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第３ 浜松市における指定管理者制度 
 

 １ 指定管理者制度運用の基本方針 
 

   浜松市の場合、平成 25年 4月 1日現在で公の施設が市直営で 659 施設、指定管理

者制度導入が 270 施設存在する。「浜松市指定管理者制度の実施に関する基本指針」

（以下「基本指針」という。）第 3条は、指定管理者制度の対象外施設として①保健

所、保健福祉センター、②道路及び河川、③学校及び保育所を挙げている。なお、

学校には幼稚園を含む。保育所については、他の地方公共団体では、指定管理者制

度の対象としているところもある。さらに、基本指針第 4 条では、指定管理者制度

を導入しない基準として次のような施設を列挙している。 

  ① 地域住民が利用することを目的として設置された施設 

  ② 市が直接管理することが施設の効用を図る上で望ましい施設 

  ③ 市が直接実施すべき業務と一体として管理している施設 

  ④ 導入することによる財政的効果が見込めない施設 

  ⑤ 以上に掲げるもののほか、市長が市が直接管理することが必要と認める施設 

    次に、同基本方針は、指定管理者制度導入施設で公募を行わない基準として次 

   のような施設を列挙している。 

  ① コミュニティ施設その他地域に密着した公の施設で、当該地域住民に管理させ 

   る必要性が大きいもの 

  ② 市の政策を担い得ると認める者が市の重要施策を推進するための公の施設（市 

   が同等の施設として複数設置するものを除く。） 

  ③ ＰＦＩ事業により管理運営を行う施設で、事業者が既に決定しているもの 

  ④ 以上に掲げるもののほか、市長が公募を行わないことについて、特別な理由が 

   あると認める施設 

 

２ 指定管理者制度導入の状況 

 

   浜松市における指定管理者制度の導入施設数、公募・非公募の年度別推移を表わ

した表及び公募施設の応募団体数の推移を表わした表を次頁に示す。これらによれ

ば、制度導入施設数は、平成 23 年 4 月時点の 210 施設から平成 25 年 4 月時点で 270

施設となり飛躍的に増加している。公募率も 96％を超え全国平均を上回り広く実施

している。しかし、応募団体数は少ない施設が多い。 
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指定管理者制度導入状況 

区分 
平成 20年

4月 

平成 21年

4月 

平成 22年

4月 

平成 23年

4月 

平成 24年

4月 

平成 25年

4月 

1 制度対象施設 673 680 681 663 663 660 

2 導入施設 200 204 207 210 269 270 

(1)公募 173 185 196 201 260 260 

(2)非公募 27 19 11 9 9 10 

(3)公募率 86.5% 90.7% 94.7% 95.7% 96.7% 96.3% 

3 非導入施設 473 476 474 453 394 390 

  

応募状況の推移 

募集

年度 

公募 

募集 

件数 

応募 

団体数 

平均応募 

団体数 

応募団体数別の募集件数 

1 団体 2 団体 3 団体 4 団体 
5 団体 

以上 

24 7 19 2.71 1 2 2 2 0 

23 24 53 2.21 8 8 4 3 1 

22 16 51 3.19 8 1 2 1 4 

21 17 43 2.53 4 5 4 3 1 

20 56 83 1.48 34 19 1 2 0 

19 6 13 2.17 2 2 1 1 0 
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  平成 25 年 4 月 1 日現在の指定管理者制度導入施設の明細は次の表のとおりである。 

 

指定管理者施設（270施設）一覧表（平成25年4月1日現在）   

スポーツ・レクリエーション施設（46施設）   

番号 施設名 指定管理者 所管課 指定期間 

1 花川運動公園 （財）浜松市体育協会 スポーツ振興課 平成21年4月1日～ 

    平成26年3月31日 

2 古橋廣之進記念浜松市 

総合水泳場 

浜松グリーンウェーブ（株） スポーツ振興課 平成21年2月1日～ 

平成36年1月31日 

3 四ツ池公園 （財）浜松市体育協会 スポーツ振興課 平成21年4月1日～ 

    平成26年3月31日 

4 浜松アリーナ （財）浜松市体育協会グループ スポーツ振興課 平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

