
 

 

余呉デイサービスセンターの管理運営に関する基本協定書（案） 

 

 

１ 施設の名称 余呉デイサービスセンター 

２ 所在地 滋賀県長浜市余呉町中之郷２４３４番地 

３ 指定期間 令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

 

長浜市（以下「甲」という。）と         （以下「乙」という。）とは、上記

施設の管理運営について、次のとおり、余呉デイサービスセンター（以下「管理施設」と

いう。）の管理運営に関する基本協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

本協定を証するため、本書を２通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印のうえ、各１通を

保有する。 

 

 

 

令和４年  月  日 

 

                甲 所在地  滋賀県長浜市八幡東町６３２番地 

名 称  長浜市 

代表者  市 長  浅見 宣義 

 

 

                乙 所在地   

名 称   

代表者   



（共同事業体の場合） 

 

余呉デイサービスセンターの管理運営に関する基本協定書（案） 

 

 

１ 施設の名称 余呉デイサービスセンター 

２ 所在地 滋賀県長浜市余呉町中之郷２４３４番地 

３ 指定期間 令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

 

長浜市（以下「甲」という。）と           共同事業体（以下「乙」という。）

とは、上記施設の管理運営について、次のとおり、余呉デイサービスセンター（以下「管

理施設」という。）の管理運営に関する基本協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

本協定を証するため、本書を（甲及び乙の構成団体の合計数）通作成し、甲、乙（乙の

代表者及び各構成団体）がそれぞれ記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

令和４年  月  日 

 

                甲 所在地  滋賀県長浜市八幡東町６３２番地 

名 称  長浜市 

代表者  市 長  浅見 宣義 

 

                乙 所在地   

名 称            共同事業体 

 

                  構成団体  所在地   

                  （代表者）  名 称   

代表者   

 

                  構成団体  所在地   

                        名 称   

代表者   

 

                  構成団体  所在地   

                        名 称   

代表者   

 



第１章 総 則 

 

 （目的） 

第１条 本協定は、甲及び乙が相互に協力し、管理施設を適正かつ円滑に管理運営するた

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 甲及び乙は、管理施設の管理運営に関して甲が指定管理者の指定を行うことの意

義は、乙の能力を活用しつつ、地域住民、施設利用者等に対するサービスの効果及び効

率を向上させ、もって地域福祉の一層の増進を図ることを確認する。 
 

 （公共性の尊重） 

第３条 乙は、管理施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び指定管理者が行う管理

運営業務（以下「指定管理業務」という。）の実施にあ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。 
 

 （信義誠実の原則） 

第４条 甲及び乙は、互いに協力し、信義に従い、本協定を誠実に履行しなければならな

い。 
 

 （用語の定義） 

第５条 本協定で用いる用語の定義は、別紙１「用語の定義」のとおりとする。 
 

 （管理物件） 

第６条 指定管理業務の対象となる物件（以下「管理物件」という。）は、管理施設（附帯

設備を含む。以下同じ。）と管理物品からなる。管理施設及び管理物品の内容は、別紙２

「管理物件」のとおりとする。 

２ 乙は、善良なる管理者の注意を持って管理物件を管理しなければならない。 

３ 乙は、管理物件を指定管理業務以外の目的に使用してはならない。ただし、あらかじ

め甲の承認を得たときは、この限りではない。 
 

 （協定の期間） 

第７条 この協定の期間は、乙が指定管理者に指定された期間である令和５年４月１日か

ら令和１０年３月３１日までとする。 
 

 （会計年度） 

第８条 指定管理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 指定管理業務の範囲等 

 

 （指定管理業務の範囲） 

第９条 指定管理業務の範囲は、次のとおりとする。 



(1) 長浜市福祉ステーション条例（以下「施設条例」という。）第３条第２号及び第６号

に掲げる事業の実施に関する業務 

(2) その他介護保険の保険給付として行う事業に関する業務 

(3) 管理施設（附帯設備を含む。）の維持管理に関する業務 

(4) 管理施設の使用に係る利用料金の徴収に関する業務 

(5) 前各号に掲げるもののほか、甲が必要と認める業務 

２ 前項各号に掲げる業務の細目は、別記１「余呉デイサービスセンター管理運営業務仕

様書」に定めるとおりとする。 
 

 （甲が行う業務の範囲） 

第１０条 甲が自らの責任と費用において実施する業務は、次のとおりとする。 

 (1) 管理施設の使用料の強制徴収に関する業務 

 (2) 管理施設を利用する権利に関する処分についての不服申立てに関する業務 

 (3) 管理施設の目的外使用許可に関する業務 

 (4) 管理物件の大規模修繕に関する業務（詳細については第１８条第２項を参照のこと） 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定した指定管理業務の範囲外の業務（第５２条

に規定する自主事業を除く。） 
 

 （業務範囲の変更） 

第１１条 甲又は乙は、必要と認める場合は、相手方に対する通知をもって第９条で定め

た指定管理業務の範囲の変更を求めることができる。 

２ 甲又は乙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。 

３ 業務範囲の変更及びそれに伴う指定管理料の変更等については、前項の協議において

決定するものとする。 
 

 （指定管理業務の実施） 

第１２条 乙は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）、労働関係法令、条例、規則、その

他関係法令を遵守するとともに、本協定、年度協定、募集要項等及び申請書に従って適

正に指定管理業務を実施するものとする。 

２ 本協定、募集要項等及び申請書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本協定、募集要項

等、申請書の順にその解釈が優先するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、申請書において仕様書を上回る水準が提案されている場合

は、申請書に示された水準によるものとする。 

４ 乙は、第１項に基づく方法以外の方法で業務を処理する必要が生じたとき、又は指定

管理業務に付随して実施する必要のある業務が生じたときは、甲に直ちにその旨を報告

し、甲乙協議の上、これを処理するものとする。 
 

 （リスク分担） 

第１３条 指定管理業務を行うにあたり、想定されるリスクの分担については、別紙３「リ

スク分担表」のとおりとする。 



２ 前項に定める事項で疑義がある場合又は前項に定める事項以外の不測のリスクが生じ

た場合は、甲乙協議の上、リスク分担を決定するものとする。 
 

 （従業員の配置） 

第１４条 乙は、指定管理業務の実施にあたり、必要な従業員を配置するとともに、その

中から管理施設を代表し管理監督を担う責任者（以下「管理責任者」という。）を定め、

事前に甲に報告しなければならない。 

２ 乙は、管理責任者の交代を行う場合、事前に甲に通知しなければならない。 

３ 乙は、従業員に関する労務管理及び労働関係法令上の一切の責任を負うものとする。 

４ 甲は、乙の従業員について服務上著しく不適当と認めるときは、その理由を示して乙

にその交代を指示することができるものとする。 
 

 （業務開始の準備） 

第１５条 乙は、指定期間の開始の日（以下「指定開始日」という。）に先立ち、指定管理

業務の実施に必要な資格及び能力を有する人員を確保し、必要な研修等を行わなければ

ならない。 

２ 乙は、必要と認める場合には、指定開始日に先立ち、甲に対して管理施設の視察を申

し出ることができるものとする。 

３ 甲は、乙から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出

に応じなければならない。 

４ 乙は、第１項及び第２項に規定する業務開始の準備に要する乙の費用を負担するもの

とする。 
 

 （第三者による実施） 

第１６条 乙は、指定管理業務の全部若しくは主たる部分を第三者に委託し、又は請け負

わせてはならない。 

２ 乙は、第三者に指定管理業務の一部を委託し、又は請け負わせる場合は、事前に甲の

承認を受けるものとする。 

３ 乙が指定管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、すべて乙の責

任及び費用において行うものとし、指定管理業務に関して乙が使用する第三者の責めに

帰すべき事由により生じた損害及び増加費用（以下「損害等」という。）については、す

べて乙の責めに帰すべき事由により生じた損害等とみなして、乙が負担するものとする。 
 

 （管理施設の現状変更） 

第１７条 増築、改築、移設、改造その他の管理施設の現状変更については、甲がその責

任と費用において実施するものとする。 

２ 前項の場合において、当該現状変更に伴い管理施設の臨時休業が必要となっても、甲

は乙への休業補償は行わないものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、乙の必要により、管理施設の現状変更をしようとすると

