
指定管理者制度　導入判定評価　チェックシート
　

施設名

チェック
項目

判定項目 判定の視点 判定理由

チェック１ ①公の施設として管理運営すべき施設である。
　（公共施設としての必要性がある。）

○

②公平性や公益性が極めて高い等の理由や本市の施策上の制限がなく、指定管
理者制度の導入が可能である。 ○

③法令の制約及び業務の専門性・特殊性から特段制限がなく、指定管理者制度
の導入が可能である。 ○

チェック２ ①同種のサービスを提供している民間事業者等が存在する。
○

②他の自治体において導入している実績がある場合など対象サービスを安定的・
継続的に提供できる民間事業者等が存在する。 ○

③民間事業者等に任すことで、利用ニーズにあったサービス内容の充実や民間事
業者等のノウハウの活用が期待できる。 ○

チェック３ ①民間事業者等の有するノウハウの活用や創意工夫によりコスト削減が図れる。
△

②市が直接管理運営する場合と同等の費用であってもより大きい効果が見込まれ
る。 ○

③税負担ではなく使用料・利用料金により運営を行なうことができる。
×

○

（見直しの場合時期等について記載）

○サービスレベルのアップと不正
防止の検討が必要である。

市が管理運営すべき施
設か？

指定管理者制度の導入
により施設の安定性・継
続性が確保できるか？

指定管理者制度の導入
により費用対効果が確
保できるか？

（　福知山市駅前広場及び自転車等駐車場　）

判　定

○

○

△

指定管理者制度導入判定

（委員コメント）
●本施設は、駅前の利便性の向上・放置自転車等の防止を達成することを目的に設置さ
れており、公共施設としての必要性があると考える。
●使用料収入より機器のリース料などの維持管理経費が高額となっている。また指定管
理者の従業員による不正行為により指定取り消しが発生した。
●機器の故障等のトラブルや利用者への対応については民間事業者による迅速な対応
が期待できることや駐車場・駐輪場のシステムのリース及びメンテナンスも含めて指定管
理者に一括管理することにより経費節減も見込めるため、サービスレベルのアップと不正
防止について、評価指標等に加えて募集していただくことを条件に引き続き指定管理者制
度で管理運営を行うことを承認する。

指定管理者制度での管理運営を継続

○本施設は、駅前の利便性の向上・
放置自転車等の防止を達成すること
を目的に設置されており、公共施設と
しての必要性がある。

○駐車場等を管理している民間事業
者事業者は存在してるので指定管理
者制度導入が可能である。
○機器の故障等のトラブルや利用者
への対応については民間事業者によ
る迅速な対応が期待できる。
○現在２件のリース契約と指定管理
者とに分かれて当施設の管理運営さ
れているが、機器のリース等も含め
て指定管理者に一本化を行うことに
より管理システムも統一し、安定的な
管理が行える。

○駐車場・駐輪場のシステムのリー
ス及びメンテナンスも含めて指定管
理者に一括管理することにより一定
経費節減も見込める。
○駐車場や駐輪場等の使用料収入
より機器のリース料等の維持管理経
費が高額となるため、恒常的な赤字
体質となっている。



指定管理者制度　導入判定評価　チェックシート
　

施設名

チェック
項目

判定項目 判定の視点 判定理由

チェック１ ①公の施設として管理運営すべき施設である。
　（公共施設としての必要性がある。） ○

②公平性や公益性が極めて高い等の理由や本市の施策上の制限がなく、指定管
理者制度の導入が可能である。 △

③法令の制約及び業務の専門性・特殊性から特段制限がなく、指定管理者制度
の導入が可能である。 ○

チェック２ ①同種のサービスを提供している民間事業者等が存在する。
○

②他の自治体において導入している実績がある場合など対象サービスを安定的・
継続的に提供できる民間事業者等が存在する。 △

③民間事業者等に任すことで、利用ニーズにあったサービス内容の充実や民間事
業者等のノウハウの活用が期待できる。 ○

チェック３ ①民間事業者等の有するノウハウの活用や創意工夫によりコスト削減が図れる。
○

②市が直接管理運営する場合と同等の費用であってもより大きい効果が見込まれ
る。

○

③税負担ではなく使用料・利用料金により運営を行なうことができる。
○

○

（見直しの場合時期等について記載）

○今回の指定管理者の募集は、
妥当であると考えるが、今後5年
間で卸売市場の意義とあり方を
検討し、方針を整理すること。
○公設卸売市場については全国
的に厳しい状況があり、施設の更
新も含め、検討の必要がある。

