平成２９年度第１回茅ヶ崎市指定管理者選定等委員会
平成２９年５月１５日
資料２

指定管理者制度導入に関する基本的考え方

新旧対照表

新（第１０版）
P8

(7)

旧（第９版）

指定管理者制度導入に関する調整及び検討

ア

(7)

指定管理者制度の導入に当たっての総合調整

ア

は、企画部行政改革推進室が行います。

P9

(9)

情報公開

(9)

情報公開
本文中の参照条文：情報公開条例第２５条

(12) 指定管理料の設定

(12) 指定管理料の設定

・・・・・・

・・・・・・

しかしながら、その剰余金が指定管理者の管理

しかしながら、その剰余金が指定管理者の管理

業務と収支の状況からみて客観的に課題が認めら

業務と収支の状況からみて客観的に課題が認めら

れるような場合や協定締結時に見込まれていない

れるような場合や協定締結時に見込まれていない

特段の事情の変更が生じた場合など、指定管理者

特段の事情の変更が生じた場合など、指定管理者

の自主的な経営努力と認められない場合には、本

の自主的な経営努力と認められない場合には、本

市と指定管理者との協議により、剰余金等の返還

市と指定管理者との協議により、適切な対応を図

も含めた適切な対応を図ることとします。

ることが必要です。

なお、事業計画等に規定する業務の不実施や催

P12

指定管理者制度の導入に当たっての総合調整
は、企画部企画経営課が行います。

本文中の参照条文：情報公開条例第２４条

P10

指定管理者制度導入に関する調整及び検討

なお、事業計画等に規定する業務の不実施や催

物などの実施回数が協定回数を下回った場合に

物などの実施回数が協定回数を下回った場合に

は、原則として、本市と指定管理者との協議によ

は、当然ながら指定管理料の変更による戻入等が

り、指定管理料の変更による戻入等が必要です。

必要だと考えられます。

３

指定管理者制度の導入手続

３

・継続施設への指定管理者制度導入の流れ

指定管理者制度の導入手続

・継続施設への指定管理者制度導入の流れ

債務負担行為の設定（当初予算）

債務負担行為の設定

↓

↓

指定管理者の募集

指定管理者の募集

↓

↓

指定管理者選定等委員会の開催

指定管理者選定等委員会の開催

↓

↓

指定管理者の指定についての議案上程

指定管理者の指定についての議案上程

↓

↓

指定管理者の指定

指定管理者の指定
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新（第１０版）
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(2)

選定の単位
（記載なし）
指定管理者の候補者の選定は、原則、個々の施
設ごとに募集を行うこととしますが、施設の設置
目的や特性・実情等を考慮し、一つの指定管理者
が管理を行うことによって、それぞれの施設の設
置目的が効果的に達成されると考えられる場合に
は、複数の施設を一体として選定を行うことがで
きるものとします。
ア 同種施設
同一の条例を根拠として設置される施設が多数
存在する場合、または、別の条例で設置されてい
るが設置目的等が同種の施設であり、同一の指定
管理者が管理することで設置目的をより効果的に
達成できる場合には、複数の施設を一体として公
募・選定・指定手続きを行うことができるものと
します。
スケールメリットの活用とリスクを比較考量の
上、施設の設置目的が効果的に達成されると考え
られる場合には、一体として公募・選定・指定手
続きを検討することとします。
イ 複合施設
本市の公の施設の設置条例では、
各条令における
施設の設置目的を
「最も効果的に達成することがで
きるもの」を指定管理者とすることとなっていま
す。
そのため、
異なる条例を根拠として設置されてい
る施設が一つの建物に合築されている場合
（地域集
会施設と子どもの家等）、それぞれの施設について
設置目的を最も効果的に達成することができる事
業者を選定することが原則となります。
しかしながら、一体的な管理運営による効率性
の向上（または分割による効率性の低下）及びサ
ービス水準の維持・向上（または分割によるサー
ビス水準の低下）が具体的に見込まれる場合には、
一体として公募・選定手続きの実施を検討するこ
ととします。

