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淡路市障害者福祉施設
　　　　　　　　　　　　　　　‘

指定管理者【基本協定書】

平成29・年10月

　　　　　淡路市障害者福祉施設の管理に関する基本協定書

　　　　　　　　　　　　’
　淡路市（以下「市」という6）．と社会福祉法人　淡路市社会福祉協議会（以下「指定管蓮

者」という。）とは、次の条項を基本とする障害者福祉施設（以下「施設」という。）の管

理に係る協定（以下「協定」という。）を締結する。

　この協定を証するため、本書2’通を作成し、市、指定管理者がそれぞ油記名押印の上、

各1通を保有する。　　，

平成29年10月27日
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兵庫県淡路市生穂新島8

淡路市

灘｝市長門　　魔 翻
指定管理者

　　所在地　兵庫県淡路市志　億竃蒋乖醗’1　　・

　　名　祢　社会福祉法人淡路　　　一　。議会

　　’代表者’会長　小　南　　　　　｝　　　　　　’
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’　　第1章　総則

　（協定あ目的）

第1条　この協定は、市と指定管理者が相互に協力し、公の施設を適正かつ円滑に管理す

　るために必要な事項を定めることを目的とする。

　（指定管理者の指定の意義）

第2条　市及び指定管理者は、・施設の管理に関して市が指定管理者の指定を肴うことの意

　義は、民間事業者たる指定管理者め能力を活用しっっ、地域住民等に対する行政サービ

　スの効果及び効率を向上させ、もって地域の福祉の一層の増進を図ることにあることを

確認する。

　（公共性友穿民間事業の趣旨の尊重）

第3条、指定管理者は、施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び施設管理者が行う

　管理業務似下「業務」．という。）の実施に当たって求められる公共性を千分に理解し、

その趣旨を尊重するものとする。

2節は、業務が利益の創出を基本とする民間事業者等によって実施されることを十分に
理解し、その趣旨を尊重するものとする。

　（信義誠実の原則）

第4条’ 市友び指定管理者は、互いに協力し、信義を重んじ、協定を誠実に履行しなけれ

　ばならない。・．

　（定義プ

第5条　この協定においで、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこちに

　よる。

　（1）　「指定開始日」とは、指定期間の開始目をいう。

　（2）　「仕様書」・とは、別紙の淡路市障害者福祉施般指定管理者業務仕様書をいう。

　（3）　「不可抗力」とは、天災（地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩

　　壊等をいう。）、人災（戦争、テロ、暴動等をいう。）、法令変更その他市又は指定管理・

　　者の責めに帰すことのできないものをいう。ただし、施設利用者数の増減は、不可抗

　　力に含まないものとする。

（4）　「年度協定」とは、協定に基づき、・市と指定管理者が指定期間中に毎年締結する．

協定をいう。

（5）　「法令」とは、全ての法律、政令、規則、命令、条例、規則、訓令、告示及び正

規の手続を経て公布された行政機関の規程をいう。
（．6）　「利用料金」とは、管理施設の利用の対価として指定i管理者に支払われる施設の

利用料をいう。

　（管理物件）

第6条　業務の対象となる物件（以下「管理物件」という。）はぐ別紙に掲げる管理施設ど
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　する。　　　　　　　　．　　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　指定管理者は、善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理しなければならない。

　　　　　　　　　　　　，’
　（指定期間等）

第7条　指定期間は、平成30年4月1日から平成35年3月31日までとする。

2　業務に係る会計年度は・毎年4・月1日から翌年昌月31日までとする。

第2章　業務の範囲と実施条件

　（業務の範囲）

第8条指定管理者がする業務の範囲は、次に掲げる．とおりとする。

　（1）・管理雄設ρ）利用の許可に関する業務

　（2）　管理施設の利用に係る料金ゐ徴収に関する業務

　（3）　管理施設等の維持管理に関する業務

　（4）前3号に掲げるもののほか、市が必要と認める業務

2　前項各号に掲げる業務の細自は、仕様書に定めるとおりとする。

’

・1

　（市が行う業務の範囲）

第9条　次た掲げる業務にっいては、市が自らの責任とi費用において実施するものとする。1

　（1）施設の目的外使用許可に関する業務

　（a）別に定める管理施設の修繕業務

，　　（業務範囲及び業務実施条件の変更）’

知・条市又は指定管醐よ必要があると認めると猷相手方に対する翻こよるi

　　　通知をもって第8条で定めた業務の範囲め変更を求めるヒとができる。　　　　　　　｝

　　2市又は指定管理者は・前項の灘・を受けたときは・・臆に応じなければならない。　1

　　3　業務範囲及びそれに伴う指定管理料の変更等については、前項の協議を踏まえて、市　｛

　　　が決定するものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

　　　　　　　　　　　　　　　　第3章　業務の実施

　（業務の実施）

第畿ば艦薄靴の雛年蹴嵐雑関鱗等に伽締実施し

　　　　　　　　　　　　　ぞ　ご2条例と協定の間に矛盾文は鰭があう場合は、条例の鰍が銑するものとする。

　（開業準備）

第12条　指定管理者は、指定開始日に先立ち、業務の実施に必要な資格者及び人材を確

保し、必要な研修等を行わなければならない。

2　指定管理者は、必要があると認めるときは、指定開始目に先立ち、市に対して管理施

設のi
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダ3　市は、指定管理者から前項の申出を受けたときは、特別な理由がない限り、その申出

に応じるものとする。　　．’・

　覧（第三者による実施）

第13条　指定管理者は、事前に市の承諾を受けた場合を除いて、業務の一部を第三者に

　委託し、又は請け負わせてはならない。

　（管理施設の改修等）

第14条　管理施設の大規模な修繕、改造、増築、移設等については、市が自己の費用と

　責任において実施するものとする。

2　管理施設の改修等について、指定管理者は市と協議により、緊急性のある修繕等にっ

　いて必要に応じて自己の費用と負担において実施するものとする。

　（緊急時の対応）　　　　　　　　　　・　　　　　。’

第15条　指定期間中、業務の実施に関連して事故又は災害等の緊急事態が発生したとき

　は、指定管理者は、速やかに必要な措置を講じるとともに、市及び関係者に対して緊急

　事態が発生した旨を通報しなければならない。

2　事故等が発生したときは、指定管理者は市と協力して、事故等の涼因調査にあたるも

　のとする。

　（情報管理）

第16条　指定管理者又は業務の全部若しくは一部に従事する者は、業務の実施たよ6て

　知り得た秘密及び市の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は

他の目的に使用してはならない。また、指定期間が満了し、又は指定を取り消きれた後

　においても、同様とする。

2　指定管理者は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57舟）及び淡路市

個人情報保護条例（平成17年淡路市条例第16号ジを遵守するとともに、業務を遂行

するための個人情報の取扱いについては、別記の「個人情報取扱特記事項」を遵守しな

　ければならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

3　市及び指定管理者は1淡路市情報公開条例（平成17年淡路市条例第15号）の趣旨

に則り、業務に関する情報の公開に関し、必要な措置を講じるものとする。

4　市は・指定管理者が保有ナる業務に関する情韓であっ七、市が保有しないものについ

て淡路市情報公開条例に基づく公開請求があったときは、指定管理者に対しセ当該情報

を市に提出するよう求めることができる。．

5　指走管理者は、前項による情軸提出の請求を受けたときは、速やかにこれに応じるも

のとする。

第4章　備品等の扱い

　（市による備品等の貸与）

第17条　市は、年度協定に定める備品等（以下r備品等（1種）」という。）を＼無償で

指定管理者に貸与する』

一 4一

2　指定管理者は、指定期間中、’備品等（工種）を常に良爵な状態に保たなければならな　i

　いポ

b　備品等（1種）が経年劣化等により業務実施の用に供することができなくなったとき　、

　は、市は、指定管理者との協議により、必要に応じて自己の費用で当該備品等を購入又

　は調達するものとする。

4　指定管理者は、故意又は過失により備品等（1種）を損傷し、若しくは滅失した乏き　、

　は、市に対し、．これを弁償し、又は自oの費用で当該物と同等の機能若しくは価値を有
　するものを購入し、若レくは調達しなければならなレ㌔ただ以市が特別の理由がある　i

　と認めるときは、この限りでなレ㌔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

　　（指定管理者による備品等の購入等）　　　　　　　　　　　　　　　　°　　　　°　1

第18条噂指定管理者は、任意により備品等を購入又は調達し、業務実施のために供する　｝
　ことができるものとする（以下「備品等（工工種）」という。）。　　　　　　’　　　　i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　i
　　　　　　　　　　　第5章　業務実施に係る市の確認事項’　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ
　　（業務許画書）　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　’　　　　1

第・．9条指定鯛者は海鞭市が指定する期日までに籍計画観提出レ市の確認・i

　を得なければならない。　　　’　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

2　市又は指定管理者は、業務計画書を変更しようとするときは、市及び指定管理者の協　｛

　趨こより決定するものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

　　（事業報告書）　　　　　　　　　”　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　1

第20条　指定管理者は、毎年度終了後5月31日までに；次に掲げる事項を記載した指

　定管理者事業報告書を提出しなければならない。

　（1）　業務の実施状況

　（2）　利用痺況箪びに利用拒否等の件数及び理由

　（3）　利用料金の収ス実績及び管理経費等の収支状況等

　（4）　自主事業の実施状況に関する事項
　（5）前各号に掲げるもののほか、市が指示す6事項　　　　　　　　　　　’　．　　1

・指定髄者は市がこの協定の繍・より鞭途中1。おいて指定鯉者に対する指定i

　管理者の指定を取り消した場合には、指定が取り消された口から起算して1月以内に当

　該年度の当該日までの間の指定管理者事業報告書（淡路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施行規則（平成17年淡路市規則第20号）に規定する様式を：

　いう。）を提出しなければならない。　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　；

3　市は・必要があると認めるときは・事業報告書の内容又はそれに関連する事項につい！

　て、指定管理者に対し、報告又は口頭による説明を求めることができる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝

（市はる糊実鰍況の確認）　　　　　・　　　i
第21条　市は、前条め規定により、指定管理者渉提出した報告書に基づき、指定管理者1

2ヵ 篇灘欝講鵬難彊唇欝糠霧蔓撫を附るごと1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’，　　　　°　　　　　　　　　　1
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　を目的として、随時、管理物件に立ち入ることができる。また、市は、指定管理者に対
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グ　して、業務の実施状況又は業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めるこ’

　とができる。　　　　　　’
・3　指定管理者は、市から前項の申出を受けたときは、合理的な理由がある揚合を除き、

　これに応じなければならない。

　（市による業務の改善勧告）

第22条　前条の規定による確認の結果、指定管理者による業務実施が仕様書等市が示し

　た条件を満たしていないときは、市は、指定管理者に対して業務の改善を勧告するもの

　とする。

2　指定管理者は、前項に定める改善の勧告を受けたときは、速やかにそれに応じ、必要
　な措置を講じなければならない。

1’ i　　第6章利用料金及醜費
　　　　i第撰料鱗熱㈱利用者から、施設に聯騰を凱その利用料

1の確認レ　傘は指定管理者の収入とする。

　　　　1　2　市は、随時、前項の利用料金の徴収挙務にっいて、指定管理者に報告を求め、又は資
1者の協　！　　　　　　料の提出を求めることができる。　　　　　　　　．
　　1｛
　　ω1
　　刈｝
　　l　l

しした指／

　（利用料金の決定）　　　．　　　　　1

第24条　利用料金は、指定管理者が仕様書に規定する利用料金の範囲内において定める

　ものとする。ただし、’その決定又は改定にっいては事前に市の承諾を受けるものとし、．

必要に后じて市と指定管理者の協議を行うものとする。

　．　（施設の管理経費）　　　　　　　　　　　　　　　、
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第7章　損害賠償及び不可抗力

　（損害賠償等）・

第26条指定管理者は、故意又は過朱により管理物件を損傷し、若しく鼠滅失したとき

　は、それた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、市が特別の理由

　があると認めたときは、市は、その全部又は一部を免除することができる。

　（第三者への賠償）

第27条　業務の実施において、指定管理者に帰すべき事由により第三者に損害が生じた

　ときは、指定管理者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が市又

　は指定管理者のいずれの責めにも帰すことができない理由による場合は、この限りでな

　い。
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　1さ、指定管理者は、その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって市に通知するものi　（1）

　とする。　　　　　　　　　°　　　　　　　’　　　　　　°　　　　　1　　　糸1
2　市は、前項の通知があったときは、速やかに損害状況の確寵を行った上で、°指定管理　　　（2）

者と協議を行い、不可抗力の判定、費用負担等を決定するものとする。　　　　　　　　‘　　撤

3該妻纏蓉簑募羅騰欝禦諜糖難募容識削1オ
鶴酵が㈱た聯よりてん補された鱗当分肺の負担に含まないものi，

4不可抗力の発齪起因して市に損害、搬及び増膿用醗生したと甑当該翻1（市に

は市韻担するものとする・　・　　　　　　　　1第3麟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i　年淡距

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

2償麟羅癬臨響農顯謙識慧購i鷺髪
　る。この揚合において、．指定管理者は、市からの請求に徒い、値ちに当該請求額を市に　i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　疏
　対して支払わなければならなレ㌔　　　　．　　　　　　　　’　　　　　　　i　市が手

醐　　　　　　　　　　　　　　　　い粛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第28条　業務の実施に当たり、市が付保し塗ければならない保険は、次のとおりである。　1

　（1）火災保険　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　1　　（原｝1

講謙欝灘　撒灘撫醗おりと∵燃i
　（2）　第三者賠償責任保険．　　　°　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　i　養変3

第灘舞瓢可抗融たと　あ麟に除去すべく早急瀞

競鰍鑛紳により発生する損鰍及び増欄を最小限にするよ；量圭1

（不可抗力によって慰た贈の負担）．・．・ 　　　｝㈱第3・条不可拗の発生1と起因レて指定管幽・賠損失及囎腋用が生じたとき｝第34鋳

　（不可抗力による一部の業務実施の免除）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；

第31条　前条第2項に規定する協議の結果㍉不可抗ヵの発生により業務の一部の実施が　i

　困難となったと認められるとぎは、指定管理者は、不可抗力により影響を受けた限度にi

おいて協定に定める義務を免れるものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　；

2　指定管理者が不可抗力により業務の一部を実施できなかったときは、市は、指定管理｛

者との協議の上、指定管理者が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用に相i．

当する金額を指定鯉料から減額するζとができる・　　　♂　i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝

　　　　　　　　　　　　　第8章指定鯛の満了　’・　　｝

（業務の引継ぎ等）
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・対し戯第32条指定鯉甜齪の終了に際レ市又は市が指定するもの嗣し・業務の引

鯖求す1　継ぎ等を行わなければならない。
夏を市に　i　2　市は、必要があると認めるときは、協定の終了に先立ち、指定管理者に対して市又は

＿騰il繕綿灘篭難鎌酬

乏レ
欄雛1麓難難畿灘鷲雛

：菩器欝難糠籔講1器
　　　　i’

1瓢
　　oo
掟管挫

rは、当

3いて、

こいもの

　l

l該費用

）実施が

二限度に

ヨ定管理

セ用に相

　（備品等の扱い）

第34条協定の終了に際し、備品等の扱いにっいては、次に定めるとおりとする。

　（1）備品（工種）については、指定管理者は、市又は市が指定するものに対して引き

　　　継がなければならない。
　（2）　備晶（工工種）については、原則として指定管理者が自己の責任と費用で撤去し、

　　撤収するものとする。ただし、市と指定管理者の協議において両者が合意したとき

　　　は、指定管理者ほ、市又は市が指定すζものに対して引き継ぐことができる。

第9章　指定期間満了以前の指定の取消し

　　　（市による指定の取消し）．

　第35条市は、淡路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
1年淡路市条例第、咀以下「指定髄手続条例」という．）第9条の規定により詣定

　　管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期

　　間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。．

　　（1）　指定管理者が業務の全部又ほ一部の履行を怠り、その状態が30日間以上にわた

　　　　り継続したとき。

　　（2）指定管理者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、会社整

　　　　理手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、指定管理者が

　　　　その決議をしたとき、又は第三者によりその申立てがなされたとき。ただし、共同
1　鎌体の場合であって、代表団体以外の構成団体について本号に獅る獺醗生

i　　　したときには、業務の継続が困難になったと市が判断した場合に限る。

　　（3）業務に際し不正行為があったとき。

　　（4）’市に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく韓告等を拒んだとき。

2
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（5）指定管理者が協定内容を履行せず、又はこれに違反したとき。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ（6）指定管理者の責めに帰すべき理由により、業務の遂行に係る個人情報が漏洩し、

・当該個人に損害を与えたとき。

（7）指定管理者が自己の責めに帰すべき理由により協定締結の解除の申出があったと．i

　き。　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
（8）前各号に掲げるもののほか、指定管理者による管理を継続することが適当でない　i

　　と市が認めるとき。

2　市は、前項の規定に基づき指定の取消しを行おうとするときは、事前に宅の旨を指定レ

　管理者に通知し、次に掲げる事項にっいて指定管理者と協議をするものとする。　　　　；
　（1）　指定管理者による改善策の提示及び指定取消しまでの猶予期間の設定　　　　　　　　　（運

　（2）前号に掲げるもののほか、市が必要と認める事項　　　　　　　　　　　　　　i’第401

騰藩1鰹灘繍塑捜簸罐寵灘需謝、蓮1：
員鰹の責めを鋤レ㌔ 　　　　　　　；犠
曝灘簿騨織一ぬ曜一御脳瞭
　（1）　市が協定内容を履行せず、又はこれに違反したとき。　’　　　　　　　　　　．i　2　指1