きは、あらかじめ甲の承認を受けた上で乙の負担により実施するものとする。 



４ 前項の規定により現状変更を行ったときは、遅滞なく甲の確認を受けなければならな

い。 
 

 （管理物件の修繕等） 

第１８条 施設の設置目的の達成に必要な機能を維持するために必要な管理物件の修繕は、

甲が自己の費用と責任において実施するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該年度における総額が５０万円（消費税及び地方消費税

を含む。）までの修繕費及び当該年度における修繕費の総額が５０万円を超えた場合であ

っても小規模（見積額が１件につき１０万円（消費税及び地方消費税を含む。）未満）の

ものについては、乙がその費用と責任において実施するものとする。この場合において、

当該部分に係る所有権は甲に帰属するものとし、乙は、将来にわたってその権利を主張

しないものとする。 

３ 第１項の規定により甲の負担と責任により実施することとなる管理物件の修繕につい

て、指定管理業務と一体として実施することが適当と認められる場合は、甲乙協議の上、

甲の負担において乙に実施させることができるものとする。 
 

 （緊急時の措置及び連絡体制の整備） 

第１９条 乙は、施設又は利用者の事故及び災害等の不測の事態（以下「緊急事態等」と

いう。）の発生を想定した危機管理体制を整備するものとする。 

２ 乙は、随時、従業員への研修及び緊急事態等の対応についての訓練等を行い、危機管

理体制を周知徹底しなければならない。 

３ 乙は、緊急事態等が発生した場合には、迅速かつ適切に必要な措置を講じるとともに、

甲を含む関係者に対して緊急事態等発生の旨を通報しなければならない。 

４ 甲は、管理施設としての役割及び機能を果たすことのできないおそれがあるとき、又

は利用者に重大な支障を生じるおそれがあるときは、乙に緊急措置として必要な指示を

行うことができるものとする。 

５ 乙は、緊急事態等が発生した場合には、甲と協力してその原因調査にあたるものとす

る。 
 

 （秘密の保持） 

第２０条 乙は、指定管理業務の実施に伴い知り得た秘密及び甲の事務事業等で一般に公

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。指定期間が

終了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。 

２ 乙は、指定管理業務に従事する者に対し、指定管理業務に従事する期間及び従事しな

いこととなった以後の期間において指定管理業務の実施に伴い知り得た秘密を外部へ漏

らし、又は他の目的に使用しないよう、必要な措置を講じなければならない。 
 

 （文書の管理及び保存） 

第２１条 乙は、指定管理業務の実施に伴い作成し、又は取得した文書、図画、写真及び

電磁的記録（以下「管理文書」という。）について、長浜市文書管理規程（平成 18 年長



浜市訓令第 4 号）の規定の趣旨に則して、適正に管理及び保存することとし、指定の期

間が終了し、又は指定の取り消しを受けた後に甲の指示に従って引き渡すものとする。 
 

 （個人情報の保護等） 

第２２条 乙は、長浜市個人情報保護条例（平成 18 年長浜市条例第 21 号）の規定の趣旨

に則して、別記２「個人情報の取扱いに係る特記事項」を遵守し、指定管理業務の実施

に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の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。 
 

 （情報の公開） 

第２３条 乙は、長浜市情報公開条例（平成 18 年長浜市条例第 17 号）の規定の趣旨に則

して、指定管理業務の実施に関して乙が管理する文書の適正な公開を行うために必要な

措置を講じるよう努めなければならない。 

２ 乙は、利用者が必要とする情報を的確に把握し、その適切かつ有効な利用がより一層

促進されるよう、積極的な情報提供の推進に努めるものとする。 

 

第３章 備品等の扱い 

 

 （甲による備品等の貸与） 

第２４条 甲は、別紙２「管理物件」に掲げる備品等（以下「備品等Ⅰ種」という。）を無

償で乙に貸与する。 

２ 乙は、指定期間中、備品等Ⅰ種を常に良好な状態に保つものとする。 

３ 甲は、備品等Ⅰ種が甲の責めに帰すべき事由又は経年劣化等により指定管理業務実施

の用に供することができなくなったときは、乙との協議により、必要に応じて自己の費

用で当該備品等Ⅰ種と同等の機能及び価値を有するものを購入し、若しくは調達するも

のとする。 
 

 （乙による備品等の購入等） 

第２５条 乙は、甲との協議により、指定管理業務実施の用に供する備品等を、利用料金

収入により購入又は調達することができるものとする（この項の規定により購入し、又

は調達した備品等を以下「備品等Ⅱ種」という。）。 

２ 乙は、備品等Ⅱ種が経年劣化等により指定管理業務実施の用に供することができなく

なったときは、甲との協議により、必要に応じて利用料金収入で当該備品等Ⅱ種と同等

の機能及び価値を有するものを購入し、若しくは調達するものとする。 

３ 乙は、第１項に定めるもののほか、乙の任意により備品等を購入し、又は調達するこ

とにより、指定管理業務実施の用に供することができるものとする（この項の規定により

購入し、又は調達した備品等を以下「備品等Ⅲ種」という。）。 
 

 （乙による備品等の弁償） 

第２６条 乙は、故意又は過失により備品等Ⅰ種又は備品等Ⅱ種を滅失し、又はき損した



ときは、甲との協議により、必要に応じて甲に対しこれを弁償し、又は利用料金収入以

外の自己の費用で当該備品等と同等の機能及び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。 

 

 

第４章 業務実施に係る確認事項 

 