(3)指定管理者の候補者の選定
（以下項番繰り下げ）
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(2)指定管理者の候補者の選定

(3)指定管理者の候補者の選定
(2)指定管理者の候補者の選定
イ 募集要項の作成
イ 募集要項の作成
条例等に定める指定管理者に係る管理の基準
条例等に定める指定管理者に係る管理の基準
等を基に実務上必要となる細目について検討し、
等を基に実務上必要となる細目について検討し、
募集要項を作成することとします。作成にあたっ
募集要項を作成することとし、
ては、茅ヶ崎市附属機関設置条例における指定管
理者選定等委員会（以下「委員会」という。）に
諮って決定します。なお、募集要項に記載する事
募集要項に記載する事
項は、次に掲げるとおりとします。
項は、次に掲げるとおりとします。

ウ 募集期間及び説明会の実施
募集の期間は原則として 1 ヶ月以上とし、
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ウ 募集期間及び説明会の実施
募集の期間は概ね３週間とし、
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エ

指定の申請（指定管理者の応募）
・・・・
(ｶ) 主たる事業所に係る過去３年分の国税(法人税
等)、消費税及び地方消費税、都道府県税、市町
村税の納付を証する書類（納税義務のないもの
にあってはその旨及び理由を記載した書類）
(ｷ) 主たる事業所の就業規則、正社員・パート・ア
ルバイト等の従業員各職種２～３名分の雇用契
約書及び労働条件通知書、それらに対応する３
か月分の賃金台帳
(ｸ) 労働保険（労災・雇用）・健康保険・厚生年金
保険の加入を確認できる書類：労働保険料・健
康保険料・厚生年金保険料の領収書の写し(直近
の１回分)等（加入の必要のないものにあっては
その旨及び理由を記載した書類）
(ｹ) その他必要と認める書類

エ

(ｳ)担当課による審査
・・・・・・・
①応募資格等
次のいずれの条件も満たすこととします。
・団体であること（法人格の有無は問わない。ただし、
共同事業体にあっては、本件の応募に関して他の団
体の構成員として応募をしていない２以上の団体に
より構成せれるものに限る。）
・団体又はその代表者が契約を締結する能力を有する
又は破産者で復権を得ていること
・地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１
６７条の４第２項の規定により茅ヶ崎市における一
般競争入札の参加を制限されていないこと
・茅ヶ崎市から指名競争入札の参加資格の停止の措置
を受けていないこと
・国税及び地方税を滞納していないこと
・会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく
更正手続き開始の申立てをしていないこと、又は民
事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再
生手続開始の申立てをしていないこと
・茅ヶ崎市暴力団排除条例（平成２３年茅ヶ崎市条例
第５号）第２条第２号から第５号までに該当しない
こと
・地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条
の２第１１項の規定による指定管理者の指定の取
り消しを受けたことがないこと
・労働保険（雇用保険・労災保険）及び社会保険（健
康保険・厚生年金保険）に加入していること（加入
の必要がない場合は除く）
。
・２年以内に労働基準監督署から是正勧告を受けてい
ないこと（仮に受けている場合には、必要な措置の
実施について労働基準監督署に報告済みであるこ
と）
・当該業務について、十分な業務遂行能力と、当該業
務と類似の業務の実績（成果）を有すること
・その他、施設担当課が募集要項等で定めた応募資格
要件を満たすこと

(ｳ)担当課による審査
・・・・・・・
①応募資格等
以下の欠格事項に該当する者は、指定の応募資格を
有しないこととします。
・地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定によ
り、一般競争入札の参加を制限されている者
・地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により、
指定管理者の指定の取消しを受けたことがある者
・国税及び地方税を滞納している者
・その他、施設担当課が募集要項等で定めた応募資格
要件を満たさない者
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指定の申請（指定管理者の応募）
・・・・
(ｶ) 主たる事業所に係る過去３年分の国税（法人
税・消費税・地方消費税）、都道府県税、市町
村税の納付を証する書類（納税義務のないもの
にあってはその旨及び理由を記載した書類）
(ｷ) 主たる事業所の就業規則並びに従業員（正社
員・パート・アルバイト等）２～３名分の労働
条件通知書（雇用契約書）及びそれらに対応す
る３か月分の賃金台帳

