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○つがる市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年９月30日条例第257号

改正

平成18年３月23日条例第17号

平成22年９月21日条例第25号

つがる市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

（趣旨）

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第244条の

２第３項の規定に基づき、市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定手

続等に関し必要な事項を定めるものとする。

（指定管理者の募集等）

第２条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事

項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体（以下「団体」とい

う。）を公募するものとする。ただし、当該公の施設の管理上緊急その他やむを得ない

事情があるときは、この限りでない。

(１) 公の施設の概要

(２) 申請期間及び申請方法

(３) 応募資格

(４) 選定の基準

(５) 管理の基準及び業務の範囲

(６) 利用料金に関する事項

(７) 指定の期間

(８) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

（指定管理者の指定の申請）

第３条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書

類を添えて、市長に申請しなければならない。

(１) 申請ができる団体の資格を有していることを証する書類

(２) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の指定期間における管理業務の事業

計画書及び収支計画書（以下「事業計画書等」という。）

(３) 団体の経営状況を説明する書類
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(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

２ 申請内容の変更をしようとするとき又は指定を辞退しようとするときは、あらかじめ

市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更をしようとするときはこの限

りでない。

（選定方法及び選定基準）

第４条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号に掲げる基準に照らし

て総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものと

する。

(１) 市民の平等な利用が確保されること。

(２) 事業計画書等の内容が当該公の施設の効用を最大限に発揮するものであるととも

に、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(３) 事業計画書等に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するもので

あること。

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が当該公の施設の性質又は目的に応じて定める

基準を満たしていること。

２ 市長は、前条の規定による申請がなかった場合又は前項に該当するものがなかった場

合においては、市が出資等している法人、公共団体又は公共的団体で前項の基準に該当

するものを指定管理者の候補者として選定することができる。

３ 市長は、指定期間が満了することにより、次期の指定管理者を選定しようとする場合

において、従前の指定管理者が第１項各号に掲げる基準に該当し、かつ、当該施設の設

置の目的を効果的かつ効率的に達成することができると認めるときは、第２条の規定に

かかわらず、当該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。

４ 市長は、前２項の規定により指定管理者の候補者を選定しようとするときは、当該団

体と協議し、前条各号の書類の提出を求め、第１項各号に照らし総合的に判断を行うも

のとする。

（指定管理者の指定）

第５条 市長は、前条の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、法第244条の２

第６項の規定による議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

２ 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示するものとする。

（協定の締結）
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第６条 前条第１項の規定により指定を受けた団体は、当該公の施設の管理に関する協定

を締結しなければならない。

２ 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(１) 指定期間に関する事項

(２) 事業計画に関する事項

(３) 利用料金に関する事項

(４) 事業報告及び業務報告に関する事項

(５) 市が支払うべき管理費用に関する事項

(６) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(７) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(８) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

（事業報告書の作成及び提出）

第７条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内にその管理する公の施設に関する次に掲げ

る事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度

の途中において指定管理者の指定の期間が満了したとき又は法第244条の２第11項の規

定により指定を取り消されたときは、その満了した日又は取り消された日から起算して

60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(１) 管理業務の実施状況及び利用状況

(２) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(３) 管理に係る経費の収支状況

(４) 前３号に掲げるもののほか、管理業務に関し市長が必要と認める書類

（管理業務の報告等）

第８条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、指定管

理者に対し、管理業務及び経理の状況に関し定期に若しくは臨時に報告を求め、実地に

ついて調査し、又は必要な指示をするものとする。

（指定の取消し等）

第９条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰

すべき事由により当該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、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずるこ

とができる。
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２ 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部

の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負

わない。

３ 市長は、第１項の規定による取消し又は停止を行ったときは、その旨を告示するもの

とする。

（原状回復義務）

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第１項の規定により指

定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜら

れたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さ

なければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

（損害賠償義務）

第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を

破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。

ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除すること

ができる。

（秘密保持義務）

第12条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者（以下この条にお

いて「従事者」という。）は、つがる市個人情報保護条例（平成17年つがる市条例第11

号）第27条の２の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、

当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は管理業務以外に使用しては

ならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者

が職務を退いた後においても、同様とする。

（教育委員会所管の公の施設への適用）

第13条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第２条か

ら第11条までの規定及び次条中「市長」とあるのは、「教育委員会」とする。

（委任）

第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

（施行期日）
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第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第３条から附則第41条までの

