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浜松市三ヶ日Ｂ＆Ｇ海洋センターの管理に関する基本協定書
浜松市（以下「市」という。
）と○○（以下「指定管理者」という。）とは、次のとおり、浜松
市三ヶ日Ｂ＆Ｇ海洋センター（以下「海洋センター」という。
）の管理に係る基本協定（以下「本
協定」という。
）を締結する。

第１章 総 則
（本協定の目的）
第１条 本協定は、市と指定管理者が相互に協力し、海洋センター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。
（本協定の期間）
第２条 本協定の期間（以下「指定期間」という。
）は、令和５年４月１日から令和１０年３月３
１日までとする。
２

海洋センターの管理業務（以下、
「本業務」という。
）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。

（信義誠実の原則）
第３条 市及び指定管理者は、互いに協力し信義を重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に
履行しなければならない。
（用語の定義）
第４条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに
よる。
(1)「指定管理開始日」とは、海洋センターに係る地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２
４４条の２第３項の規定に基づく指定管理者の指定期間の開始日のことをいう。
(2)「指定管理料」とは、市が指定管理者に対して支払う本業務の実施に関する対価のことをい
う。
(3)「仕様書」とは、浜松市三ヶ日Ｂ＆Ｇ海洋センター指定管理者募集要項に示された本業務に
係る仕様書の内容を基本として、本協定を実施する際の細目として市と指定管理者の協議の
上定めるものをいう。
(4)「自主事業」とは、第７条に規定した本業務以外の業務で、市長の承認を受けて指定管理者
が自己の責任と費用において実施する業務のことをいう。
(5)「提案書」とは、海洋センターの指定管理者の公募にあたり、指定管理者が提出した事業提
案書のことをいう。
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（6）
「年度協定」とは、本協定に基づき、市と指定管理者が指定期間中に年度ごとに締結する
協定のことをいう。
(7)「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、暴動等）その他市及び指定管理者の責めに帰すことのできない事由をいう。
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。
(8)「法令」とは、すべての法律、政令、省令、条例、規則その他正規の手続を経て公布された
行政機関の規程をいう。
(9)「利用料金」とは、地方自治法第２４４条の２第８項の規定により、指定管理者の収入とし
て収受する海洋センターの利用に係る料金をいう。
(10)「備品」とは、１年以上その形状を変えることなく使用し、かつ、保存に耐え得る物で１
個又は１組につき取得価額又は評価価額が２万円以上の物品をいう。
(11)「管理物品」とは、第Ⅰ種備品及び第Ⅱ種備品をいう。
(12)「第Ｉ種備品」とは、市が所有する備品で、本業務実施のために供する備品をいう。
(13)「第Ⅱ種備品」とは、市が指定管理者に購入又は調達を指示する備品で、本業務実施のた
めに供する備品をいう。
(14)「第Ⅲ種備品」とは、指定管理者の任意により購入し、又は調達する備品で、本業務又は
自主事業の実施のために供する備品をいう。
(15)「備付物品」とは、利用料金を収受して利用者に貸し出す物品をいう。
（管理物件）
第５条 本業務の対象となる物件（以下「管理物件」という。
）は、管理施設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１のとおりとする。
２

指定管理者は、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。

（管理施設の使用）
第６条 指定管理者は、本業務を遂行するために必要な範囲内において、管理施設を無償で使用
することができる。
２

前項の規定にかかわらず、指定管理者は、第５５条に定める自主事業を行う場合その他海洋
センターの目的を妨げない範囲において特に必要のある場合は、市の承認を得て前項の範囲を
超えた管理施設の使用を行うことができる。

３

指定管理者は、前項の規定により管理施設を使用する場合において、地方自治法第２３８条
の４第７項の規定に基づく行政財産の使用許可を必要とする場合は、浜松市公有財産管理規則
（昭和３９年規則第３０号）第９条に定めるところにより、市に対して、行政財産使用許可申
請書を提出し、所定の使用料を納付しなければならない。
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第２章 本業務の範囲と実施条件
（本業務の範囲）
第７条 浜松市Ｂ＆Ｇ海洋センター条例（平成１７年浜松市条例第１９１号。以下「本条例」と
いう。
）第４条の２に規定する本業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 管理施設の使用許可に関する業務
(2) 管理施設の使用に係る利用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) 前各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。