5 浜松市小川農村公園 

オートキャンプ場 

小川地区活性化推進協議会 天竜農林事務所 平成21年4月1日～ 

平成26年3月31日 

6 浜松市天竜林業体育館 （株）杉の里 天竜農林事務所 平成23年4月1日～ 

    平成26年3月31日 

7 浜松市龍山森林総合利用 

施設ふるさと村 

ふるさと村管理組合 天竜農林事務所 平成17年4月1日～

平成27年3月31日 

8 浜松市龍山森林総合利用 

施設青少年旅行村 

龍山村青少年旅行村管理 

運営組合 

天竜農林事務所 平成17年4月1日～ 

平成27年3月31日 

9 遠州灘海浜公園 （一財）浜松公園緑地協会 公園課 平成24年4月1日～ 

    平成29年3月31日 

10 浜松城公園 浜松城公園管理運営共同 

事業体 

公園課 平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

11 浜松市武道館 （財）浜松市体育協会 中区  

まちづくり推進課 

平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

12 浜松市北部水泳場 ヤマハ発動機（株） 中区  

まちづくり推進課 

平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

13 浜松市馬郡運動広場 日本環境マネジメント（株） 西区  

まちづくり推進課 

平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

14 浜松市舞阪乙女園 

グラウンド 

（財）浜松市体育協会 西区  

まちづくり推進課 

平成23年4月1日～

平成28年3月31日 

15 浜松市舞阪総合体育館 （財）浜松市体育協会 西区  

まちづくり推進課 

平成23年4月1日～

平成28年3月31日 

16 浜松市雄踏グラウンド 日本環境マネジメント（株） 西区  

まちづくり推進課 

平成21年4月1日～

平成26年3月31日 



第３ 浜松市における指定管理者制度 

22 
 

17 浜松市雄踏総合体育館 日本環境マネジメント（株） 西区 

まちづくり推進課 

平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

18 可美公園 ビル保善グループ 南区 区民生活課 平成21年4月1日～ 

    平成26年3月31日 

19 江之島アーチェリー場 ビル保善グループ 南区 区民生活課 平成25年4月1日～ 

    平成26年3月31日 

20 浜松市瓜内スポーツ広場 ビル保善グループ 南区 区民生活課 平成21年4月1日～ 

    平成26年3月31日 

21 浜松市沖洗運動場 ビル保善グループ 南区 区民生活課 平成21年4月1日～ 

    平成26年3月31日 

22 浜松市新橋体育センター ビル保善グループ 南区 区民生活課 平成21年4月1日～ 

    平成26年3月31日 

23 浜松市大塚グラウンド ビル保善グループ 南区 区民生活課 平成21年4月1日～ 

    平成26年3月31日 

24 浜松市三ヶ日B&G海洋 

センター 

三幸（株） 北区  

まちづくり推進課 

平成25年4月1日～

平成30年3月31日 

25 御馬ヶ池緑地 （財）浜松市体育協会グループ 浜北区  

まちづくり推進課 

平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

26 天竜川運動公園 （財）浜松市体育協会グループ 浜北区  

まちづくり推進課 

平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

27 天竜川大平運動公園 （財）浜松市体育協会グループ 浜北区  

まちづくり推進課 

平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

28 浜松市高薗ゲートボール場 （財）浜松市体育協会グループ 浜北区  

まちづくり推進課 

平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

29 浜松市浜北温水プール （財）浜松市体育協会グループ 浜北区  

まちづくり推進課 

平成22年4月1日～

平成27年3月31日 

30 浜松市浜北小林グラウンド （財）浜松市体育協会グループ 浜北区  

まちづくり推進課 

平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

31 浜松市浜北総合体育館 （財）浜松市体育協会グループ 浜北区  

まちづくり推進課 

平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

32 浜松市浜北体育館 （財）浜松市体育協会グループ 浜北区  

まちづくり推進課 

平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

33 浜松市浜北武道館 （財）浜松市体育協会グループ 浜北区  

まちづくり推進課 

平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

34 浜松市浜北平口サッカー場 （財）浜松市体育協会グループ 浜北区  

まちづくり推進課 

平成25年4月1日～

平成26年3月31日 
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35 明神池運動公園 （財）浜松市体育協会グループ 浜北区  

まちづくり推進課 

平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

36 梔池緑地 （財）浜松市体育協会グループ 浜北区  

まちづくり推進課 

平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

37 船明ダム運動公園 （財）浜松市体育協会 天竜区  

まちづくり推進課 

平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

38 浜松市水窪オートキャンプ場 水窪オートキャンプ場 

管理運営組合 

天竜区  

まちづくり推進課 

平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

39 浜松市水窪総合体育館 （財）浜松市体育協会 天竜区  

まちづくり推進課 

平成23年4月1日～

平成28年3月31日 

40 浜松市天竜B＆G海洋センター スポーツプラザ報徳グループ 天竜区  

まちづくり推進課 

平成22年4月1日～

平成27年3月31日 

41 浜松市天竜ボート場 （財）浜松市体育協会 天竜区  

まちづくり推進課 

平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

42 浜松市天竜弓道場 （財）浜松市体育協会 天竜区  

まちづくり推進課 

平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

43 浜松市天竜体育館 （財）浜松市体育協会 天竜区  

まちづくり推進課 

平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

44 浜松市天竜庭球場 （財）浜松市体育協会 天竜区  

まちづくり推進課 

平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

45 浜松市天竜武道館 （財）浜松市体育協会 天竜区  

まちづくり推進課 

平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

46 浜松市天竜障害者体育館 （福）天竜厚生会 天竜区 社会福祉課 平成21年4月1日～ 

    平成26年3月31日 

     

文化施設（19施設）    

番号 施設名 指定管理者 所管課 指定期間 

47 アクトシティ浜松 （公財）浜松市文化振興財団 文化政策課 平成23年4月1日～

平成26年3月31日 

48 浜松市楽器博物館 （公財）浜松市文化振興財団 文化政策課 平成23年4月1日～

平成26年3月31日 

49 浜松市旧浜松銀行協会 （公財）浜松市文化振興財団 文化政策課 平成23年4月1日～

平成28年3月31日 

50 浜松市茶室（松韻亭） （株）虹設計事務所グループ 文化政策課 平成23年4月1日～

平成28年3月31日 

51 浜松文芸館 （公財）浜松市文化振興財団 文化政策課 平成23年4月1日～

平成26年3月31日 
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52 浜松市立賀茂真淵記念館 （一社）浜松史蹟調査顕彰会 文化財課 平成23年4月1日～

平成28年3月31日 

53 浜松市立西図書館 （株）図書館流通センター 中央図書館 平成24年4月1日～ 

    平成29年3月31日 

54 浜松市立積志図書館 （株）図書館流通センター 中央図書館 平成24年4月1日～ 

    平成29年3月31日 

55 浜松市立中央図書館駅前分室 （株）図書館流通センター 中央図書館 平成22年4月1日～

平成27年3月31日 

56 浜松市立東図書館 （株）図書館流通センター 中央図書館 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

57 浜松市立南図書館 （株）図書館流通センター 中央図書館 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

58 浜松市立南陽図書館 （株）図書館流通センター 中央図書館 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

59 浜松市立浜北図書館 遠鉄アシスト（株） 中央図書館 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

60 浜松市立北図書館 （株）図書館流通センター 中央図書館 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

61 浜松市立流通元町図書館 （株）図書館流通センター 中央図書館 平成23年1月6日～ 

    平成27年3月31日 

62 奥浜名湖田園空間博物館 

総合案内所 

（株）ヤタロー 北部農林事務所 平成22年4月1日～

平成27年3月31日 

63 浜松復興記念館 （公財）浜松市文化振興財団 中区  

まちづくり推進課 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

64 浜松市浜北文化センター （公財）浜松市文化振興財団 浜北区  

まちづくり推進課 

平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

65 浜松市天竜壬生ホール 浜松市文化振興財団・日本

シアタサービス共同事業体 

天竜区  

まちづくり推進課 

平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

     

社会教育施設（12施設）    

番号 施設名 指定管理者 所管課 指定期間 

66 浜松科学館 （公財）浜松市文化振興財団 生涯学習課 平成23年4月1日～

平成28年3月31日 

67 浜松市男女共同参画推進 

センター 

特定非営利活動法人 

浜松男女共同参画推進協会 

ユニ・男女課 平成24年4月1日～

平成25年10月31日 

68 浜松市立青少年の家 遠鉄アシスト（株） 次世代育成課 平成23年4月1日～ 

    平成26年3月31日 
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69 浜松市かわな野外活動 

センター 

（財）浜松市体育協会 指導課 平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

70 浜松市教育文化会館 

（はまホール） 

（公財）浜松市文化振興財団 中区  

まちづくり推進課 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

71 浜松市立中部協働センター （公財）浜松市文化振興財団 中区  

まちづくり推進課 

平成25年4月1日～

平成26年3月31日 

72 浜松市文化コミュニティ 

センター 

（公財）浜松市文化振興財団 中区  

まちづくり推進課 

平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

73 浜松市雄踏文化センター 東海ビル管理グループ 西区  

まちづくり推進課 

平成23年4月1日～

平成28年3月31日 

74 浜松市みをつくし文化 

センター 

東海ビル管理（株） 北区  

まちづくり推進課 

平成23年4月1日～

平成26年3月31日 

75 浜松市なゆた・浜北 （株）なゆた浜北・ 

日本管財（株）グループ 

浜北区  

まちづくり推進課 

平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

76 浜松市森岡の家 （公財）浜松市文化振興財団 浜北区  

まちづくり推進課 

平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

77 浜松市立天竜自然体験 

センター湖畔の家 

（株）杉の里 天竜区  

まちづくり推進課 

平成23年4月1日～

平成28年3月31日 

     