(ｸ)

その他必要と認める書類

P16

(ｴ)委員会による審査
・・・・・・・
③配点及び評価点
審査は、次の考え方により評価点を付すものとし
ます。書類審査は、評価の視点ごとに行うことし、
委員１人あたり５点満点を基本とします。面接審査
は、評価項目ごとに行うこととし、委員１人あたり
１０点満点（評価点の２倍）を基本とします。

(ｴ)委員会による審査
・・・・・
③配点及び評価点
審査項目ごとの配点は５点を基本とし、次の考え
方により評価点を付すものとします。面接審査の評
価点は、評価点の２倍（１０点）とします。

④総合評価点
書類審査と面接審査の配点割合は、書類審査６割、
面接審査４割とします。
③で得点化した評価点について、次の計算方法に
より、書類審査は６０点満点、面接審査は４０点満
点に補正し、委員１人あたり合計１００点満点の総
合評価点とします。

④総合評価点
書類審査と面接審査の配点割合は、書類審査６
割、面接審査４割とします。
③で得点化した評価点について、次の計算方法に
より、書類審査は６０点、面接審査は４０点満点に
補正し、合計１００点満点の総合評価点とします。

⑤応募者が３者以内の場合の審査
応募書類等に基づく書類審査及び応募者への面接
審査（ヒアリング又はプレゼンテーション・質疑応
答）における各委員の総合評価点の合計が満点の６
割以上で、かつ最も高い者を指定管理者の候補者と
して選定し、２番目に得点の高い者を候補者の次点
者として選定します。

⑤応募者が３者以内の場合の審査
応募書類等に基づく書類審査及び申請者への面
接審査（ヒアリング又はプレゼンテーション・質疑
応答）による総合評価点の合計が満点の６割以上
で、かつ最も高い者を指定管理者の第１候補者とし
て選定し、２番目に得点の高い者を候補者の次点者
として選定します。

⑥応募者が４者以上の場合の審査
応募者が４者以上となった場合は、応募書類等に
基づく書類審査により、書類審査の総合評価点の上
位３者を絞り込み、その３者に対し面接審査を行い
ます。この場合においても、書類審査及び面接審査
における各委員の総合評価点の合計が満点の６割以
上で、かつ最も高いものを指定管理者の候補者とし
て選定し、２番目に得点の高い者を候補者の次点者
として選定します。

⑥応募者が４者以上の場合の審査
応募者が４者以上となった場合は、応募書類等に
基づく書類審査により、書類審査の総合評価点の上
位３者を絞り込み、面接審査を行います。この場合、
書類審査と面接審査による総合評価点の合計が満
点の６割以上で、かつ最も高いものを指定管理者の
第１候補者として選定し、２番目に得点の高い者を
候補者の次点者として選定します。

⑦総合評価点が同点の場合の取扱い
書類審査及び面接審査について、総合評価点が同
点の場合は、施設所管課が一番重要視している評価
項目又は評価の視点の点数が高かった方を候補者と
することとします。
（以降番号繰り下げ）
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（記載なし）
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⑧委員会の公開・非公開
委員会は原則公開とします。
「茅ヶ崎市情報公開条例」第２３条において「地方自
治法第１３８条の４第３項に規定する附属機関の会議
は公開する。ただし、
「(1)法令等の規定により公開し
ないこととされているとき」「(2)茅ヶ崎市情報公開条
例第５条に規定する非公開情報に係る事項について審
議等を行うとき」
「(3)会議を公開することにより当該
会議の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずるおそ
れがあると当該附属機関が認めるとき」は、この限り
でない。
」とされています。
募集要項等の審議については、行政の内部的な審議、
検討又は協議に関する情報であり非公開情報にあたる
ため、委員会に諮った上で非公開とすることとします。
指定管理者の候補者の選定については、複数者から
の応募が想定され、プレゼンテーション・質疑応答に
おいて選定に必要な情報を把握するために団体の内部
事情、技術情報や信用情報などを聴取するなど、非公
開情報を含む場合があるため、委員会に諮った上で、
非公開とすることとします。

