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指定管理者事業報告（平成 2８年度分） 

 

 

１ 施 設 名 伊賀市ゆめぽりすセンター 

２ 指定管理者 特定非営利活動法⼈市⺠福祉ネットワークみえ 

 

 

１ 事業の実施状況 

 

（1）施設の運営 

 

 ①職員の雇用 

 指定管理業務最終年度（第３事業年度）の施設運営に際し、施設管理及び業務運営を円

滑に継続していくため、初年度より勤務する職員を継続雇用した（期中に事務担当退職

者１名あり、後任者補充のため新規雇用１名）。また、非営利活動中間⽀援業務及び自主

事業の効果的な推進と・施設利⽤者へのサービス維持のため施設利⽤状況に合わせて職

員勤務体制の⾒直しも随時実施した。 

 

 事務管理スタッフ（含むセンター⻑）4 名の総労働日数計 815 日 

    〃         〃      総労働時間計 6,660 時間 45 分 

  

 また、公の施設の管理に携わる者としてのスタッフの資質向上を図るため、職員研修及

び、市内外各所で開催された研修への参加も実施した。   【３ 研修会参加】参照 

 

 ②施設の使用に供すること 

 ア 利⽤料⾦ 

 指定管理実施後変更ありません（会議室有料利⽤の場合、非営利活動団体が非営利活動 

のために利⽤する料⾦と、営利・営業その他これに類する目的利⽤の場合の 2 区分とし 

し、後者を通常料⾦の 1.5 倍として昨年度と同様の設定にて運⽤した）。 

  

③保守点検業務 

 別紙「平成 2８年度 委託業務一覧表」のとおり業務を実施した。 

 

 ④修繕業務 

 包括協定書第 15 条 2 項により、1 件につき 10万円未満の管理施設の改修について、指 

定管理者の費⽤負担にて、別紙「平成 28年度 修繕業務一覧表」のとおり業務を実施し 

た。 

 

（2）住⺠⾃治活動などの普及、啓発及び情報収集・発信に関する業務 

各団体の地域活動における活性化と、協働することにより更なる展開が期待される活 

 動について協働促進を図るため、新たな協議の場を設け、各種準備会を開催した。 

また、以前より要望のある、隣接⾃治協との合同による地域防災について、実践者より 

現状の情報を収集し、他地域へ提供できるよう準備した。自治協において防災事業が実 

施されておらず、地域の⾃治会や住⺠から⾃分たちのまちでも防災事業を推進するきっ 
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かけとなるイベントを実施したいとの要望にも応え、⾃主事業枠にて市⺠団体と協働 

し、伊賀市消防本部も協⼒も得て地域の特⾊に応じた防災イベント実施にも携わった。 

各地区の地区市⺠センター、住⺠⾃治協議会役職員との信頼関係の構築は、中間支援 

 センターとしてのゆめぽりすセンター業務において最も重要な課題のひとつであると従 

来より位置づけており、本年度も様々な機会を活⽤し、相互の情報の交換に努めた。 

特に本年は、⾃治組織及び市⺠活動団体で活動を実践している⽅々から意⾒を聴く中 

で、伊賀市⾃治基本条例の基本理念でもある「補完性の原則」に基づいた考え⽅を活 

動、⾏動の基底に置くことの⼤事さ並びに、「活発な情報共有」を建前で終わらせない姿 

勢が住⺠⾃治協議会及び⾃治会その他地縁団体の活動にとって、何にもまして重要であ 

ることをそれら自治組織の役職員との突っ込んだ意⾒交換を繰り返しながら再確認する 

機会を得た。 

このことは、中間支援センターとしての機能を果たす責務のある私共が、⾃主・⾃⽴ 

的な活動に意欲的な市⺠をサポートする上で常に念頭に置くべきであることも改めて自 

覚し、関係者の連携によって、「伊賀の自治をつくっていく者同士」としての信頼関係の 

醸成も図れ、センターと各地区の自治協との連携の新たな展開につながった。 

 