福祉施設（29施設）    

番号 施設名 指定管理者 所管課 指定期間 

78 浜松こども館 （公財）浜松市文化振興財団 次世代育成課 平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

79 浜松市子育て情報センター 特定非営利活動法人はままつ 

子育てネットワークぴっぴ 

子育て支援課 平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

80 浜松市サンライフ浜北 （株）ヤタロー 産業総務課 平成24年4月1日～ 

    平成26年3月31日 

81 浜松市福祉交流センター （福）浜松市社会福祉協議

会グループ 

福祉総務課 平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

82 浜松市発達医療総合福祉 

センター 

（福）浜松市社会福祉事業団 障害保健福祉課 平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

83 浜松市老人福祉センター 

いたや 

（福）浜松市社会福祉協議会 中区 長寿保険課 平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

84 浜松市老人福祉センター 

竜西荘 

（福）浜松市社会福祉協議会 東区 長寿保険課 平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

85 浜松市舞阪シニアプラザ 

陽だまり 

（福）浜松市社会福祉協議会 西区 長寿保険課 平成21年4月1日～

平成26年3月31日 
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86 浜松市立軽費老人ホーム 

佐鳴荘 

（福）三幸会 西区 長寿保険課 平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

87 浜松市立西山園 （福）三幸会 西区 社会福祉課 平成21年4月1日～ 

    平成26年3月31日 

88 浜松市立入野園 （福）三幸会 西区 社会福祉課 平成21年4月1日～ 

    平成26年3月31日 

89 浜松市老人福祉センター 

湖東荘 

（福）浜松市社会福祉協議会 西区 長寿保険課 平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

90 浜松市老人福祉センター 

湖南荘 

（福）浜松市社会福祉協議会 西区 長寿保険課 平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

91 浜松市老人福祉センター 

可美荘 

（福）浜松市社会福祉協議会 南区 長寿保険課 平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

92 浜松市老人福祉センター 

江之島荘 

（福）浜松市社会福祉協議会 南区 長寿保険課 平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

93 浜松市老人福祉センター 

青龍荘 

（福）浜松市社会福祉協議会 南区 長寿保険課 平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

94 浜松市根洗学園 （福）ひかりの園 北区 社会福祉課 平成21年4月1日～ 

    平成26年3月31日 

95 浜松市三ヶ日児童館 （福）浜松市社会福祉協議会 北区 社会福祉課 平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

96 浜松市三ヶ日総合福祉 

センター 

（福）浜松市社会福祉協議会 北区 社会福祉課 平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

97 浜松市老人福祉センター 

萩原荘 

（福）浜松市社会福祉協議会 北区 長寿保険課 平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

98 浜松市細江介護予防センター （福）浜松市社会福祉協議会 北区 長寿保険課 平成23年4月1日～

平成28年3月31日 

99 浜松市浜北社会福祉会館 （株）ヤタロー 浜北区 社会福祉課 平成21年4月1日～ 

    平成26年3月31日 

100 浜松市浜北障害者生活介護

施設光の園 

（福）浜松市社会福祉協議会 浜北区 社会福祉課 平成24年4月1日～

平成29年3月31日 

101 浜松市浜北高齢者ふれあい

福祉センター 

（株）ヤタロー 浜北区 長寿保険課 平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

102 浜松市浜北生きがい 

デイサービスセンター 

（福）浜松市社会福祉協議会 浜北区 長寿保険課 平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

103 浜松市佐久間ヘルストピア

センター 

（福）浜松市社会福祉協議会 天竜区 社会福祉課 平成21年4月1日～

平成26年3月31日 
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104 浜松市春野福祉センター （福）浜松市社会福祉協議会 天竜区 社会福祉課 平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

105 浜松市天竜老人憩の家 

せきれい荘 

（福）浜松市社会福祉協議会 天竜区 長寿保険課 平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

106 浜松市天竜老人憩の家 

やまゆり荘 

（福）浜松市社会福祉協議会 天竜区 長寿保険課 平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

     

医療・保健施設（2施設）    

番号 施設名 指定管理者 所管課 指定期間 

107 浜松医療センター （公財）浜松市医療公社 病院管理課 平成23年4月1日～ 

    平成28年3月31日 

108 浜松市リハビリテーション

病院 

（福）聖隷福祉事業団 病院管理課 平成25年4月1日～

平成26年3月31日 

     

公園（19施設）    

番号 施設名 指定管理者 所管課 指定期間 

109 フルーツパーク （株）時之栖 農林水産政策課 平成25年4月1日～ 

    平成28年3月31日 

110 舘山寺総合公園 

（動物園、フラワーパーク） 

（公財）浜松市花みどり 

振興財団 

緑政課 平成25年4月1日～

平成28年3月31日 

111 緑化推進センター （一財）浜松公園緑地協会 緑政課 平成21年4月1日～ 

    平成26年3月31日 

112 ゆたか緑地 東海ビル管理（株） 公園課 平成22年4月1日～ 

    平成27年3月31日 

113 安間川公園 東海ビル管理（株） 公園課 平成22年4月1日～ 

    平成27年3月31日 

114 引佐総合公園 （一財）浜松公園緑地協会 公園課 平成22年4月1日～ 

    平成27年3月31日 

115 都田総合公園 （一財）浜松公園緑地協会 公園課 平成22年4月1日～ 

    平成27年3月31日 

116 和地山公園 （一財）浜松公園緑地協会 公園課 平成22年4月1日～ 

    平成27年3月31日 

117 高丘公園 （一財）浜松公園緑地協会 公園課 平成22年4月1日～ 

    平成27年3月31日 

118 船越公園 （一財）浜松公園緑地協会 公園課 平成22年4月1日～ 

    平成27年3月31日 

     