⑦委員会議の公開・非公開
委員会は、
「審議会等」に該当し、
「茅ヶ崎市自治基
本条例」第１４条第３号において「審議会その他の附
属機関及びこれに類するものの会議を公開すること。
ただし、非公開とする合理的な理由があるときは、こ
の限りではない。
」とされていることから、委員会は原
則公開とします。
また、
「茅ヶ崎市情報公開条例」第５条において、
「当
該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正
当な利益を害する」おそれがある場合は、その全部又
は一部を非公開として取り扱うことができます。
指定管理者の候補者の選定の際には、複数者からの
応募が想定され、プレゼンテーション・質疑応答にお
いて選定に必要な情報を把握するために団体の内部事
情、技術情報や信用情報などを聴取するなど、非公開
情報を含む場合がありますので、委員会が認めた場合
は、委員会の全部又は一部を非公開とすることができ
ることとします。

P17

⑨委員会の会議録及び応募書類等に係る情報公開の
取扱い
委員会の記録は、委員の発言を明記した会議録とし、
会議録は、原則公開とします。
「茅ヶ崎市情報公開条例」第５条において、
「行政文
書に非公開情報が記録されている場合を除き、当該行
政文書を公開しなければならない」とされており、当
該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正
当な利益を害すると認められる場合など、非公開情報
が含まれる場合は、会議録の一部を非公開とすること
があります。
また、指定管理者の候補者の応募書類等についても、
指定管理者の指定を行った後、原則公開となりますが、
当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他
正当な利益を害すると認められる場合など、非公開情
報が含まれる場合は、一部を非公開とすることがあり
ます。

⑧

5

委員会の会議録に係る情報公開の取扱い
委員会の記録は、委員の発言を明記した会議録とし
ます。会議録の内容により、当該法人等又は当該個人
の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認
められる場合は、一部を非公開とする場合があります。