（業務実施条件）
第８条 指定管理者が本業務を実施するにあたって満たさなければならない条件は、仕様書又は
年度協定を締結している場合は年度協定書に示すとおりである。
（業務範囲及び業務実施条件の変更）
第９条 市又は指定管理者は、必要があると認める場合は、相手方に対する通知をもって第７条
で定めた本業務の範囲及び第８条で定めた業務実施条件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場合は、協議に応じなければならない。

３

業務範囲又は業務実施条件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。

第３章 本業務の実施
（本業務の実施）
第１０条 指定管理者は、本条例、浜松市Ｂ＆Ｇ海洋センター施設条例施行規則（平成１７年浜
松市規則第２０１号。以下「本規則」という。
）及び次に掲げる法律その他の関係法令並びに本
協定を遵守し、本業務を行わなければならない。
(1) 地方自治法
(2) 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）
、最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）その
他労働に関する法令
２

指定管理者は市と協議の上、本業務の実施にあたり浜松市行政手続条例（平成８年浜松市条
例第６９号）の規定により、次の項目を定めるものとする。
(1) 本条例第６条の規定による施設の利用許可の審査基準
(2) 本条例第８条第１項ただし書の規定による利用料金の後納の審査基準
(3) 本条例第９条の規定による利用料金の減免の審査基準
(4) 本条例第１０条ただし書の規定による利用料金の還付の審査基準
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(5) 本条例第１２条の規定による利用許可の取消し等の処分基準
３

前項に定めるもののほか、指定管理者は市と協議の上、海洋センター施設の利用者に対する
指導に関する手続きを定めるものとする。

（開業準備）
第１１条 指定管理者は、
指定開始日に先立ち、
本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、
必要な研修等を行うものとする。
２

指定管理者は、必要があると認める場合には、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ものとする。

３

市は、指定管理者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。

（第三者による実施）
第１２条 指定管理者は、本業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならな
い。ただし、事前に市の承諾を得た場合は、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせ
ることができる。
２

指定管理者が前項ただし書きの規定に基づき、本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費用において行うものとし、本業務に関して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については、すべて指定管理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とみなして、指定管理者が負担するものとする。

（管理施設の改造等）
第１３条 管理施設の改造、増築、移設については、市が自己の費用と責任において実施するも
のとする。
２

管理施設の修繕については、１件につき６０万円（消費税及び地方消費税を含む。
）以上のも
の（以下「大規模修繕」という。
）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６０万円（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己
の費用と責任において実施するものとする。

３

前項の規定にかかわらず、大規模修繕、施設・設備の改修又は設置について、指定管理者の
提案書に記載されている場合又は指定管理者からの申し出があった場合において、市は必要が
あると認めるときは、指定管理者の負担により指定管理者に行わせることができる。この場合
において、市及び指定管理者は、当該大規模修繕、改修又は設置に係る施設・設備の所有権、
管理責任、原状回復の必要性等の本協定の期間満了時の取扱いその他必要な事項を定めるもの
とする。

（緊急時の対応）
第１４条 指定期間中、本業務の実施に関連して事故、災害等の緊急事態（以下「事故等」とい
う。
）が発生した場合、指定管理者は直ちに必要な措置を講じるとともに、市（消防、保健所等
を含む。
）
、警察その他の行政機関関係者に対して事故等発生の旨を通報しなければならない。
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２

市は、前項の通報を受けたときは、直ちに指定管理者への必要な指示を行うとともに、必要
に応じて海洋センターの現地調査その他必要な対応を行うものとする。

３

事故等が発生した場合、指定管理者は市と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。

（防災対策）
第１５条 指定管理者は、消防法（昭和２３年法律第１８６号）その他関係法令を遵守し、市と
連携して、必要な防災対策を講じるものとする。
２

指定管理者は、防火管理者を選任したときは、市に報告するとともに、消防計画を作成した
場合は、その写しを市に提出するものとする。<※第１０条で包括的に規定していますが、該当
施設は必要に応じて定めてください。>