① 中間支援業務 

 対象となる非営利活動団体（個⼈含む）への⽀援活動は以下のとおり。 

１活動⽀援（活動相談、個別サポート、助成⾦関連サポート）     77 回 

２情報発信支援（活動取材、web・広報活動支援）          13 回 

３コーディネート、協働促進支援                    6 回 

４地域課題への取り組み支援                    29回 

 その他中間支援                         22 回 

新規市⺠活動団体登録                        34団体 

 保管ロッカー利⽤登録団体                      9 団体 

 メールボックス利⽤登録団体                   10団体 

 

市⺠活動支援総合件数は 334 件（177 件：157 件）、活動取材・イベント参加者を含む
総合人数は 1,220人（678人：542人）、対応累計時間の総計は 24,755 分（9,760

分：14,995 分）。          ※括弧内の数字は（中間支援業務：自主事業） 

 

② 住⺠⾃治活動等市⺠活動の組織強化に向けた支援活動等業務 

 

１相談、課題共有、協議                       24 回 

２研修会等実施イベント                       5 回 

３公開講座（自主事業枠にて実施）                                 ７回 

 

③ 住⺠⾃治活動等市⺠活動に関する情報の受発信及び技術の向上 

１情報発信技術支援と SNS活用促進（自治協・NPO等）  合計    11 回 

２支援センターblog 投稿記事                      581記事 

３支援センターblog 訪問者数              延べ 33,740人 

４支援センターblog ページビュー（記事閲覧）      延べ  475,104 回 

 

④ 運営委員会、市⺠活動交流会 
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１センター運営委員会    ９回（2016 年 4/27,5/6,6/15,6/27,7/19,9/27,11/30 

2016 年 1/31,3/29） 

２市議会議員との意⾒交換会 １回（2016 年 8/22） 

３NPO情報交換会      1 回（2016 年 6/21） 

 

  運営委員会で、センターの健全な管理運営についての審議・助言をする中で浮き彫りに 

なってきた重要な事柄について、次期指定管理に向けてその参考として頂くため、これ 

までの 2年間にわたる委員会審議における総括を提言するものとして、2016年 7月 28 

日、伊賀市ゆめぽりすセンターに関する提言（伊ゆ委第ℍ28-1号）を伊賀市企画振興部 

次⻑及び伊賀市議会総務常任委員会委員⻑宛てに提出した。 

 

 この提⾔による問題提起により、同年 9 月 1 日、伊賀市ゆめぽりすセンターに関する 

提言について（回答）（伊地第 489 号）にて市当局から「仕様書の⾒直しの検討」並び 

に「市⺠活動⽀援業務に対し、実質的に施設管理に当たらざるを得ない状況であること 

、この業務に対しての専門性を加味した積算がなされていないことなど、ご指摘いただ 

いた部分を整理し、今後、市⺠活動⽀援の充実が図られるよう、ゆめぽりすセンターの 

指定管理者制度の運⽤を⾏っていきたいと考えています。」との回答を得た。 

 また 9 月 8 日伊賀市議会平成 28年第 5回定例会（第 2 日目）では、この「提言」を 

基に伊賀市議会の出前講座を活⽤して意⾒交換会を⾏った総務常任委員会委員⻑である 

安本市議が、「指定管理者制度に伴う選定委員会のあり⽅を提⾔」するとして市当局に質 

問を⾏った。 

  

総務常任委員会作成の「出前講座 報告書」では、当日の議事として運営委員から提 

起された現状の問題点を受けて、「仕様と予算のミスマッチの部分の市との協議の必要 

性」及び、中間支援の重要性と必要性を強く感じているとし、加えて自治協に対する活 

動支援をもっと充実させる必要性にも言及している。 

さらに「センターと自治協が強い関係を築いていくことが重要」とし、「市と自治協がセ 

ンターをよりよく活用して、これからの課題解決に向けて取り組めるよう、今後も情報 

収集・共有しながら市⻑部局と論議していきたい。」と締めくくられている。 

 

⑤ センター視察対応、講演依頼対応・センター活動紹介、研修、ワークショップ参画 

 

【１ 視察対応】 

 

友⽣⼩学校より依頼のあった２年⽣の「校区探検をしよう！」に協⼒・対応 

  視察日 2016年 10月 20 日 

 

