応はいかがですか？ 

  □ 満足している  □ どちらとも言えない 

  □ 不満である（理由                       ） 

 

６ また利用したいですか？ 

  □ 利用したい  □ どちらとも言えない 

  □ 利用しない（理由                       ） 
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７ その他、お気づきの点がありましたら自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以上でアンケートは終了です。このアンケートで得られたデータは、アンケート集計にの

み使用いたします。ご協力ありがとうございました。 
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