規定は、規則で定める日から施行する。

（つがる市情報公開条例の一部改正）

第２条 つがる市情報公開条例（平成17年つがる市条例第９号）の一部を次のように改正

する。

〔次のよう〕略

（つがる市集会所条例の一部改正）

第３条 つがる市集会所条例（平成17年つがる市条例第94号）の一部を次のように改正す

る。

〔次のよう〕略

（つがる市木造福祉センター「かっこうの館」条例の一部改正）

第４条 つがる市木造福祉センター「かっこうの館」条例（平成17年つがる市条例第107号）

の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

（つがる市木造福祉交流センター「花しょうぶの館」条例の一部改正）

第５条 つがる市木造福祉交流センター「花しょうぶの館」条例（平成17年つがる市条例

第108号）の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

（つがる市コミュニティセンター条例の一部改正）

第６条 つがる市コミュニティセンター条例（平成17年つがる市条例第111号）の一部を次

のように改正する。

〔次のよう〕略

（つがる市コミュニティ消防センター条例の一部改正）

第７条 つがる市コミュニティ消防センター条例（平成17年つがる市条例第112号）の一部

を次のように改正する。

〔次のよう〕略

（つがる市柏ふるさと生きがいセンター条例の一部改正）

第８条 つがる市柏ふるさと生きがいセンター条例（平成17年つがる市条例第113号）の一

部を次のように改正する。

〔次のよう〕略
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（つがる市デイサービスセンター条例の一部改正）

第９条 つがる市デイサービスセンター条例（平成17年つがる市条例第122号）の一部を次

のように改正する。

〔次のよう〕略

（つがる市立特別養護老人ホーム条例の一部改正）

第10条 つがる市立特別養護老人ホーム条例（平成17年つがる市条例第124号）の一部を次

のように改正する。

〔次のよう〕略

（つがる市老人福祉センター条例の一部改正）

第11条 つがる市老人福祉センター条例（平成17年つがる市条例第125号）の一部を次のよ

うに改正する。

〔次のよう〕略

（つがる市老人憩の家設置等に関する条例の一部改正）

第12条 つがる市老人憩の家設置等に関する条例（平成17年つがる市条例第126号）の一部

を次のように改正する。

〔次のよう〕略

（つがる市稲垣在宅介護センター条例の一部改正）

第13条 つがる市稲垣在宅介護センター条例（平成17年つがる市条例第127号）の一部を次

のように改正する。

〔次のよう〕略

（つがる市森田ふれあい交流の里条例の一部改正）

第14条 つがる市森田ふれあい交流の里条例（平成17年つがる市条例第128号）の一部を次

のように改正する。

〔次のよう〕略

（つがる市稲垣シルバー創造センター条例の一部改正）

第15条 つがる市稲垣シルバー創造センター条例（平成17年つがる市条例第129号）の一部

を次のように改正する。

〔次のよう〕略

（つがる市車力ウェルネスセンター条例の一部改正）



7

第16条 つがる市車力ウェルネスセンター条例（平成17年つがる市条例第144号）の一部を

次のように改正する。

〔次のよう〕略

（つがる市農村環境改善センター条例の一部改正）

第17条 つがる市農村環境改善センター条例（平成17年つがる市条例第153号）の一部を次

のように改正する。

〔次のよう〕略

（つがる市農林水産物直売・食材供給施設むらおこし拠点館「フラット」条例の一部改

正）

第18条 つがる市農林水産物直売・食材供給施設むらおこし拠点館「フラット」条例（平

成17年つがる市条例第154号）の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

（つがる市農業者トレーニングセンター「縄文館」条例の一部改正）

第19条 つがる市農業者トレーニングセンター「縄文館」条例（平成17年つがる市条例第

159号）の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

（つがる市多目的研修集会施設「若草館」条例の一部改正）

第20条 つがる市多目的研修集会施設「若草館」条例（平成17年つがる市条例第160号）の

一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

（つがる市柏地区農業研修センター条例の一部改正）

第21条 つがる市柏地区農業研修センター条例（平成17年つがる市条例第162号）の一部を

次のように改正する。

〔次のよう〕略

（つがる市生田地区総合研修施設条例の一部改正）

第22条 つがる市生田地区総合研修施設条例（平成17年つがる市条例第163号）の一部を次

のように改正する。

〔次のよう〕略

（つがる市農産物加工センター条例の一部改正）
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第23条 つがる市農産物加工センター条例（平成17年つがる市条例第165号）の一部を次の