市が管理運営すべき施
設か？

指定管理者制度の導入
により施設の安定性・継
続性が確保できるか？

指定管理者制度の導入
により費用対効果が確
保できるか？

指定管理者制度導入判定

（委員コメント）
●本施設は、平成２４年度から指定管理者制度により管理運営を行っており、利用料金の
みで管理運営できている。（指定管理料は発生していない。）
●全国の青果市場５５施設中指定管理者制度を１８施設が導入し、１２施設が検討してい
る状況であり、全国的な状況も鑑みて指定管理者制度による管理運営が妥当と判断され
るため、引き続き指定管理者制度で管理運営を行うことを承認する。

指定管理者制度での管理運営を継続（次の指定期間の５年間で施設のあり方を検討）

（福知山市公設地方卸売市場）

判　定

○

○

○

○公設市場は、生鮮食料品等の流通
のかなめとして、京都府の地方公設
市場整備計画に基づいて整備された
ものであり、消費需要に応える拠点
市場として現在も年間２，１００ｔを超
える取引があり、多様な生鮮食品等
の販路供給する施設である。
○今回の指定管理者の募集は、妥当
であると考えるが、今後5年間で卸売
市場の意義とあり方を考える必要が
ある。

○全国の青果市場５５施設中指定管
理者制度を１８施設が導入し、１２施
設が検討している状況であり、全国
的な状況も鑑みて指定管理者制度に
よる管理運営が妥当と判断される。

○利用料金で運営されている。
　（指定管理料は発生していない。）
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チェック１ ①公の施設として管理運営すべき施設である。
　（公共施設としての必要性がある。） ○

②公平性や公益性が極めて高い等の理由や本市の施策上の制限がなく、指定管
理者制度の導入が可能である。 ○

③法令の制約及び業務の専門性・特殊性から特段制限がなく、指定管理者制度
の導入が可能である。 ○

チェック２ ①同種のサービスを提供している民間事業者等が存在する。
△

②他の自治体において導入している実績がある場合など対象サービスを安定的・
継続的に提供できる民間事業者等が存在する。 △

③民間事業者等に任すことで、利用ニーズにあったサービス内容の充実や民間事
業者等のノウハウの活用が期待できる。 △

チェック３ ①民間事業者等の有するノウハウの活用や創意工夫によりコスト削減が図れる。
○

②市が直接管理運営する場合と同等の費用であってもより大きい効果が見込まれ
る。 ○

③税負担ではなく使用料・利用料金により運営を行なうことができる。
×

○

（見直しの場合時期等について記載）

○次の指定期間（３年間）で施設
のあり方を含め、検討を行なうこ
と。
○現在の指定管理者は、高齢化
が進んでいることあり、語り部業
務と施設の管理運営業務の分割
等も検討すること。
○具体的な検討を進めるために
現在の指定管理者が引き続き、
管理運営しながら利用実態を調
査・分析し、施設のあり方を見直
しを図る。

市が管理運営すべき施
設か？

指定管理者制度の導入
により施設の安定性・継
続性が確保できるか？

指定管理者制度の導入
により費用対効果が確
保できるか？

指定管理者制度導入判定

（委員コメント）
●本施設の指定管理業務は、施設の管理運営業務と地元住民による語り部業務が主な
業務となっている。
●地元住民による語り部業務も地元住民の高齢化の問題がある。最近平成25年、２６年
に連続して水害を受けている。今回は継続して指定管理者による管理運営が妥当と判断
されるため、引き続き指定管理者制度で管理運営を行う。
●今後、来館者の時間別の集計を行なうなど状況を分析し、開館時間等の見直しも検討
し、管理運営に反映すること。

指定管理者制度での管理運営を継続（次の指定期間の３年間で施設のあり方を検討）
非公募での指定管理者選定を検討

（　治水記念館　　）

判　定

○

△

○

○水害について学べる貴重な施設で
あり、特に水害が２年連続して発生し
た本市にとってより災害への対応力
を高めていく必要がある。今後の施
設のあり方についての見直しは必要
と考えるが、今回は指定管理者によ
る管理運営が妥当と判断される。

○地元住民による語り部業務が重要
な指定管理者の業務となっており、こ
の点から地元の協力ありきの施設運
営の方法になっている。
○指定管理者が魅力のある施設運
営を考えて企画提案することにより、
来館者増加につながる可能性があ
る。

○現在は、指定管理料だけで施設の
管理運営が行なわれている。
○今後、物販及び入館料による収入
の検討が必要であり、民間事業者等
のノウハウ、創意工夫が必要である。
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チェック
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判定項目 判定の視点 判定理由