第３ 浜松市における指定管理者制度 

28 
 

119 相生公園 （一財）浜松公園緑地協会 公園課 平成22年4月1日～ 

    平成27年3月31日 

120 佐鳴湖公園 （一財）浜松公園緑地協会 公園課 平成22年4月1日～ 

    平成27年3月31日 

121 中瀬南部緑地 （一財）浜松公園緑地協会 公園課 平成21年4月1日～ 

    平成26年3月31日 

122 浜松市中瀬南部緑地会館 （一財）浜松公園緑地協会 公園課 平成21年4月1日～ 

    平成26年3月31日 

123 美薗中央公園 （一財）浜松公園緑地協会 公園課 平成21年4月1日～ 

    平成26年3月31日 

124 浜松市春野ふれあい公園 （一財）浜松公園緑地協会 公園課 平成21年4月1日～ 

    平成26年3月31日 

125 雄踏総合公園 東海ビル管理（株） 公園課 平成21年4月1日～ 

    平成26年3月31日 

126 浜松市弁天島海浜公園 舞阪町観光協会 西区  

まちづくり推進課 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

127 万葉の森公園 （一財）浜松公園緑地協会 浜北区  

まちづくり推進課 

平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

     

駐車場（5施設）    

番号 施設名 指定管理者 所管課 指定期間 

128 浜松市ザザシティ駐車場 浜松まちづくり公社・ 

遠鉄アシスト共同事業体 

交通政策課 平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

129 浜松市駅北駐車場 浜松まちづくり公社・ 

遠鉄アシスト共同事業体 

交通政策課 平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

130 浜松市新川南駐車場 浜松まちづくり公社・ 

遠鉄アシスト共同事業体 

交通政策課 平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

131 浜松市新川北駐車場 浜松まちづくり公社・ 

遠鉄アシスト共同事業体 

交通政策課 平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

132 浜松市観光バス公共駐車場 遠鉄アシスト（株） 中区  

まちづくり推進課 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 
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観光施設（9施設）    

番号 施設名 指定管理者 所管課 指定期間 

133 浜松市渚園 東海ビル管理（株） 西区  

まちづくり推進課 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

134 浜松まつり会館 えんてつグループ 南区 区振興課 平成24年4月1日～ 

    平成29年3月31日 

135 浜松市気賀関所 遠鉄アシスト（株） 北区  

まちづくり推進課 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

136 浜松市国民宿舎奥浜名湖 （株）ヤタロー・ 

（株）東急コミュニティー･

（株）共同 グループ 

北区  

まちづくり推進課 

平成23年4月1日～

平成28年3月31日 

137 浜松市浜北温泉施設 

あらたまの湯 

HAグループ 浜北区  

まちづくり推進課 

平成22年4月1日～

平成27年3月31日 

138 浜松市さくま自然休養村 

運動広場 

清流荘運営組合 天竜区  

まちづくり推進課 

平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

139 浜松市さくま自然休養村 

清流荘 

清流荘運営組合 天竜区  

まちづくり推進課 

平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

140 浜松市天竜花桃の里 （株）花桃の里 天竜区  

まちづくり推進課 

平成23年1月1日～

平成26年3月31日 

141 浜松市天竜相津マリーナ （有）天龍遊船 天竜区  

まちづくり推進課 

平成21年4月1日～

平成26年3月31日 

     

その他（129施設）    

番号 施設名 指定管理者 所管課 指定期間 

142 浜松市三方原墓園 東海ビル管理（株） 市民生活課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

143 浜松市細江高台墓地 東海ビル管理（株） 市民生活課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

144 浜松市船明墓地 東海ビル管理（株） 市民生活課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

145 浜松市中沢墓園 東海ビル管理（株） 市民生活課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

146 浜松市納骨堂 東海ビル管理（株） 市民生活課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

147 浜松市舞阪吹上墓地 東海ビル管理（株） 市民生活課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 
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148 浜松市雄踏墓地 

（1号区及び2号区） 

東海ビル管理（株） 市民生活課 平成25年4月1日～

平成30年3月31日 

149 浜松市雄踏墓地（3号区） 東海ビル管理（株） 市民生活課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

150 浜松市浜松斎場 浜松・浜北・雄踏斎場 

サークルライン 

市民生活課 平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

151 浜松市浜北斎場 浜松・浜北・雄踏斎場 

サークルライン 

市民生活課 平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

152 浜松市雄踏斎場 浜松・浜北・雄踏斎場 

サークルライン 

市民生活課 平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

153 浜松市市民協働センター 浜松市民協働サポート 

グループ 

市民協働・地域政策課 平成24年4月1日～

平成29年3月31日 

154 浜松市勤労会館 浜松市勤労福祉協会・日本

シアタサービス共同事業体 

産業総務課 平成24年4月1日～

平成29年3月31日 

155 浜松市立勤労青少年ホーム 日本環境マネジメント（株） 産業総務課 平成22年4月1日～ 

    平成27年3月31日 

156 浜松市立浜北勤労青少年 

ホーム 

日本環境マネジメント（株） 産業総務課 平成22年4月1日～

平成27年3月31日 

157 浜松市ギャラリーモール 浜松まちなかマネジメント

（株） 

産業振興課 平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

158 浜松市総合産業展示館 ヤタロー・共同グループ 産業振興課 平成24年4月1日～ 

    平成27年3月31日 

159 浜松市農村環境改善センター 浜松SK・NKグループ 

代表（株）ヤタロー 

農林業振興課 平成25年4月1日～

平成28年3月31日 

160 浜松市林業研修施設田楽の里 田楽の里管理運営組合 天竜農林事務所 平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

161 イーステージ浜松団地 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

162 葵西四丁目団地 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

163 葵西二丁目団地 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

164 遠州浜団地 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

165 笠井新田団地 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 
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166 湖東団地 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

167 高丘団地 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

168 今切団地 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

169 佐鳴湖西団地 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

170 鷺の宮団地 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

171 山崎団地 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

172 鹿谷(亀山)団地 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

173 鹿谷(市立東)団地 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

174 鹿谷(真向坂)団地 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

175 篠原団地 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

176 住吉一丁目団地 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

177 住吉二丁目団地 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

178 小沢渡団地 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

179 松城団地 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

180 西山団地 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

181 第1吹上団地 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

182 第2吹上団地 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

183 第2浜表団地 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 
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184 第3吹上団地 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

185 中田島団地 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

186 田端団地 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

187 東伊場団地 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

188 瞳ヶ丘団地 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

189 萩丘団地 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

190 飯田団地 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

191 法枝団地 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

192 蓬莱園団地 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

193 北島団地 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

194 有玉台団地 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

195 領家団地 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

196 和合(C1)団地 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

197 和合(馬生)団地 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

198 蜆塚団地 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

199 富塚(CB)団地 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

200 富塚(向平)団地 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

201 富吉団地 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 
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202 富吉団地（作業場） 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