 【２ 講演依頼対応】 

 

「地域の自治を考える連続セミナー」第 10 回にて講演 

 主催者 政策研究ネットワーク「なら・未来」 

 会 場 奈良市⽣涯学習センター 

  講演日 2016年 8月 27 日 

  テーマ 地域⾃治の⽀援体制の確⽴に向けて 
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  1．伊賀市市⺠活動⽀援センター（公設⺠営）の機能・役割 

  2.  NPOによる支援ネットワークの可能性へ 

        〜地縁組織と NPOの連携・協働に向けて〜 

  上記セミナーにて１（第 1部）の講演を実施した。 

 （２ 第 2部担当は認定 NPO法人しが NPOセンター代表理事 阿部圭宏さん） 

 

 【３ 研修会参加】 

  

１ 第 4回公共施設マネージャー能⼒認定講習会を受講 

公共施設マネージャー能⼒認定者資格取得 

主催者 一般社団法人 指定管理者協会 

会 場 大阪市中央公会堂 

日 程 2016年 5月 30⽇〜31 日(2 日間) 
 

[参加目的]  

   ｢指定管理者制度で運営される公の施設の管理運営従事者が、その施設の維持管理を  

含め、安全安⼼で且つ適切なサービスの提供を実現するために、必要な知識や能⼒を 

認定する｣という制度が当「公共施設マネージャー能⼒認定講習」であるので、施設運 

営の基礎的な知識を再度学び、全体的な管理運営の質の向上を目指すため。 

 

[講習で学ぶ効果]  

   効果１ 従事者の知識と能⼒、経験の向上 

   効果２ 従事者の資質の向上による施設運営のサービス向上 

   効果３ 従事者が所属する団体における⼈材育成意識の啓発 

 

  [期待される成果] 
   従事者の資質の｢⾒える化｣による施設のサービス向上と従事者の労働環境の改善 

 

本講習会の趣旨は、｢指定管理者制度で運営される公の施設の管理運営従事者が、そ 

の施設の維持管理を含め、安全安⼼で且つ適切なサービスの提供を実現するため 

に、必要な知識や能⼒を認定する｣という制度で、施設運営の全体的な質の向上を目 

指すものであった。  

 

以下に講習内容を記す。 

  

    講習Ⅰ 指定管理者制度の成り⽴ち 

    講習Ⅱ 公の施設運営に関係する諸法令 

    講習Ⅲ 制度に関わる契約書類 

    講習Ⅳ 公の施設の管理運営実務① 

    講習Ⅴ 指定管理者制度の会計 

    講習Ⅵ 公の施設の管理運営実務② 

    講習Ⅶ 公の施設の従事者身分と心得 

    演習 グループワーク 
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 研修参加の感想 

 指定管理者制度趣旨の基礎から、関連法令等も照らし合わせ順を追って講習が組 

み⽴てられており、講習内容を理解しやすいよう工夫されていた。 

特に実務と関係法令を、自習にて正確に体得するのは困難な場合が多いが、指定管 

理施設の管理者として、総合的な必要知識を体系的に学ぶ事が出来た。 

また、会計講習の分野で、「公会計と⺠間（企業）会計の違い」及び、そこから発 

⽣する実務（⺠間事業者たる指定管理者）と報告（施設設置者たる県・市）につい 

て、その「違い」をきちんと認識した上で実務を⾏う事が双⽅にとって無理・無駄 

ない業務につながることが理解でき、大変有益であった。 

ここでの研修内容は、実務に即応できる内容ばかりであり、加えて新たな指定管理 

者指定申請の際の事業計画作成にあたっても相当参考になった。 

 

２ 伊賀流⾃治の研修会  

 

住⺠⾃治のしくみ「これまで」と「これから」 〜地域の総合的な⾃治⼒を⾼める〜 

講 師 岩崎恭典氏 四⽇市⼤学副学⻑ 

  会 場 ハイトピア伊賀５階大研修室 

開催日 2016年 7月 4 日 

   