３

市は、防災対策の実施に関し、市の直接管理する公の施設と同様の研修、情報提供を指定管
理者に対して行うものとする。

第４章 情報の取扱い
（情報の保護）
第１６条 指定管理者は、
本業務を処理するための個人情報その他の情報の取扱いに当たっては、
利用者その他関係者の権利利益を侵害することのないよう、適正に取り扱わなければならない。
（守秘義務）
第１７条 指定管理者の役員及び職員は、本業務を処理するために知り得た秘密を、他に漏らし
てはならない。その職を退いた後も同様とする。
（個人情報の保護）
第１８条 指定管理者は、本協定による事務を処理するに当たって個人情報を取り扱う際には、
浜松市個人情報保護条例（平成１６年浜松市条例第２８号）第１０条第２項及び第３項の規定
を守らなければならない。
２

指定管理者は、前項の個人情報について、浜松市個人情報保護条例の規定に基づき、市に対
する開示請求、訂正請求又は利用停止請求があった場合において、市から開示、訂正又は利用
停止の要求があったときは、速やかにこれに応じなければならない。

３

指定管理者は、本業務に係る個人情報の漏洩、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情
報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

４

指定管理者は、本業務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するた
めに必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。

５

指定管理者は、市の指示又は承諾があるときを除き、本業務に関して知り得た個人情報を当
該事務を処理するため以外に使用し、又は第三者に引き渡してはならない。

６

指定管理者は、市の指示又は承諾があるときを除き、本業務を処理するために市から貸与さ
れ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。
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７

指定管理者は、本業務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、市の承諾がある
ときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。

８

指定管理者は、指定の期間が終了し、又は指定を取り消されたときは、本業務を処理するた
めに市から貸与され、又は指定管理者が収集し、若しくは作成した個人情報を自己又は市以外
の者のために使用してはならない。

９

前項の場合において、指定管理者は、個人情報が記録された資料等を、指定の期間が終了し、
又は指定を取り消された後直ちに市に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、市が別に方
法を指示したときは、当該方法によるものとする。

（情報公開）
第１９条 指定管理者は、浜松市情報公開条例（平成１３年浜松市条例第３２号）第２３条の２
第１項の規定に基づき、本業務を行うに当たって保有する文書の公開に努めなければならない。
（事故発生時における報告）
第２０条 指定管理者は、この章の規定に違反する事態が生じ、又は生ず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。指定の期間が終了し、又は
指定を取り消された後においても同様とする。

第５章 備品等の扱い
（市の備品の管理）
第２１条 指定管理者は、
別紙１に定める第Ⅰ種備品を、
本業務実施のために供するものとする。
２

指定管理者は、指定期間中、第Ⅰ種備品を常に良好な状態に保たなければならない。

３

第Ⅰ種備品が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、指定管
理者は、速やかに市に報告するものとし、市は、必要に応じて当該第Ⅰ種備品の同等物品を購
入し、 又は調達する。ただし、市との協議により、指定管理者は、第Ⅱ種備品として当該第Ⅰ
種備品の同等物品を購入又は調達することができる。

４

指定管理者は、故意又は過失により第Ⅰ種備品を毀損滅失したときは、市との協議により、
必要に応じて市に対しこれを弁償又は自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するもの
を購入し、又は調達し、市に寄附しなければならない。

５

指定管理者は、第Ｉ種備品について、浜松市物品管理規則（昭和４０年浜松市規則第１８号）
に基づく市の管理に協力しなければならない。

（指定管理者による備品等の購入等）
第２２条 指定管理者は、別紙１に定める第Ⅱ種備品を、自己の費用により購入又は調達し、本
業務実施のために供するものとする。
２

第Ⅱ種備品が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、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。
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３

指定管理者は、第Ⅱ種備品について、物品管理台帳を作成し、原則として備品標識を付さな
ければならない。

４

指定管理者は、指定管理者の任意により第Ⅲ種備品を購入又は調達することができる。

５

指定管理者は、第Ⅲ種備品について、物品管理台帳を作成し、必要に応じて備品標識を付さ
なければならない。

第６章 業務実施に係る市の確認事項
（事業計画書）
第２３条 指定管理者は、毎年度３月３１日までに、翌年度の事業計画書を提出し、市の確認を
得なければならない。
２