203 富吉団地（店舗） 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

204 遠州浜団地（福祉住宅） 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

205 湖東団地（福祉住宅） 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

206 新橋団地（福祉住宅） 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

207 高丘団地（再開発住宅） 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

208 遠州浜団地（シルバー住宅） 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

209 葵西四丁目団地 

（老人ペア住宅） 

大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～

平成30年3月31日 

210 葵西二丁目団地 

（老人ペア住宅） 

大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～

平成30年3月31日 

211 高丘団地（老人ペア住宅） 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

212 萩丘団地（心身障害者住宅） 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

213 中田島団地 

（心身障害者住宅） 

大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～

平成30年3月31日 

214 遠州浜団地 

（心身障害者住宅） 

大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～

平成30年3月31日 

215 イーステージ浜松団地 

（特定公共賃貸住宅） 

大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～

平成30年3月31日 

216 遠州浜団地 

（特定公共賃貸住宅） 

大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～

平成30年3月31日 

217 有玉台団地 

（特定公共賃貸住宅） 

大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～

平成30年3月31日 

218 春日団地（小集落住宅） 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 

219 花川団地（小集落住宅） 大成有楽不動産株式会社 住宅課 平成25年4月1日～ 

    平成30年3月31日 
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220 つつじヶ丘団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

221 愛宕団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

222 伊平団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

223 井伊谷団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

224 芋堀団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

225 浦川団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

226 雲折団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

227 於呂団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

228 下小林団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

229 下平山団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

230 河内災害住宅 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

231 皆原団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

232 気田団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

233 宮口団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

234 金指団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

235 熊切団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

236 刑部団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

237 戸倉団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 
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238 湖東北団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

239 高畑団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

240 根堅団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

241 佐久間災害住宅 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

242 坂田団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

243 山香団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

244 若身団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

245 渋川団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

246 初生団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

247 小深田団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

248 小野団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

249 新堀団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

250 神妻団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

251 水窪団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

252 西四村団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

253 川合団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

254 大原団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

255 大谷団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 
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256 大苗代団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

257 天神団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

258 田組西団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

259 渡ケ島団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

260 半場団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

261 平沢団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

262 平木団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

263 法師軒団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

264 豊岡団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

265 摩訶耶団地 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

266 平沢団地(市単住宅） 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

267 戸倉団地(定住促進住宅） 浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

268 戸倉団地 

(特定公共賃貸住宅） 

浜松まちづくり公社・林工住

宅・遠鉄アシスト共同事業体 

住宅課 

(北部住宅管理事務所） 

平成24年4月1日～

平成27年3月31日 

269 浜松市細江農業就業改善 

センター 

東海ビル管理（株） 北区  

まちづくり推進課 

平成23年4月1日～

平成26年3月31日 

270 浜松市春野美しい森林 

むらづくりモデル施設 

（株）エス・ビー・エム、

（株）セリオ（共同事業体） 

天竜区 区振興課 平成24年4月1日～

平成29年3月31日 
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この内、平成 25 年 4 月 1 日現在の非公募施設とその理由は次のとおり公表されている。 

 

番

号 
非公募理由 施設数 主な施設 

1 

コミュニテイ施設その他の地域に密着

した公の施設で、当該地域住民に管理さ

せる必要性が大きいもの 

0  

2 

市の政策を担い得ると認める者が市の

重要施策を推進するための公の施設（市

が同等の施設として複数設置するもの

を除く。） 

5 

アクトシティ浜松、浜松市楽器博物

館、浜松市発達医療総合福祉センタ

ー、浜松医療センター、浜松市リハ

ビリテーション病院 

3 
PFI 事業により管理運営を行う施設で、

事業者が既に決定しているもの 
1 古橋廣之進記念浜松市総合水泳場 

4 
その他、市長が公募を行わないことにつ

いて、特別な理由があると認める施設 
4 

浜松市天竜花桃の里、浜松市浜北平

口サッカー場、江之島アーチェリー

場、舘山寺総合公園（動物園、フラ

ワーパーク） 

             非公募施設合計 10   

 

※上記 4 の特別な理由についての市の説明は次のとおりである。 
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№ 施設名 非公募理由 
1 天竜花桃の里  指定管理者である花桃の里地域振興組合が指定期間

中に株式会社花桃の里へ法人化したことに伴い、指定

期間の残余期間について非公募にて指定した。 
2 浜北平口サッカー場  平口サッカー場は、浜北総合体育館（指定期間平成

24 年 4 月～平成 26 年 3 月）と一体的な整備計画のも

と建設されていることから、その管理も浜北総合体育

館と同一の指定管理者が一体的に行うことが効率的で

あり、多くのメリットが期待できるため１年間に限り

非公募とした。 

 平成 26年度からは同一グループとして公募した。 
3 江之島アーチェリー

場 
 可美公園外 4 施設（指定期間平成 21 年 4 月～平成

26 年 3 月）と同一の指定管理者が一体的に行うことが

効率的であり、種々の施設が連携し、スポーツ振興を

図ることが期待できるため１年間に限り非公募とし

た。 

 平成 26年度からは同一グループとして公募した。 

4 舘山寺総合公園 
（動物園、ﾌﾗﾜｰﾊﾟｰｸ） 

 動物園とフラワーパークを一体的に捉え、経営の健

全化を図るとともに、市民の憩いの場として魅力ある

顧客満足度の高い公園を目ざすため、平成 24年度末ま

でに、財団法人浜松フラワー・フルーツパーク公社が

保有する建物や構築物などの資産を市へ移管し、フラ

ワーパークを公の施設とし、平成 25年 4月より舘山寺

総合公園に指定管理者制度を導入した。 

また、指定管理業務範囲は、フラワーパークと動物

園（飼育展示業務を除く）の管理運営業務とし、一体

的な管理による運営の効率化を図る中で再生を目指

す。 

このため、舘山寺総合公園の指定管理者の指定につ

いては、浜松市都市公園条例を改正し、平成 25年 4 月

1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの間に管理を行わせ

る場合に限り、あらかじめ、フラワーパークの管理に

ついて十分な知識及び経験を有し、かつ、舘山寺総合

公園を一体的かつ効率性を確保した適切な管理を行う

ことができると認める者を選定するものとした。 
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また、指定管理者制度を導入しなかった理由及び施設数は次のとおりである。 

 