チェック１ ①公の施設として管理運営すべき施設である。
　（公共施設としての必要性がある。） △

②公平性や公益性が極めて高い等の理由や本市の施策上の制限がなく、指定管
理者制度の導入が可能である。 ○

③法令の制約及び業務の専門性・特殊性から特段制限がなく、指定管理者制度
の導入が可能である。 ○

チェック２ ①同種のサービスを提供している民間事業者等が存在する。
△

②他の自治体において導入している実績がある場合など対象サービスを安定的・
継続的に提供できる民間事業者等が存在する。 △

③民間事業者等に任すことで、利用ニーズにあったサービス内容の充実や民間事
業者等のノウハウの活用が期待できる。 ○

チェック３ ①民間事業者等の有するノウハウの活用や創意工夫によりコスト削減が図れる。
○

②市が直接管理運営する場合と同等の費用であってもより大きい効果が見込まれ
る。

○

③税負担ではなく使用料・利用料金により運営を行なうことができる。
×

○

（見直しの場合時期等について記載）

○普通財産化するまでの間に
ついて指定期間の延長をし、
最終的には公共施設マネジメ
ントに基づいて地元譲渡に向
けて協議を進めること。

市が管理運営すべき施
設か？

指定管理者制度の導入
により施設の安定性・継
続性が確保できるか？

指定管理者制度の導入
により費用対効果が確
保できるか？

指定管理者制度導入判定

（委員コメント）
●本施設については、集会施設であり、利用者も地元に特定される。よって、公募すべき
施設ではないので指定期間の延長による対応が可能と判断する。
●過疎債充当による建物のため、起債償還後でないと普通財産化できない。
●普通財産にするまでの間について指定期間の延長をする。そして最終的には公共施設
マネジメントに基づいて地元譲渡予定であるため、委員会としても妥当と考える。

指定期間の延長（３年間）で対応

（　中夜久野集会所　）

判　定

○

△

○

○集会施設であり、一定の公共性が
あるため、公共施設マネジメント実施
計画を踏まえて譲渡可能時期まで指
定管理者による管理運営を行うこと
が妥当である。

○中夜久野地区において、様々な用
途で利用されており、安定して管理運
営されている。

○集会施設であるため、利益は求め
られない。しかし、市直営にするより
も、安価で柔軟かつ安定的なサービ
スを提供することができる。
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チェック１ ①公の施設として管理運営すべき施設である。
　（公共施設としての必要性がある。）

○

②公平性や公益性が極めて高い等の理由や本市の施策上の制限がなく、指定管
理者制度の導入が可能である。 ○

③法令の制約及び業務の専門性・特殊性から特段制限がなく、指定管理者制度
の導入が可能である。 ○

チェック２ ①同種のサービスを提供している民間事業者等が存在する。
○

②他の自治体において導入している実績がある場合など対象サービスを安定的・
継続的に提供できる民間事業者等が存在する。 ○

③民間事業者等に任すことで、利用ニーズにあったサービス内容の充実や民間事
業者等のノウハウの活用が期待できる。 ○

チェック３ ①民間事業者等の有するノウハウの活用や創意工夫によりコスト削減が図れる。
○

②市が直接管理運営する場合と同等の費用であってもより大きい効果が見込まれ
る。 ○

③税負担ではなく使用料・利用料金により運営を行なうことができる。
△

―

（見直しの場合時期等について記載）

●本施設については、継続審
議が必要であると判断する。

指定管理者制度の導入
により費用対効果が確
保できるか？

○

指定管理者制度導入判定

（委員コメント）
●公共施設としての必要性は施設の設置目的から一定理解できるがどんなサービスを誰
に行うのか明確に整理する必要がある。（施設コンセプトの整理）
●現在指定管理者の指定取り消しがなされ、施設の一部について一時的に市直営で運営
されているが施設の完全な稼動を行うためには民間事業者に運営・維持管理を委託する
ことが必要である。
●誘客施設であり、特にレストラン及び宿泊研修施設については、専門的なノウハウが必
要であり、実績のある民間事業者に総合的・合理的に運営・維持管理を委託することによ
り、コスト縮減を図ることが可能になる。
●施設のコンセプトの整理や指定管理料の積算等について再度精査するため、継続審議
が必要であると判断する。

指定管理者制度の導入
により施設の安定性・継
続性が確保できるか？

○

（大呂自然休養村センター）

判　定

市が管理運営すべき施
設か？

○