市及び指定管理者は、事業計画書を変更しようとするときは、市と指定管理者の協議により
決定するものとする。

（日報）
第２４条 指定管理者は、毎開館日の終了後、速やかに次の各号に示す事項を記載した日報を作
成しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況に関する事項
(2) 自主事業の実施状況に関する事項
(3) 事故・苦情等の対応状況に関する事項
(4) 施設・設備の損傷及び不具合に関する事項
(5) その他市が指示する事項
２

指定管理者は、作成した日報を管理施設に備え置き、市の求めがあるときは市に提出しなけ
ればならない。

（月次報告書）
第２５条 指定管理者は、月の終了後、速やかに次の各号に示す事項を記載した月次報告書を提
出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況に関する事項
(2) 自主事業の実施状況に関する事項
(3) 事故・苦情等の対応状況に関する事項
(4) 施設・設備の損傷及び不具合に関する事項
(5) その他市が指示する事項
（事業報告書）
第２６条 指定管理者は、毎年度終了後、本業務に関し、５月１５日までに次の各項に示す事項
を記載した事業報告書を提出しなければならない。
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(1) 本業務の実施状況に関する事項
(2) 管理施設の利用状況に関する事項
(3) 使用料または利用料金収入の実績
(4) 本業務に係る収支状況
(5) 提案した事業の実施状況に関する事項
(6) 自主事業の実施状況
(7) 自主事業に係る収支状況
(8) 利用者の苦情、要望又は意見に関する事項
(9) 施設・設備の損傷及び不具合に関する事項
(10) 事後評価での指摘及び意見に対する対応状況
(11) 指定管理者との協定書で定める管理の状況を把握するために必要な事項
(12) 指定管理者による自己評価
(13) 労働関係法令について
(14) 施設運営に関する意見・要望について
(15) その他市が指示する事項
２

指定管理者は、市が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３０日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提
出しなければならない。

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
定管理者に対して文書による報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。

（市による業務実施状況の確認）
第２７条 市は前条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、前項における確認のほか、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、管理施設へ立ち入ることができる。また、市は、管理物件の管理の適正を期する
ため、指定管理者に対して、随時当該管理の業務又は経理等の状況に関し報告を求め、実地に
ついて調査し、又は必要な指導をすることができる

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。

（市による業務の改善勧告）
第２８条 前条による確認の結果、指定管理者が本協定に定める義務を履行しない場合は、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、前項に定める改善勧告を受けた場合は、当該勧告に従わない正当な理由のあ
る場合を除いて、速やかにそれに応じなければならない。
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（市による業務の指示）
第２９条 前条による勧告に応じない場合、市は指定管理者に対し必要な指示をすることができ
る。

第７章 指定管理料及び利用料金
（指定管理料の支払い）
第３０条 指定期間のうち令和５年４月１日から令和１０年３月３１日までの期間に係る指定管
理料は、金〇，〇〇〇，〇〇〇円とし、その内訳は、次のとおりとする。
(1) 令和５年度 〇，〇〇〇，〇〇〇円（うち消費税及び地方消費税の額〇円※）
(2) 令和６年度 〇，〇〇〇，〇〇〇円（うち消費税及び地方消費税の額〇円※）
(3) 令和７年度 〇，〇〇〇，〇〇〇円（うち消費税及び地方消費税の額〇円※）
(4) 令和８年度 〇，〇〇〇，〇〇〇円（うち消費税及び地方消費税の額〇円※）
(5) 令和９年度 〇，〇〇〇，〇〇〇円（うち消費税及び地方消費税の額〇円※）
※指定管理料のうち消費税及び地方消費税相当額については、消費税法（昭和６３年法律第１０
８号）及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）並びにこれらを改正する法律で定める税率
によるものとする。なお、本協定の締結日以降に消費税率の変更があったときは、消費税及び
地方消費税相当額を変更後の税率によるものとする。
２

指定管理料は、前項各号に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を４で除
して得た額を、４月から６月まで、７月から９月まで、１０月から１２月まで及び翌年の１月
から３月までの各区分による期間（以下「四半期」という。）ごとに})、指定管理者の請求によ