   研修参加の感想 

   伊賀の住⺠⾃治においては岩崎教授はお馴染みの講師であるが、逆にそのことが 

  研修内容の「新味に欠ける」感じがするのは否めない。サブテーマである「総合的 

  な⾃治⼒」の⾼め⽅について、私を含む参加者＝各自治協役員の期待感は高かった 

  だけに、結局いつもながらの「⼈⼝減少＆⾼齢化率上昇」の解説と、合併時から伊 

賀に関わっておられるため、「思い出話」の時間が⻑く感じたのがマイナスの印象で 

ある（実際、研修後複数の⾃治協役員も同様の不満を持っていたようである）。 

お互い「よく知っている間柄」なので、このあたりの基礎データは⼤幅に省いて、 

講師個⼈の直近の考え⽅を参加者にどんどん訴えるスタイルの⽅が良いかもしれな 

い。 

 1点新鮮であったのは、本年より公職選挙法の改正により選挙権年齢が引き下げ 

られたことによる 18歳からの政治意識の構築についての発⾔と、もっと年齢を引き 

下げて、地域まちづくり計画の中に、地区の子どもたちの意⾒も聞き、これを取り 

⼊れることも今後の⾃治協運営を考えるときに重要な視点であると⼒説された部分 

である。講師は「⼦どもたちに対する主権者教育」という⾔葉でこれを表現しなが 

ら、⾼齢化の進む地域での世代間の本来的な地域の解決能⼒の覚醒について⾔及し 

たかったものと推測する。特に⼩学⽣を含む若年層に、間接⺠主主義は直接⺠主主 

義の次善の策であるという事を、社会教育の場面で提起すべきとの投げかけがとて 

も新鮮であった。 

※質疑応答の時間が十分なかったので、研修終了後講師に直接「子どもたちに対す 

る主権者教育」に関連する大学等での研究チームやゼミ等あるのか尋ねたが、現在 

未だその様なカリキュラム実施には至っていないとの事であった。 

 

  ３ 伊賀流⾃治〜協働と新たな地域づくりのしくみ〜 
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⾃治を回復し、まち・むらの課題を、まち・むらの⼒で解決するために 

     〜総働と⼩規模多機能⾃治のすすめ〜 

講 師 川北秀人氏 IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所]代表 

  会 場 伊賀市ゆめぽりすセンター２階大会議室 

2016年８⽉１⽇ 

 

   研修参加の感想 

   「小規模多機能自治推進ネットワーク会議」を構成する 4 市の内 2 市が伊賀市及 

  び名張市という事に加え、特に島根県雲南市の「地域自主組織」の取り組みに寄り 

添って、この社会運動の「仕掛け人」との印象である講師の、当市での本格的な連 

続講座開催にあたり、私を含む数名の自治協役員にて、Web で入手できる小規模多 

機能自治に関する資料及び講師の blog等での発⾔など、参考とすべき資料で予習を 

した。いわゆる机上論ではなく、地域の息遣いを感ずる、どんな環境にあっても祖 

先から子、孫へと⽣活⽂化が受け継がれていく、⼀⼈ひとりが⼤切にされる地域の 

あり方についてしっかり認識をされている期待感をもって、その様なまちづくりの 

ありかた論がにじみ出てくる⼈柄を講師に期待していた。 

実務上の問題もきちんとこなした上で、このあたりの事が分かっている発言者の呼 

びかけは、地域のリーダーの心に訴えるものは大きいからである。 

残念ながら、上記の期待とはかなり異なる印象の講座であったと言わざるを得な 

い。多くの参加者の率直な意⾒として、「⾏政の担当者が、直接地区の自治協（地区 

市⺠センター）に来訪して、「集落の持続可能性指標」やその他基礎的シートの作成 

等作業を含め、「一緒に」「膝を突き合わせて」やっていきたいとの期待感が大きい 

ため、そのあたりを抜きにした講師の研修内容に対し、やはり「⾏政の下請け」的 

作業を、市役所職員に成り替わって、専門家として住⺠に⾔っているという感覚で 

受け取られかねない全体の流れではなかったか。 

⾏政・住⺠、双⽅に対し、色々な自治の実態を⾒てきた実践者として、その問題 

点を指摘しその解決への道のりについて提起する事を主にした講座が望ましいとの 

印象が残る。 

   人がついてきてこそのまちづくりであり、そのための研修会である事を、初回以  

  降参加を⾒合わせた⽅の意⾒もじっくり聞いた上で今後の市主催の研修の参考にさ 

れることを期待する。 

 