 （事業計画書の提出） 

第２７条 乙は、本協定の期間における年度ごとに、指定管理業務に関し、次の各号に示

す事項を記載した事業計画書を作成し、甲が指定する期日までに甲に提出し、甲の確認

を得なければならない。 

 (1) 管理運営に対する基本方針及び目標に関する事項 

 (2) 管理施設の利用見込に関する事項 

 (3) 維持管理業務の計画に関する事項 

 (4) 第三者へ委託する業務に関する事項 

 (5) 人員配置計画に関する事項 

 (6) 管理施設の収支計画に関する事項 

 (7) 自主事業等の開催計画に関する事項 

 (8) その他甲が指示する事項 

２ 事業計画書を変更しようとするときは、甲乙協議の上決定するものとする。 
 

 （モニタリングの実施） 

第２８条 甲は、乙が行う指定管理業務の実施状況を把握し、管理施設の良好な管理運営

を確保するため、次に掲げるモニタリングを実施するものとする。 

 (1) 月次報告書の確認 

   乙は、毎月終了後１０日以内に、次に掲げる事項を記載した月次報告書を提出する

ものとし、甲は、提出された月次報告書により、乙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。 

   ア 管理施設の利用状況に関する事項 

   イ 維持管理業務の実施状況に関する事項 

   ウ 事故、苦情等の内容及び対応状況に関する事項 

   エ 維持管理経費の状況に関する事項 

   オ その他甲が指示する事項 

 (2) 定期モニタリング 

   乙は、半期（毎年９月及び翌年３月）終了後１０日以内に、次に掲げる事項を記載

した半期報告書を提出するものとし、甲は、提出された半期報告書及び前号の規定に

より提出された月次報告書により、乙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。 



   ア 管理施設の利用状況に関する事項 

   イ 維持管理業務の実施状況に関する事項 

   ウ 事故、苦情等の内容及び対応状況に関する事項 

   エ 自主事業等の実施状況に関する事項 

   オ 管理施設の収支状況に関する事項 

   カ その他甲が指示する事項 

 (3) 随時モニタリング 

   甲は、必要があると認める場合には、指定管理業務の実施状況を随時確認するもの

とする。 

２ 甲は、前項の規定によるモニタリングの実施に際して、乙に対して月次報告書又は半

期報告書の内容若しくはそれに関連する事項についての説明を求め、又は実地に調査す

ることができる。 

３ 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出

に応じなければならない。 

４ 乙は、モニタリングの実施に係る乙の費用を負担するものとする。 

５ モニタリングの結果、乙の業務実施が本協定に定める条件等を満たしていない場合は、

甲は、乙に対して業務の改善等のために必要な指導を行うものとする。 

６ 乙は、前項の規定による指導を受けた場合は、速やかにそれに応じるとともに、処置

状況について甲に報告するものとする。 

７ 甲は、乙が第５項の規定による指導に応じない場合又は前項の規定による処置状況の

内容が本協定に定める条件等を満たしていない場合には、乙に対して改善を指示し、期

間を定めて、改善計画を提出させ、及びその実施を求めることができる。 

８ 乙が、第２０条に規定する秘密の保持の義務及び第２２条に規定する個人情報の保護

の措置を講じる義務に違反する等の重大な違反があった場合には、乙は、甲に対して当

該違反のあった年度の指定管理料の１０分の１に相当する金額を違約金として支払わな

ければならない。この場合において、当該違約金は損害賠償額の予定又はその一部とは

解釈しないものとする。 
 

 （利用者アンケートの実施） 

第２９条 乙は、利用者の意見や要望を把握するため、年１回以上利用者アンケートを実

施するとともに、その結果を速やかに甲に報告するものとする。 

２ 乙は、前項の調査結果に基づき、利用者の利便性の向上を図る上での課題を分析し、

業務改善に取り組むものとする。 

３ 乙は、前項の規定による業務改善の実施状況について自己評価するものとする。 
 

 （事業報告書の提出） 

第３０条 乙は、毎年度終了後３０日以内に、指定管理業務に関し、次の各号に示す事項

を記載した事業報告書を甲に提出しなければならない。 

 (1) 管理施設の利用状況に関する事項 



 (2) 維持管理業務の実施状況に関する事項 

 (3) 事故、苦情等の内容及び対応状況に関する事項 

 (4) 管理施設の収支状況に関する事項 

 (5) 自主事業等の実施状況に関する事項 

 (6) 利用者アンケートの結果に関する事項 

 (7) 乙による自己評価及び業務改善に関する事項 

 (8) その他甲が指示する事項 

２ 甲が第４７条から第４９条までの規定により年度途中において乙に対する指定管理者

の指定を取り消した場合には、乙は、指定が取り消された日（以下「取消日」という。）

から３０日以内に当該年度の取消日までの事業報告書を提出しなければならない。 

３ 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して事業報告書の内容又はそれに関連する

事項についての説明を求めることができる。 

４ 甲は、第１項の規定による事業報告書の内容が、本協定に定める条件等を満たしてい

ない場合は、甲は、乙に対して業務の改善等のために必要な指導を行うものとする。 

５ 乙は、前項の規定による指導を受けた場合は、速やかにそれに応じるとともに、処置

状況について甲に報告するものとする。 

６ 甲は、乙が第４項の規定による指導に応じない場合又は前項の規定による処置状況の

内容が本協定に定める条件等を満たしていない場合には、乙に対して改善を指示し、期

間を定めて、改善計画を提出させ、及びその実施を求めることができる。 
 

 （決算書等の提出） 

第３１条 乙は、乙の事業に係る決算を終了した後、速やかに決算書（貸借対照表、損益

計算書等）その他団体の経営状況を説明できる書類を甲に提出しなければならない。 

２ 前項の規定により乙が提出する決算書その他団体の経営状況を説明できる書類が、前

条の規定により乙が提出する事業報告書における収支状況と同等である場合は、乙は、

事前に甲の承認を得ることにより、前項の規定にかかわらず、前条に規定する事業報告

書の提出をもってこれに替えることができるものとする。 
 

 （管理運営状況等の評価及び公表） 

第３２条 甲は、毎年度終了後、乙の業務の実施状況について評価し、その結果を公表す

るものとする。 

 

第５章 指定管理料及び利用料金 

 

 （指定管理料） 

第３３条 甲は、指定管理業務実施の対価に係る指定管理料を乙に支払わないものとする。 

 

 （利用料金） 

第３４条 乙は、管理施設の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）をその収入とし



て収受することができる。 

２ 利用料金は、乙が、施設条例に規定する使用料の額の範囲内において定めるものとす

る。ただし、その決定及び改定については事前に甲の承認を受けるものとし、必要に応

じて甲と乙の協議を行うものとする。 

 

 （納付金） 

第３５条 乙は、各年度の通所介護事業収入（介護報酬、利用者負担金及び利用料の合計）

の２％を甲へ納付するものとする。ただし、以下に該当する場合は、いずれかの額とす

る。 

① 当該年度の通所介護事業にかかる収支（本納付金を計上する前。以下同じ。）が０円

以下である場合、納付金は免除とする。 

② 当該年度の通所介護事業にかかる収支が、１円以上かつ当該年度の通所介護事業収

入の２％以内の場合、当該収支額を納付金額とする。 

  なお、天災等（地震、風水害など）、指定管理者の責めに帰すことのできない事由によ

り納付が困難な場合は、甲と乙で協議を行うものとする。 

 

 （指定管理業務の実施に係る指定管理者の口座） 

第３６条 乙は、指定管理業務の実施に係る収入及び支出を適切に管理することを目的と

して、指定管理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。た

だし、指定管理業務に係る経理とその他の業務に係る経理が、財務諸表等により明確に

区分できる場合は、乙は、事前に甲の承認を得て、指定管理業務以外の業務と同じ銀行

口座で管理することができるものとする。 

 

第６章 損害賠償及び不可抗力 

 

 （損害賠償等） 

第３７条 乙は、故意若しくは過失により管理物件を損傷し、又は滅失したときは、それ

によって生じた損害等を指定管理料及び利用料金収入以外の自己の費用により、甲に賠

償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全

部又は一部を免除することができるものとする。 
 

 （第三者への賠償） 

第３８条 指定管理業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が

生じた場合、乙は、指定管理料及び利用料金収入以外の自己の費用によりその損害を賠

償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責

めに帰すことができない事由による場合は、この限りではない。 

２ 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した

場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することが



できるものとする。 
 

 （保険） 

第３９条 甲は、管理施設について、全国市有物件災害共済会建物総合損害共済保険及び

全国市長会市民総合賠償補償保険に加入するものとする。 

２ 乙は、自らのリスクに対応して、適切な範囲で保険に加入するものとする。 
 

 （不可抗力発生時の対応） 

第４０条 不可抗力により指定管理業務の実施に支障が生じた場合、乙は、不可抗力の影

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等を最小限

にするよう努力しなければならない。 
 

 （不可抗力によって発生した費用等の負担） 

第４１条 不可抗力の発生に起因して乙に損害等が発生した場合、乙は、その内容や程度

の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。 

２ 甲は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で乙との協議を行い、

不可抗力の判定を行うとともに、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乙に損害等が発生した場合、当該費用については、第１８

条第２項前段の規定による場合を除いて、合理性の認められる範囲で甲が負担するもの

とする。なお、乙が加入する保険によりてん補された金額相当分については、甲の負担

に含まないものとする。 

４ 不可抗力の発生に起因して甲に損害等が発生した場合、当該費用については甲が負担

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４２条 前条第２項に定める協議の結果、不可抗力の発生により指定管理業務の一部の