番

号 
非導入理由 施設数 主な施設 

1 
地域住民の方が利用することを目的に設

置された小規模施設 
172 

コミュニティ防災センター、農林集

会施設 

2 
市が直接管理することが施設の効用を図

る上で望ましい施設 
50 簡易水道、診療所、上下水道 

3 
市が直接実施すべき業務と一体として管

理している施設 
49 協働センター 

4 
導入することによる財政的効果が望めな

い施設 
46 駐輪場 

5 
その他、市長が市が直接管理することが必

要と認める施設 
73 博物館、美術館 

             非導入施設合計 390   

 

 

３ 市の外郭団体と指定管理者 

 

   「浜松市外郭団体の設立及び運営に対する関与の基本方針」第 2 条第 1 号では、

外郭団体とは、市組織の外部にあって、市がその設立に主体的に関わり、市の事務

を代行し、又は市との連携により市の事務に関連する事項を行う団体であって、①

市が行う資本金又は基本財産の出資又は出損の割合が 25％以上である団体、②市が

負担金、補助金(助成金、利子補給その他これに類するものも含む。）、委託料（随意

契約に係るものに限る。）その他これらに類するものを合計で年間１千万円以上支出

している団体のいずれかに該当するものとして別表に掲げるものをいうと規定して

いる。ここで別表に掲げるものとは、次頁の外郭団体所管一覧に記載されている 15

団体である。 

   浜松市の外郭団体と指定管理者となっている施設数等を表わしたのが次頁の表で

ある。平成 25 年 4 月現在指定管理者制度導入 270 施設のうち 116 施設で外郭団体が

指定管理者となっておりその比率は高い。 
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   公益財団法人浜松市文化振興財団は、アクトシティ浜松、浜松市楽器博物館、浜

松科学館、浜松市教育文化会館（はまホール）、浜松市中部協働センター・文化コミ

ュニティセンター（クリエート浜松）、浜北文化センター等、主に文化施設の指定管

理者となっている。 

   財団法人浜松市体育協会は、浜松アリーナ、四ツ池公園、浜松市武道館、浜北総

合体育館、天竜ボート場等、主にスポーツ・レクリエーション施設の指定管理者と

なっている。 

外郭団体所管一覧（平成25年4月1日）指定管理者の状況

団　体　名
指定管理
施設数

指定管理
募集単位数

1 公益財団法人 浜松国際交流協会

2 地方公社 浜松市土地開発公社

3 公益財団法人 浜松市文化振興財団 13 9

4 財団法人 浜松市体育協会 26 8

5 社会福祉法人 浜松市社会福祉協議会 19 12

6 公益社団法人 浜松市シルバー人材センター

7 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団 1 1

8 公益財団法人 浜松市医療公社 1 1

9 一般財団法人 浜松市清掃公社

10 公益財団法人 浜松地域イノベーション推進機構

11 公益財団法人 浜松観光コンベンションビューロー

12 公益財団法人 浜松市勤労福祉協会 1 1

13 公益財団法人 浜松市花みどり振興財団 1 1

14 一般財団法人 浜松まちづくり公社 53 2

15 株式会社 なゆた浜北 1 1

116 36合計

№ 組織形態

外郭団体
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   社会福祉法人浜松市社会福祉協議会は、浜松市福祉交流センター、浜松市老人福

祉センターいたや等の福祉施設の指定管理者となっている。 

   公益財団法人浜松市医療公社は、浜松医療センターの指定管理者となっている。 

   公益財団法人浜松市勤労福祉協会は、浜松市勤労会館（U ホール）の指定管理者と

なっている。 

   公益財団法人浜松市花みどり振興財団は、舘山寺総合公園（動物園・フラワーパ

ーク）の指定管理者となっている。 

   一般財団法人浜松まちづくり公社は、市営駐車場や市営住宅団地の指定管理者と

なっている。 

   株式会社なゆた浜北は、浜松市なゆた・浜北の指定管理者となっている。 

 
 
４ 指定管理者制度の運用 
 
（１）全体の流れ 

   浜松市では基本指針を受け、浜松市指定管理者による公の施設の管理に関する条

例、同条例施行規則、浜松市教育委員会の所管に属する公の施設の指定管理者によ

る管理に関する規則を制定している。そして、実施についての標準的な取扱事項等

を「指定管理者制度の実施に関するマニュアル」として策定している。平成 25 年 5

月 1日改定された現行のマニュアルに示された標準的な流れは次頁のとおりである。 
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「指定管理者制度新規導入、更新等の流れ」（条例改正あり、標準スケジュール）

※条例改正が必要な場合（新規導入、非公募 ⇔公募、使用料⇒利用料金など）

所管部長 議会 財務部長
２月 ・条例改正案作成

３月 ・条例改正案を政策法務課に提出
　（施設所管課）

４月 ・選定基準等（募集要項、協定書、仕様書、
　選定基準）の作成（中旬から下旬）
・財政課へ指定管理料積算資料提出

・公募予定施設を公表
　（ＨＰ）
・指定管理料積算資料受理
（財政課）

５月 ・指定管理者から事業報告書（20号様式）の
　提出（新規導入施設は除く）
・指定管理業務チェックリスト(21号様式）に
  よる確認
・所管課による評価実施（22,25号様式）

・非公募理由の公表
　（ＨＰ）

６月 ・指定管理料上限額設定（上旬）

・選定会議開催（事後評価・選定基準等　中旬
から下旬開催）

・制度の導入等に関する報告
（1号様式）（対象施設）
・事業報告書（20号様式）の提出

・指定管理料上限額決定（財
政課）
・公募施設を広報はままつに
掲載
・事後評価結果をＨＰで公表

７月 ・募集要項等（2号様式）をＨＰへ掲載
（公募期間は４５日以上　上旬から中旬開始）
                   ・応募者説明会

８月

・選定会議開催（候補者選定　８月下旬から９
月中旬開催）

９月 ・候補者選定通知書送付（7号様式）
・候補者選定結果通知書送付（8号様式）
・選定結果（9号様式）

・債務負担行為手続き
・仮協定書締結

・選定結果受理（9号様式）

10月 ・庁議（指定に係る議案）
・指定に係る議案、説明資料作成
　（9号、10号様式）

・選定結果受理
　（9号、10号様式）

11月 ・選定結果（9号，10号様式）50部を議会事務局
へ送付

12月

１月 ・指定管理者指定の告示(11号様式）
・選定結果のＨＰへの公表（9号様式）
・指定の通知（12号様式）
・基本協定(15号様式）

２月

３月 ・年度協定（16号様式）締結

議会審議
議 決

資産経営課と協議により、指定議案を２月議会とすることも可能。

公
募

条例制定・改正

債務負担行為・指定の議決

通 知

通 知

議会審議
議 決

資料提出

報 告
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 なお、非公募の場合も選定会議の審査により選定を行うことになっている。 