　（2）市の責めに帰すべき理曲により指定管理者が損害又は損失を被ったとき。　　　　；　事前1

　（3）前号に掲げるもののほか、’・指定管理者が必要と認める事項　　　　　　　　　　i　管理三

2献前項の申搬けたときは識管理者と嚇甑その措置を決定するい定恵1

　ものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
・前項の規定により指定が取り消されたとき｝よ市ぽ縦髄者に対し、当該取消嚇　（業署

写き騨騨に生㌣た購失及び増力ロ郷合理騨られる範囲で確第チ身：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛　1

第癩抗灘鶏雛張可抗力の発生により、業灘続等が困縮めたと第叢

　きは・相手方に対して指定の取消しの協議を求めることができるものとする。　　　　　　　協定｝

2前項り協議の結果、やむを得ないと認めたときぽ市は指定の取消しを行うものとす　　2　協

る・・　　　’一　　　　’°　　　　　　　　3協
3　前項Q規定による取清しにより・指定管理者に生じた損害・損失及び増加費用は、合．　る揚歪

理性が認められる範囲で市が負担することを原則として、市と指定管理者の協議により

決定するもg）とする。　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　（書蒙

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第44多

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て5孟

　（権
第39

　に委’

　とき

2　前：

　の全三

　（指定期間終了時の取扱い）

第38条第3’2条がら第34条までの規定は、第35条から前条までの規定により協定1

　が終了した場合にこれを準用する。ただし、市又は指定管理者が合意したときは、この；　　（協

限りでなレ㌔　　　　　　　　　　　1　．・　｛第45多
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i・と計
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一9－　°　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　．　．　1



　　　　　　　　　　　　　　　　　・　糾第10章　その他
詩洩し、

　　　　　　　（権利義務の譲渡の禁止）　’

）ったと．　第39条　指定管理者は、協定によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者

　　　　　　　に委託し、譲渡し、若しくは継承ざせてはならない。・ただし、事前に市の承諾を受けた
翁でない　，　ときは、この限りでない。

　　　　　　2　前項ただし書の規定にかかわらず・運営業務のうち、公の施設の利用許可を伴う業務

穿を指定　　　の全部又は一部を第三者に委託することはできなレ㌔

　　　　　　　（運営協議会の設置）

　　　　　第40条　市と指定管理者は、業務を円滑に実施するために必要があると認めるときは、

　　　　　　情報交換及び業務の調整を図るため、蓮営協議会を設置することができる。運営協議会
一部の停　・　に関し必要な事項は、市及び指定管理者の協議により決定するものとする。

唖　の12　市又は指定管理者は、協議の上、前項の運営協議会の会議に関係のある事業者、団依

　　　　｝・学識経験者、市民等を参加させる゜ことができるものとする。

　　　　∫

蝋第灘雛鑑騨講婁蕪麹碧灘轡．
　　　　i2指定管理瀧自主事業を実施しようとするときぽ市に対して業務計画書を提出し、

　　凝事前に市の承諾を受けなければなら軌この齢において市｝秘要に応じて指定

諸3灘1難撫を実施するに当一別に自主事業の実施条件等を

　　　　！

1聯第灘の雛癬欝纂灘昆羅操る支出購入を適切翻ることを目的，

　，’　｛　して、業務に固有の銀行口座を開設し、その適切な蓮用を図るものとする。

　　　　く

　とi講齪畿雛定管理者間の請＿＿論＿嵐
　　　　1　協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければ塗らない。

欝獺難1購翻難愚1欝磁
　　　　i　　（書類の保存）

　　　　；第44条’指定管理者は・業務の遂行に関レ作成した書類を作成年度の翌年度から起算し

　　　　1　て5年を経過するまでの期間これを保管しなければならない。

懲｛（協定の変更）

　　　　｛第45条業務に関し・業務の前提条件隠内容が変更したとき、又｝ま特別な事情が生じた

　　　　｝岬轍び指定管理縮鰍儀定の耀更することができるものとす乱

　　　　暑
　　　　1　　　　　　　　　　　　　　．　　．　　　　－10一
　　　　郵

　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　伽”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　（解釈）

第46条　市ぷ協定の規定｝g基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若

　しくは報告を求めたことをもって、市が指定管理者の責任において行うべき業務の全部

　又は一部にっいて責任を負担するものと解釈してはならない。

　（疑義についての協議）

第47条協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき、又は協定に特別の定めのな

　い事項については、市及び指定管理者の協議め上、これを定めるものとする。

　　　　（裁判管轄）　　　　　　　’　　・

　　第48条　この契約に関する紛争は、神戸地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。

・　（本錨瀞の確定）・．　　　　　．　’i
　　第4．9条この齪書につレ、て詣定管理手続条例第6条の規定による淡路市議会の議測

゜　　があった後本基本協定を締結する。この揚合において、この協定書は、指定管理手続条i

　　　例第7条第1項あ規定に基づく基本協定書となるものとずる。　　　　　　　’　　　　｝

　　　　　　　　　．　　　9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝
　　　　議会の鰍があ6たことを了知レ糠の繍を確認臨　　　　｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；亀

　　　　平成29年　　月　　日

指定者

　　　所在地’兵庫県淡路市生穂新島8番地

　　　名　称　淡路市
　　　代表者　淡蕗市長　門　　　康　彦　　印

指定管理者

　　　所在地　兵庫県淡路市志筑3119番地1

　　　名　称社会福祉法人淡路市社会福祉協議会
　　　代表者　会長　小　南　廣　之　　印
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　　　　｝

　　　　髪

　　　　｝　　　’
　　　　き
　　　　長
　　　　1　別紙
ま説明若1　　　　　　　　　　　　，

砦の全蝦鯉物件
　　　　　

　　　　1　管理施設

乞め曜　①竹の子（所在地淡路市識37翻）

　　　　，｝　　　　　・敷地内の建i物（鉄骨造寧屋建て　121．5㎡）　　　　、

　　　　1　　　　　・敷地内の外構及び植栽（敷地面積　530．10㎡）

）〇　　　　　一

　　　　　　　　②障がい者地域生活拠点ぽれぼれ（所在地淡路市浅野南2番地40）’

　　　　　　　　　　・北淡総合福祉センター　2階娯楽室（管理対象面積・74．32nf）

妻の議決　　　　　　　’別棟西側倉庫内車庫゜（管理対象面積　48・’25㎡）

里手続条

　　　　　　　　③あいあい（所在地淡路市郡家392番地1）

　　　　　　　　　　・建物（木造平屋建て　．144．21㎡〉

］

－

心
O
ー

④ひまわり（所在地淡路市久留麻18’66番地）

　・敷地内の建物（鉄筋コングリート造平屋建て　275㎡）

　・敷地内の外構及び植栽（敷地面積　1，063㎡）

　　　　　　　　　　　　個
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’別　記

　　　　　　　　　　　個人情報取扱特記事墳
1　基本的事項　　　’1

　　指牢管理者偉、個人情報の保護の重要性を認識し、協定による業務の実施に当たっ

　ては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなけれ

　ばならない。

2秘密の保持
　指定管理者は、協定にまる維持管理及び運営業務（以下「業務」という。）に関し

て知ることができた個人情報を他人に漏らしてはならない。この協定が終了し、又は

解除された後においでも同様とする。

3　収集の制限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　指定管理者は、協定による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務

の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かっ公正な手段により行わなければな

　らない。

4　適正管理　　　　　　　．　　　　．

　指定管理者は、協定による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損

の防止その他個人情報の適正な管哩のために必要な措置を講じなければならない。

5鱗灘幣指示がある齢を除き、協定による業獺して知ることので｝

きた個人情報を協定の目的以外の目的に利用し、又は市の承諾を得ずに第三者に提供

　してはならない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亀恥．

6　複写又は複製の禁止

　指定管理者は、協定による業務を処理するために市から引き渡された個人情報が記

載された資料等を市の承諾を得ずに複写し、又は複製してはならない。

そ

書
一

　

　

　

い
ど

9

10

　丁
個．

11

　T
　り引

12

　」
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芳議会

7再委託の禁止
　指定管理者は、協定による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、

市が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。

一 12一

8　資料等の返還等

　指定管理者は、協定による業務を処理するために市から引き渡され、又は指建管理

者自らが収集若じくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに市

に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、市が別に指示したときは、その指示に

従うものとする。’

一’13一

　



当たっ

なけれ

9　従事者への周知

　指定管理者は、協定にょ届業務に従事している者に対して、在職中及び退職後にお

いて、その業務に関して知ることのでき準個人情報を他に漏らしてはならないことな

　ど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。

10　保護措置の報告

　市｝ホ・必要があると認めるときは、．指定管理者が、協定による業務の執行に当たり

個人情報の保護のために講じた措置に関し報告を求め、又は指示することができる。

に関し

，、又は 11　実地調査

　市は、必要があると認融るときは、指定管理者が協定による業務の執行に当たり取
り扱っている個人情報の状況についそ、随時実地に調査することができる旦

の業務

ればな

がき皐・

鳶い。轟

　　　
　　1

とので

に提供

12　事故報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　・

　指定管理者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあること

を知ったときは、速やかに市に報告し、市の指示に従うものとする。・・．

「報が記 切

Dとし㍉

淀管理
：ちに市

，指示に
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　淡路市（以下「市」という。）と社会福祉法人淡路市社会福祉協議会（以下「指定管

理者」という。）とは、平成　　年　　月　　日に、淡路市障害者福祉施設（以下「施

設」という。）の管理に関して締結した淡路市障害者福祉施設の管理に関する基本協定

書（以下「基本協定」という。）に基づき、施設の管理に係る年度協定（以下「年度協

定」という。）を締結する。

淡路市障害者福祉施設

指定管理者【年度協定書】（案）

　（年度協定の目的）

第1条　年度協定は、施設の管理業務（以下「業務」という。）の各年度の業務内容を

定めることを目的とする。

　（平成30年度の業務内容）

第2条　市及び指定管理者は、平成30年度の業務内容は、基本協定及び淡路市障害者

福祉施設指定管理者業務仕様書に定めるとおりであることを確認する。

　（平成30年度の管理物件）

第3条基本協定第17条に定める備品等は、別紙に掲げる物品とする。

1

心
N
ー

　（疑義等の決定）

第4条　年度協定に定めのない事項については、第一義的には基本協定によるものとし、

　必要に応じて、市及び指定管理者が協議の上、これを定めるものとする。

　この協定を証するたあ、本書2通を作成し、市及び指定管理者がそれぞれ記名押印の

上、各1通を保有する。

平成　　年　　月　　日

指定者

地

称

者

在

表

所

名

代

兵庫県淡路市生穂新島8番地

淡路市

淡路市長　門　　　康　彦 印

平成 年 月 指定管理者

　　　所在地

　　　名　称

　　　代表者

兵庫県淡路市志筑3119番地1

社会福祉法人淡路市社会福祉協議会

会長　小　南　廣　之　　印
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備品等（1種）

1

轟
ω
1

管理物件

管理物品

竹の子

備品等（工種）

種　　類 数　　量 種　　類 数　　量

脇机 1 調理台 3

テント 2 冷蔵庫 2

キッチンワゴン 1 炊飯器 1

ガスコンロ 1 洗濯機 1

販売用ステンレスラック 1 パソコン台 1

キャスター付棚 1 エアコン 3

キッチンキャビネット 1 パイプ椅子 16

撹搾機、 1 会議机 4

密封機 1 角テーブル 7

ガス湯沸かし器 1 食器棚 3

クリーンドライ 1 更衣ロッカー 4

オーブン 1 両袖机 1

種　　類 数　　量 種　　類 数　　量
事務用椅子 8 掃除機 2

片袖机 3 引き出し 2

両袖机 1 更衣ロッカー 4

食器棚 2 テレビ 1

調理台 2

障がい者地域生活拠点ぼれぼれ

備品等（1種）

種　　類 数　　量 種　　類 数　　量

調理台 2 椅子ブルー 8

業務用冷蔵庫 1 角テーブル 1

業務用食器棚 1 カウンター付キャビネット 1

電子ピアノ 1 更衣ロッカー 2

電子レンジ 1 片袖机 2

あいあい

備品等（1種）

種　　類 数　　量 種　　類 数　　量

洗濯機 1 調理台 2

脇机 1 冷蔵庫 1

保管庫 1 椅子 10

エアコン 3 会議用長机 5

エアコン据置型 1
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淡路市久留麻老人福祉センター

指定管理者【基本協定書】

淡路市久留麻老人福祉センターの管理に関する基本協定書

淡路市（以下「市」という。）と社会福祉法人淡路市社会福祉協議会（以下「指定管理者」

という。）とは、次の条項を基本とする淡路市久留麻老人福祉センター（以下「施設」とい

う。）の管理に係る協定（以下「協定」という。）を締結する。

　この協定を証するため、本書2通を作成し、市、指定管理者がそれぞれ記名押印の上、

各1通を保有する。 凌
5

平成29年10．月3ノ日

1

恥
轟
ー

，

8

指定者

　　所在地　兵庫県淡路市生穂新島8番地

犠門康麟
　　　　　　　　　　　　　　【

指定管理者

　　　所在地　兵庫県淡路市志筑3119番地1

　　　名　称　社会福祉法人淡路市社会礁　　ム

　　　代表者会長　小南廣’名

　　　　　　　　　　　　　　　　し

平成29年10月

一 1一
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第1章　総　則

　（協定の目的）

第1条　この協定は、市と指定管理者が相互に協力し、公の施設を適正かつ円滑に管理す

　るために必要な事項を定めることを目的とする。

　　（指定管理者の指定の意義）

第2条　市及び指定管理者は、施設の管理に関して市が指定管理者の指定を狩うことの意

　義は、民間事業者たる指定管理者の能力を活用しっつ、地域住民等に対する行政サービ

　スの効果及び効率を向上させ、もって地域の福祉の一層の増進を図ることにあることを

　確認する。

　（公共性及び民間事業の趣旨の尊重）　　　　　　・

第3条　指定管理者は、施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び施設管理者が行う

　管理業務（以下「業務」という。）の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、

　その趣旨を尊重するものとする。

2　市は、業務が利益の創出を基本とする民間事業者等によって実施されることを十分に’

理解し、その趣旨を尊重するものとする。

　（信義誠実の原則）

第4条　市及び指定管理者は、互いに協力し、’信義を重んじ、協定を誠実に履行しなけれ

　ばならない。

（定義）

第5条　この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

　よる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　（1）　「指定開始日」とは、指定期間の開始日をいう。

　（2）　「指定管理料」とは、市が指定管理者に対して支払う業務の実施に関する対価を

　　いつ。

（3）　「仕様書」とは、公の施設の指定管理に関して別に示す業務に係る仕様書をいう。

（4）　「自主事業」とは、施設の設置の目的に合致する範囲において、指定管理者が自

　己の責任と費用において実施する維持管理・運営業務以外の業務をいう。

（5）　「年度協定」とは、協定に基づき、市と指定管理者が指定期間中に毎年締結する

　協定をいう。

（6）　「不可抗力」とは、天災（地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩

壊等をいう。）、人災（戦争、テロ、暴動等をいう。）、その他市又は指定管理者の責め

　に帰すごとのできないものをいう。ただし、施設利用者数の増減は、不可抗力に含ま

　ないものとする。

（7）　「法令」とは、全ての法律、政令、規則、命令、条例、規則、訓令、告示及び正

規の手続を経て公布された行政機関の規程をいう。

（8）　「利用料金」とは、管理施設の利用の対価として指定管理者に支払われる施設の

一 2一

利用料をいう。

　（管理物件）

第6条　業務の対象となる物件（以下「管理物件」という。）は、別紙に掲げる管理施設及

　び管理物品とする。

2　指定管理者は1善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理しなければならない。

　（指定期間等）

第7条　指定期間は、平成30年4．月1日から平成33年3．月31日までとする。

2　業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

　　　　　　　　　　　　　　　第2章’業務の実施

　　（業務の範囲）

第8条指定管理者がする業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

　（1）　管理施設の利用の許可に関する業務

　（2）　管理施設の利用に係る料金の徴収に関する業務

’・（3）　管理施設等の維持管理に関する業務

　（4）前3号に掲げるもののほか、市が必要と認める業務

2　前項各号に掲げる業務の細目は、仕様書に定めるとおりとする。

　（市が行う業務の範囲）

第9条　次に掲げる業務については、市が自らの責任と費用において実施するものとする。

　（1）　施設の目的外使用許可に関する業務

　（2）別に定める管理施設の修繕業務

　（業務範囲及び業務実施条件の変更）

第10条　市又は指定管理者は、必要があると認めるときは、相手方に対する書面による

　通知をもって第8条で定めた業務の範囲の変更を求めることができる。
2　市又は指定管理者は、前項の通知を受けたときは、協議に応じなければならな小。

3　業務範囲及びそれに伴う指定管理料の変更等については、前項の協議を踏まえて、市

　が決定するものとする。

第3章　業務の実施

　（業務の実施）

第11条　指定管理者は、この協定、年度協定、条例及び関係法令等に従い、挙務を実施

　しなければならない。

　　　　　　　　　　　　　　　モ　ご2　条例及び協定の間に矛盾又は齪酷がある場合は、条例、協定め順にその解釈が優先す

　るものとする。
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　（開業準備）

第12条　指定管理者は、指定開始日に先立ち、業務の実施に必要な資格者及び人材を確

保し、必要な研修等を行わなければならない。

2　指定管理者は、必要があると認めるときは、指定開始日に先立ち、市に対して管理施

　設の視察を申し出ることができる。

3　市は、指定管理者から前項の申出を受けたときは、特別な理由がない限り、その申出

　に応じるものとする。

　（第三者による実施）

第13条　指定管理者は、事前に市の承諾を受けた場合を除いて、業務の一部を第三者に

　委託し、又は請け章わせてはならない。

2　指定管理者は、業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて指定管理者の責任及

　びその費用において行うものとし、業務に関しそ指定管理者が使用する第三者の責めに

　帰すべき理由により生じた損害及び増加費用は、すべて指定管理者の責めに帰すべき理

　由により生じた損害及び増加費用とみなして、指定管理者がこれを負担するものとする。

　（管理施設の改修等）

第14条　管理施設の大規模な修繕、改造、増築、移設等にっいては、市が自己の費用と

　責任において実施するものとする。

2　管理施設の改修等にっいて、指定管理者は市と協議により、緊急性のある修繕等につ

　いて必要に応じて自己め費用と負担において実施するものとする。

　（緊急時の対応）

第15条　指定期間中、業務の実施に関連して事故又は災害等の緊急事態が発生したとき．

　は、指定管理者は、速やかに必要な措置を講じるとともに、市及び関係者に対して緊急

　事態が発生した旨を通報しなければならない。

2　事故等が発生したときは、指定管理者は市と協力して、事故等の原因調査にあた局も

　のとする。

　（情報管理）

第16条　指定管理者又は業務の全部若しくは一部に従事する者は、業務の実施によって

　知り得た秘密及び市の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は

　他の目的に使用してはならない。また、指定期間が満了し、又は指定を取り消された後

　においても、同様とする。

2　指定管理者は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）及び淡路市

　個人情報保護条例（平成17年淡路市条例第16号）を遵守するとともに、業務を遂行

　するための個人情報の取扱いについては、別記の「個人情報取扱笹記事項」を遵守しな

　ければならない。

3　市及び指定管理者は、淡路市情報公開条例’（平成17年淡路市条例第15号）の趣旨

　に則り、業務に関する情報の公開に関し、必要な措置を講じるものとする。

4　市は、指定管理者が保有する業務に関する情報であって、市が保有しないものについ

　て淡路市情報公開条例に基づく公開請求があったときは、指定管理者に対して当該情報

　を市に提出するよう求めることができるざ
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5　指定管理者は、前項による情報提出の請求を受けたときは、速やかにこれに応じるも