 【４ 自治セミナー参加】 

 

 １ 「地域の自治を考える連続セミナー」参加にて、他地域の⾃治の実例、解決策 

 等を学び、⾃治勝度関係者との交流を図る 

 主催者 政策研究ネットワーク「なら・未来」 

  

●第 7 回 実践編その３ 

会 場 奈良市⽣涯学習センター 

  講演日 2016年５月 2１日 

  テーマ 持続可能な地域づくりに向けて 

  1．五條市 五條新町のまちづくり 26年 

講師 山本陽一氏 NPO法人大和社中 理事⻑ 
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2.  奈良町のまちづくり 37年〜多様な主体の活動ダイナミズム〜 

     講師 木原勝彬氏 ローカル・ガバナンス研究所 所⻑ 

 

●第９回  

会 場 奈良市⽣涯学習センター 

  講演日 2016年５⽉ 2１日 

  テーマ 地域自治の財源確保に向けて 

  1．コミュニティビジネスによる地域の活性化 

講師 山本陽一氏 NPO法人大和社中 理事⻑ 

2.  奈良町のまちづくり 37年〜多様な主体の活動ダイナミズム〜 

     講師 木原勝彬氏 ローカル・ガバナンス研究所 所⻑ 

 

●第 10 回  

会 場 奈良市⽣涯学習センター 

  講演日 2016年 8月 27 日 

  テーマ 地域⾃治の⽀援体制の確⽴に向けて 

  1．伊賀市市⺠活動⽀援センター（公設⺠営）の機能・役割 

講師 森本欣秀  伊賀市ゆめぽりすセンター⻑ 

2.  NPOによる支援ネットワークの可能性 

〜地縁組織と NPOの連携・協働にむけて〜 

     講師 阿部圭宏氏 認定 NPO法人しが NPOセンター代表理事 

※上記セミナーにて第 1部の講演を実施した。 

  

 ●第 12 回セミナー 

 会 場 奈良市中部公⺠館 

 講演日 2016年 10月 15 日 

 テーマ 地域と議会の新たな関係の構築に向けて 

 共通 「議員・議会の地域自治への向き合い方」 

    〜市⺠の代表である議員・議会の役割は〜 

    講師 幸松幸太郎⽒ 名張市議会議員 

    講師 北井  弘氏 政策研究ネットワーク「なら・未来」代表幹事 

              フリージャーナリスト 

 

 参加した結果 

  全国各所の住⺠⾃治に携わる関係者（地域住⺠代表、⾏政、研究者等）との交流、 

意⾒交換ができ、⾃治の最新の流れや様々な事例、必要な知識⾯での蓄積も図れた。 

このセミナーには、第 5 回（2016年 3月 19日開催）に柘植地域まちづくり協議会  

  顧問（前会⻑）の清⽔⼀利⽒、第 11回（同年 9 月 17⽇開催）に前伊賀市副市⻑の辻 

  上浩司氏が登壇、また第 12回（同年 10月 15 日開催）には名張市議会議員の幸松孝 

  太郎⽒も講演し、伊賀名張地域からの発表・参画も多いものであった。 

伊賀市とは地理的に隣接する奈良・滋賀・京都及び⼤阪・兵庫地域の⾃治、まちづ 

くりに携わる実践者からの報告及び質疑による課題の共有と、解決への道標が示さ 

れ、大変有意義なセミナーであった。 
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【５ 中間⽀援センターにおける指定管理者のための研修会に参加】 

 

 ●第 4回公共施設マネージャー能⼒認定講習会（参加者 センター⻑ 森本） 

 日程 2016年 5月 30⽇〜31 日(2 日間) 
 会場 大阪市中央公会堂 

 主催 一般社団法人 指定管理者協会 

  内容は【３ 研修会参加】 

１ 第 4回公共施設マネージャー能⼒認定講習会を受講 を参照のこと。 

   