  

 
 
○募集要項での公募スケジュール（例） 

平成○○年７月５日～平成○○年８月２１日 募集要項配布 
平成○○年７月５日～平成○○年７月１１日 応募予定者説明会参加申込受付期間 
平成○○年７月５日～平成○○年７月２２日 質問受付期間 
平成○○年７月１２日           応募予定者説明会 
平成○○年７月２９日           質問回答 
平成○○年７月５日～平成○○年８月２１日 申請受付期間 
平成○○年９月上旬            書類審査及びヒアリング 
 

 

 

 

募集要項配布
（市ＨＰ掲載）

質問受付
応募予定者説明会参
加申込受付

7日程度

応募者予定者説明会

質問締切

質問回答

募集要項配布から申請締切までが
４５日以上とする。

提案作成に十分な期
間をとること

選定会議（書類審査・ヒアリング）

申請締切

公募スケジュールの目安
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（２）選定基準 

   指定管理者の募集に当たっては、公募仕様書、協定書（案）を添付した募集要項

が公表されるが、その中に選定基準が含まれる。平成 25年度版マニュアル（様式集）

では、この選定基準が改訂されているので、平成 25 年度版と平成 24 年度版のマニ

ュアル上の様式例を次頁以下に示す。 

   基本指針第 9 条第 1 項では、選定基準として次の 5 項目を列挙しており、選定基

準の評価項目の中で必ず評価することになっている。 

  ① 住民の平等利用の確保が図られること 

  ② 施設の効用が発揮されるものであること 

  ③ 管理経費の縮減につながるものであること 

  ④ 施設の運営方針及び業績目標が明確なものであること 

  ⑤ 指定管理者が管理を安定して行う物的・人的・財政的能力があること 

   また、基本指針第 9 条第 2 項では任意的な選定基準の事項として次の 4 項目を列

挙している。 

  ① 利用者アンケート等によるニーズを反映させる事業に係る事項 

  ② 施設の効果的な広報に係る項目や各種施策との連携に係る事項 

  ③ ボランティアや NPO との協働に係る事項 

  ④ その他指定管理者の申請者間の公平性を損なわない範囲において必要な事項 

   そのほかマニュアルでは、自主事業に対する評価として「本来業務はもとより、

自主事業についても、民間のノウハウを 大限に発揮することにより、直接的に市

民サービスの向上につながるものであることから、積極的な提案を促すため、選定

時における自主事業について適切な評価を実施してください。」と説明している。 

   さらに、選定の経過及び結果は公表され、非公募施設についても同様である。 
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平成 25 年度版 

 

 

 

 

別表「選定基準の例」

配点 得点

1 施設運営管理方針に関する項目（合格点○○点以上）

(1) 施設の性格や目的の理解

(2) 施設への効用が発揮されるものであること

２

(1) 事業の具体的取組み方（機能性）

(2) 施設の管理体制・運営職員の配置（責任性・実行性）

(3) 適正な管理・経理（明瞭性・規律性）

(4) 安全管理・緊急時への対応（安全性）

(5) 市民サービスの向上・自主事業（独創性）

(6) 環境・障がい者等への配慮（社会貢献）

(7) 平等利用（平等性）

３ 指定管理者に関する項目（合格点○○点以上）

(1) 団体の物的・財政的能力（経営の健全性）

(2) 施設の運営実績（団体の能力）

(3) 団体の地域貢献（地域の活性化）

(4) 浜松市内に主な事業活動の拠点を置くこと

４

(1) 収支計画の妥当性　(合格点○○点以上）

(2)
  　上限額　－　提案額
　  上限額　－　下限額

100

小　計

評価項目

選定条件

１　評価項目１、２、３の各小計及び４（１）において、配点の６割以上（合格点）であること

２　１の条件を満たす者のうち、合計点が も高い者を優先交渉権者（候補者）とする。

　※４（２）の評価点は、配点を上限とする。

合　　計

指定管理料に関する項目

小　計

小　計

事業提案（計画）に関する項目（合格点○○点以上）

小　計

標準点８点
（５～１０点を目安）

標準点３７点
（２０～４５点を目安）

標準点１５点
（10～20点を目安）

標準点１０点

標準点３０点
(２０～４０点)× 配点
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平成 24 年度版 

 

別表　「選定基準の例」 

配点 得点

1 施設運営管理に関する項目

（１）運営管理について

① 施設の管理責任者及び管理体制の明確化

② 施設の管理運営職員の配置

③ 平等利用

④ 緊急時の迅速な対応

⑤ 施設・設備の維持管理計画

（２）管理運営経費について

① 指定管理料の妥当性

② 収支計画の妥当性

③ 経費削減

（３）事業提案について

① 施設の効用が発揮されるものであること

② 施設運営方針及び業務目標が明確なものであること

③ 自主事業の提案内容

④ 市の施策との連携

⑤ 市民要望の実現

⑥ 市民サービス向上策

2 指定管理者に関する項目

（１）団体の状況について

① 指定管理者が管理を安定して行う物的・人的・財政的能力があること

② 施設の運営実績・能力

（２）地域貢献について

① 地域実情を理解

② 地域との連携

③ 浜松市内に主な事業活動の拠点を置くこと

④ 地域の活性化

100

配点について

大項目の「１施設運営管理に関する項目」は６０点程度、　

　　　　「２指定管理者に関する項目」は４０点程度とする。

中項目の１（１）運営管理について、（２）管理運営経費について、（３）事業提案について

　　　　２（１）団体の状況について、（２）地域貢献について

　　　　各々２０点を目安とする。

合　　計

評価項目

小　　計

小　　計

計

計

計

計

計

施設運営管理
に関する項目の
配点は、６０点
程度とする。

指定管理者に
関する項目の
配点は、４０点
程度とする。

２０点を目安とする

２０点を目安とする

２０点を目安とする

２０点を目安とする

２０点を目安とする
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（３）指定管理者選定会議 
   指定管理者の選定は、指定管理者選定会議において行われる（基本指針第 10条）。