P18
～
P19

評価項目及び評価の視点

３

収支計画について

４

施設の管理について

書
類
審
査

面
接
審
査
○

(1) 施設の清掃、警備、衛生管理が募集
要項で示す水準と同等以上となるよう提

評価項目及び評価の視点

３

収支計画について

４

施設の管理について

○

と同等以上の水準となるよう提示されて
いるか。

(2) 施設や附属設備の修繕等、保守管理

(2) 施設や附属設備の修繕等、保守管理
○

が現状と同等以上の水準となるよう提示

○

○

となるよう提示されているか。

されているか。

(3) 施設の管理に係る記録について考え ○

(3) 施設の管理に係る記録について考え ○

が提示されているか。

が提示されているか。

(4) 省エネルギー、省資源等、環境に配 ○

(4) 省エネルギー、省資源等、環境に配 ○

慮する考えが提示されているか。

慮する考えが提示されているか。

７

面
接
審
査

(1) 施設の清掃、警備、衛生管理が現状

示されているか。
が募集要項で示す水準と同等以上の水準

書
類
審
査

事業主体について

○

７

事業主体について

(1) 事業計画書に記載された内容を効果 ○

(1) 事業計画書に記載された内容を効果 ○

的に遂行することが可能と認められるよ

的に遂行することが可能と認められるよ

うな実績が提示されているか。

うな実績が提示されているか。

(2) 業務を遂行することが可能な財務経 ○

(2) 業務を遂行することが可能な財務経 ○

営状況か。

営状況か。

(3) 雇用者に対し、適切な手続きや配慮 ○
等、雇用主としての責務を果たしているか
。
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イ 指定の申請
指定管理者の候補者は、指定管理者指定申請書に次に
掲げる書類を添えて、申請期間内に提出しなければなり
ません。
(ｱ) 管理を行う公の施設の事業計画書（管理に係る収
支計画書を含む）
(ｲ) 当該団体の概要書
(ｳ) 公の施設の指定管理業務の実績報告書
(ｴ) 直近３事業年度の財務諸表（賃借対照表、損益計
算書、キャッシュフロー計算書（※）
）
(ｵ) 直近３事業年度の指定管理者事業報告書の写し
(ｶ) 直近３事業年度の利用者アンケートの実施結果
(ｷ) 主たる事業所に係る過去３年分の国税(法人税
等)、消費税及び地方消費税、都道府県税、市町村税の
納付を証する書類（納税義務のないものにあってはその
旨及び理由を記載した書類）
(ｸ) 当該施設の就業規則、正社員・パート・アルバイ
ト等の従業員各職種２～３名分の雇用契約書及び労働
条件通知書、それらに対応する３か月分の賃金台帳
(ｹ) 労働保険（労災・雇用）
・健康保険・厚生年金保険
の加入を確認できる書類：労働保険料・健康保険料・厚
生年金保険料の領収書の写し(直近の１回分)等（加入の
必要がないものにあってはその旨及び理由を記載した
書類）
(ｺ) その他必要と認める書類
※所轄庁あてに提出したものの写しとします。

イ

ウ

評価方法
指定管理者の候補者の評価は、公募による候補者
の選定と同様、委員会において行うこととします。
委員会は、前年度までの実績を検証するとともに、
指定管理者として業務を遂行するための助言等を
行うものとします。

ウ

エ

委員会の公開・非公開
委員会は、原則公開とします。指定管理者の候補
者から提出された申請書類等に非公開情報が含ま
れる場合等について、委員会が認めた場合は、委員
会の全部又は一部を非公開とすることができるこ
ととします。

オ

委員会の会議録及び申請書類等に係る情報公開
の取扱い
委員会の会議録及び指定管理者の候補者の申請
書類等に係る情報公開の取扱いについては、公募に
よる候補者の選定に準ずるものとします。
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指定の申請
指定管理者の指定を受けようとする者は、指定管理者
指定申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に提
出しなければなりません。
(ｱ) 管理を行う公の施設の事業計画書（管理に係る収
支計画書を含む）
(ｲ) 当該団体の概要書
(ｳ) 公の施設の指定管理業務の実績報告書
(ｴ) 直近３事業年度の財務諸表（賃借対照表、損益計
算書、キャッシュフロー計算書（※）
）
(ｵ) 直近３事業年度の指定管理者事業報告書の写し

(ｶ) 当該施設の就業規則並びに従業員（正社員・パー
ト・アルバイト等）２～３名分の労働条件通知書（雇用
契約書）及びそれらに対応する３か月分の賃金台帳

(ｷ) その他必要と認める書類
※所轄庁あてに提出したものの写しとします。
評価方法
候補者の評価は、公募による候補者の選定と同様、
委員会において行うこととします。委員会は、前年度ま
での実績を検証するとともに、指定管理者として業務を
遂行するための助言等を行うものとします。
また、委員会の公開・非公開及び会議録に係る情報
公開の取扱いについては、公募による候補者の選定の場
合に準ずるものとします。
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イ 議案の作成
指定管理者の指定の議案に記載する事項は、次に掲
げるとおりです。
(ｱ) 公の施設の名称（条例で定められている施設名）
(ｲ) 施設の種類（条例の名称）