実施ができなくなったと認められた場合、乙は、不可抗力により影響を受ける限度にお

いて本協定に定める義務を免れるものとする。 

 

第７章 指定期間の終了 

 

 （業務の引継ぎ） 

第４３条 乙は、指定管理者として更新されない場合は、本協定の終了に際し、甲又は甲

が指定するものに対し、指定管理業務の引継ぎを行わなければならない。この場合にお

いて、引継ぎの方法その他引継ぎに際し必要な事項については、別途協議するものとす

る。 

２ 甲は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、乙に対して甲又は甲が指定す

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 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出

に応じなければならない。 



４ 乙は、第１項及び前項に規定する引継ぎ等に要する乙の費用を負担するものとする。 
 

 （原状回復義務） 

第４４条 乙は、指定管理者として更新されない場合は、本協定の終了までに、管理物件

を原状に回復し、甲の確認を受けた上で甲に管理物件を引き渡さなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は管理物件の原状回復は行わずに、

別途甲が定める状態で甲に対して管理物件を引き渡すことができるものとする。 

３ 甲は、乙が正当な理由がなく第１項に規定する原状に回復する義務を怠ったときは、

甲が乙に代わって原状に回復するために適当な処置を行うことができる。この場合にお

いて、乙は、甲の処置に要した費用を負担しなければならない。 

４ 第２項の場合において、乙は、甲に対し管理物件に投じた必要費、有益費その他費用

の償還を請求しないものとする。 
 

 （備品等の扱い） 

第４５条 指定管理者として更新されない場合の備品等の扱いについては、次のとおりと

する。 

 (1) 備品等Ⅰ種及び備品等Ⅱ種のうち施設機能として必要な備品等については、本協定の

終了までに、乙は、甲又は甲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種のうちの事務備品及び備品等Ⅲ種については、原則として乙が自己の責任

と費用で撤去するものとする。ただし、甲と乙の協議において両者が合意した場合、

乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き継ぐことができるものとする。 

 

第８章 指定の取消し等 

 

 （業務の継続が困難となった場合の措置等） 

第４６条 乙は、指定管理業務の継続が困難となった場合、又はそのおそれが生じた場合

には、速やかに甲に報告しなければならない。 

２ 乙の責めに帰すべき事由により指定管理業務の継続が困難となった場合、又はそのお

それが生じた場合には、甲は、乙に対して改善を指示し、期間を定めて、改善計画書を

提出させ、及びその実施を求めることができる。 

３ 不可抗力その他乙の責めに帰することができない事由により指定管理業務の継続に著

しい支障が生じた場合は、甲及び乙は、指定管理業務の継続の可否について協議するも

のとする。 
 

 （甲による指定の取消し及び業務の停止） 

第４７条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、地方自治法第２４

４条の２第１１項の規定により、その指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務

の全部又は一部の停止を命ずることができるものとする。 

 (1) 指定管理業務の実施に際し不正の行為があったとき 

 (2) 甲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 



 (3) 本協定及び年度協定に定める事項を履行せず、又はこれらに違反したとき 

 (4) 第２８条第７項、第３０条第６項及び前条第２項の規定による改善の指示に対して、

甲が指定する期間内に改善計画を提出せず、又は改善計画に定められた事項を実施し

なかったとき 

 (5) 指定管理業務との関係を問わず、乙の著しい経営状況の悪化等により乙が指定管理者

として不適当であると認められるとき 

 (6) 乙が募集要項に示した欠格事項に該当することとなったとき 

 (7) 自らの責めに帰すべき事由により、乙から指定の取消しの申出があったとき 

(8) その他甲が指定管理の継続が不適当と認めるとき。 

２ 甲は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部又は

一部の停止を命じる際には、事前にその旨を乙に通知した上で、次の事項について乙と

協議を行わなければならない。 

 (1) 指定の取消しの理由 

 (2) 乙による改善策の提示と指定の取消しまでの猶予期間の設定 

 (3) その他必要な事項 

３ 第１項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部又は一部

の停止を命じた場合において、乙に損害等が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。 

４ 第１項の規定により指定を取り消した場合において、甲に生じた損害等は、乙が賠償

の責めを負うものとする。 

５ 第１項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部又は一部

の停止を命じた場合、乙は、甲に対して指定の取消し又は指定管理業務の全部若しくは

一部の停止を命じられた年度の指定管理料の１０分の１に相当する金額を違約金として

支払わなければならない。 

６ 前項の規定による違約金は、損害賠償額の予定又はその一部とは解釈しないものとする。 
  

（乙による指定の取消しの申出） 

第４８条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、甲に対して指定の取消しを申し出

ることができるものとする。 

 (1) 甲が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき 

 (2) 甲の責めに帰すべき事由により乙が重大な損害等を被ったとき 

 (3) 乙の責めに帰すべき事由により乙が指定の取消しを希望するとき 

２ 甲は、前項の申出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。 

３ 前項の協議の結果、第１項第２号の事由により乙の指定を取り消したときは、乙に発

生する損害等は、合理性の認められる範囲で甲が負担することを原則として、甲と乙の

協議により決定するものとする。 
 

 （不可抗力による指定の取消し） 

第４９条 甲は、第４６条第３項の規定による協議の結果、指定管理業務の継続が困難と

認めたときは、指定の取消しを行うものとする。 



２ 前項の規定による指定の取消しによって発生する損害等の負担については、甲乙協議

の上決定するものとする。 
 

 （本協定終了時の取扱い） 

第５０条 第４３条から第４５条までの規定は、第４７条から第４９条までの規定により

本協定が終了した場合に、これを準用する。ただし、甲乙が合意した場合はこの限りで

はない。 

 

第９章 その他 

 

（権利義務の譲渡の禁止） 

第５１条 乙は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させて

はならない。ただし、事前に甲の承認を受けた場合はこの限りではない。 
 

（自主事業） 

第５２条 乙は、指定管理業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と利用料金収

入以外の自己の費用により、管理施設を利用して自主事業を実施することができるもの

とする。 

２ 乙は、前項の自主事業を実施する場合は、甲に事業計画書を提出し、事前に甲の承認

を受けなければならない。その際、甲と乙は必要に応じて協議を行うものとする。 

３ 乙は、管理施設の設置目的に合致しない目的で管理物件を利用するときは、甲から目

的外使用許可を得なければならない。 
 

 （著作権等の使用） 

第５３条 乙は、指定管理業務の実施にあたり、著作権、特許権、実用新案権、意匠権そ

の他法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている施工方法を使用するとき

は、その使用に関する一切の責任を負うものとする。 

２ 乙又は乙の受託業者及び請負業者は、指定期間を通じて、指定管理業務の実施にあた

り作成した図面、写真、映像等の著作物を、指定管理業務の遂行目的以外に使用しては

ならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りではない。 
 

 （市施設としての協力） 

第５４条 災害等により、管理施設が長浜市地域防災計画に基づく避難所とされた場合、

乙は、使用許可の取消し等必要な措置を行うとともに、甲が行う避難所の開設及び管理

運営に関し必要な協力を行わなければならない。 

２ 甲が管理施設において事業を実施しようとする場合は、乙はこれに協力するよう努め

るものとする。 
 

 （重要事項の変更の届出） 

第５５条 乙は、乙の名称、主たる事務所の所在地、代表者等の変更を行ったときは、遅

滞なく甲に届け出なければならない。 



 