のとする。

第4章　備品等の扱い

　（市による備品等の貸与）

第17条　市は、別紙に定める備品等（以下「備品等（1種）」という。）を、無償で指定

　管理者に貸与する。

2　指定管理者は、指定期間中、備品等（1種）を常に良好な状態に保たなければならな

　い。

3　備品等（1種）が経年劣化等により業務実施の用に供することができなくなったとき

　は、市は、指定管理者との協議により、必要に応じて自己の費用で当該備品等を購入又

　は調達するものとする。

4　指定管理者は、故意又は過失により備品等（1種）を損傷し、若しくは滅失したとき

　は、市に対し、これを弁償し、・又は自己の費用で当該物と同等の機能若しくは価値を有

　するものを購入し、若しくは調達しなければならない。ただし、市が特別の理由がある

　と認めるときは、この限りでない。

●

　　（指定管理者による備品等の購入等）

第18条　指定管理者は、別紙に定める備品等（以下「備品等（II種）」という。）を、自

　己の費用により購入又は調達し、業務実施のために供するものとする。

2　備品等（工工種）が経年劣化等により業務実施の用に供することができなくなったとき

　は、指定管理者は、自己の費用で当該備品等を購入又は調達するもゐとする。

3　指定管理者は、第1項に定めるもののほか、’任意により備品等を購入又は調達し、業’

　務実施のために供することができるものとする（以下’「備品等（工1工種）」という。）。

　　　　　　　　’、

第5章　業務実施に係る市の確認事項

　（業霧計画書）

第19条　指定管理者は、毎年度市が指定する期日までに業務計画書を提出し、市の確認

　を得なければならない。

2　市又は指定管理者は、業務計画書を変更しようとするときは、市及び指定管理者の協

謙により決定するものとする。

　（事業報告書）

第20条　指定管理者は、毎年度終了後5．月31日までに、次に掲げる事項を記載した指

　定管理者事業報告書（淡路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施行

　規則（平成17年淡路市規則第20号）に規定する様式をいう。以下「事業報告書」と

　いう。）を提出Uなければならない。

　（1）　業務の実施状況

　（2）　利用状況並びに利用拒否等の件数及び理由

　（3）利用料金の収入実績及び管理経費等の収支状況等

一 5一

2

3

2

3

2

第

2

3

4

第



も

定

な

き

又

き

有
る

ー

お
刈
－

自

　

き

業

認昌

）協

指

行
と

一

一b
2

　（4）　自主事業の実施状況に関する事項

　（5）前各号に掲げるもののほか、市が指示する事項

2　指定管理者は、市がこの協定の規定により年度途中において指定管理者に対する指定．

　管理者の指定を取り消した場合には、指定が取り消された日から起算して1月以内に当

　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。

3　市は、必要があると認めるときは、事業報告書の内容又はそれに関連する事項につい

　て、指定管理者に対し、報告又は口頭による説明を求めることができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し鴫　（市による業務実施状況の確認）

第21条　市は、．前条の規定により、指定管理者が提出した事業報告書に基づき、指定管

　理者が行う業務の実施状況及び施設の管理状況の確認を行うものとする。

2　市は、前項に規定する確認のほか、指定管理者による業務実施状況等を確認すること

　を目的として、随時、管理物件に立ち入ることができる。また、市は、指定管理者に対

　して、業務の実施状況又は業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めるこ

　とができる。

3　指定管理者は、市から前項の申出を受けたときは、合理的な理由がある場合を除き、

　これに応じなければならない。

　（市による業務の改善勧告）’

第22条　前条の規定による確認の結果、指定管理者による業務実施が仕様書等市が示し

　た条件を満たしていないときは、市は、指定管理者に対して業務の改善を勧告するもの

　とする。　　　　　　　　，

2　指定管理者は、前項に定める改善の勧告を受けたときは、速やかにそれに応じ、必要
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　な措置を講じなければならない。

第6章　指定管理料及び利用料金

　（指定管理料の支払）

第23条’市は、業務実施の対価として、指定管理者に対して指定管理料を支払うものと

　する。

2　市が指定管理者に対して支払う指定管理料の詳細にっいては、別途「年度協定」に定

　めるものとする。

3　指定管理者は、毎月末目から10日以内に、当該月の指定管理料の支払請求書を市に

　送付するものとし、市は、当該請求書を受領してから30日以内に指定管理者に対して

　指定管理料を支払うものとする。

4　前項の規定にかかわらず、指定管理者は、四半期以内の月数ごとに取りまとめて、市

　に指定管理料の支払請求をすることがでぎる。

　（指定管理料の変更）

第24条　市又は指定管理者は、指定期間中に賃金水準又は物価水準の変動により当初合

　意された指定管理料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して書面による通知

　をもって指定管理料の変更を申し出ることができる。
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，

2　市又は指定管理者は、前項の申出を受けたときは、協議に応じなければならない。

3　変更の要否や変更金額等については、前項の協議により決定するものとする。

　（利用料金の取扱い）

第25条　指定管理者は、施設の利用者から、施設に係る利用料金を徴収し、当該指定管

　理者の収入として、収受することができる。

2　市は、随時、前項の利用料金の徴収業務にっいて、指定管理者に報告を求め、又は資

　料の提出を求めることができる。

　（利用料金の決定）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

第26条　利用料金は、指定管理者が条例に規定する利用料金の範囲内におい丁定めるも

　のとする。ただし、その決定又は改定については事前に市の承諾を受けるものとし、必

　要に応じて市と指定管理者の協議を行うものとする。

第7章　損害賠償及び不可抗力

　　（損害賠償等）’

’・第27条　指定管理者は、故意又は過失により管理物件を損傷し、若しくは滅失したとき

　　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、市が特別の理由

　　があると認めたときは、市は、その全部又は一部を免除することができる。

　（第三者への賠償）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
第28条業務の実施において、指定管理者に帰すべき事由により第三者に損害が生じた

　ときは、指定管理者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が市又

　は指定管理者のいずれの責めにも帰すことができない理由による場合は、この限りでな

　い。　　　　　　　　　・

2　市は、指定管理者の責めに帰すべき理由により発生した損害について第三者に対し賠

　償したときは、指定管理者に対して、当該暗償額及び賠償に伴い発生した費用を請求す

　る。この場合において、指定管理者は、市からの請求に従い、直ちに当該請求額を市に

　対して支払わなければならない。

　（保険）

第29条　業務の実施に当た駅市が付保しなければならない保険は、次のとおりである。

　（1＞火災保険

2　業務の実施に当たり、指定管理者が付保しなければならない保険は、次のとおりとし、

　市が要求ずる補償の内容は別に定めるものとする。

　（1）施設賠償責任保険

　（2）　第三者賠償責任保険

　（ネ可抗力発生時の対応）

第30条　指定管理者は、不可抗力が発生したときは、その影響を早期に除去すべく早急

　に対志措置をとり、不可抗力により発生する損害、損失及び増加贅用を最小限にするよ
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　　（不可抗力によって発生した費用等の負担）　　　　　　　　　　　　　，

第31条　不可抗力の発生に起因して指定管理者に損害、損失及び増加費用が生じたとき

　は、指定管理者は、その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって市に通知するもの

　とす筍・

2　市は、前項の通知があったときは、速やかに損害状況の確認を行った上で、指定管理

　者と協議を行い、不可抗力の判定、費用負担等を決定するものとするp
’『3　不可抗力の発生に起因して指定管理者に損害、損失及び増加費用が生じたときは、当

　該費用につき合理性の認められる範囲で市が負担するものとする。．この場合において、

　指定管理者が付保した保険によりてん補された金額相当分は、市の負担に含まないもの

　とする。

4　不可抗力の発生に起因して市に損害、損失及び増加費用が発生したときは、当該費用

　は市が負担するものとする。　，　　　　’　　　　　　　　　　　・

　（不可抗力による一部の業務実施の免除）

第32条　前条第2項に規定する協議の結果、不可抗力の発生により業務の一部の実施が

　困難となったと認められるときは、指定管理者は、不可抗力により影響を受けた限度に

　おいて協定に定める義務を免れるものとする。

2　指定管理者が不可抗力により業務の一部を実施できなかったときは、市は、指定管理

　者との協議の上、指定管理者が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用に相

　当する金額を指定管理料から減額することができる。

第8章　指定期間の満了
P

　（業務の引継ぎ等）

第33条指定管理者は、協定の終才に際し、市耳は市が指定するものに対し、業務の引

　継ぎ等を行わなければならない。　　　　　　　　　　　　　’
2　市は、必要があると認めるときは、協定の終了に先立ち、指定管理者に対して市又は

　市が指定するものによる管理施設の視察を申し出るこどができるものとする。

3　指定管理者は、市から前項の申出を受けたときは、特別な理由がない限り、その申出

　に応じなければならない。

　（原状復帰義務等）

第34条　指定管理者は、協定の終了する3か月前までに、指定開始日を基準として管理

　物件を原状に回復し、市に対して管理物件を空け渡さなければならなレ）。

2　前項の規定にかかわらず、市が特に必要があると認めたときは、指定管理者は、期限

　を変更し、又は管理物件の原状回復を行わずに、別に市が定める状態で管理物件を空け

　渡すことができる。

3　第1項の場合において、指定管理者が正当な理由なく、定められた期間内に処置を行

　わず、又は市の指示に従わないときは、市は、指定管理者に代わって適当な処置を行う

　ことができる。この場合においては、指定管理者は、市の当該処置について異議を申し

　出ることができず、かっ、市の当該処置に要した費用を負担しなければならない。
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　（備品等の扱い）

第35条協定の終了に際し、備品等の扱いについては、次に定めるとおりとする。

（1）　備品等（1種）及び備品等（H種）については、指定管理者は、市又は市が指定

　するものに対して引き継がなければならない。

（2）　備品等（II工種）については、原則として指定管理者が自己の責任と費用で撤去し、

撤収するものとする。ただし、市と指定管理者の’協議において両者が合意したときは、

指定管理者は、市又は市が指定するものに対して引き継ぐことができる。

第9章　指定期間満了以前の指定の取消し

　　（市による指定の取消し）

第36条　市は、淡路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

　　年淡路市条例第19号。以下「指定管理手続条例」という。）第9条の規定によ，り、指定

　　管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、ヌは期

　　間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

　　（1）指定管理者が業務の全部又は一部の履行を怠り、その状態が30日間以上にわだ

‘　　り継続したとき。

　　（2）指定管理者に係る破産手続明始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、会社整

　　　理手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、指定管理者がそ

　　　の決議をしたとき、又は第三者によりその申立てがなされたとき。ただし、共同企業

　　　体の場合であって、代表団体以外の構成団体にっいて本号に定める事項が発生したと

　　　きには、．業務の継続が困難になったと市が判断した場合に限る。

（3）

（4）

（5）

（6）

業務に際し不正行為があったとき。

市に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。

指定管理者が協定内容を履行せず、又はこれに違反したとき。

指定管理者の責めに帰すべき理由により、業務の遂行に係る個人情報が漏洩し、

　　当該個人に損害を与えたとき。

　（7）指定管理者が自己の責めに帰すべき理由により協定締結の解除の申出があったと

　き。

（8）前各号に掲げるもののほか、指定管理者による管理を継続する’ことが適当でない

　　と市が認めるとき。

2　市は、前項の規定に基づき指定の取消しを行おう・とするときは、事前にその旨を指定

管理者に通知し、次に掲げる事項にっいて指定管理者と協議をするものとする。

　（1）指定管理者による改善策の提示及び指定取消しまでの猶予期間の設定

　（2）　前号に掲げるもののほか、市が必要と認める事項

3　第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて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、損失及び増加費用が生じても、市はその

賠償の責めを負わない。

（指定管理者による指定の取消しの申出）
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第37条　指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市に対して指定の取消

　しを申し出ることができる。

（1）

（2）

（3）

（4）

市が協定内容を履行せず、又はこれに違反したとき。

市の責めに帰すべき理由により指定管理者が損害又は損失を被ったとき。

各年度において予算額にっいて減額又は削除があったとき。

前3号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認める事項

2　市は、前項の申出を受けたときは、指定管理者との協議を経て、その措置を決定する

　ものとする。

3　前項の規定により指定が取り消されたときは、市は、指定管理者に対し、当該取消し

により指定管理者に生じた損害、損失及び増加費用を、合理性ボ認められる範囲で賠償

する。

　（不可抗力による指定の取消し）

第38条　市又は指定管理者は、不可抗力の舜生により、業務の継続等が困難と認めたと

　きは、相手方に対して指定の取消しの協議を求めることができるものとする。

2　前項の協議の結果、やむを得ないと認めたときは、市は指定の取消しを行うものとす

　る。

3　前項の規定による聖消しにより、指定管理者に生じた損害、損失及び増加費用は、合

　理性が認められる範囲で市が負担することを原則として、市と指定管理者の協議により

　決定するものとする。

　（指定期間終了時の取扱い）

第39条　第33条から第3．5条までの規定は、第36条から前条までの規定により協牢

　が終了した場合にこれを準用する。ただし、市又は指定管理者が合意したときは、この

　限りでない。

第10章　その他

　（権利義務の譲渡の禁止）

第40条　指定管理者は、協定によって生じる権利又は義務め全部若しくは一部を第三者

　に委託し、譲渡し、若しくは継承させてはならない。ただし、事前に市あ承諾を受けた

　ときは、この限りでない。

2　前項ただし書の規定にかかわらず、運営業務のうち、公の施設の利用許可を伴う業務

　の全部又は一部を第三者に委託することはできない。

　（運営協議会の設置）

第41条　市と指定管理者は、業務を円滑に実施するために必要があると認めるときは、
情報交換及び業務の調整を図るため、運営協議会を設置ずることができる。運営協議会

　に関し必要な事項は、市及び指定管理者の協議により決定するものとする。

2　市又は指定管理者は、協議の上、前項の運営協議会の会議に関係のある事業者、団体、

　学識経験者、市民等を参加させることができるものとする。
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　（業務の範囲外の業務）

第42条　指定管理者は、施設の設置目的に合致し、かつ、業務の実施を妨げない範囲に

　おいて、自己の責任と費用により、自主事業を実施することができるものとする。

2　指定管理者は、自主事業を実施しようとするときは、市に対して業務計画書を提出し、

　事前に市の承諾を受けなければならない。，この場合において、市は、必要に応じて指定・

　管理者と協議を行うものとする。

3　市及び指定管理者は、自主事業を実施するに当たって、別に自主事業の実施条件等を

　定めることができるものとする。　　　　　　　　　，

　（業務の実施に係る指定管理者の口座）

第43条　指定管理者は、業務の実施に係る支出及び収入を適切に管理することを目的と

　して、業務に固有の銀行口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。

　　（請求、通知等の様式その他）

　第44条　協定に関する市及び指定管理者間の請求、通知、申出、報告、承諾、解除等は、

　　協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。

　2　協定の履行に関して、市及び指定管理者間で用いる言語は、日本語とする。

　3　協定の履行に関して、市及び指定管理者間で用いる計量単位は、協定に特別の定めが

’　ある場合を除き、計量法（平成4年法律第51号）の定めるところによる。

　（書類の保存）

第45条　指定管理者は、業務の遂行に関し作成した書類を作成年度の翌年度から起算し．

　て5年を経過するまでの期間これを保管レなければならない。

　（協定の変更）

第46条　業務に関し、業務の前提条件や内容が変更したとき、又は特別な事情が生じた

　ときは、市及び指定管理者の協議の上、協定の規定を変更することができるものとする。

　（解釈）

第47条　市が協定の規定に基づき書嶺の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若

　しくは報告を求めたことをもって～市が指定管理者の責任において行うべき業務の全部

　又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。

　　（疑義についての協議）

’第48条　協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき、又は協定に特別の定めのな

　い事項については、市及び指定管理者の協議の上、これを定めるものとする。

・（裁判管轄）

第49条　この契約に関する紛争は、神戸地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。

　（本基本協定書の確定）

第50条　この協定書について、指定管理手続条例第6条の規定による淡路市議会の議決

　があった後本基本協定を締結する。この場合において、この協定書は、指定管理手続条
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別紙（第6条、第17条、第18条関係）