イ 議案の作成
指定管理者の指定の議案に記載する事項は、次に掲
げるとおりです。
(ｱ) 公の施設の名称
(ｲ) 施設の種類（
「茅ヶ崎市公共施設白書」に示す区分
とします）
(ｳ) 指定管理者の名称
(ｴ) 指定の期間
ウ 指定管理者の指定等の公告
指定管理者の指定をしたとき又はその指定を取消し
たときは、遅滞なくその旨を公告します。
エ 議案説明資料の作成
(ｱ) 選定の経緯（非公募の場合は「候補者の評価につい
て」とします）
(ｲ) 各施設の概要
(ｳ) 評価項目に関連する資料（事業計画書、施設平面図、
危機管理に関するマニュアル等）

(ｳ) 指定管理者の名称
(ｴ) 指定の期間
ウ 指定管理者の指定等の公告
指定管理者の指定をしたとき又はその指定を取消し
たときは、遅滞なくその旨を公告します。
エ 議案説明資料の作成
(ｱ) 選定の経緯（非公募の場合は「候補者の評価につい
て」とします）
(ｲ) 評価項目に関連する資料（委員会における審査資料
（事業計画書等）
）

P22

(6) ＰＦＩ事業により施設の管理運営を行う場合の
取扱い
ＰＦＩにより公の施設を整備し、ＰＦＩ事業者にそ
の施設の管理を包括的に委ねようとする場合、指定管
理者に指定する必要があります。
ＰＦＩ法上の契約と指定管理者制度における指定と
は、別々の制度における手続きであり、一方の手続き
が自動的に他方の手続きを兼ねるということはできま
せん。
指定管理者は、公の施設の設置条例が制定された後
に、当該条例において定められた公募等の手続きに則
って選定されるものでありますが、指定管理者制度を
導入する前に既にＰＦＩ事業者が決定している場合等
においては、公募等の手続きによることなく、ＰＦＩ
事業者を指定管理者とすることができるよう設置条例
で規定することにより、公募等の方法によらず指定管
理者を選定することが可能です。
ＰＦＩ事業により施設の管理運営を行う場合の取扱
いについては、以下のとおりとします。
ア 指定管理者の候補者の選定
施設担当課は、検討段階から両制度間の整合性を図り、
ＰＦＩ事業契約の中に指定管理者制度を導入する旨をあ
らかじめ明記するほか、当該ＰＦＩ事業者及び融資金融
機関等とも綿密な協議を行うこととし、当該ＰＦＩ事業
者を指定管理者候補者に選定します。
また、この場合、ＰＦＩ事業者選定の際の提案書類の
うち、次に掲げる書類を添えて、指定管理者候補者を選
定した旨を、委員会に報告することとします。
なお、委員会への報告のタイミングについては、設置
条例を制定する議会と指定管理者の指定を行う議会の間
とします。
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(ｱ) 指定管理者指定申請提出書類 第２－１号様式
（事業計画書１ 施設の管理運営に係る基本的な考
え方について）に該当するもの。
(ｲ) 指定管理者指定申請提出書類 第２－２号様式
（事業計画書２ 組織、職員配置及び職員の育成につ
いて）に該当するもの。
(ｳ) 指定管理者指定申請提出書類 第２－３号様式
（事業計画書３ 収支計画について）に該当するも
の。
(ｴ) 指定管理者指定申請提出書類 第２－４号様式
（事業計画書４ 施設の管理について）に該当する
もの。
(ｵ) 指定管理者指定申請提出書類 第２－５号様式
（事業計画書５ 施設の運営について）に該当する

もの。
(ｶ) 指定管理者指定申請提出書類 第２－６号様式
（事業計画書６ 危機管理について）に該当する
もの。
(ｷ) その他必要と認める書類
イ

指定期間
原則として、ＰＦＩ事業契約における運営・維
持管理期間を指定期間と見なします。

ウ

協定の締結
協定書の作成にあたっては、ＰＦＩ事業契約書
との整合性を図り、両者の間に食い違いが生じな
い様、充分配慮することとします。
なお、ＰＦＩ事業契約において毎年度支払う費
用の算定方法等が詳細に定められることから、指
定管理に係る年度協定の締結を省略できることと
します。この場合においても、原則、基本協定は
締結します。