●本当の自然との融和・協調・村おこし 

 日程 2017年 1月 21 日  

会場 阪南市市⺠活動センター 夢プラザ 

 講師 宮村隆喜氏 環境省 環境カウンセラー 

 

（2）その他 

 

①防犯、防火対策等について 

危機管理マニュアルを作成し、防犯、防⽕、緊急時に対応できるよう指導及び日常訓練 

を実施した。 

 

②個人情報の保護について 

伊賀市個⼈情報保護条例に基づき、適正な管理体制をとり、職員に周知徹底をはかると 

ともに、個人情報を預かる際に、その取得目的を明らかにして、必要な範囲で取得し 

た。 

 

③施策評価シート 施策コード 6301市⺠活動⽀援機能の充実と密接に関連する業務の 

実施状況について。 

 

当施策は担当部署企画振興部地域づくり推進課であり、基本情報として「・中間支援 

をミッションとする団体の育成を図ることにより、多様な主体が協働・連携し市⺠活動 

の⽀援を⾏う社会をめざします。」と明記されており、改善ポイントと具体的な取組の欄 

には、「・ゆめぽりすセンター運営委員会のメンバーとともに、中間⽀援団体の設⽴を進 

めます。」とあり、この⽅針に基づき指定管理者は地域づくり推進課課⻑及び担当者が出 

席する伊賀市ゆめぽりすセンター運営委員会及びそのメンバーと十分な協議の上、中間 

⽀援をミッションとする団体の設⽴を進め、2016年 5月 26⽇創⽴総会を経て同年 9 月 

2⽇、特定非営利活動法⼈伊賀市⺠会議所を設⽴した。 

同法人の目的は以下の通りである。 

（目的） 

定款第 3 条 この法⼈は、伊賀市及び隣接周辺地域の市⺠並びに当該地域で活動する市 

⺠活動団体等に対して、活動⽀援に関する事業を⾏うとともに公論創出の場づくりを⾏ 

い、もって市⺠活動の推進に寄与することを目的とする。 

 設⽴時の社員 10 名中 8 名は伊賀市ゆめぽりすセンター運営委員会委員 8 名全員が参 

画しており、残る 2 名中 1名は運営委員会事務局を兼務する指定管理者法⼈理事兼セン 

ター⻑である。 
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この施策に呼応する形で、市担当課とも連携しながら中間⽀援団体の設⽴は達成した。 

そしてこの施策に直接関連する指定管理者の業務として、指定管理業務に携わる初年度 

事業計画にも明記したとおり、その業務推進の過程として上記中間支援を目的とする団 

体の設⽴に⾄る。 

 

 ※指定管理者の平成 26年度事業計画書抜粋 

 住⺠⾃治活動などの⽀援事業 

「住⺠⾃治活動などを⾏う団体の組織強化について」の項目中、「住⺠⾃治活動などを⽀ 

援、育成する中でセンターの運営を担える団体を育成し、運営管理を引き継ぎます。」 

 

指定管理期間中⼀貫したこの⽅針を具現化させるため、平成 29年 4月 1 日より 3年

間の、第 2期の伊賀市ゆめぽりすセンター指定管理者公募に、上記設⽴した中間⽀援団

体法⼈をエントリーさせ、指定管理者申請の⽀援をした。 

 

※注 この新規設⽴された中間⽀援法⼈は 9 月 26⽇、指定管理者指定申請書を提出 

し、10月 17 日平成 28年第 2回指定管理者選定委員会にてプレゼンテーションを⾏っ 

た。しかし上記法⼈は指定管理者選定委員会で指定管理者候補者として選定されず、当 

非選定の通知が平成 28年 10月 26 日付けで発送された。この非選定の事態を受け、地 

域づくり推進課とも再公募にエントリーする準備及び平成 29年 4月 1⽇から指定管理

者として伊賀市ゆめぽりすセンターの管理運営を⾏う体制について、伊賀市⺠会議所の

再応募及びそれが困難な場合の措置として当団体が引き続き指定管理者として運営する

等、あらゆる局⾯を想定しつつ公設⺠営でスタートしたセンターの機能を後退させる事

がない様指定管理者の責務として準備をした。 

 