同会議の構成について、平成 25 年度版マニュアルでは、改定され「選定会議は、原

則委員 5 人以上 10 人以内かつ市職員以外の委員（以下「第三者委員」という。）５

割以上をもって組織し、次に掲げる者のうちから所管部長が別に定めるものとしま

す。市職員は、①～④から 2 人、第三者委員は、⑤～⑦から 3 人以上選任するもの

とします。第三者委員を 4 人以上とする場合、市職員を 3 人とすることも可能とし

ます。 

  ① 所管部長 

  ② 担当部長 

  ③ 所管部次長 

  ④ 施設所管課長など(区役所施設担当課長、本庁施設所管課長など） 

  ⑤ 施設の運営等に関して知識経験を有する者（運営面）  

  ⑥ 施設の利用者代表等（利用面） 

  ⑦ 経営状況に関する知識を有する者（経営面）」  

  とされている。 

   平成 24年度版マニュアルでは、上記①～⑦については、同一であるが本文が「選

定会議は、原則 5人以上 10 人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから所管部

長が別に定めるものとします。⑤、⑥、⑦は市職員以外の第三者委員とし、合わせ

て 3 人以上とします。」とされていた。つまり、今期の改定で第三者委員を 5 割以上

とし、客観性を高めた。 

   なお、市の説明では運用自体は、平成 24年 9月 7 日付資産経営課長通知により見

直しを行い、平成 25 年度より本格的に運用しているとのことであった。 

   ところで、平成 25年度版マニュアル本体では上記のとおり改定しているにも拘わ

らず、同年度版マニュアル(様式集）の第 6号様式「○○部 指定管理者選定会議設

置要綱（例）」では、本監査時において従前どおりで改定がなされていなかったので、

これも本体に合わせ改定されるべきである。 

 

（４）指定管理料と利用料金制 

   利用料金制の趣旨については、前記したが、指定管理料については、「市が支払う

べき当該公の施設の管理に要する費用」と規定している（条例第 2 条）。  

   さらに、浜松市の場合、マニュアルで利用料金制度について、次のように説明し

ている。 
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   また、マニュアル（様式集）の第 2 号様式「浜松市○○センター（公の施設名）

指定管理者募集要項（例）」では、「指定管理料」の項に※1 として、「利用料金制を

採用しているので、施設の管理に要する費用と、指定管理者の提案する利用料金見

込み額の差額を指定管理料として支払います。」※２として「施設の管理に要する費

用はすべて利用料金で賄っているので、指定管理料の支払いはありません。」とあり、

「利用料金導入施設の場合は※1又は※2のどちらかを記載してください。」とある。 

 

（５）債務負担行為 

   地方自治法第 214 条で規定する債務負担行為とは、普通地方公共団体が自らの意

思により将来にわたって債務を負担する行為である。基本的には翌会計年度以降の

債務を負担する方法であるが、当該会計年度の歳出予算に含まれていない債務を負

担する場合も含まれるといわれている。債務負担行為は予算で定めておかなければ

ならない。債務負担行為は、契約等で発生する債務の負担を予め設定する、簡単に

言えば予算の先取りしておくことで、現実に支出が必要となった場合は、あらため

て歳出予算に計上しなければならない。 

 マニュアルでは、「指定期間が複数年にわたり、指定管理料の支出がある場合は  

新規導入又は更新時より、債務負担行為を設定する必要があります。債務負担行為

【利用料金制度】 

・利用料金制度は、市が適当と認める場合、「公の施設」の利用に係る料金を、管理者

自らの収入として収受できる制度です(法第 244 条第 8 項)。この制度は、「公の施設」

の管理にあたり指定管理者の自主的な経営努力を発揮しやすくし、また当該団体及び

指定管理者の会計事務の効率化を図るために設けられたものです。 
・原則として利用料金収入と施設管理経費の収支バランスがとれる見込みのある施設に

導入することとしますが、これ以外の施設においても、指定管理者の経営努力を促す

とともに、市が支出する委託費の縮減が図られるように導入を検討するものとしま

す。 
 

・全ての管理経費①のうち利用料金②を除い

た部分を指定管理料③として市が支払う。 
・①≦②の場合は指定管理料の支払はない。 
・①≦（②+③）の場合は、指定管理者の利益

が増大し、ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞとなる。 

・自主事業は、施設利用者の利便向上に資す

る場合に指定管理者の負担により別途行う

ことができる。 
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は、指定議案を議会へ提案する議会（原則 11 月議会）に合わせて設定するものとし

ます。」とされている。 

浜松市では、指定管理者制度導入後、債務負担行為を設定しない取り扱いであっ

たが、前記平成 22 年 12 月 28 日付総務省の助言を受け、同 23 年 11 月 28 日付財政

課長・資産経営課長通知により債務負担行為を設定することとし、平成 22年度募集

の施設（平成 23年度から指定期間が始まる施設）から債務負担行為を設定するよう

になった。マニュアル自体の改定は平成 24年 4月 1 日付で行われた。 
 

（６）自主事業 

   マニュアルでは、「自主事業とは、条例の定めに基づき協定書で決められた業務以

外の業務で指定管理者の提案に基づき、自己の費用と責任により実施する業務です。

自主事業を認める条件は、①当該施設の設置目的に合致していること、②条例に基

づき定められた業務を妨げない範囲で行われること、③指定管理者の責任と費用に

おいて実施するものであることです。基本協定書（第 15 号様式）では、自主事業は

市に事業計画書を提出し、事前に承諾を受けなくてはならないとされています。」な

どと説明されている。また、マニュアルでは、前記のとおり選定時において自主事

業についても適切な評価を実施するよう説明している。 

   指定管理者が市民ニーズを自ら感じ取って自主事業を実施することによって、行

政から課せられた指定事業を実施するだけでは達せられない、新たなミッションを

見い出すことにもなる。また、指定管理者にインセンティブを付与することにもな

るし、施設の稼働率向上にもつながり有意義と考える。したがって、自主事業につ

いては、公募仕様書や協定書・業務仕様書で事細かく規定して指定管理者の自由な

発想を拘束しない方が望ましい。 

 

（７）監視と事後評価 

   指定管理者の提供する市民サービス水準の監視体制として、基本指針では、次の 3

つを規定する（基本指針第 15条）。 

  ① 指定管理者による自己チェック 

  ② 施設所管部長等による監視 

  ③ 指定管理者選定会議による事後評価 

   そして、指定管理者選定会議による評価結果は、当該公の施設への掲示、市ホー

ムページへの掲載その他の方法により公表するものとすると定められている（基本

指針第 16条第 1 項）。 

   こうした監視（モニタリング）の内容は、指定管理者が、関係法令、募集要項、

公募仕様書、事業提案書、協定書、業務仕様書等に基づき、適正に業務を履行して

いるかどうかをチェックし、また、適切な行政サービスを行っているかどうか、利

用者に対してアンケートを実施するなどの方法で確認する。所管部長等による監視

では、経理状況の検査を含む。 