エ

指定管理料
当該ＰＦＩ事業契約における運営・維持管理期
間に係る維持管理費、運営費及び修繕費をもって
当該指定期間に係る指定管理料として取り扱うこ
ととし、ＰＦＩ事業契約に基づく費用と指定管理
料が別個の費用として解釈されることのないよう
留意することとします。
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(7) 指定管理者の監督
ア 事業報告書等の提出
(ｱ) 毎年度終了後、市が指定する期日までに、指定
管理者は管理業務に関する事業報告書を提出す
ることとします。市は、事業報告書の内容を審査
し、必要に応じて現地調査等を行うものとしま
す。事業報告書の記載事項は、次に掲げる
とおりです。
① 管理業務の実施状況
② 利用状況
③ 使用料又は利用料金収入実績
④ 管理経費の収支状況
⑤ その他必要な事項
(ｲ) 毎月、市が指定する期日までに指定管理者は業
務報告書（月次報告書）を提出することとします。
市は、指定管理者から提出された業務報告書、利
用者アンケート、実地調査等により当該公の施設
の管理状況や住民利用の状況等指定管理者によ
る管理の実態を把握することとします。業務報告
書に記載する具体的事項は次のとおりとします。
① 管理業務の実施状況
② 施設の利用状況
③ 使用料又は利用料金の収入実績
④ その他必要な事項

(5) 指定管理者の監督
ア 事業報告書の提出
毎年度終了後、市が指定する期日までに、指定管理
者は管理業務に関する事業報告書を提出しなくては
いけません。市は、事業報告書の内容を審査し、必
要に応じて現地調査等を行うものとします。事業報
告書の記載事項は、次に掲げるとおりです。

（指定管理料の変更）

（指定管理料の変更）
第３０条 経済事情の激変又は予期することのできな
い異常の事由の発生により、指定管理料の額が著しく
不適当であると認められるときは、委託者及び受託者
の双方が協議のうえ指定管理料の額を変更することが
できる。

第３０条 指定管理料の額を変更すべき特別な事情が
生じた場合には、その都度、委託者及び受託者の双方
が協議の上指定管理料の額を変更することができる。
【留意事項】指定管理に関する業務の税法上の取扱
いについて
指定管理に関する業務は、法人税法（昭和40年３
月31日法律第34号）第２条第13号の収益事業、法人
税法施行令（昭和40年３月31日政令第97号）第10
号の請負業に該当し、法人税の課税対象とされるな
ど、その他の税においても課税対象となる場合があ
ります。
このことから、指定管理者は、税法上の取扱いに
ついて、税務関係の官公署（所轄税務署、県税事務
所、市町村税関係部署など）に確認の上、必要な申
告、届出等を行うこととなります。
【留意事項】剰余金の返還について
第３０条については、例えば当初開館予定で指定
管理料の算出をしているが利用申し込みがなく、夜
間閉館した場合や事業計画等に規定する業務の不
実施、催しのなどの実施回数が協定回数を下回る場
合など、指定管理料の変更による戻入等が必要と考
えられる場合についても含みます。
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(ｱ)
(ｲ)
(ｳ)
(ｴ)
(ｵ)

管理業務の実施状況
利用状況（利用者数、利用拒否等の件数・理由等）
利用料金収入の実績
管理に係る経費等の収支の状況
その他必要な事項

【留意事項】指定管理に関する業務の税法上の取扱
いについて
指定管理に関する業務は、法人税法（昭和40年３
月31日法律第34号）第２条第13号の収益事業、法人
税法施行令（昭和40年３月31日政令第97号）第10
号の請負業に該当し、法人税の課税対象とされるな
ど、その他の税においても課税対象となる場合があ
ります。
このことから、指定管理者は、税法上の取扱いに
ついて、税務関係の官公署（所轄税務署、県税事務
所、市町村税関係部署など）に確認の上、必要な申
告、届出等を行うこととなります。
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【議案説明資料（公募）】
(5) 応募団体の審査、評価
ア 評価方法
書類審査では、○○○○から提出された応募書類に基
づき、後述イに掲げる評価項目（●項目）について、
委員１人あたり５点満点、合計○○○点で評価を行い
ました。その結果について、６０点満点となるよう補
正し、委員●名の評価点の合計を書類審査の総合評価
点としました。
面接審査では、○○○○から提出された応募書類に基
づく説明を受け、質疑応答を行い、説明内容等に基づ
き、後述イに掲げる評価項目（●項目）について、委
員１人あたり１０点満点、合計○○○点で評価を行い
ました。その結果について、４０点満点となるよう補
正し、委員●名の評価点の合計を面接審査の総合評価
点としました。