 結果としては、再公募及び、「伊賀市指定管理者制度運⽤マニュアル（５）指定管理者 

候補者の指定方法について ２）公募せず特定の団体を指定する施設の②施設管理上緊 

急に指定を⾏う必要がある場合 並びに⑤施設の事業内容によって、事業継続性の観点 

や現受託団体の実績等から現受託団体を指定管理者として指定することが適当であると 

認められる場合」の条項を適用した当法人への指定もなされなかった。 

  

 その後の指定管理者を選定する顛末については新聞報道等にも記録されているが、指 

定管理者である⽴場として、指定管理制度導⼊時に施設設置者である市が指定管理者に 

求めた主旨を貫徹する意思で出来る限りの対応を⾏った。 

  

2017年 1月 16 日平成 28年度第 3回指定管理者選定委員会において、「指定は適 

当」として候補者となった団体は、伊賀市公の施設に係る指定管理者の指定⼿続等に関 

する条例第 5 条を適用し、市が公募せず選定したものであったが、2月 13⽇市議会定例 

会において賛成少数により否決された。これを受けて市当局は伊賀市ゆめぽりすセンタ 

ーの設置及び管理に関する条例の改正を伴う、指定管理者制度を廃して市直営案を市議 

会に上程した。 

公設⺠営による指定管理運営が、施設管理・市⺠活動等⽀援の両面において、すこぶる 

良好な成果が実績値として⽰すことができ、利⽤者市⺠の声においても、現状のサービ 

スの⼿法を基にして、さらにより良き市⺠目線の運営による、利⽤者市⺠が使いやす 

い、もっと使いたくなるセンターへの期待が高まっている中での、上記急展開による市 



10 

 

直営案に対し、運営委員会より「伊賀市ゆめぽりすセンターの指定管理において、現指 

定管理者の 1年間延⻑を求めます」との請願書を 2月 20 日市議会に提出し、3月 1 日 

現指定管理者法⼈の理事兼センター⻑が総務常任委員会にて、説明者として請願の要旨 

説明にあたった。 

 結果、委員会審査の結果この請願は採択されず、議案第 44号「伊賀市ゆめぽりすセ 

ンターの設置及び管理に関する条例の⼀部改正について」が可決すべきものとされ、同 

月 8⽇市議会定例会最終⽇に可決され 4月 1⽇以降の市直営が確定した。 

 

 以上、ゆめぽりすセンターの指定管理業務を「引き継ぐ」ことについては出来ない形 

となったが、センター運営を助言する角度から、住⺠⾃治活動等市⺠活動の現実的な進 

展や、補完性の原則に基づく市⺠⾃⾝あるいは地域が⾃らの責任のもと⾏う、まちづく 

りの決定・実⾏に対するあらゆる支援活動について、3年間の指定管理業務による現場で 

の蓄積及び運営委員会での問題の掘り下げ並びに各種提案等々、⺠間の中間⽀援組織と 

しての特定非営利活動法⼈伊賀市⺠会議所に今後の実践活動について引き継いで頂き、 

伊賀市の住⺠⾃治、市⺠活動の更なる発展に寄与されることを心から願うものである。 

 

２ 利⽤状況 

 

別紙平成 28年度伊賀市ゆめぽりすセンター会議室有料（営利・非営利）・減免利⽤件数 

等実績表のとおり。 

 

３ 利⽤料⾦収⼊及び管理経費等の収⽀状況等 

 

①利⽤料⾦収⼊について 

利⽤料⾦収⼊については、別紙平成 28年度利⽤料⾦収⼊実績表のとおり。 

 

②管理経費等の収⽀状況について 

管理経費等の収⽀状況は、別紙平成 28年度管理経費等の収⽀状況実績表のとおり。 

 

４ 自主事業の実施状況 

 

住⺠⾃治活動等市⺠活動の促進、⽀援に関する事業を推進するとともに、様々な地域社 

会資源の掘り起し、連携及び⼈財育成等において、指定管理業務の目的達成に資するた 

め有効な自主事業を実施した。 

 実施状況については、別紙平成 28年度⾃主事業実施状況実績表のとおり。 