管理物件

（1）管理施設（※詳細については、財産台帳を参照のこと。）

　淡路市久留麻老人福祉センター

　敷地内の外構及び植栽

（2）管理物品（※詳細については、備品台帳を参照のこと。）

ア　備品等（1種）

イ　備品等（工1種）

別　記

　　　　　　　　　　　　個人情報取扱特記事項
1　基本的事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　『

　　指定管理者は、値人情報の保護の重要性を認識し、協定による栗務の実施に当たっ

　ては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなけれ

　ばならない。

2　秘密の保持

　指定管理者は、協定ばよる維持管理及び運営業務（以下「業務」という。）に関し

て知ることができた個人情報を他人に漏らしてはならない。この協定が終了し、又は

解除された後においても同様とする。

3　収集の制限

　指定管理者は、協定による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務

の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければな

　らない。

己

1

α
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l

4　適正管理

　指定管理者は、協定による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損

の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

5　利用及び提供の制限

　指定管理者は、市の指示がある場合を除き、協定による業務に関して知ることので

きた個大情報を協定の目的以外の目的に利用し、．又は市の承諾を得ずに第三者に提供

　してはならない。

6　複写又は複製の禁止

　指定管理者は、協定による業務を処理するために市から引き渡された個人情報が記

載された資料等を市の承諾を得ずに複写し、又は複製してはならなレ｝。

7　再委託の禁止

　指定管理者は、協定による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、

市が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。

8　資料等の返還等

　指定管理者は、協定による業務を処理するために市から引き渡され、又は指定管理

者自らが収集若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに市

に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、市が別に指示したときは、その指示に

従うものとする。



例第7条第1項の規定に基づく基本協定書となるものとする。
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議会の議決があったことを了知し、本協定の締結を確認した。

平成　　年　　月　　日

指定者

所在地　兵庫県淡路市生穂新島8番地

名　称　淡路市

代表者　淡路市長　　門　　康　彦　　印

指定管理者

　　　所在地 兵庫県淡路市志筑3119番地1

．名称社会福祉法人淡路市社会福祉協議会

代表者　会　長　　小　南　廣　之　　印

9　従事者への周知

　指定管理者は、協定による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後にお

いて、その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないことな

　ど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。

10　保護措置の報告

　市は、必要があると認めるときは、指定管理者が、’協定による業務の執行に当たり

個人情報の保護のために講じた措置に関し報告を求め、又は指未することができる。

11　実地調査

　市は、必要があると認めるときは、指定管理者が協定による業務の執行に当たり取

　り扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。，

12　事故報告’

　指定管理者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあること

を知ったときは、速やかに市に報告し、市の指示に従うものとする。
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淡路市久留麻老人福祉センターの管理に関する年度協定書

淡路市久留麻老人福祉センター施設

　淡路市（以下「市」という。）と社会福祉法人淡路市社会福祉協議会（以下「指定管

琿者」という。）とは、平成　　年　　月　　日に、淡路市久留麻老人福祉センター（以

下「施設」という。）の管理に関して締結した淡路市久留麻老人福祉セン〃一の管理に

関する基本協定書（以下「基本協定」という。）に基づき、施設の管理に係る年度協定

（以下「年度協定」という。）を締結する。

指定管理者【年度協定書】
　（年度協定の目的）

第1条　年度協定は、施設の管理業務（以下「業務」という。）の各年度の業務内容及

び業務の実施の対価として支払われる指定管理料を定めることを目的とする。

（案） 　（平成30年度の業務内容）

第2条　市及び指定管理者は、平成30年度の業務内容は、基本協定に定めるとおりで

あることを確認する。

ー

O
N
ー

　（平成30年度の指定管理料）

第3条　市は、指定管理者に業務の実施の対価として、2，900，000円（消費税

及び地方消費税を含む。）を支払うものとする。

2　前項の指定管理料の支払期口は、基本協定第23条第3項及び第4項の規定により

　難いときは、市及び指定管理者は、協議により、その支払期日を別に定めることがで

　きる。

　（疑義等の決定）

第4条年度協定に定めのない事項にっいては、第一義的には基本協定によるものとし、

　必要に応じて、市及び指定管理者が協議の上、これを定めるものとする。

　この協定を証するため、本書2通を作成し、市及び指定管理者がそれぞれ記名押印の

上、各1通を保有する。

平成　　年　　月　　日

指定者

平成 年 月

所在地　兵庫県淡路市生穂新島8番地

名　称　淡路市

代表者・淡路市長門康彦㊥

指定管理者

　　　　所在地　兵庫県淡路市志筑3119番地1

　　　　名　称　社会福祉法人淡路市社会福祉協議会

　　　　代表者会長　　小南廣之　㊥



淡路市柳沢老人福祉センターの管理に関する基本協定書
r聞モ…：畏，

綴闘響i
i｛蕗凹繋

　淡路市（以下「市」という。）と柳澤地区町内会（以下「指定管理者」という。）とは、

次の条項を基本とする淡路市柳沢老人福祉センター（以下「施設」という。）の管理に係る

協定（以下「協定」という。）を締結する。

淡路市柳沢老人福祉センター
　この協定を証するため、本書2通を作成し、市、指定管理者がそれぞれ記名押印の上、

各1通を保有する。

指定管理者【基本協定書】
平成29年10月31日

指定者

所在地　兵庫県淡路市生穂新島8番地
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名’称　淡路市

代表者　淡路市長

指定管理者

　　所在地

　　　　　鼻髄県費

門康l lま欄嵐

　　　　　籠幽i罫

兵庫県淡路市柳澤甲16番地4

名　称　柳澤地区町内会

代表者代表田山幸治■

平成29年10月
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第1章総則

　（協定の目的）

第1条　この協定は、市と指定管理者が相互に協力し、公の施設を適正かつ円滑に管理す

　るために必要な事項を定めることを目的とする。　一

　（指定管理者の指定の意義）

第2条　市及び指定管理者は、施設の管理に関して市が指定管理者の指定を行うことの意

　義は、民間事業者たる指定管理者の能力を活用しつつ、地域住民等に対する行政サービ

　スの効果及び効率を向上させ、も？て地域の福祉の一層の増進を図ることにあることを

　確認する。

　（公共性及び民間事業の趣旨の尊重）

第3条　指定管理者は、施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び施設管理者が行う

　管理業務（以下「業務」という。）の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、

　その趣旨を尊重するものとする。

2　市は、業務が利益の創出を基本とする民間事業者等によって実施されることを十分に

　理解し、その趣旨を尊重するものとする。

　（信義誠実の原則）

第4条　市及び指定管理者は、互いに協力し、信義を重んじ、協定を誠実に履行しなけれ

　ばならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’．

　（定義）

第5条　この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

　よる。

　（1）　「指定開始日」とは、指定期間の開始日をいう。

　（2）　「指定管理料」とは、市が指定管理者に対して支払う業務の実施に関する対価を

　　いう。

　（3）　「仕様書」とは、公の施設の指定管理に関して別に示す業務に係る仕様書をいう。

　（4）　「自主事業」とは、施設の設置の目的に合致する範囲において、指定管理者が自

　　己の責任と費用において実施する維持管理・運営業務以外の業務をいう。，

　（5）　「年度協定〕とは、協定に基づき、市と指定管理者が指定期間中に毎年締結する

　　協定をいう。

　（6）　「不可抗力」と｝ホ、天災（地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩

　　壊等をいう。）、人災（戦争、テロ、暴動等をいう。）、その他市又は指定管理者の責め

　　に帰すことのできないものをいう。ただし、施設利用者数の増減は、不可抗力に含ま

　　ないものとする。

　（7）　「法令」とは、全ての法律、政令、規則、命令、条例、規則、訓令、告示及び正

　　規の手続を経て公布された行政機関の規程をいう。

　（8）’「利用料金」とは、管理施設の利用の対価として指定管理者に支払われる施設の
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利用料をいう。

　（管理物件）

第6条業務の対象となる物件（以下「管理物件」という。）は、別紙に掲げる管理施設及

　び管理物品とする。

2　指定管理者は、善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理しなければならない。

　（指定期間等）

第7条指定期間は、平成30年4．月1日から平成33年3月31日までとする。

2　業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3．月31日までとする。

第2章　業務の実施

　（業務の範囲）

第8条　指定管理者がする業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

　（1）

　（2）

　（3）

’（4）

管理施設の利用の許可に関する業務

管理施設の利用に係る料金の徴収に関する業務

管理施設等の維持管理に関する業務

前3号に掲げるもののほか、市が必要と認める業務
　　　　　　　　　　　　　　1

2　前項各号に掲げる業務の細目は、仕様書に定めるとおりとする。

　（市が行う業務の範囲）

第9条　次に掲げる業務については、市が自らの責任と費用において実施するものとする。

　（1）　施設の目的外使用許可に関する業務

　（2）別に定める管理施設の修繕業務

　（業務範囲及び業務実施条件の変更）

第10条市又は指定管理者は、必要があると認めるときは、相手方に対する書面による

　通知をもって第8条で定めた業務の範囲の変更を求めることができる。

2　市又は指定管理者は、前項の通知を受けたときは、協議に応じなければならない。

3　業務範囲及びそれに伴う指定管理料の変更等については、前項の協議を踏まえて、市

　が決定するものとする。

第3章　業務の実施

　（業務の実施）

第11条　指定管理者は、この協定、年度協定、条例及び関係法令等に従い、業務を実施

　しなければならない。

　　　　　　　　　　　　　　　モ　　2　条例及び協定め間に矛盾又は齪甑がある場合は、条例、協定の順にその解釈が優先す

るものとする。
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　（開業準備）

第12条　指定管理者は、指定開始日に先立ち、業務の実施に必要な資格者及び人材を確

　保し、必要な研修等を行わなければならない。

2　指定管理者は、必要があると認めるときは、指定開始日に先立ち、市に対して管理施

　設の視察を申し出ることができる。

3　市は、指定管理者から前項の．申出を受けたときは、特別な理由がない限り、その申出

　に応じるものとする。

て淡路市情報公開条例に基づく公開請求があったときは、指定管理者に対して当該情報

を市に提出するよう求めることができる。

5　指定管理者は、前項による情報提出の請求を受けたときは、速やかにこれに応じるも

のとする。

第4章　備品等の扱い

1
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　（第三者による実施）　．

第13条　指定管理者は、事前に市の承諾を受けた揚合を除いて、業務の一部を第三者に

　委託し、又は請け負わせてはならない。

2　指定管理者は、業務の一部を第三者に実施させる場合は、°すべて指定管理者の責任及

　びその費用において行うものとし、業務に関して指定管理者が使用する第三者の責めに

　帰すべき理由により生じた損害笈び増加費用は、すべて指定管理者の責めに帰すぺき理

　由により生じた損害及び増加費用とみなして、指定管理者がこれを負担するものとする。

　（管理施設の改修等）

第14条　管理施設の大規模な修繕、改造、増築、移設等については、市が自己の費用と

　責任において実施するものとする。

2　管理施設の改修等については、指定管理者と市で協議する。ただし、1件につき2万

　円（消費税及び地方消費税を含む。）以上の費用を要するものについては市が自己の費用

　と責任において実施するものとし、1件につき2万円（消費税及び地方消費税を含む。）

　未満のものについては指定管理者が自貢の費用と責任において実施するものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　（緊急時の対応）

第15条　指定期間中、業務の実施に関連して事故又は災害等の緊急事態が発生したとき

　は、指定管理者は、速やかに必要な措置を講じるとともに、市及び関係者に対して緊急

　事態が発生した旨を通報しなければならない。

2　事故等が発生したときは、指定管理者は市と協力して、事故等の原因調査にあたるも

　のとする。

　（情報管理）

第16条　指定管理者又は業務の全部若しくは一部に従事する者は、業務の実施によって

　知り得た秘密及び市の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は

　他の目的に使用してはならない。また、指定期間が満了し、又は指定を取り消された後
　においても、同様とする。

2　指定管理者1ま、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第571号）及び淡路市

　個人情報保護条例（平成17年淡路市条例第16号）を遵守するとともに、業務を遂行

　するための個人情報の取扱いについては、別記の「個人情報取扱特記事項」を遵守しな

　ければならない。

3　市及び指定管理者は、淡路市情報公開条例（平成17年淡路市条例第15号）の趣旨

　に則り、業務に関する情報の公開に関し、必要な措置を講じるものとする。

4　市は、指定管理者が保有する業務に関する情報であって、市が保有しないものについ

　　（市による備品等の貸与）

第17条市は、別紙に定める備品等（以下「備品等（1種）」という。）を、無償で指定

　管理者に貸与する。　　　　’

2　指定管理者は、指定期間中、備品等（1種）を常に良好な状態に保たなければならな

　い。

3　備品等（1種）が経年劣化等にょり業務実施の用に供することができなくなったとき

　は、市は、指定管理者との協議により、必要に応じて自己の費用で当該備品等を購入又

　は調達するものとする。

4　指定管理者は、故意又は過失により備品等（1種）を損傷し、若しくは滅失したとき

　は、市に対し、これを弁償し、又は自己の費用で当該物と同等の機能若しくは価値を有

　するものを購入し、若しくは調達しなければならない。・ただし、市が特別の理由がある

’　と認めるときは、この限りでない。

　（指定管理者による備品等の購入等）

第18条　指定管理者は、別紙に定める備品等（以下「備品等（工1種）」という。）を、自

　己の費用により購入又は調達し、業務実施のために供するものとする。

2　備品等（1工種）が経年劣化等により業務実施の用に供することができなくなったとき

　は、指定管琿者は、自己の費用で当該備品等を購入又は調達するものとする。

3　指定管理者は、第1項に定めるもののほか、任意により備品等を購入又は調達し、業

　務実施のために供することができるものとする（以下「備品等（III種）」という。）。

第5章　業務実施に係る市の確認事項

　（業務計画書）　　　　　　　　　　　　　　　　　、・

第19条　指定管理者は、毎年度市が指定する期日までに業務計画書を提出し、市の確認

　を得なければならない。

2　市又は指定管理者は、業務計画書を変更しようとするときは、市及び指定管理者の協

　議により決定するものとする。

　（事業報告書）

第20条　指定管理者ほ、毎年度終了後5．月31日までに、次に掲げる事項を記載した指

　定管理者事業報告書（淡路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施行

　規則（平成17年淡路市規則第20号）に規定する様式をいう。以下「事業報告書」と

　いう。）を提出しなければならない。

　（1）　業務の実施状況
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（2）利用状況並びに利用拒否等の件数及び理由

（3）利用料金の収入実績及び管理経費等の収支状況等

（4）　自主事業の実施状況に関する事項

（5）　前各号に掲げるもののほか、市が指示する事項

2　指定管理者は、市がこの協定の規定により年度途中において指定管理者に対する指定

管理者の指定を取り消した場合には、指定が取り消された日から起算してゴ月以内に当

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。

3　市は、必要があると認めるときは、事業報告書の内容又はそれに関連する事項につい

て、指定管理者に対し、報告又は口頭による説明を求めることができる。

　（市による業務実施状況の確認）

第21条　市は、前条の規定により、指定管理者が提出した事業報告書に基づき、°指定管

　理者が行う業務の実施状況及び施設の管理状況の確認を行うものとする。

2　市は、前項に規定する確認のほか、指定管理者による業務実施状況等を確認すること

　を目的として、随時ぐ管理物件に立ち入ることができる。また、市は、指定管理者に対

　して、業務の実施状況又は業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めるこ

　とができる。

3　指定管理者は、市から前項の申出を受けたときは、合理的な理由がある場合を除き、

　これに応じなければならない。

　（市による業務の改善勧告）

第22条　前条の規定による確認の結果、’指定管理者による業務実施が仕様書等市が示し

　た条件を満たしていないときは、市は、指定管理者に対して業務の改善を勧告するもの

　とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　°　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

2　指定管理者は、前項に定める改善の勧告を受けたときは、速やかにそれに応じ、必要’

　な措置を講じなければならない。

第6章　指定管理料及び利用料金

　（指定管理料の支払）

第23条　市は、業務実施の対価として、指定管理者に対して指定管理料を支払うものと
．する。

2　市が指定管理者に対して支払う指定管理料の詳細については、別途「年度協定」に定

　めるものとする。

3　指定管理者は、毎月末日から10日以内に、当該月の指定管理料の支払請求書を市に

　送付するものとし、市は、当該請求書を受領してから30日以内に指定管理者に対して

　指定管理料を支払うものとする。

4　前項の規定にかかわらず、指定管理者は、四半期以内の月数ごとに取りまとめて、市

　に指定管理料の支払請求をすることができる。

　（指定管理料の変更）

第24条　市又は指定管理者は、指定期間中に賃金水準又は物価水準の変動により当初合
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意された指定管理料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して書面による通知