【議案説明資料（公募）】
(5) 応募団体の審査、評価
ア 評価方法
書類審査では、○○○○から提出された応募書類に基
づき、後述イに掲げる評価項目について、５点満点、
合計○○○点で評価を行い、６０点満点となるように
補正しました。
面接審査では、○○○○から提出された応募書類に基
づく説明を受け、質疑応答を行い、それぞれの応募内
容等に基づき、後述イに掲げる評価項目について１０
点満点、合計○○○点で評価を行い、４０点満点とな
るように補正しました。

・・・・・・・

・・・・・・・

書類審査評価項目
４ 施設の管理について
(1) 施設の清掃、警備、衛生管理が募集要項で示
す水準と同等以上となるよう提示されているか。
(2) 施設や附属設備の修繕等、保守管理が募集要項
で示す水準と同等以上となるよう提示されている
か。
７ 事業主体について
(1) 事業計画書に記載された内容を効果的に遂行
することが可能と認められるような実績が提示
されているか。
(2) 業務を遂行することが可能な財務経営状況か
。
(3) 雇用者に対し、適切な手続きや配慮等、雇用
主としての責務を果たしているか。
各項目２５点 合計８００点
書類審査の総合評価点（６０点満点換算×●名）

２
３
５
６

書類審査評価項目
４ 施設の管理について
(1) 施設の清掃、警備、衛生管理が現状と同等以
上の水準となるよう提示されているか。
(2) 施設や附属設備の修繕等、保守管理が現状と
同等以上の水準となるよう提示されているか。
７ 事業主体について
(1) 事業計画書に記載された内容を効果的に遂行
することが可能と認められるような実績が提示
されているか。
(2) 業務を遂行することが可能な財務経営状況か
。
記載なし

各項目２５点 合計７７５点
書類審査の総合評価点（６０点満点）

面接審査評価項目
組織、職員配置及び職員の育成について
収支計画について
施設の運営について
危機管理について

各項目５０点 合計３００点
面接審査の総合評価点（４０点満点換算×●名）

２

面接審査評価項目
組織、職員配置及び職員の育成について

５
６

施設の運営について
危機管理について

各項目５０点 合計２５０点
面接審査の総合評価点（４０点満点）

総合評価点
書類審査の総合評価点（６０点満点換算×●名）
【●●●点満点】
面接審査の総合評価点（４０点満点換算×●名）
【●●●点満点】
総合評価点の合計（１００点満点換算×●名）
【●●●点満点】
評価点の満点に対する割合
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総合評価点
書類審査の総合評価点（６０点満点）
面接審査の総合評価点（４０点満点）
総合評価点の合計（１００点満点）
評価点の満点に対する割合
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イ 評価結果
社会福祉法人茅ヶ崎市○○会の評価結果について、主
な意見は次のとおりです。
１．評価できる点
・○○○○○
・▲▲▲▲▲
・□□□□□

イ 評価結果
社会福祉法人茅ヶ崎市○○会の評価結果について、主
な意見は次のとおりです。
１．評価できる点
・○○○○○
・▲▲▲▲▲
・□□□□□

２．改善を要する点
・×××××
・☆☆☆☆☆
・○○○○○

２．改善を要する点
・×××××
・☆☆☆☆☆
・○○○○○

３．その他
・◆◆◆◆◆
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