 （関係機関との連携） 

第５６条 乙は、指定管理業務を円滑に実施するため、甲及び関係機関と情報交換、業務

の調整その他必要な連携を行うものとする。 
 

 （請求、通知等の様式等） 

第５７条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、届出、報告、承認及び取消しは、

本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 本協定の履行に関して、甲乙間で用いる言語は、日本語とする。 

３ 本協定の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、本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。 
 

 （協定の変更） 

第５８条 指定管理業務の前提条件若しくは内容が変更したとき又は特別な事情が生じた

ときは、甲と乙の協議により、本協定の規定を変更することができるものとする。 
 

 （年度協定） 

第５９条 各年度の指定管理業務の内容については、年度協定において定めるものとする。 
 

 （解釈） 

第６０条 甲が、本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、乙の責任において行う業務の全部又は一部に

ついて、甲が責任を負担し、あるいは乙が責任を免れるものと解釈してはならない。 
 

 （監査への対応） 

第６１条 長浜市監査委員による甲の事務の監査に際し、甲は、必要に応じ乙に対し、実

地に調査し、又は書類の提出を求めることができるものとする。 

２ 乙は、甲から前項に規定する申出を受けた場合、誠実に対応しなければならない。 
 

（議会の議決） 

第６２条 本協定は仮協定とし、地方自治法第２４４条の２第６項の規定による議会の議

決を経て行う指定管理者の指定をもって、長浜市公の施設の指定管理者の指定の手続等

に関する条例（平成 18 年長浜市条例第 58 号）第８条に規定する協定となるものとする。 

２ 前項に規定する条件が成就しなかったときは、本協定は無効とし、甲乙双方ともに相

手に対して損害賠償請求は行わないものとする。 
 

 （裁判管轄） 

第６３条 本協定に関する紛争は、大津地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。 
 

 （疑義についての協議） 

第６４条 本協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めのな

い事項については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。 

 



別紙１ 用語の定義 

 

 

１ 「年度協定」とは、本協定に基づき、甲と乙が指定期間中に毎年度締結する協定の

ことをいう。 

２ 「募集要項」とは、甲が提示した余呉デイサービスセンター指定管理者募集要項の

ことをいう。 

３ 「仕様書」とは、甲が募集要項とともに提示した余呉デイサービスセンター管理運

営業務仕様書のことをいう。 

４ 「募集要項等」とは、募集要項、仕様書その他管理施設の募集に当たり甲が提示し

た資料のことをいう。 

５ 「申請書」とは、管理施設の指定管理者の募集に当たり、乙が提出した指定管理者

指定申請書その他の申請書類のことをいう。 

６ 「自主事業」とは、乙が企画した業務で本協定書に定めのない業務をいう。 

７ 「利用料金」とは、管理施設の利用の対価として乙に支払われる施設使用料のこと

をいう。 

８ 「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）、人災（戦争、テロ、暴動、放火等）その他甲及び乙の責めに帰すことのできない

自然的又は人為的な現象をいう。なお、施設利用者数の増減は、不可抗力に含まない

ものとする。 



別紙２ 管理物件（余呉デイサービスセンター） 

 

 １ 管理施設 

  ・余呉デイサービスセンター 

  ・その他付随施設 

 

 ２ 管理物品 

（１） 備品等 

A 3 移動黒板(キャスター付) ウチダ269-0020 1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ H10.3

A 4 電話台 ウチダ357-4160 1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ H10.3

A 9 ひじ付椅子 コルホｰネシ　カリＫ1 12 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ H10.3

A 10 円形テｰブル コルホｰネシ　カリＰ3Ｈ 2 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ H10.3

A 12 ひじ付椅子 コルホｰネシ　カリＫ1 25 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ H10.3

A 29 ひじ付椅子 8 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

A 14 将棋セット ウチダ350-5423 1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ H10.10

A 15 囲碁セット ウチダ350-5822 1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ H10.10

A 16 灰皿 ウチダ357-1033 1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ H10.3

A 27 クリｰンロッカｰ ウチダ302-4013 1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ H10.10

A 30 木製衝立 匠工房 10 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ Ｈ26.4

A 31 事務ロッカー ウチダJOIFA307 1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ Ｈ20.4

A 28 軽量棚(スチｰル) ウチダ224-1056 1200*600*1800 2 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ H10.3

B 8 マッサｰジ機 松下ザモミモミ達人EP596 専用枕カバーLEP5965C付 1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ H10.3

B 29 洗濯乾燥機 2 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ Ｈ20.4

B 30 乾燥機 2 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ Ｈ31.4

B 31 テレビ シャープ 1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ Ｈ20.4

B 32 冷蔵庫 ｻﾝﾖｰﾉﾝﾌﾛﾝＳＲ361Ｐ 1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ Ｈ20.4

B 33 家庭用食器乾燥機 2 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

B 20 DVD、VCD、CDプレｰヤｰ 松下DVD-K500 1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ H10.10

B 21 家具調こたつ サンヨｰKG-W805(T) 800*800 1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ H10.10

C 5 給食運搬ワゴン ウチダ752-8441 1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ H10.3

C 22 給食運搬ワゴン 1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ Ｈ20.4

C 23 介護テーブル ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ 3 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

C 6 ベッド（電動2モｰタｰ) パラマウントKQ602,1ＫE113 1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ H10.3

C 7 キャッチングストレッチャｰ ミナトHS-13 675*1800 1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ H10.3

C 8 ホスピタルワゴン ウチダ530-1740 600*450*750 1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ H10.3

C 11 ベッド（電動2モｰタｰ) パラマウントKQ165,KE603 1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ H10.3

C 12 ホスピタルワゴン ウチダ530-2324 600*450*750 1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ H10.3

C 15 小型卓上吸引器 ウチダHM-1500 1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ H10.3

C 24 小型卓上吸引器 ミニックＷ-2 1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ Ｈ20.4

C 19 歩行車（力車） ヤガミ720-0320 1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ H10.10

C 25 歩行者（リキシャ） 2 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ Ｈ20.4

C 26 歩行器 ノルウェー製 1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

C 21 ベッド（電動） パラマウント 3 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ H11.3

C 27 ベッド（電動） 10 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

C 28 車椅子用体重計 タニタ 1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ Ｈ24.10

C 29 エアマット モルテン 1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ Ｈ20.4

C 30 エアマット ケープ 1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ Ｈ23.5

C 31 タッチアップ 1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ Ｈ25.5

C 32 車椅子（自走式） カワムラ 3 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ Ｈ20.4

C 33 車椅子（介助式） カワムラ 6 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ Ｈ20.4

C 34 リクライニング式車椅子 3 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ Ｈ20.4

C 35 車椅子 5 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

C 36 シャワーキャリー 3 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ Ｈ21.11

C 37 平行棒 手置き式 1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

C 38 平行棒 掴み式 1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ Ｈ23.5

C 39 練習用階段 ＯＧ技研 1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

C 40 歩行器 7 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

C 41 歩行器 6 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

C 42 介護用テーブル 3 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ Ｈ21.11

Ｄ 1 除雪機 ヤンマー 1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ Ｈ20.12
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別紙３ リスク分担表 

リスクの種類 内容 
負担区分 注１ 

市 
指定管理者 

(申請者) 