をもって指定管理料の変更を申し出ることができる。

2　市又は指定管理者は、前項の申出を受けたときは、協議に応じなければならない。

3　変更の要否や変更金額等にっいては．前項の協議により決定するものとする。

　（利用料金の取扱い）

第25条　指定管理者は、施設の利用者から、施設に係る利用料金を徴収し、当該指定管

　理者の収入と．して、収受することができる。

2　市は、随時、前項の利用料金の徴収業務について、指定管理者に報告を求め、又は資

¢料の提出を求めることができる。

　（利用料金の決定）

第26条　利用料金は、指定管理者が条例に規定する利用料金の範囲内において定めるも

　のとする。ただし、その決定又は改定にっいては事前に市の承諾を受けるものとし、必

　要に応じて市と指定管理者の協議を行うものとする。

第7章　損害賠償及び不可抗力

置　（損害賠償等）

第27条　指定管理者は、故意又は過失により管理物件を損傷し、若しくは滅失したとき

　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、市が特別の理由

　があると認めたときは、市は、その全部又は一部を免除することができる。

　（第三者への賠償）

第28条　業務の実施において、指定管理者に帰すべき事由により第三者に損害が生じた

　ときは、指定管理者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が市又

　は指定管理者のいずれの責めにも帰すことができない理由による場合は、この限りでな

　い。

2　市は、指定管理者の責めに帰すべき理由により発生した損害について第三者に対し賠

　償したときは、指定管理者に対して、当該賠償額及び賠償に伴い発生した費用を請求す

　る。この揚合において、．指定管理者は、市からの請求に従い、直ちに￥該請求額を市に

　対して支払わなければならない。

　（保険）

第29条　業務の実施に当たり、市が付保しなければならない保険は、次のとおりである。

　（1）火災保険　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　（2）施設賠償責任保険

　（不可抗力発生時の対応）

第30条　指定管理者は、不可抗力が発生したときは、その影響を早期に除去すべく早急

　に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよ

　う努力しなければならない。
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　（不可抗力によって発生した費用等の負担）

第31条　不可抗力の発生に起因して指定管理者に損害、損失及び増加費用が生じたとき

　は、指定管理者は、その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって市に通知するもの

　とする。

2　市は、前項の通知があったときは、運やかに損害状況の確認を行った上で、指定管理

　者と協議を行い、不可抗力の判定、費用負担等を決定するものとする。

3　不可抗力の発生に起因して指定管理者に損害、損失及び増加費用が生じたときは、当

該費用につき合理性の認められる範囲で市が負担するものとする。

4　不可抗力の発生に起因して市に損害、損失及び増加費用が発生したときは、当該費用

　は市が負担するものとする。

　（不可抗力による一部の業務実施の免除）

第32条　前条第2項に規定する協議の結果、不可抗力の発生により業務の一部の実施が

　困難となったと認められるときは、指定管理者は、不可抗力により影響を受けた限度に

　おいて協定に定める義務を免れるものとする。

2　指定管理者が不可抗力により業務の一部を実施できなかったときほ、市は、指定管理

　者との協議の上、指定管理者が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用に相

　当する金額を指定管理料から減額することができる。

第8章　指定期間の満了

　（業務の引継ぎ等）

第33条　指定管理者は、協定の終了に際し、市又は市が指定するものに対し、業務の引’．

　継ぎ等を行わなければならない。

2　市は、必要があると認めるときは、協定の終了に先立ち、指定管理者に対して市又は

　市が指定するものによる管理施設の視察を申し出ることができるものとする。

3　指定管理者は、市から前項の申出を受けたときは、特別な理由がない限り、その申出

　に応じなければならない。

　（原状復帰義務等）

第34条　指定管理者は、協定の終了する3か月前までに、指定開始日を基準として管理

　物件を原状に回復し、市に対して管理物件を空け渡さなければならない。

2　前項の規定にかかわらず、市が特に必要があると認めたときは、指定管理者は、期限　　・

　を変更し、又は管理物件の原状回復を行わずに、別に市が定める状態で管理物件を空け

　渡すことができる。

3　第1項の場合において、指定管理者ぷ耳当な理由なく、定められた期間内に処置を行

’わず、又は市の指示に従わないときは、市は、指定管理者に代わって適当な処置を行う

　ことができる。この揚合においては、指定管理者は、市の当該処置にっいて異議を申し

　出ることができず、かつ、市の当該処置に要した費用を負担しなければならない。

　（備品等の扱い）

第35条　協定の終了に際し、備品等の扱いについては、次に定めるとおりとする。
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（1）備品等（1種）及び備品等（II種）にっいては、指定管理者は、市又は市が指定

　するものに対して引き継がなければならない。

（2）備品等（III種）については、原則として指定管理者が自己の責任と費用で撤去し、

撤収するものとする。ただし、市と指定管理者の協議において両者が合意したときは、

指定管理者は、市又は市が指定するものに対して引き継ぐことができる。

第9章　指定期間満了以前の指定の取消し

　　　（市による指定の取消し）

　第36条　市は、淡路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

　　年淡路市条例第19号。以下「指定管理手続条例」という。）第9条の規定により．指定

　　管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期

　　間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

　　（1）　指定管理者が業務の全部又は一部の履行を怠り、その状態が30日間以上にわた

　　　り継続したとき。

　　（2）　指定管理者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、会社整

　　　理手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、指定管理者がそ

　　　の決議をしたとき、又は第三者によりその申立てがなされたとき。ただし、共同企業

’　　体の場合であって、代表団体以外の構成団体について本号に定める事項が発生したと

　　　きには、業務の継続が困難になったと市が判断した場合に限る。

（3）

（4）

（5）

（6）

業務に際し不正行為があったとき。

市に対・し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。

指定管理者が協定内容を履行せず、又はこれに違反したとき。

指定管理者の責めに帰すべき理由により、業務の遂行に係る個人情報が漏洩し、

　当該個人に損害を与えたとき。

（7）指定管理者が自己の責めに帰すべき理由により協定締結の解除の申出があったと
き。

（8）前各号に掲げるもののほか、指定管理者による管理を継続することが適当でない

　と市が認めるとき。

2　市は、前項の規定に基づき指定の取消しを行おうとするときは、事前にその旨を指定

管理者に通知し、次に掲げる事項について指定管理者と協議をするものとする。

　（1）　指定管理者による改善策の提示及び指定取消しまでの猶予期間の設定

　（2）　前号に掲げるもののほか、市が必要と認める事項

3　第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて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、損失及び増加費用が生じても、市はその

賠償の責めを負わない。

　（指定管理者による指定の取消しの申出）

第37条　指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市に対して指定の取消

　しを申し出ることができる。

　（1）　市が協定内容を履行せず、又はこれに違反したとき。．
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　（2）　市の責めに帰すべき理由により指定管理者が損害又は損失を被ったとき。

　（3）各年度において予算額にっいて減額又は削除があったとき。

　（4）　前3号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認める事項

　　　　　　　　　　　　　2　市は、前項の申出を受けたときは、指定管理者との協議を経て、その措置を決定する

　ものとする。

3　前項の規定により指定が取り消されたときは、市は、指定管理者に対し、・当該取消し

により指定管理者に生じた損害、損失及び増加費用を、合理性が認められる範囲で賠償

する。

　（不可抗力による指定の取消し）

第38条　市又は指定管理者は、不可抗力の発生により、業務の継続等が困難と認めたと

　きは、相手方に対して指定の取消しの協議を求めることができるものとする。

2　前項の協議の結果、やむを得ないと認めたときは、市は指定の取消しを行うものとす

　る。

3　前項の規定にζる取消しにより、指定管理者に生じた損害、損失及び増加費用は、合

　理性が認められる範囲で市が負担することを原則として、市と指定管理者の協議により

　決定するものとする。

　（指定期間終了時の取扱い）

第39条第33条から第35条までの規定は、第36条から前条までの規定により協定

　が終了した揚合にこれを準用する。ただし、市又は指定管理者が合意したときは、この

　限りでない。

第10章　その他

　（権利義務の譲渡の禁止）

第40条　指定管理者は、協定によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者

　に委託し、譲渡じ、若しくは継承させてはならない。ただし、事前に市の承諾を受けた

　ときは、この限りでない。

2　前項ただし書の規定にかかわらず、運営業務のうち、公の施設の利用許可を伴う業務

　の全部又は一部を第三者に委託することはできない。

　（運営協議会の設置）

第41条　市と指定管理者は、業務を円滑に実施するために必要があると認めるときは、

　情報交換及び業務の調整を図るため、運営協議会を設置することができる。運営協議会

　に関し必要な事項は、市及び指定管理者の協議により決定するものとする。

2　市又は指定管理者は、協議の上、前項の運営協議会の会議に関係のある事業者、団体、

　学識経験者、市民等を参加させることができるものとする。

　（業務の範囲外の業務）

第42条　指定管理者は、施設の設置目的に合致し、かつ、業務の実施を妨げない範囲に

　おいて、自己の責任と費用により、自主事業を実施することができるものとする。

●
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2　指定管理者は、自主事業を実施しようとするときはぐ市に対して業務計画書を提出し、’

事前に市の承諾を受けなければならない。この場合において、市は、必要に応じて指定

管理者と協議を行うものとする。

3　市及び指定管理者は、自主事業を実施するに当たって、別に自主事業の実施条件等を

定めることができるものとする。

　（業務の実施に係る指定管理者の口座）

第43条　指定管理者は、業務の実施に係る支出及び収入を適切に管理することを目的と

　して、業務に固有の銀行口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。

　（請求、通知等の様式その他）

第44条協定に関する市及び指定管理者間の請求、通知、申出、報告、承諾、解除等は、

　協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなけれ耳ならない。

2　協定の履行に関して、市及び指定管理者間で用いる言語ば、日本語とする。

3　協定の履行に関して、市及び指定管理者間で用いる計量単位は、協定に特別の定めが

　ある場合を除き、計量法（平成4年法律第51号）の定めるとζうによる。

　　　（書類の保存）

，　第45条　指定管理者は、業務の遂行に関し作成した書類を作成年度の翌年度から起算し

　　て5年を経過するまでの期間これを保管しなければならない。

　（協定の変更）’

第46条　業務に関し、業務の前提条件や内容が変更したとき、又は特別な事情が生じた

　ときは、市及び指定管理者の協議の上、協定の規定を変更することができるものとする。

　（解釈）

第47条　市が協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い・又は説明若

　しくは報告を求めたことをもって、市が指定管理者の責任において行うべき業務の全部

　又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。

　（疑義にっいての協議）

第48条　協定の各条項等の解釈にっいて疑義を生じたとき、又は協定に特別の定めのな

　い事項については、市及び指定管理者の協議の上、これを定めるものとする。

　（裁判管轄）

第49条　この契約に関する紛争は、神戸地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。

　（本基本協定書の確定）

第50条この協定書について、指定管理手続条例第6条の規定による淡路市議会の議決

　があった後本基本協定を締結する。この場合において、この協定書は、指定管理手続条

　例第7条第1項の規定に基づく基本協定書となるものとする。

議会の議決があったことを了知し、本協定の締結を確認した。
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平成　　年　　月 日

指定者

　　　所在地

　　　名　称

　　　代表者

兵庫県淡路市生穂新島8番地

淡路市

淡路市長　　門　　康　彦　　印

指定管理者

　　　所在地　兵庫県淡路市柳澤甲16番地4

　　　名　称　柳澤地区町内会

　　　代表者゜代表’田山幸治　印
骨

別紙（第6条、第17条、第18条闘系）

管理物件

（1）管理施設（※詳細については、財産台帳を参照のこと。）

　　・　淡路市柳沢老人福祉センター

　　・　敷地内の外構及び植栽

　（2）管理物品（※詳細については、備品台帳を参照のこと。）

　　ア　備品等（工種）

　　イ　備品等（II種）
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別　記

　　　　　　　　　　　個人情報取扱特記事項
1　基本的事項　　　　　　’　　　　　，

　　指定管理者は、個人情報の保護の重要性を認識し、協定による業務の実施に当たっ

　ては、個人の権利利益を侵害することあないよう、個人情報を適正に取り扱わなけれ

　ばならない。

2　秘密の保持

　指定管理者は、協定による維持管理及び運営業務（以下「業務」という。）に関し

て知ることができた個人情報を他人に漏らしてはならない。この協定が終了し、又は

解除された後においても同様とする。

3　収集の制限

　指定管理者は、協定による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務

の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければな

　らない。　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　・

4　適正管理

　指定管理者は、協定による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損

の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

5　利用及び提供の制限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　指定管理者は、市の指示がある場合を除き、協定による業務に関して知ることので

きた個人情報を協定の目的以外の目的に利用し、又は市の承諾を得ずに第三者に提供

　してはならない。

9　従事者への周知

・ぞ灘灘灘灘難奮灘讐窟蒲藻

10　保護措置の報告

　市は、必要があると認めるときは、指定管理者が、協定による業務の執行に当たり

個人情報の保護のために講じた措置に関し報告を求め、又は指示することができる。

11　実地調査

　市は、必要があると認めるときは、指定管理者が協定による業務の執行に当たり取

　り扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。

i2　事故報告

　指定管理者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあること

を知ったときは、速やかに市に報告し、市の指示に従うものとする。

，

6　複写又は複製の禁止

　指定管理者は、協定による業務を処理するために市から引き渡された個人情報が記

載された資料等を市の承諾を得ずに複写し、又は複製してはならない。

7　再委託の禁止

　指定管理者は、協定による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、

市が承諾した揚合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。

8　資料等の返還等

　指定管理者は、協定による業務を処理するために市から引き渡され、又は指定管理

者自らが収集若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに市

に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、市が別に指示したときは、その指示に

従うものとする。



淡路市柳沢老人福祉センターの管理に関する年度協定書

淡路市柳沢老人福祉センター施設

　淡路市（以下「市」という。）と柳澤地区町内会（以下「指定管理者」という。）とは、

平成　　年　　月　　日に、淡路市柳沢老人福祉センター（以下「施設」という。）の

管理に関して締結した淡路市柳沢老人福祉センターの管理に関する基本協定書（以下

「基本協定」という。）に基づき、施設の管理に係る年度協定（以下「年度協定」とい

う。）を締結する。

指定管理者【年度協定書】
　（年度協定の目的）

第1条　年度協定は、施設の管理業務（以下「業務」という。）の各年度の業務内容及

び業務の実施の対価として支払われる指定管理料を定めることを目的とする。

（案） 　（平成30年度の業務内容）

第2条　市及び指定管理者は、平成30年度の業務内容は、基本協定及び仕様書に定め

るとおりであることを確認する。
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　（平成30年度の指定管理料）

第3条　市は、指定管理者に業務の実施の対価として、毎月末、金37，500円（消

費税及び地方消費税を含む。）を支払うものとする。

2　前項の規定にかかわらず、市及び指定管理者は、協議により、前項に掲げる支払日

　を変更することができる。

　（疑義等の決定）

第4条　年度協定に定めのない事項にっいては、第一義的にぼ基本協定によるものとし、

　必要に応じて、市及び指定管理者が協議の上、これを定めるものとする。

　この協定を証するため、本書2通を作成し、市及び指定管理者がそれぞれ記名押印の

上、各1通を保有する。

平成　　年　　月　　日

平成 年 月

指定者

所在地　兵庫県淡路市生穂新島8番地

名　称　淡路市

代表者　淡路市長　　門　　康　彦 ㊥

指定管理者

　　　　所在地　兵庫県淡路市柳澤甲16番地4地4

　　　　名称柳澤地区町内会
　　　　代表者　代表　　　　田山　幸治　　㊥



デ　リボ1見屡県・

｛犠闘鎧
～

淡路市北淡総合福祉センターの管理に関する基本協定書

淡路市（以下「市」という。）と社会福祉法人淡路市社会福祉協議会（以下「指定管理者」

という。）とは、次の条項を基本とする淡路市北淡総合福祉センター（以下「施設」という。）

の管理に係る協定（以下「協定」という。）を締結する。

淡路市北淡総合福祉センター
　この協定を証するため、本書2通を作成し、市、指定管理者がそれぞれ記名押印の上、

各1通を保有する。

指定管理者【基本協定書】
平成29年10月31日

指定者
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所在地

名　称

代表者

指定管理者

　　．所在地

　　　名　称

　　　代表者

兵庫県淡路市生穂新島8番地

ll∴康繭

兵庫県淡路市志筑3119番地1

社会福祉法人淡路市社袋塑一蓬会

会長゜小南廣確1能

平成29年10月
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第1章　総　則

　’（協定の目的）

第1条　この協定は、市と指定管理者が相互に協力し、公の施設を適正かつ円滑に管理す

　るために必要な事項を定めることを目的とする。

　（指定管理者の指定の意義）

第2条　市及び指定管理者は、施殻の管理に関して市が指定管理者の指定を行うことの意

　義は、民間事業者たる指定管理者の能力を活用しつつ、地域住民等に対する行政サービ

　スの効果及び効率を向上させ、もって地域の福祉の一層の増進を図ることにあることを

　確認する。

　（公共性及び民間事業あ趣旨の尊重）

第3条　指定管理者は、施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び施設管i理者が行う

　管理業務（以下「業務」．という。）の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、

　その趣旨を尊重するものとする。

2　市は、業務が利益の創出を基本とする民間事業者等によって実施されることを十分に

　理解し、その趣旨を尊重するものとする。

　（信義誠実の原則）

第4条　市及び指定管理者は、互いに協力し、信義を重んじ、協定を誠実に履行しなけれ

　ばならない。

　（定義）

第5条　この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

　よる。

　（1）’「指定開始日」とは、指定期間の開始日をいう。

　（2）　「指定管理料」とは、市が指定管理者に対して支払う業務の実施に関する対価を

　　いう。

　（3）　「仕様書」とは、公の施設の指定管理に関して別に示す業務に係る仕様書をいう。

　（4）　「自主事業」とは、施設の設置の目的に合致する範囲において、指定管理者が自

　　己の責任と費用において実施する維持管理・運営業務以外の業務をいう。

　（5）　「年度協定」とは、協定に基づき、市と指定管理者が指定期間中に毎年締結する

　　協定をいう。

　（6）　「不可抗力」とは、天災（地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩

　　壊等をいう。）、人災（戦争、テロ、暴動等をいう。）、その他市又は指定管理者の責め

　　に帰すことのできないものをいう。ただし、施設利用者数の増減は、不可抗力に含ま

　　ないものとする。

　（7）　「法令」とは、全ての法律、政令、規則、命令、条例、規則、訓令、告示及び正

　　規の手続を経て公布された行政機関の規程をいう。

　（8）　「利用料金」とは、管理施設の利用の対価として指定管理者に支払われる施設の
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利用料をいう。