ように改正する。

〔次のよう〕略

（つがる市稲垣堆肥センター等の設置及び利用等に関する条例の一部改正）

第24条 つがる市稲垣堆肥センター等の設置及び利用等に関する条例（平成17年つがる市

条例第166号）の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

（つがる市集出荷貯蔵施設条例の一部改正）

第25条 つがる市集出荷貯蔵施設条例（平成17年つがる市条例第173号）の一部を次のよう

に改正する。

〔次のよう〕略

（つがる市野菜集出荷施設条例の一部改正）

第26条 つがる市野菜集出荷施設条例（平成17年つがる市条例第174号）の一部を次のよう

に改正する。

〔次のよう〕略

（つがる市集出荷（予冷）施設条例の一部改正）

第27条 つがる市集出荷（予冷）施設条例（平成17年つがる市条例第175号）の一部を次の

ように改正する。

〔次のよう〕略

（つがる市野菜貯蔵施設条例の一部改正）

第28条 つがる市野菜貯蔵施設条例（平成17年つがる市条例第176号）の一部を次のように

改正する。

〔次のよう〕略

（つがる市農業用機械格納庫条例の一部改正）

第29条 つがる市農業用機械格納庫条例（平成17年つがる市条例第177号）の一部を次のよ

うに改正する。

〔次のよう〕略

（つがる市野菜育苗センター条例の一部改正）

第30条 つがる市野菜育苗センター条例（平成17年つがる市条例第178号）の一部を次のよ

うに改正する。
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〔次のよう〕略

（つがる市花き育苗センター条例の一部改正）

第31条 つがる市花き育苗センター条例（平成17年つがる市条例第179号）の一部を次のよ

うに改正する。

〔次のよう〕略

（つがる市ライスセンター条例の一部改正）

第32条 つがる市ライスセンター条例（平成17年つがる市条例第180号）の一部を次のよう

に改正する。

〔次のよう〕略

（つがる市カントリーエレベーター条例の一部改正）

第33条 つがる市カントリーエレベーター条例（平成17年つがる市条例第183号）の一部を

次のように改正する。

〔次のよう〕略

（つがる市密漁防止監視施設条例の一部改正）

第34条 つがる市密漁防止監視施設条例（平成17年つがる市条例第191号）の一部を次のよ

うに改正する。

〔次のよう〕略

（つがる市船揚場施設条例の一部改正）

第35条 つがる市船揚場施設条例（平成17年つがる市条例第193号）の一部を次のように改

正する。

〔次のよう〕略

（つがる市水産物荷さばき施設条例の一部改正）

第36条 つがる市水産物荷さばき施設条例（平成17年つがる市条例第194号）の一部を次の

ように改正する。

〔次のよう〕略

（つがる市漁具洗浄施設条例の一部改正）

第37条 つがる市漁具洗浄施設条例（平成17年つがる市条例第195号）の一部を次のように

改正する。

〔次のよう〕略

（つがる市木造ふれ愛センター条例の一部改正）



10

第38条 つがる市木造ふれ愛センター条例（平成17年つがる市条例第198号）の一部を次の

ように改正する。

〔次のよう〕略

（つがる市つがる地球村条例の一部改正）

第39条 つがる市つがる地球村条例（平成17年つがる市条例第199号）の一部を次のように

改正する。

〔次のよう〕略

（つがる市つがる地球村スポーツパーク条例の一部改正）

第40条 つがる市つがる地球村スポーツパーク条例（平成17年つがる市条例第200号）の一

部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

（つがる市道の駅アーストップ条例の一部改正）

第41条 つがる市道の駅アーストップ条例（平成17年つがる市条例第201号）の一部を次の

ように改正する。

〔次のよう〕略

附 則（平成18年３月23日条例第17号）

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条の規定は平成18年３月31日から施

行する。

附 則（平成22年９月21日条例第25号）

この条例は、公布の日から施行する。