応募 応募に関して必要となる費用  ○ 

議会の議決が得られなか

った等協定が締結できな

かった場合 

応募に関して負担した費用及び生じた損害  ○ 

管理運営の準備のために負担した費用及び生じた損害  ○ 

協定は締結できたけれども協

定を破棄せざるを得ない場合 

応募に関して負担した費用及び生じた損害  ○ 

管理運営の準備のために負担した費用及び生じた損害  ○ 

協定の不履行 

指定管理者の都合によるもの  ○ 

市の都合によるもの(協定に基づく指定の取消しは除

く。) 
○  

法令等の変更 
指定管理者自身に影響を及ぼすもの  ○ 

施設の管理運営に影響を及ぼすもの ○  

運営経費の増大 

指定管理者側の要因による運営経費の増大  ○ 

市の要因による運営経費の増大 ○  

物価や金利の著しい変動など上記以外の要因による運営

経費の増大 
 ○ 注２ 

情報の安全管理 
指定管理者の責めに帰すべき事由による個人情報の漏洩

や犯罪の発生等 
 ○ 

需要変動・施設の競合 需要の見込み違い、競合施設による利用者や収入の減  ○ 

管理運営上の事故等に伴

う損害賠償 

施設管理上の瑕疵による事故若しくは指定管理者の責め

に帰すべき行為により利用者に損害を与えた場合又は臨

時休業に伴う損害 

 ○ 注３ 

騒音、振動、悪臭の発生等施設の管理上において周辺住

民等第三者の生活環境を阻害し損害を与えた場合 
 ○ 注３ 

市側の要因により、施設の管理運営業務の継続に支障が

生じた場合、又は業務内容の変更を余儀なくされた場合

の経費及びその後の管理運営経費における当該事情によ

る増加経費の負担 

○  

上記以外の場合 双方協議 

施設・設備等の損傷 

経年劣化や構造上の瑕疵によるもので小規模なもの  ○ 

経年劣化や構造上の瑕疵によるもので上記以外のもの ○  

指定管理者の管理上における瑕疵及び指定管理者の責め

に帰すべき事由による施設・設備等の損傷 
 ○ 

上記以外による施設・設備等の損傷 ○  

第三者の行為から生じた小規模なもので相手方が特定で

きないもの 
 ○ 

第三者の行為から生じた上記以外のもので相手方が特定

できないもの 
○  

相手方は特定できるが相手方に支払い能力がない場合 双方協議 

市民、利用者、周辺地域等

への対応 

施設周辺地域との協調  ○ 

施設の管理運営に関する苦情・要望への対応  ○ 

上記以外 ○  

期間終了に伴う費用 

指定期間が終了したとき(協定に基づく指定の取消し、指

定管理者が業務の廃止を行った場合を含む。)に発生する

撤収費用及び原状回復費用 

 ○ 

業務の引継ぎにかかる費用  ○ 

不可抗力 

不可抗力(市・指定管理者の責めに帰すことのできない自

然的又は人為的な現象)による業務の変更、中止又は延期 
双方協議 注４ 

不可抗力による施設の損傷に伴う修繕費用 ○  

注１ 表中「○」は主たる対応者を示します。 

注２ 状況により双方協議を行うものとします。 

注３ 当市が賠償した場合、指定管理者に故意又は重大な過失があるときは、指定管理者に求償します。 

注４ 災害等の復旧時においても業務中止等を行う場合があります。 



別記１ 

余呉デイサービスセンター管理運営業務仕様書 

 

１ 目的 

  本仕様書は、余呉デイサービスセンターの管理運営業務を指定管理者が行うにあたっ

ての管理運営の内容及び履行方法について定めることを目的とする。 

 

２ 施設の概要 

(1) 名称      余呉デイサービスセンター 

(2) 所在地     滋賀県長浜市余呉町中之郷２４３４番地 

(3) 施設の設置目的  

   高齢者福祉及び地域福祉の増進を図ることを目的とし、施設の有効利用及び高齢者の

ニーズに対応した福祉サービスの提供に努めること。 

 

(4) 施設の構造   鉄筋コンクリート造 平屋建 

(5) 面積      延床面積 1,034.36 ㎡の内、651.00 ㎡ 

(6) 開設年度    平成１０年７月 

(7) 施設内容    デイサービスセンター 

(8) 併設施設    駐車場、倉庫・車庫については、市との共用使用とする。 

(9) その他     

 

３ 法令等の遵守 

  余呉デイサービスセンター（附帯設備を含む。以下「管理施設」という。）の管理運営

にあたっては、次の各項に掲げる法令等その他の関係する法令等を遵守しなければなら

ない。 

   ① 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号） 

   ② 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号） 

   ③ 老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号） 

   ④ 介護保険法（平成 9 年法律第 123 号） 

   ⑤ 長浜市福祉ステーション条例（平成 18 年 2 月 13 日条例第 112 号）（以下「施設

条例」という。） 

⑥ 長浜市福祉ステーション管理規則（平成 18 年 2 月 13 日規則第 88 号）（以下「施

設規則」という。） 

  ⑦ 長浜市個人情報保護条例（平成 18 年長浜市条例第 21 号） 

   ⑧ 長浜市情報公開条例（平成 18 年長浜市条例第 17 号） 

   ⑨ 長浜市行政手続条例（平成 18 年長浜市条例第 22 号） 

   ⑩ 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）、消防法（昭和 23 年法律第 186 号）そ

の他の建物及び設備の管理に関する法令等 



   ⑪ 労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）その他の職員の雇用に関する法令等 

   その他業務を遂行するうえで関連する法令等がある場合は、それを遵守するととも

に、指定期間中に関連する法令に改正があった場合には、改正された内容によること。 

 

４ 休館日及び開館時間 

 (1) 休館日 

   休館日は、日曜日、休日、１２月２９日から翌年１月３日までとする。 

なお、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて

臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。 

 (2) 開館時間 

   開館時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までとする。なお、指定管理者は、

必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて開館時間を変更すること

ができる。 

 

５ 管理運営業務に関する基本的な考え方 

  指定管理者が管理施設を管理運営するにあたり、従うべき基本的項目は、次に掲げる

とおりとする。 

   ① 施設条例及び施設規則等の内容を十分に理解し、法令等の規定に基づいた運営

を行うこと。 

   ② 管理施設の設置目的に従った適切な管理運営及び効果的な事業展開を行うこと。 

   ③ 公の施設であることを常に念頭に置いて、公平な管理運営を行うこととし、特

定の団体等に有利あるいは不利となるような取扱いをしないこと。 

   ④ 利用者等が快適に施設を利用することができるよう適正な管理運営を行うとと

もに、効果的かつ効率的な運営を行い、管理運営経費の削減に努めること。 

   ⑤ 個人情報の保護を徹底すること。 

   ⑥ 災害時や緊急時に備えた危機管理を徹底すること。 

   ⑦ 市と密接に連携をとりながら管理運営を行うこと。 

   ⑧ 新型コロナウイルス感染症拡大の防止に必要な対策を講じること。また、感染

者等が出た場合、迅速かつ適切に必要な措置を講じるとともに、速やかに市や関

係機関に通報すること。 

 

６ 業務の内容 

 (1) 施設条例第３条第２号及び第６号に掲げる事業の実施に関する業務 

※介護保険の保険給付として実施するほか、市が独自に実施する事業の対象者に対し

ても、同様の事業を実施すること。 

※利用定員 ３０名 

 指定管理者は、厚生労働省基準の範囲内であらかじめ市長の承認を得たうえで定員

を変更することができる。 



※人員の配置について 

 「滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の従事者ならびに設備および

運営に関する基準を定める条例」（平成 25 年滋賀県条例第 17 号）等、通所介護運営

基準に基づき、必要な人員配置を行うこと。 

※標準業務 

ア 通所介護計画に沿って、自立につながるサービスを展開する。 

イ 日常業務に加えて、月間、年間行事を適宜行なうこと。 

   （例） 誕生会（毎月）、季節に応じた行事（花見、運動会等）の開催 

 

(2)その他介護保険の保険給付として行う事業に関する業務 

   施設条例第３条に規定する介護保険の給付として行う事業で、第２号及び第６号以

外の事業については、事前に市の承認を得て実施することができる。 

   ただし、各事業について、利用状況や経済情勢の変動等により見直しを行い、指定 

期間中にあっても、事業内容、実施回数を変更することがある。 

 