　（管理物件）

第6条業務の対象となる物件（以下「管理物件」という。）は、別紙に掲げる管理施設及

　び管理物品とする。

2　指定管理者は、善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理しなければならない。

　（指定期間等）

第7条　指定期間は、’平成30年4月1目から平成33年3月31日までとする。

2　業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3．月31日までとする。

第2章　業務の範囲と実施条件

　（業務の範囲）

第8条　指定管理者がする業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

　（1）

　（2）

’　（3）

　（4）

管理施設の利用の許可に関する業務

管理施設の利用に係る料金の徴収に関する業務

管理施設等の維持管理に関する業務

前3号に掲げるもののほか、市が必要と認める業務

2　前項各号に掲げる業務の細目は、’仕様書に定めるとおりとする。

　（市が行う業務の範囲）

第9条　次に掲げる業務たついては、市が自らの責任と費用において実施すうものとするピ

　（1）施設の目的外使用許可に関する業務

　（2）　別に定める管理施設の修繕業務

　（業務範囲及び業務実施条件の変更）

第10条　市又は指定管理者は、必要があると認めるときは、相手方に対する書面による

　通知をもって第8条で定めた業務の範囲の変更を求めることができる。

2　市又は指定管理者は、前項の通知を受けたときは、協議に応じなければならない。

3　業務範囲及びそれに伴う指定管理料の変更等については、前項の協議を踏まえて、市

　が決定するものとする。

第3章　業務の実施

　（業務の実施）

第11条　指定管理者は、この協定、年度協定、条例及び関係法令等に従い、業務を実施

　しなければならない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そ　こ
2，

条例及び協定の間に矛盾又は齪隔がある場合は、条例、協定の順にその解釈が優先す

　るものとする。
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　（開業準備）

第12条　指定管理者は、指定開始日に先立ち、業務の実施に必要な資格者及び人材を確

　保し、必要な研修等を行わなければならない。

2　指走管理者は、必要があると認めるときは、指定開始日に先立ち、市に対して管理施

　設の視察を申し出ることができる。

3　市は、指定管理者から前項の申出を受けたときは、特別な理由がない限り、その申出

　に応じるものとする。

　（第三者による実施）

第13条　指定管理者は、事前に市の承諾を受けた場合を除いて、業務の一部を第三者に

　委託し、又は請け負わせてはならない。

2　指定管理者は、業務の一部を第耳者に実施させる場合は、すべて指定管理者の責任及

　びその費用において行うものとし、業務に関して指定管理者が使用する第三者の責めに

　帰すべき理由により生じた損害及び増加費用は、すべて指定管理者の責めに帰すべき理

　由により生じた損害及び増加費用とみなして、指定管理者がこれを負担するものとする。

　（管理施設の改修等）

第14条　管理施設の大規模な修繕、改造、増築、移設等にっいては、市が自己の費用と

　責任において実施するものとする。

2　管理施設の改修等にっいて、指定管理者は市と協議により、緊急性のある修繕等にっ

　いて必要に応じて自己の費用と負担において実施するものとする。

　（緊急時の対応）

第15条　指定期間中、業務の実施に関連して事故又は災害等の緊急事態が発生したとぎ．

　は、指定管理者は、速やかに必要な措置を講じるとともに、市及び関係者に対して緊急

　事態が発生した旨を通報しなければならない。

2　事故等が発生したときは、指定管理者は市と協力して、事故等の原因調査にあたるも

　のとする。

　（情報管理）

第16条　指定管理者又は業務の全部若しくは一部に従事する者は、業務の実施によって

　知り得た秘密及び市の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は

　他の目的に使用してはならない。また、指定期間が満了し、又は指定を取り消された後

　においても、同様とする。

2　指定管理者は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）及び淡路市

　個人情報保護条例（平成17年淡路市条例第16号）を遵守するとともに、’業務を遂行

　するための個人情報の取扱いにっいては、別記の「個人情報取扱特記事項」を遵守しな

　ければならない。

3　市及び指定管理者は、淡路市情報公開条例（平成17年淡路市条例第15号）の趣旨

　に則り、業務に関する情報の公開に関し、必要な措置を講じるものとする。

4　市は、指定管理者が保有する業務に関する情報であって、市が保有しないものについ

　て淡路市情報公開条例に基づく公開請求があったときは、指定管理者に対して当該惰報

　を市に提出するよう求めることができる。
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5　指定管理者は、前項による情報提出の請求を受けたときは、速やかにこれに応じるも

のとする。

第4章　備品等の扱い

　（市による備品等の貸与）’

第17条　市は、別紙に定める備品等（以下「備品等（1種）」という。）を、無償で指定

　管理者に貸与する。

2　指定管理者は、指定期間中、備品等（1種）を常に良好な状態に保たなければならな

　い。

3　備品等（1種）が経年劣化等により業務実施の用に供することができなくなったとき

　は、市は、指定管理者との協議により、必要に応じて自己の費用で当該備品等を購入又

　は調達するものとする。
4　指定管理者躰、故意又は過失により備品等（1種）を損傷し、若しくは滅失したとき’

　は、市に対し、これを弁償し、又は自己の費用で当該物と同等の機能若しくは価値を有

　するものを購入し、若しくは調達しなければならない。ただし、市が特別の理由がある

　と認めるときは、この限りでない。

’

　　（指定管理者による備品等の購入等）

第18条　指定管理者は、別紙に定める備品等（以下「備品等（II種）」という。）を、自

　己の費用により購入又は調達し、業務実施のために供するものとする。

．2　備品等（II種）が経年劣化等により業務実施の用に供することができなくなったとき

　は、指定管理者は、自己の費用で当該備品等を購入又は調達するものとする。

3　指定管理者は、第1項に定めるもののほか、任意により備品等を購入又は調達し、業

　務実施のために供することができるものとする（以下「備品等（HI種）」という。）。

第5章　業務実施に係る市の確認事項

　（業務計画書）　　　　　　　　　　　　　　　　　’
第19条　指定管理者は、毎年度市が指定する期日までに業務計画書を提出し、市の確認

　を得なければならない。

2　市又は指定管理者は、業務計画書を変更しようとするときは、市及び指定管理者の協

　議により決定するものとする。

　（事業報告書）

第20条　指定管理者は、毎年度終了後5月31日までに、次に掲げる事項を記載した指

　定管理者事業報告書（淡路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施行

　規則・（平成17年淡路市規則第20号）に規定する様式をいう。以下「事業報告書」と

　いう。）を提出しなければならない。

　（1）　業務の実施状況

　（2）　利用状況並びに利用拒否等の件数及び理由

　（3）利用料金の収入実績及び管理経費等の収支状況等
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　（4）　自主事業の実施状況に関する事項

　（5）前各号に掲げるもののほか、市が指示する事項

2　指定管理者は、市がこの協定の規定により年度途中において指定管理者に対する指定

管理者の指定を取り消した場合には、指定炉取り消された日から起算して1月以内に当

該年度の当該日までの間の指定管理者事業報告書を提出しなければならない。

3　市は、必要があると認めるときは1事業報告書の内容又はそれに関連する事項につい

て、指定管理者に対し、報告又は口頭による説明を求めることができる。

　（市による業務実施状況の確認）

第21条　市は、前条の規定により、指定管理者が畢出した事業報告書に基づき、指定管

　理者が行う業務の実施状況及び施設の管理状況の確認を行うものとする。

2　市は、前項に規定する確認のほか、指定管理者による業務実施状況等を確認すること

　を目的として、随時、管理物件に立ち入ることができる。また、市は、指定管理者に対

　して、業務の実施状況又は業務に係る管理経費等の収支状況等にっいて説明を求めるこ

　とができる。

3　指定管理者は、市から前項の申出を受けたときは、合理的な理由がある場合を除き、

　これに応じなければならない。
　　　　　　　　　　、

　（市による業務の改善勧告）

第22条　前条の規定による確認の結果、指定管理者による業務実施が仕様書等市が示し

　た条件を満たしていないときは、市は、指定管理者に対して業務の改善を勧告するもの

　とする。

2　指定管理者は、前項に定める改善の勧告を受けたときは、速やかにそれに応じ、必要
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　な措置を講じなければならない。

第6章　指定管理料及び利用料金

　（指定管理料の支払）

第23条　市は、業務実施の対価として、指定管理者に対して指定管理料を支払うものと

　する。

2　市が指定管理者に対して支払う指定管理料の詳細については、別途「年度協定」に定

　めるものとする。

3　指定管理者は、毎月末日から10日以内に、当該月の指定管理料の支払請求書を市に

　送付するものとし、市は、当該請求書を受領してから30目以内に指定管理者に対して

　指定管理料を支払うものとする。

4　前項の規定にかかわらず、指定管理者は、四半期以内の月数ごとに取りまとめて、市

　に指定管理料の支払請求をすることができる。

　（指定管理料の変更）

第24条　市又は指定管理者は、指定期間中に賃金水準又は物価水準の変動によ・り当初合

　意された指定管理料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して書面による通知

　をもって指定管理料の変更を申し出ることができる。
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2　市又は指定管理者は、前項の申出を受けたときは、協議に応じなければならない。

3　変更の要否や変更金額等については、前項の協議により決定するものとする。

　（利用料金の取扱い）

第25条　指定管理者は、施設の利用者から、施設に係る利用料金を徴収し、当該指定管

　理者の収入として、収受することができる。・

2　市は、随時｛前項の利用料金の徴収業務について、指定管理者に報告を求め、又は資

　料の提出を求めることができる。

　（利用料金の決定）

第26条　利用料金は、指定管理者が条例に規定する利用料金の範囲内において定めるも

　のとする。ただし、その決定又は改定については事前に市の承諾を受けるものとし、必

　要に応じて市と指定管理者の協議を行うものとする。

第7章　損害賠償及び不可抗力

　　（損害賠償等）・

，第27条　指定管理者は、故意又は過失により管理物件を損傷し、若しくは滅失したとき

　　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、市が特別の理由

　　があると認めたときは、市は、その全部又は一部を免除することができる。

　（第三者への賠償）

第28条　業務の実施において、指定管理者に帰すべき事由により第三者に損害が生じた

　ときは、指定管理者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が市又

　は指定管理者のいずれの責めにも帰すことができない理由による場合は、この限りでな

　い。

2　市は、指定管理者の責めに帰すべき理由により発生した損害について第三者に対し賠

　償したときは、指定管理者に対して、当該賠償額及び賠償に伴い発生した費用を請求す

　る。この場合において、指定管理者は、市からの請求に従い、直ちに当該請求額を市に

　対して支払わなければならない。

　（保険）

第29条　業務の実施に当たり、市が付保しなければならない保険は、次のとおりである。

　（1）火災保険

2　業務の実施に当たり、指定管理者が付保しなければならない保険は、次のとおりとし、

　市が要求する補償の内容は別に定めるものとする。

　（1）施設賠償貴任保険

　（2）第三者賠償責任保険

　（不可抗力発生時の対応）

第30条　指定管理者は、不可抗力が発生したときは、’その影響を早期に除去す洩く早急

　に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよ
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　（不可抗力によって発生した費用等の負担）

第31条不可抗力の発生に起因して指定管理者に損害、損失及び増加費用が生じたとき

　は、指定管理者は、その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって市に通知するもの・

　とする。　　　　　　　　　　　　　　　　”
2　市は、前項の通知があったときは、速やかに損害状況の確認を行った上で、指定管理

　者と協議を行い、不可抗力の判定、費用負担等を決定するものとする。

3　不可抗力の発生に起因して指定管理者に損害、損失及び増加費用が生じたときは、当

　該費用にっき合理性の認められる範囲で市が負担するものとする。この揚合において、

　指定管理者が付保した保険によりてん補された金額相当分は、市の負担に含まないもの

　とする6

4　不可抗力の発生に起因して市に損害、損失及び増加費用が発生したときは、当該費用

　は市が負担するものとする。

　（不可抗力による一部の業務実施の免除）

第32条　前条第2項に規定する協議の結果、不可抗力の発生により業務の一部の実施が

　困難となったと認められるときは、指定管理者は、不可抗力により影響を受けた限度に

　おいて協定に定める義務を免れるものとする。

2　指定管理者が不可抗力により業務の一部を実施できなかったときは、市は、指定管理

　者どの協議の上、指定管理者が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用に相

　当する金額を指定管理料から減額することができる。

第8章　指定期聞の満了

ρ

　（業務の引継ぎ等）

第33条　指定管理者は、協定の終了に際し、市又は市が指定するものに対し、業務の引

　継ぎ等を行わなければならない。

2　市は、必要があると認めるときは、協定の終了に先立ち、指定管理者に対して市又は

　市が指定するものによる管理施設の視察を申し出ることができるものとする。

3　指定管理者は、市から前項の申出を受けたときは、特別な理由がない限り、その申出

　に応じなければならない。　　　　　　、

　（原状復帰義務等）

第34条　指定管理者は、協定の終了する3か月前までに、指定開始日を基準として管理

　物件を原状に回復し、市に対して管理物件を空け渡さなければならない。

2　前項の規定にかかわらず、市が特に必要があると認めたときは、指定管理者は、期限

　を変更し、又は管理物件の原状回復を行わずに、別に市が定める状態で管理物件を空け

　渡すことができる。

3　第1項の場合において、指定管理者が正当な理由なく、定められた期間内に処置を行

　わず、又は市の指示に従わないときは、市は、指定管理者に代わって適当な処置を行う

　ことができる。この場合においては、指定管理者は、市の当該処置にっいて異議を申し

　出ることができず、かっ、’市の当該処置に要した費用を負担しなければならない。
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　（備品等の扱い）

第35条　協定の終了に際し、備品等の扱いについては、次に定めるとおりとする。

　（i）備品等（工種）及び備品等（II種）については、指定管理者は、市又は市が指定

　　するものに対して引き継がなければならない。

　（2）・備品等（工H種）については、原則として指定管理者が自己の責任と費用で撤去し、

　撤収するものとする。ただし、市と指定管理者の協議において両者が合意したときは、

　指定管理者は、市又は市が指定するものに対して引き継ぐことができる。　　　　’

第9章　指定期間満了以前の指定の取消し

　　（市による指定の取消し）

　第36条　市は、淡路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

　　年淡路市条例第19号。以下「指定管理手続条例」という。）第9条の規定により、指定

　　管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期

　　間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

　　（1）　指定管理者が業務の全部又は一部の履行を怠り、その状態が30日間以上にわた

置　　り継続したとき。

　　（2）指定管理者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、会社整

　　　埋手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、指定管理者がそ

　　　の決議をしたとき、又は第三者によりその申立てがなされたとき。ただし、共同企業

　　　体の場合であって、代表団体以外の構成団体にっいて本号に定める事項が発生したと

　　　きには、業務の継続が困難になったと市が判断した場合に限る。・

（3）

（4）

（5）

（6）

業務に際し不正行為があったとき。

市に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。

指定管理者が協定内容を履行せず、又はこれに違反したとき。

指定管理者の責めに帰すべき理由により、業務の遂行に係る個人情報が漏洩し、

　　当該個人に損害を与えたとき。

　（7）　指定管理者が自己の責めに帰すべき理由により協定締結の解除の申出があったと

　き。

（8）前各号に掲げるもののほか、指定管理者による管理を継続することが適当でない

　　と市が認めるとき。

2　市は、’前項の規定に基づき指定の取消しを行おうとするときは、事前にその旨を指定

管理者に通知し、次に掲げる事項について指定管理者と協議をするものとする。

　（1）　指定管理者による改善策の提示及び指定取消しまでの猶予期間の設定

　（2）　前号に掲げるもののほか、市が必要と認める事項

3　第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて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、損失及び増加費用が生じても、市はその

賠償の責めを負わない。

（指定管理者による指定の取消しの申出）
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第37条　指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市に対して指定の取消

　しを申し出ることができる。

　（1）市が協定内容を履行せず、又はこれに違反したとき。　　　　　　　　　　　　　、
　（2）市の責めに帰すべき理由により指定管理者が損害又は損失を被ったとき。

　（3）　各年度において予算額について減額又は削除があったとき。

　（4）前3号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認める事項

2　市は、前項の申出を受けたときは、指定管理者との協議を経て、その措置を決定する

　ものとする。

3　前項の規定により指定が取り消されたときは、市は、指定管理者に対し、当該取消し

により指定管理者に生じた損害、損失及び増加費用を、合理性が認められる範囲で賠償

する。

　（不可抗力による指定の取消し）

第38条市又は指定管理者は、不可抗力の発生により、業務の継続等が困難と認めたと

　きは、相手方に対して指定の取消しの協議を求めることができるものとする。

2，前項の協議の結果、やむを得ないと認めたときは、市は指定の取消しを行うものとす

　る。

3　前項の規定による取消しにより、指定管理者に生じた損害、損失及び増加費用は、合

　理性が認められる範囲で市が負担することを原則として、市と指定管理者の協議により

　決定するものとする。

　（指定期間終了時の取扱い）

第39条　第33条から第35条までの規定は、第36条から前条までの規定により協定

　が終了した場合にこれを準用する。ただし、市又は指定管理者が合意したときは、この

　限りでない。

第10章　その他

　（権利義務の譲渡のi禁止）

第40条　指定管理者は、協定によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者

　に委託し、譲渡し、若しくは継承させてはならない。ただし、事前に市の承諾を受けた

　ときは、この限りでない。

2　前項ただし書の規定にかかわらず、運営業務のうち、公の施設の利用許可を伴う業務

　の全部又は一部を第三者に委託することはできない。

　（運営’協議会の設置）

第41条　市と指定管理者は、業務を円滑に実施するために必要があると認めるときは、

　情報交換及び業務の調整を図るため、運営協議会を設置することができるb運営協議会

　に関し必要な事項は、市及び指定管理者の協議により決定するものとする。

2　市又は指定管理者は、協議の上、前項の運営協議会の会議に関係のある事業者、団体、

　学識経験者、’市民等を参加させることができるものとする。
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　（業務の範囲外の業務）

第42条　指定管理者は、施設の設置目的に合致し、「かつ、業務の実施を妨げない範囲に

　おいて、自己の責任と費用により、自主事業を実施することができるものとする。

2　指定管理者ば、自圭事業を実施しようとするときは、市に対して業務計画書を提出し、

　事前に市ゐ承諾を受けなければならない。この場合において、市は、必要に応じて指定

　管理者と協議を行うものとする。

3　市及び指定管理者は、自主事業を実施するに当たって、別に自主事業の実施条件等を

　定めることができるものとする。

　（業務の実施に係る指定管理者の口座）

第43条　指定管理者は、業務の実施に係る支出及び収入を適切に管理することを目的と

　して、業務に固有の銀行口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。

　　（請求、通知等の様式その他）
　第44条　協定に関する市及び指定管理者間の請求、通知、申出、報告、承諾、解除等は、

　　協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。

　2　協定の履行に関して、市及び指定管理者間で用いる言語は、口本語とする。

　3　協定の履行に関して、市及び指定管理者間で用いる計量単位は、協定に特別の定めが

‘　ある場合を除き、計量法（平成4年法律第51号）の定めるところによる。．

　（書類の保存）

第45条　指定管理者は、業務の遂行に関し作成した書類を作成年度の翌年度から起算し

　て5年を経過するまでの期間これを保管しなげればならない。

　（協定の変更）
第46条　業務に関し、業務の前提条件や内容が変更したとき、又は特別な事晴が生じた

　ときは、市及び指定管理者の協議の上、協定の規定を変更することができるものとする。

　（解釈）　　　　’
第47条　市が協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若

　しくは報告を求めたことをもって、市が指定管理者の責任において行うべき業務の全部

　又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。

　（疑義についての協議）
第48条　協定の各条項等の解釈にっいて疑義を生じたとき、又は協定に特別の定めのな

　い事項については、市及び指定管理者の協議の上、これを定めるものとする。

　（裁判管轄）

第49条　この契約に関する紛争は、神戸地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。

　（本基本協定書の確定）
第50条　この協定書につい七、指定管理手続条例第6条の規定による淡路市議会の議決

　があった後本基本協定を締結する。この場合において、この協定書は、指定管理手続条
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例第7条第1項の規定｝と基づく基本協定書となるものとする。

　議会の議決があったことを了知し、本協定の締結を確認した。

平成　　年　　月　　日

指定者

　　　所在地

　　　名　称

　　　代表者

指定管理者

　　　所在地

　　　名　称

　　　代表者

兵庫県淡路市生穂新島8番地

淡路市

淡路市長　門　康彦　印

兵庫県淡路市志筑3119番地1

社会福祉法人淡路市社会福祉協議会

会長　小南廣之　印

●

別紙（第6条、第17条、第18条関係）

管理物件

（1）管理施設（※詳細については、財産台帳を参照のこと。）

　　・　淡路市北淡総合福祉センター

　　・　敷地内の外構及び植栽
　　　ただし、淡路市障害者福祉施設の管理に関する基本協定書（平成　　年

　　日締結）に定める管理物件は除く。

　（2）管理物品（※詳細については、備品台帳を参照のこと。）

　　ア備品等（工種）

　　イ　備品等（II種）

月

，

七
「
「

β

よ

丘
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穫

一 12一



l

O
O
l

別　記

　　　　　　　　　　　　個人情報取扱特記事項
1　基本的事項

　　指定管理者は、個人情報の保護の重要性を認識し、協定による業務の実施に当たっ

　ては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなけれ

　ばならない。

2　秘密の保持

　指定管理者は、協定による維持管理及び運営業務（以下「業務」という。）に関し

て知ることができた個人情報を他人に漏らしてはならない。この協定が終了し、又は

解除された後においても同様とする。

3　収集の制限

　指定管理者は、協定による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務

の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければな

　らない。

4　適正管理

　指定管理者は、協定による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損　　’

の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

9欝蓮雑卸協定によ灘に従事している者に対し禰中及び騰にお癒抽

いて、その業務に関して知ることのできた臥欄を他に漏らしてはならないことなit叢湛磯

ど、個人情報の保護に関し必琴な事項を周失・するものとする・　　　　騙〔奨）鯨

10　保護措置の報告

　市は、必要があると認めるときは、指定管理者が、協定による業務の執行に当たり

個人情報の保護のために講じた措置に関し報告を求め、又は指示することができる。

11　実地調査

　市は、必要があると認めるときは、指定管理者が協定による業務の執行に当たり取

　り扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。

12　事故報告

　　指定管理者は、この特記事項に違反する事態が生じ、文は生じるおそれがあること

　を知ったときは、速やかに市に報告し、市の指示に従うものとする。

●

5　利用及び提供の制限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　指定管理者は、市の指示がある場合を除き、協定による業務に関して知ることので

きた個人情報を協定の目的以外の目的に利用し、又は市の承諾を得ずに第三者に提供

　してはならない。

6　複写又は複製の禁止

　指定管理者は、協定による業務を処理するために市から引き渡された個人情報が記

載された資料等を市の承諾を得ずに複写し、又は複製してはならない。

7　再委託の禁止

　指定管理者は、協定による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、

市が承諾した揚合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。

8　資料等の返還等

　指定管理者は、協定による業務を処理するために市から引き渡され、又は指定管理

者自らが収集若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに市

に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、市が別に指示したときは、その指示に

従うものとする。



淡路市北淡総合福祉センターの管理に関する年度協定書

淡路市北淡総合福祉センター施設

　淡路市（以下「市」という。）・と社会福祉法人淡路市社会福祉協議会（以下「指定管

理者」という。）とは、平成　　年　　月　　日に、淡路市北淡総合福祉センター（以

下「施設」という。）の管理に関して締結した淡路市北淡総合福祉センターの管理に関

する基本協定書（以下「基本協定」という。）に基づき、施設の管理に係る年度協定（以

下「年度協定」という。）を締結する。

指定管理者【年度協定書】
　（年度協定の目的）

第1条　年度協定は、施設の管理業務（以下「業務」という。）の各年度の業務内容及

び業務の実施の対価として支払われる指定管理料を定めることを目的とする。

（案） 　（平成30年度の業務内容）

第2条　市及び指定管理者は、平成30年度の業務内容は、基本協定及び仕様書に定め

　るとおりであることを確認する。

1

刈
O
l

　（平成30年度の指定管理料）

第3条　市は、指定管理者に業務の実施の対価として、2，943，000円（消費税

及び地方消費税を含む。）を支払うものとする。

2　前項の指定管理料の支払期日は、基本協定第23条第3項及び第4項の規定により

　難いときは、市及び指定管理者は、協議により、その支払期日を別に定めることがで

　きる。

　（疑義等の決定）

第4条　年度協定に定めのない事項にっいては、第一義的には基本協定によるものとし、

　必要に応じて、市及び指定管理者が協議の上、これを定めるものとする。

　この協定を証するため、本書2通を作成し、市及び指定管理者がそれぞれ記名押印の

上、各1通を保有する。

平成　　年　　月　　日

指定者

平成 年 月
所在地　兵庫県淡路市生穂新島8番地

名　称　淡路市

代表者　淡路市長　門　　康　彦　　㊥

指定管理者

　　　　所在地　兵庫県淡路市志筑3119番地1

　　　名　称　社会福祉法人淡路市社会福祉協議会

　　　代表者会長　小南廣之㊥
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淡路市高齢者生活福祉センターの管理に関する基本協定書

淡麟（以下「市」という．）と社会福祉法人淡路市社会福祉臓会（以下「指定管麟」

という。）とは、次の条項を基本とする淡路市高齢者生活福祉センター（以下「施設」とい

う。）の管理に係る協定（以下「協定」という。）を締結する。

淡路市高齢者生活福祉センター
　この協定を証するため、本書2通を作成し、市、指定管理者がそれぞれ記名押印の上、

各1通を保有する。

指定管理者【基本協定書】
平成29年10月31日

指定者

1
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所在地

名　称

代表者

兵庫県淡路市生穂新島8番地

lll長門康羅

指定管理者

　　所在地　兵庫県淡路市志筑3119番地1

　　　名　称　社会福祉法人淡路市社会一祉協議会1

　　　代表者　会　長　　小　南　廣　珍こ舞、

平成29年10月
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　　　　　　　　　　　　　　　　第1章　総　則

　（協定の目的）

第1条　この協定は、市と指定管理者が相互に協力し、公の施設を適正かつ円滑に管理す

　るために必要な事項を定めることを目的とする。

　（指定管理者の指定の意義）

第2条　市及び指定管理者は、施設の管鍾に関して市が指定管理者の指定を行うことの意

　義は、民間事業者たる指定管理者の能力を活用しっっ、地域住民等に対する行政サービ

　スの効果及び効率を向上させ、もって地城の福祉の一層の増進を図ることにあることを

　確認する。

　．（公共性及び民間事業の趣旨の尊重）

第3条　指定管理者は、施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び施設管理者が行う

　管理業務（以下「業務」という。）の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、

　その趣旨を尊重するものとする。

2　市は、業務が利益の創出を基本とする民間事業者等によって実施されることを十分に

理解じ、その趣旨を尊重するものとする。

　（信義誠実の原則）

第4条　市及び指定管理者は、互いに協力し、信義を重んじ、協定を誠実に履行しなけれ

　ばならない。

　（定義）

第5条　この協定において・次の各毎に掲げる用語の意義は、当該各号に定める≒ころに

　よる。

　（1）　「指定開始日」とは、指定期間の開始日をいう。

　（2）　「指定管理料」とは、市が指定管理者に対しそ支払う業務の実施に関する対価を

　　いう。

　（3）　「仕様書」とは、公の施設の指定管理に関して別に示す業務に係る仕樺書をいう。

　（4）　「自主事業」とは、施設の設置の目的に合致する範囲において、指定管理者が自

　　・己の責任と費用において実施する維持管理・運営業務以外の業務をいう。

　（5）　「年度協定」とは、協定に基づき、市と指定管理者が指定期間中に毎年締結する

　　協定をいう。

　（6）　「不可抗力」とは、天災（地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、．土砂崩

　　壊等をいう。）、人災（戦争、テロ、暴動等をいう。）、その他市又は指定管理者の責め

　　に帰すことのできないものをいう。ただし、施設利用者数の増減は、不可抗力に含ま

　　ないものとする。

　（7）　「法令」とは、全ての法律、政令、規則、命令、条例、規則、訓令、告示及び正

　　規の手続を経て公布された行政機関の規程をいう。

　（8）　「利用料金」とは、管理施設の利用の対価として指定管理者に支払われる施設の
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利用料をいう。

　（管理物件）

第6条業務の対象となる物件（以下「管理物件」という。）は、別紙に掲げる管理施設及

　び管理物品とする。

2　指定管理者は、善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理しなければならない。

　（指定期間等）

第7条　指定期間は、平成30年4月1日から平成33年3月31日までとする。

2　業務に係る会計年度は、毎年4月1’日から翌年3月31日までとする。

第2章　業務の範囲と実施条件

　　（業務の範囲）

第8条指定管理者がする業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

　（1）　管理施設の利用の許可に関する業務

　（2）　管理施設の利用に係る料金の徴収に関する業務

”（3）　管理施設等の維持管理に関する業務

　（4）前3号に掲げるもののほか、市が必要と認める業務

2　前項各号に掲げる業務の細目は、仕様書に定めるとおりとする。

　（市が行う業務の範囲）

第9条次に掲げる業務については、市が自らの責任と費用において実施するもの≧する。

　（1）　施設の目的外使用許可に関する業務

　（2）　別に定める管理施設の修繕業務

　（業務範囲及び業務実施条件の変更）
第10条　市又1ま指定管理者は、必要があると認めるときは、相手方に対する書面による

　通知をもって第8条で定めた業務の範囲の変更を求めることができる。

2．市又は指定管理者は、前項の通知を受けたときは、協議に応じなければならない。

3　業務範囲及びそれに伴う指定管理料の変更等にっいては、前項の協議を踏まえて、市

　が決定するものとする。

第3章　業務の実施

　（業務の実施）
第11条　指定管理者はべこの協定、年度協定、条例及び関係法令等に従い、業務を実施

　しなければならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・｝

2条例及び齪の間に矛盾又は懸がある場合｝ま、条例・齪の順にその鰐が優先す

　るものとする。
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　（開業準備）

第12条　指定管理者は、指定開始日に先立ち、業務の実施に必要な資格者及び人材を確

　保し、必要な研修等を行わなければならない。

2　指定管理者は、必要があると認めるときは、指定開始日に先立ち、市に対して管理施

　設の視察を申し出ることができる。

3　市は、．指定管理者から前項の申出を受けたときは、特別な理由がない限り、その申出

　に応じるものとする。

　（第三者による実施）’

第13条　指定管理者は、事前に市の承諾を受けた場合を除いて1業務の一部を第三者に

　委託し、又は請け負わせてはならない。

2　指定管理者は、業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて指定管理者の責任及

　びその費用において行うものとし、業務に関して指定管理者が使用する第三者の責めに

　帰すべき理由により生じた損害及び増加費用は、すべて指定管理者ゐ責めに帰すべき理

　由により生じた損害及び増加費用とみなして、指定管理者がこれを負担するものとする。

　（管理施設の改修等）

第14条　管理施設の大規模な修繕、改造、増築、移設等にっいては、市が自己ρ費用と

　責任において実施するものとする。

2　管理施設の改修等について、指定管理者は市と協議により、緊急性のある修繕等につ

　いて必要に応じて自弓の費用と負担において実施するものとする。

　（緊急時の対応）　　　　　　　　　°

第15条　指定期間中、業務の実施に関連して事故又は災害等の緊急事態が発生したとぎ．

　は、指定管理者は、速やかに搭要な措置を講じるとともに、市及び関係者に対して緊急

　事態が発生した旨を通報しなければならない。

2　事故等が発生したどきは、指定管理者は市と協力して、事故等の原因調査にあたるも

　のとする。

　（情報管理）

第16条　指定管理者又は業務の全部若しくは一部に従事す筍者は、業務の実施によって

　知り得た秘密及び市の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は

　他の目的に使用してはならない。また、指定期間が満了し、又は指定を取り消された後

　においても、同様とする。

2　指定管理者は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）及び淡路市

　個人情報保護条例（平成17年淡路市条例第16号）を遵守するとともに、業務を遂行

　するための個人情報の取扱いについては、．別記の「個人情報取扱特記事項」を遵守しな・

　ければならない。

3　市及び指定管理者は、淡路市情報公開条例（平成17年淡路市条例第15号）の趣旨

　に則り、業務に関する情報の公開に関し、必要な措置を講じるものとする。

4　市は、指定管理者が保有する業務に関する情報であって、市が保有しないものについ

　て淡路市晴報公開条例に基づく公開請求があったときは、指定管理者に対して当該情報

　を市に提出するよう求めることができる。
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5　指定管理者は、前項による情報提出の請求を受けたときは、速やかにこれに応じるも

のとする。

第4章　備品等の扱い

　（市による備品等の貸与）

第17条　市は、別紙に定める備品等（以下「備品等（1種）」という。）を、無償で指定

　管理者に貸与する。
2　指定管理者は、指定期間中、備品等（1種）を常に良妊な状態に保たなければならな

　い。

β　備品等（1種）が経年劣化等により業務実施の用に供することができなくなったとき

　は～市は、指定管運者との協議により、必要に応じて自己の費用で当該備品等を購入又

　は調達するものとする。

4　指定管理者は、故意又は過失により備品等（1種）を損傷し、若しくは滅失したとき

　は、市に対し、これを弁償し、又は自己の費用で当該物と同等の機能若しくは価値を有

　するものを購入し、若しくは調達しなければならない。ただし、市が特別の理由がある

　と認めるときは、この限りでない。

●

　　（指定管理者による備品等の購入等）

第18条　指定管理者は、別紙に定める備品等（以下「備品等（II種）」という。）を、自

　己の費用により購入又は調達し、業務実施のために供するものとする。

2　備品等（エ1種）が経年劣化等により業務実施の用に供することができなくなったとき

　は、指定管理者は、自己の費用で当該備品等を購入又は調達するものとする。

　3　指定管理者は、第1項に定めるもののほか、任意により備品等を購入又は調達し、業

　務実施のために供することができるものとする（以下「備品等（耳1種）」という。）。

第5章　業務実施に係る市の確認事項

　（業務計画書）

第19条　指定管理者は、．毎年度市が指定する期日までに業務計画書を提出し、市の確認

　を得なければならない。

2　市又は指定管理者は、業務計画書を変更しようとするときは、市及び指定管理者の協

　議により決定するものとする。

　（事業報告書）

第20条　指定管理者は、毎年度終了後5月31日までに、次に掲げる事項を記載した指

　定管理者事業報告書（淡路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施行

　規則（平成1、7年淡路市規則第20号）に規定する様式をいう。以下「事業報告書」と

　いう。）を提出しなければならない。　　　　　　　．　．

　（1）　業務の実施状況

　（2）利用状況並びに利用拒否等の件数及び理由

　（3）利用料金の収入実績及び管理経費等の収支状況等
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　（4）　自主事業ゐ実施状況に関する事項