(3) 管理施設の維持管理に関する業務 

   管理施設の維持管理業務については、次のアからエを基本とし、業務内容や頻度等

の詳細については、別表「余呉デイサービスセンター施設維持管理業務仕様一覧」を

参照すること。 

  ア 保守管理業務 

   (ｱ) 保守管理計画の作成等 

     保守管理計画を作成し、定期的に点検を行うこと。 

   (ｲ) 建築物の保守管理（屋外施設や植栽等を含む。） 

     建築物について、仕上げ材の浮き、ひび割れ、はがれ、かび等の発生がない状

態を維持し、かつ美観を維持すること。 

   (ｳ) 建築設備等の保守管理 

     建築設備（自動ドア、昇降機設備、シャッター、給排水設備、電気設備、非常

用電源設備、消防設備、空調関係設備、中央監視設備、情報機器設備、駐車場設

備 等）その他設備は、日常点検及び法定点検並びに必要な修繕を行い、初期の

性能を維持すること。 

ａ 日常点検 

      日常点検は、日常的に設備の運転監視、巡視を行い、施設を安全かつ衛生的

に維持するために行う点検をいう。 

    ｂ 法定点検 

  法定点検は、関係法令の規定に従い、専門の有資格者が行う点検をいう。 

   (ｴ) 備品等の保守管理 

    ａ 備品の保守管理 

      施設の運営に支障をきたさないよう備品の管理を行うとともに、備品台帳の



管理を行うこと。 

なお、滅失、き損等が発生した時には、速やかに市に報告を行うこと。 

    ｂ 消耗品の管理 

      施設の運営に支障をきたさないよう、必要な消耗品を適宜指定管理者が購入

し、管理を行うこと。不具合の生じたものに関しては随時更新を行うこと。 

   (ｵ) 植栽の管理 

     敷地内の樹木、植え込み、芝生については、剪定、施肥、除草、殺虫剤の散布

等を行い、美観を保つこと。 

  イ 清掃・保守警備業務 

   (ｱ) 清掃業務（除雪作業・外溝を含む。） 

     管理施設の環境を維持し、快適な環境を保つため、清掃業務を適切に行うこと。 

     また、除雪は、原則として指定管理者が行うものとする。冬季には敷地内の凍

結に注意し、必要により凍結防止剤の散布等を行うとともに、降雪があった場合

は、施設における除雪作業を行い、敷地内における安全確保、事故の防止に努め

ること。 

    ａ 業務内容 

床、壁、扉、ガラス、鏡、什器・備品、照明器具、吹出し口及び吸込み口、

衛生機器等について、場所ごとに、日常清掃、定期清掃を組合せ、ごみ、ほこ

り、汚れ等がない状態を維持すること。 

    ｂ 留意事項 

      貸出し対象施設の清掃時間、清掃頻度などは、施設利用者の妨げとならない

ように行うこと。特に催物の開催時は、作業を控えること。やむを得ず作業を

行う時には、服装や身だしなみに十分に配慮した上で、最小限の作業に止める

など、施設利用者への配慮を行うこと。 

   (ｲ) 保安警備業務 

     指定管理者は、保安警備業務における日常の巡回・監視、管理作業等の際、危

険と思われる箇所があった場合については、関係部署への連絡等の助言、安全確

保等の措置を行うこと。 

 

  ウ 危機管理業務 

   (ｱ) 危機管理体制の整備 

     指定管理者は、非常災害、事故等の緊急事態発生時に備え、管理施設の危機管

理体制を整備し、緊急時の連絡先等をあらかじめ市に報告するとともに、避難・

救出その他必要な訓練を定期的に実施すること。 

   (ｲ) 防火管理者の設置 

     防火管理者を定め、防火管理者選任届等を消防署に届け出ること。 

  エ その他 

   (ｱ) 経費の按分 



     下記の経費については個別に算出が困難なため、次の按分方法によること。 

経費 按分方法 按分の計算方法 

電気料金 メータ按分 使用料をメータ按分 

水道料金 メータ按分 使用料をメータ按分 

ガス料金 メータ按分 使用料をメータ按分 

下水道使用

料金 

メータ按分 使用料をメータ按分 

電気保安委

託料 

面積按分 施設の面積按分 

防災設備保

守委託料 

面積按分 施設の面積按分 

冷暖房設備

保守委託料 

面積按分 施設の面積按分 

高架水槽保

守委託料 

面積按分 施設の面積按分 

   (ｲ) 併設施設における共用部分の管理 

     共用部分の管理については、次の定めによること。 

      ① 駐車場、倉庫・車庫、周辺緑地広場については、市との共用使用となる

ため、適切に管理すること。 

 (4) 管理施設の使用に係る利用料金の徴収に関する業務 

  ア 利用料金の設定 

    指定管理者は、条例に定める額の範囲内で、市長の承認を得て利用料金を設定す

ること。利用料金の設定の際には、書面にて市長に申請し、その承認を得なければ

ならない。利用料金を改定するときも同様とする。 

    指定管理者は、承認された利用料金を適用する最初の利用日までに１箇月を越え

る周知期間を設けなければならない。ただし、指定当初に既存料金と同じ金額で利

用料金を設定する場合は、市の承認後速やかに周知を行うものとする。 

  イ 利用料金の管理 

    指定管理者は、利用者から徴収した利用料金に関する帳簿を作成し、管理するも

のとする。 

  利用料金は、特別な場合を除き前納とする。徴収方法については、利用者の利便

性を考慮して、市と協議の上定めること。 

 (5) その他市長が必要と認める業務 

  ア 意見・要望への対応 

    利用者から寄せられる意見・要望に適切に応えることのできる体制を整えること。 

  イ 広報業務 

    指定管理者は、ホームページ、チラシ等を作成するなどして、施設のＰＲや情報



提供に努めること。 

    余呉デイサービスセンターに関する情報の収集や提供については、市と連携して

実施するとともに、余呉デイサービスセンターに関する様々な問合せにも対応する

こと。 

   

７ 自主事業に関する業務基準 

指定管理者は、「６ 業務の内容」に掲げる業務のほか、事前に当市の承認を得て、自

ら企画・提案を行い事業（以下「自主事業」という。）を実施することができる。ただし、

指定管理者が実施する自主事業は、市民が広く参加できる内容に限ることとし、特定の

団体等のみを対象としたものを実施することができないものとする。 

  自主事業による収入は、指定管理者の収入とする。ただし、施設及び設備を使用して

事業を実施する場合は、使用料相当分を施設の収入として計上しなければならないこと。

また、行政財産の目的外使用を伴う場合は、当市の許可を得るとともに、長浜市行政財

産目的外使用料条例(平成 18 年長浜市条例第 74 号。以下「目的外使用料条例」という。)

の規定に基づく行政財産使用料を市に納付しなければならない。 

  管理施設で実施できる自主事業は、次のとおりです。 

① 高齢者向け教室事業 

指定管理者は、市が実施する高齢者向け教室以外に、高齢者向け教室を企画し、

料金を徴収して実施することができること。なお、企画内容については、実施す

る時間帯、料金、事業内容等を当市に提出し、事前に市の承認を得ること。施設

を利用する場合は、他の利用者の利用の妨げにならないよう、開催頻度、開催時

期について、配慮すること。 

② 飲食事業 

指定管理者は、利用者へのサービス提供の観点から、イベント時等に飲食の販

売等を行うことができること。なお、販売内容については、販売する物品、料金、

販売方法等を当市に提出し、事前に市の承認を得ること。 

   また、事前に保健所等に必要な手続を行うこと。 

③ 物販事業 

指定管理者は、利用者へのサービス提供の観点から、施設に関連した物品の販

売等（自動販売機を含む）を行うことができること。なお、販売内容については、

販売する物品、料金、販売方法等を当市に提出し、事前に市の承認を得ること。 

また、自動販売機等に係る電気代等については、指定管理者の負担とし、当該

実費相当分を施設収入として計上すること。 

④ その他の事業（市が認めた内容に限る。） 

指定管理者は、各施設の空き時間や空きスペースを利用し、指定管理者の負担

により、イベント等の事業を行うことができること。ただし、事業規模等の調整

が必要であることや、事業の趣旨等から実施できない場合があるので、事前に市

の承認を得る必要があること。 



 

８ 公衆電話等の取扱い 

   指定管理者は、公衆電話などを設置する場合は、市に対して行政財産の目的外使用

許可を受けるとともに、目的外使用料条例の規定に基づく行政財産使用料を市に納付

しなければならない。 

   ただし、公衆電話等設置業者が、直接市の行政財産目的外使用許可を受けて公衆電

話等を設置することができるものとする。この場合は、公衆電話等設置業者が行政財

産目的外使用料を市に納付しなければならない。 

ア 設置費用 

設置に必要となる費用は、許可を受けて公衆電話等を設置する団体が負担するも

のとする。ただし、公衆電話等の売上については、設置者が収受するのものとする。 

イ 設置場所 

設置場所については、市と協議の上、決定をすること。 

ウ 実費負担 

    公衆電話等に係る電気代等については、市が電力会社等に支払った場合は、当該

実費相当分を設置者から徴収するものとする。 



別表 

余呉デイサービスセンター施設維持管理業務仕様一覧 

 

 

区分 業務項目 業務内容 頻度 

建築物 

の保守 

管理 

外観点検 仕上げ材の浮き、ひび割れ、はがれ、かび等の

発生状況を確認 

１回/月 

落書き点検 施設内外における落書きの有無を確認 １回/週 

防火対象物定期

点検 

消防法第８条の２の２の規定に基づく定期点

検を実施 

２回/年 

建築設 

備等の 

保守管 

理 

自家用電気工作

物保安管理 

自家用電気工作物の保守点検 １回/月 

空調設備保守点

検 

吸収式冷温水機、冷却塔、冷温水ポンプ、それ

らの自動制御機器の保守点検 

６回/年 

消防設備保守点

検 

自動火災報知設備・屋内外消火栓設備・非常用

放送設備等の外観点検・機能点検・総合点検 

２回/年 

電灯設備点検 電灯設備の点検、電球等の交換 随時 

備品等 

の保守 

管理 

備品の保守管理 備品台帳の管理、備品の保守管理 随時 

消耗品の管理 消耗品の購入、管理、補給、交換等 随時 

植栽の 

管理 

植え込みの剪定

作業 

植え込みの剪定作業 １回/年 

除草作業 敷地内の樹木、植え込み、芝生における除草作

業 

４回/年 

その他の植栽の

維持管理 

敷地内の樹木、植え込み、芝生における施肥、

殺虫剤の散布等 

随時 

清掃業 

務 

施設内定期清掃 床面掃除機がけ 随時 

床面ワックスがけ １回/年 

ガラス磨き上げ １回/年 

トイレの清掃 床面モップ拭き、便器・洗面台清掃、鏡磨き上

げ、汚物処理、トイレットペーパー・石鹸水補

給、ドア拭き掃除 

１回/日 

玄関の清掃 玄関周辺の掃き掃除 

自動ドアのガラス磨き上げ 

１回/日 

ホールの清掃 休憩所の床・ソファ・テーブルの清掃 随時 

その他の施設内

外の清掃 

その他の施設内外の清掃 随時 

保安警 

備業務 

保安警備業務 開館時における事故・犯罪・災害の予防 

日常の巡回、監視 

随時 

機械警備 閉館時における機械警備による事故・犯罪・災

害の予防 

随時 

 
 

 



別記２ 

 

個人情報の取扱いに係る特記事項 

 

（基本的事項） 

第１条 乙は、個人情報（個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができ

るもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとな

るものを含む。）をいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、指定管理業務を行うに

あたっては、個人の権利利益を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。 
 

（取扱責任者等の報告） 

第２条 乙は、指定管理業務に着手する前に、当該業務に係る個人情報の取扱責任者及び

取扱者を、甲に書面で報告し、その者に個人情報の取扱いに係る特記事項を遵守させな

ければならない。 
 

（取扱場所の報告） 

第３条 乙は、指定管理業務に着手する前に、当該業務に係る個人情報の取扱場所を、甲

に書面で報告し、当該取扱場所で業務を行わなければならない。 
  

（秘密の保持） 

第４条 乙は、指定管理業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、

又は不当な目的に使用してはならない。本協定が終了し、又は指定を取り消された後に

おいても同様とする。 
 

 （収集の制限） 

第５条 乙は、指定管理業務を行うために個人情報を収集するときは、その利用の目的を

明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により行わ

なければならない。 
 

（目的外利用及び提供の制限） 

第６条 乙は、指定管理業務に関して知り得た個人情報を前条に規定する目的にのみ利用

するものとし、本協定期間中はもとより協定を終了した後といえども、第三者へ提供若

しくは譲渡し、又は自ら用いる場合であっても他の目的に利用してはならない。ただし、

甲の指示又は承認を得たときは、この限りでない。 
 

（適正管理） 

第７条 乙は、指定管理業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損

の防止その他の個人情報の適正な管理のため、善良なる管理者の注意義務をもって必要

な措置を講じなければならない。 
 

（個人情報の開示等） 



第８条 乙は、指定管理業務に関して乙が保有する個人情報について、開示、訂正及び利

用停止等の求めがあった場合は、適切に対応しなければならない。 
 

（複写又は複製の禁止） 

第９条 乙は、甲の承認がある場合を除き、指定管理業務に関して甲から提供を受けた個

人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 
 

（返却及び破棄） 

第１０条 乙は、本協定が終了したとき、甲の求めがあったとき又は指定管理業務の履行

のために必要がなくなったときは、甲の指示に従い、甲から提供を受け、又は自ら収集

し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を直ちに甲に返還し、若しくは引き

渡し、又は破棄するものとする。なお、甲から提供を受け、又は自ら収集し、若しくは

作成した資料等が電子文書又は電磁的記録による場合の返却及び破棄処分の方法に関し

ては、甲乙協議の上、決定することとする。 
  

（従事者への周知） 

第１１条 乙は、指定管理業務に従事する者に対して、在職中及び退職後においても当該

指定管理業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目

的に利用してはならないこと、その他個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなけれ

ばならない。 

２ 乙は、指定管理業務に関して知り得た個人情報の適切な管理が図られるよう、必要か

つ適切な監督を行わなければならない。 
 

（再委託の禁止） 

第１２条 乙は、個人情報を取り扱う業務は自ら行うものとし、第三者に委託し、又は請

け負わせてはならない。ただし、甲の承認を得た場合は、この限りでない。 

２ 乙は、甲の承認を得て個人情報を取り扱う業務を第三者に委託し、又は請け負わせる

場合は、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を第三

者に求めなければならない。 
 

（調査） 

第１３条 甲は、必要があると認めるときは、乙が行う指定管理業務を行うために取り扱

う個人情報の状況について、随時調査をすることができる。この場合には、乙はその調

査に協力しなければならない。 
 

（事故報告） 

第１４条 乙は、この個人情報の取扱いに係る特記事項に違反する事態が生じ、又は生じ

るおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 
 

（罰則の適用） 

第１５条 長浜市個人情報保護条例第４７条、第４８条及び第５０条に規定する罰則は、

本協定に係る個人情報の取扱いにおいて適用する。 