　（5），前各号に掲げるもののほか、市が指示する事項

2　指定管理者は、市がこの協定の規定により年度途中において指定管理者に対する指定

管理者の指定を取り消した場合には、指定が取り消された日から起算して1月以内に当

該年度の当該日までの間の指定管理者事業報告書を提出しなければならない。

3　市は、必要があると認めるときは、事業報告書の内容又はそれに関連する事項につい

て、指定管理者に対し、報告又は口頭による説明を求めることができる。

　（市による業務実施状況の確認）

第21条　市は、前条の規定により、指定管理者が提出した事業報告書に基づき、．指定管

　理者が行う業務の実施状況及び施設の管理状況の確認を行うものとする。

2　市は、前項に規定する確認のほか、指定管理者による業務実施状況等を確認すること

　を目的として、随時、管理物件に立ち入ることができる。また、市は、指定管理者に対

　して、業務の実施状況又は業務に係る管理経費等の収支状況等にっいて説明を求めるこ

　とができる。

3　指定管理者は、市から前項の申出を受けたときは、合理的な理由がある場合を除き、

　これに応じなければならない。

　（市による業務の改善勧告）

第22条　前条の規定による確認の結果、指定管理者による業務実施が仕様書等市が示し

　た条件を満たしていないときは、市は、指定管理者に対して業務の改善を勧告するもの’

　とする。

2　指定管理者は、前項に定める改善の勧告を受けたときは、速やかにそれに応じ、必要
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夢　な措置を講じなければならない。

第6章　指定管理料及び利用料金

　（指定管理料の支払）

第23条　市は、業務実施の対価として、指定管理者に対して指定管理料を支払うものと

　する。

2　市が指定管理者に対して支払う指定管理料の詳細については、別途「年度協定」に定

　めるものとする。

3　指定管理者は、毎月末日から1Q日以内に、当該月の指定管理料の支払請求書を市に

　送付するものとし、市は、当該請求書を受領してから30日以内に指定管理者に対して

　指定管理料を支払うものとする。

4　前項の規定にかかわらず、指定管理者は、四半期以内の月数ごとに取りまとめて、市

　に指定管理料の支払請求をすることができる。

　（指定管理料の変更）

第24条　市又は指定管理者は、指定期間中に賃金水準又は物価水準の変動により当初合
　意された指定管理料が不達当となったと認めたときは、相手方に対して書面による通知

　をもって指定管理料の変更を申し出ることができる。
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2　市又は指定管理者は、前項の申出を受けたときは、協議に応じなければならない。

3　変更の要否や変更金額等については、前項の協議により決定するものとする。

　（利用料金の取扱い）

第25条　指定管理者は、施設の利用者から、施設に係る利用料金を徴収し、当該指定管

　理者の収入として、収受することができる。
2　市は、随時、前項の利用料金の徴収業務にっいて、指走管理者に報告を求め、又は資

　料の提出を求めることができる。

　（利用料金の決定）

第26条　利用料金は、指定管理者が条例に規定する利用料金の範囲内において定めるも

　のとする。ただし、その決定又は改定にっいては事前に市の承諾を受けるものとし、必

　要に応じて市と指定管理者の協議を行うものとする。

第7章　損害賠償及び不可抗力

　　（損害賠償等）

第27条　指定管理者は、故意又は過失により管理物件を損傷し、若しくは滅失したとき
8

　　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、市が特別の理由

　　があると認めたと’きは、市は、その全部又は一部を免除することができる。

　（第三者への賠償）　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　、

第28条　業務の実施において、指定管理者に帰すべき事由により第三者に損害が生じた

　ときは、指定管理者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が市又

　は指定管理者のいずれの責めにも帰すことができない理由による場合は、この限りでな

　い。

2　市は、指定管理者の責めに帰すべき理由により発生した損害にっいて第三者に対し賠

　償したときは、指定管理者に対して、当該賠償額及び賠償に伴い発生した費用を請求す

　る。この場合において、指定管理者は、市からの請求に従い、直ちに当該請求額を市に

　対して支払わなければならない。

　（保険）

第29条　業務の実施に当たり、市が付保しなければならない保険は、次のとおりである旦

　（1）火災保険

2　業務の実施に当たり、指定管理者が付保しなければならない保険は、次のとおりとし、

　市が要求する補償の内容は別に定めるものとする。

　（1）　施設賠償責任保険

　（2）　第三者賠償責任保険

　（不可抗力発生時の対応）

第30条　指定管理者は、不可抗力が発生したときは、その影響を早期に除去すべく早急

　に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよ
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　（不可抗力によって発生した費用等の負担）

第31条　不可抗力の発生に起因して指定管理者に損害、損失及び増加費用が生じたとき

　は、指定管理者は、その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって市に通知するもの

　とする。

2　市は、前項の通知があったときは、速やかに損害状況の確認を行った上で、指定管理

　者と協議を行い、不可抗力の判定、費用負担等を決定するものとする。

3　不可抗力の発生に起因して指定管理者に損害、損失及び増加費用が生じたときは、当

　該費用につき合理性の認められる範囲で市が負担するものとする。この場合において、

　指定管理者が付保した保険によりてん補された金額相当分は、市の負担に含まないもの

　とする。

4　不可抗力の発生に起因して市に損害、損失及び増加費用が発生したときは、当該費用

　は市が負担するものとする。

　（不可抗力による一部の業務実施の免除）

第32条　前条第2項に規定する協議の結果、不可抗力の発生により業務の一部の実施が

　困難となったと認められるときは、指定管理者は、不可抗力により影響を受けた限度に

　おいて協定に定める義務を免れるものとする。

2　指定管理者が不可抗力により業務の一部を実施できなかったときは、市は、指定管理

　者との協議の上、指定管理者が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用に相

　当する金額を指定管理料から減額することができる。

第8章　指定期間の満了

P

　（業務の引継ぎ等）

第33条　指定管理者は、協定の終了に際し、市又は市が指定するものに対し、業務の引

　継ぎ等を行わなければならない。

2　市は、必要があると認めるときは、協定の終了に先立ち、指定管理者に対して市又は

　市が指定するものによる管理施設の視察を申し出ることができるものとする。

3　指定管理者は、市から前項の申出を受けたときは、特別な理由がない限り《その申出

　に応じなければならない。

　（原状復帰義務等）

第34条指定管理者は、協定の終了する3か月前までに、指定開始日を基準として管理

　物件を原状に回復し、市に対して管理物件を空け渡さなければならない。

2　前項の規定にかかわらず、市が特に必要があると認めたときは、指定管理者は、期限

　を変更し、又は管理物件の原状回復を行わずに、別に市が定める状態で管理物件を空け

　渡すことができる。

3　第1項の場合において、指定管理者が正当な理由なく、定められた期間内に処置を行

　わず、又は市の指示に従わないときは、市は、指定管理者に代わって適当な処置を行う

　ことができる。この場合においては、指定管理者は、市の当該処置にっいて異議を申し

　出ることができず、かっ、市の当該処置に要した費用を負担しなければならない。
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　（備品等の扱い）

第35条協定の終了に際し、備品等の扱いについては、次に定めるとおりとする。

（1）備品等（1種）及び備品等（II種）については、指定管理者は、市又は市が指定

　するものに対して引き継がなければならない。

（2）備品等（III種）については、原則として指定管理者が自己の責任と費用で撤去し、

撤収するものとする。ただし、市と指定管理者の協議において両者が合意したときは、

指定管理者は、市又は市が指定するものに対して引き継ぐことができる。

第9章　指定期間満了以前の指定の取消し

　　（市による指定の取消し）

第36条　市は、淡路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

　　年淡路市条例第19号。以下「指定管理手続条例」という。）第9条の規定により、指定

　　管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期

　　間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

　　（1）指定管理者が業務の全部又は一部の履行を怠り、その状態が30日間以上にわた

’　　り継続したとき。

　　（2）指定管理者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、会社整

　　　理手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、指定管理者がそ

　　　の決議をしたとき、又は第三者によりその申立てがなされた≧き。ただし、共同企業

　　　体の場合であって、代表団体以外の構成団体について本号に定める事項が発生したと

　　　きには、業務の継続が困難になったと市が判断した場合に限る。

（3）

（4）

（5）

（6）

業務に際し不正行為があったとき。

市に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。

指定管理者が協定内容を履行せず、又はこれに違反したとき。

指定管理者の責めに帰すべき理由により、業務の遂行に係る個人情報が漏洩し、

　当該個人に損害を与えたとき。

（7）、指定管理者が自己の責めに帰すべき理由により協定締結の解除の申出があ？たと

き。

（8）前各号に掲げるもののほか、指定管理者による管理を継続することが適当でない

　と市が認めるとき。

2　市は、前項の規定に基づき指定の取消しを行おうとするときは、事前にその旨を指定

管理者に通知し、次に掲げる事項にっいて指定管理者と協議をするものとする。

　（1）　指定管理者による改善策の提示及び指定取消しまでの猶予期間の設定

　（2）前号に掲げるもののほか、市が必要と認める事項，

3　第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて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、損失及び増加費用が生じても、市はその

賠償の責めを負わない。　　　　　　　　　　　　　　・

（指定管理者による指定の取消しの申出）

一 9一
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第37条　指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市に対して指定の取消

　しを申し出ることができる。

（1）

（2）

（3）

（4）

市が協定内容を履行せず、又はこれに違反したとき。

市の責めに帰すべき理由により指定管理者が損害又は損失を被ったとき。

各年度において予算額について減額又は削除があったとき。

前3号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認める事項

2　市は1前項の申出を受けたときは、指定管理者との協議を経て、その措置を決定する

ものとする。

3　前項の規定により指定が取り消されたときは、市は、指定管理者に対し、当該取消し

により指定管理者に生じた損害、損失及び増加費用を、合理性が認められる範囲で賠償

する。

　（不可抗力による指定の取消し）

第38条　市又は指定管理者は、不可抗力の発生により、業務の継続等が困難と認めたと

　きは、相手方に対して指定の取消しの協議を求めることができるものとする。

2　前項の協議の結果、やむを得ないと認めたときは、市は指定の取消しを行うものとす

　る。

3　前項の規定による取消しにより、指定管理者に生じた損害、損失及び増加費用は、合

理性が認められる範囲で市が負担することを原則として、市と指定管理者の協議により

決定するものとする。

　（指定期間終了時の取扱い）

第39条第33条から第35条までの規定は、第36条から前条までの規定により協牢

　が終了した場合にこれを準用する。ただし、市又は指定管理者が合意したときは、この

　限りでない。

第10章　その他

　（権利義務の譲渡の禁止）

第40条　指定管理者は、協定によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者

　に委託し、譲渡し、若しくは継承させてはならない。ただし、事前に市の承諾を受けた

　ときは、‘この限りでない。

2　前項ただし書の規定にかかわらず、運営業務のうち、公の施設の利用許可を伴う業務

　の全部又は一部を第三者に委託することはできない。

　（運営協議会の設置）

第41条　市と指定管理者は、業務を円滑に実施するために必要があると認めるときは、

　情報交換及び業務の調整を図るため、運営協議会を設置することができる』運営協議会

　に関し必要な事項は、市及び指定管理者の協議により決定するものとする。

2　市又は指定管理者は、協議の上、前項の運営協議会の会議に関係のある事業者、団体、

　学識経験者、市民等を参加させることができるものとする。

10一

　（業務の範囲外の業務）

第42条　指定管理者は、施設の設置目的に合致し、かつ、業務の実施を妨げない範囲に

　おいて、自己の責任と費用により、自主事業を実施することができるものとする。

2　指定管理者は、自主事業を実施しょうとするときは、市に対して業務計画書を提出し、

　事前に市の承諾を受けなければならない。この場合において、市は、必要に応じて指定

　管理者と協議を行うものとする。
3　市及び指定管理者は、自主事業を実施するに当たって、別に自主事業の実施条件等を

　定めることができるものとする。

　（業務の実施に係る指定管理者の口座）

第≧3条　指定管i哩者は、業務の実施に係る支出及び収入を適切に管理することを目的と

　して、業務に固有の銀行口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。

　　　（請求、通知等の様式その他）

　第44条　協定に関する市及び指定管理者間の請求、通知、申出、報告、承諾、解除等は、

　　協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。

　2　協定の履行に関して、市及び指定管理者間で用いる言語は、日本語とする。

　3　協定の履行に関して、市及び指定管理者間で用いる計量単位は、協定に特別の定めが

‘　ある場合を除き、計量法（平成4年法律第51号）の定めるところによる。

　（書類の保存）　　　　　　置
第45条　指定管理者は、業務の遂行に関し作成した書類を作成年度の翌年度から起算し

　て5年を経過するまでの期間これを保管しなければならない。

　（協定の変更）

第46条　業務に関し、業務の前提条件や内容が変更したとき、又は特別な事情が生じた

　ときは、市及び指定管理者の協議の上、協定の規定を変更することができるものとする。

　　（解釈）

第47条　市が協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若

　しくは報告を求めたことをもって、市が指定管理者の責任において行うべき業務の全部

　又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。

　　　　　　怜
　　（疑義についての協議）

第48条　協定の各条項等の解釈にっいて疑義を生じたとき、又は協定に特別の定めのな

　い事項にっいては、市及び指定管理者の協議の上、これを定めうものとする。

　（裁判管轄）

第49条　この契約に関する紛争は、神戸地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。

　（本基本協定書の確定）
第50条　この協定書について、指定管理手続条例第6条の規定による淡路市議会の議決

　があった後本基本協定を締結する。この場合において、この協定書は、指定管理手続条

一 11一



こ

定

を

1と

，が

1

刈
刈
ー

　
　
山

例第7条第1項の規定に基づく基本協定書となるものとする。

　議会の議決があったことを了知し、本協定の締結を確認した。

平成　　年　　月　　日

指定者

所在地

名　称

代表者

指定管理者

　　　所在地

　　　名　称

　　　代表者

兵庫県淡路市生穂新島8番地

淡路市

淡路市長　門　康彦　印

兵庫県淡路市志筑3119番地1

社会福祉法人淡路市社会福祉協議会

会長　小南廣之　印

’

別緻第6条、第17条、第18条関係）

管理物件

（i）管理施設（※詳細については、財産台帳を参照のこと。）

　　・　淡路市高齢者生活福祉センター

　　・　敷地内の外構及び植栽

（2）管理物品（※詳細については、備品台帳を参照のこと。）

　　ア　備品等（1種）

　　イ・備品等（II種）
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別　記

　　　　　　　　　　　　個人情報取扱特記事項
1　基本的事項

　　指定管理者は、個人情報の保護の重要性を認識し、機定による業務の実施に当たっ

　ては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなけれ

　ばならない。

2　秘密の保持

　指定管理者は、協定による維持管理及び運営業務（以下「業務」．という。）に関し

て知ることができた個人情報を他人に漏らしてはならない。この協定が終了し、又は

解除された後においても同様とする。

3　収集の制限，

　指定管理者は、協定による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務

の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かっ公正な手段により行わなければな．

　らない。

肇灘i熱灘i蕪藻繹難嚢／羅

10　保護措置の報告

　市は、必要があると認めるときは、指定管理者が、協定による業務の執行に当たり

個人情報の保護のために講じた措置に関し報告を求め、又は指示することができる。

11　実地調査

　市は、必要があると認めるときは、指定管理者が協定による業務の執行に当たり取

　り扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。

12’ 事故報告

　指定管理者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあること

を知ったときは、速やかに市に報告し、市の指示に従うものとする。

ー

刈
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ー

4　適正管理

　指定管理者は、協定による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損

の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

5　利用及び提供の制限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　指定管理者は、市の指示がある場合を除き、協定による業務に関して知ることので

きた個人情報を協定の目的以外の目的に利用し、又は市の承諾を得ずに第三者に提供

　してはならない。

6　複写又は複製の禁止

　指定管理者は、協定による業務を処理するために市から引き渡された個人情報が記

載された資料等を市の承諾を得ずに複写し、又は複製してはならない。

7　再委託の禁止

　指定管理者は、協定による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、

市が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。

8　資料等の返還等

　指定管理者は、協定による業務を処理するために市から引き渡され、又は指定管理

者自らが収集若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに市

に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、市が別に指示したときは、その指示に

従うものとする。



淡路市高齢者生活福祉センターの管理に関する年度協定書

淡路市高齢者生活福祉センター施設

　淡路市（以下「市」という。）と社会福祉法人淡路市社会福祉協議会（以下「指定管

理者」という。）とは、平成　　年　　月　　日に、淡路市高齢者生活福祉センター（以

下「施設」という。）の管理に関して締結した淡路市高齢者生活福祉センターの管理に

関する基本協定書（以下「基本協定」という。）に基づき、施設の管理に係る年度協定

（以下「年度協定」という。）を締結する。

指定管理者【年度協定書】
　（年度協定の目的）

第1条　年度協定は、施設の管理業務（以下「業務」という。）の各年度の業務内容及

び業務の実施の対価として支払われる指定管理料を定めることを目的とする。

（案） 　（平成30年度の業務内容）

第2条　市及び指定管理者は、平成30年度の業務内容は、基本協定及び仕様書に定め

るとおりであることを確認する。

1

刈
⑩
1

　（平成30年度の指定管理料）

第3条　市は、指定管理者に業務の実施の対価として、1，334，000円（消費税

及び地方消費税を含む。）を支払うものとする。

2　前項の指定管理料の支払期日は、基本協定第23条第3項及び第4項の規定により

　難いときは、市及び指定管理者は、協議により、その支払期日を別に定めることがで

　きる。

　（疑義等の決定）

第4条　年度協定に定めのない事項にっいては、第一義的には基本協定によるものとし、

　必要に応じて、市及び指定管理者が協議の上、これを定めるものとする。

　この協定を証するため、本書2通を作成し、市及び指定管理者がそれぞれ記名押印の

上、各1通を保有する。

平成　　年　　月　　日

指定者

平成 年 月

所在地　兵庫県淡路市生穂新島8番地

名　称　淡路市

代表者　淡路市長　門’康　彦　　㊥

指定管理者

　　　　所在地　兵庫県淡路市志筑3119番地1

　　　　名称社会福祉法人淡路市社会福祉協議会

　　　　代表者　会長　　　小南　廣之　　㊥