り支払うものとする。この場合において当該額に１円未満の端数があるときは、その端数金額
は、すべて当該年度の最初の四半期に合算するものとする。
３

前項の規定による請求は、当該四半期の末日から１０日以内に、当該四半期の指定管理料の
支払いに関する請求書を市に送付することにより行うものとする。

４

市は、前項の請求書を受領した日から３０日以内に、当該請求書に係る指定管理料を支払う
ものとする。

５

市は、指定管理者が本協定に定める義務を履行しない場合は、指定管理者に対して、指定管
理料の減額を請求することができる。

６

前項の規定により指定管理料の減額を請求する場合において、その減額割合は次の各号のい
ずれかの方法により定めるものとする。
(1) 仕様書等に減額割合についての定めがあるときは、市がその定めに基づき決定し、指定管
理者に通知する。
(2) 仕様書等に減額割合についての定めがないときは、市と指定管理者が協議して決定する。

（指定管理料の変更）
第３１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

- 11 -

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ものとする。
２

市又は指定管理者は、前項の申出を受けた場合は、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。

（利用料金収入の取扱い）
第３２条 指定管理者は、海洋センターに係る利用料金を当該指定管理者の収入として、収受す
ることができる。
２

指定管理者は、指定期間の満了日又は指定の取り消しがあった日後の利用に係る利用料金を

事前に収受した場合は、市の指示するところにより、その利用料金に相当する金額を次の指定
期間に係る指定管理者又は市に支払わなければならない。
３

指定期間開始前に利用料金が納付され、指定期間開始後に利用許可の取り消しや予約取り消
しなどにより利用料金を返還する場合は、指定期間開始前の指定管理者等が当該利用料金を利
用者に返還する。

（利用料金の決定等）
第３３条 利用料金は、本条例別表に定める額（同表に定める使用の単位（備付物件に係る使用
の単位を含む。
）を変更し、又は新たな単位を設定する場合にあっては、同表の規定による額を
基準として市が別に定めるところにより算定した額）の範囲内において、指定管理者が市の承
認を得て定めなければならない。指定管理者が海洋センターの利用に係るキャンセル料（利用
者が本規則第８条第１項各号（利用料金の還付に関する規定）に定める日前までに利用の許可
の取消しを申し出なかった場合に当該利用者が支払うべきであった利用料金に相当する額の範
囲内において指定管理者が定める料金をいう。以下同じ。
）を徴収する場合にあっても、同様と
する。
２

指定管理者は、本条例第９条の規定により利用料金を減額し、若しくは免除し、又は本条例
第１０条の規定により利用料金を還付するときは、本規則第７条及び第８条により指定管理者
が定めた審査基準に基づき行わなければならない。

（利用料金の公表）
第３４条 指定管理者は、前条第１項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金及びキャン
セル料の額を海洋センターの利用パンフレット、インターネット等の方法により公表しなけれ
ばならない。

第８章 損害賠償及び不可抗力
（損害賠償等）
第３５条 指定管理者は、故意又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
よって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市が特別の事情があると認めたと

- 12 -

きは、市は、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３６条 本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場合、
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、その損害が市の責めに帰すべき事
由又は市、
指定管理者双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない。
２

市は、指定管理者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、指定管理者に対して、賠償した金額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３７条 本業務の実施にあたり、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

本業務の実施にあたり、指定管理者が付保しなければならない保険は、次のとおりである。

(1) 施設賠償責任保険その他必要な保険
（不可抗力発生時の対応）
第３８条 不可抗力が発生した場合、指定管理者は、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・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。
（不可抗力によって発生した費用等の負担）
第３９条 不可抗力の発生に起因して指定管理者に損害・損失や増加費用が発生した場合、指定
管理者は、その内容や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、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で市と指定管理者の協議を
行い、不可抗力の判定や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・損失や増加費用が発生した場合、当該費用に
ついては合理性の認められる範囲で市が負担するものとする。なお、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については、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・損失や増加費用が発生した場合、当該費用については
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４０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本業務の一部の実施ができな
くなったと認められた場合、指定管理者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。
２

指定管理者が不可抗力により本業務の一部を実施できなかった場合、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分を指定管理料か
ら減額することができるものとする。
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（不可抗力発生時の施設の管理）
第４１条 市は、次の各号のいずれかに該当する場合は、海洋センターの使用を停止し、市の管
理下に置くことができるものとする。
(1) 気象業務法（昭和２７年法律第１６５号）第１１条の２第１項の規定に基づく東海地震等に
関する観測情報、注意情報若しくは予知情報が発表された場合、大規模地震対策特別措置法（昭
和５３年法律第７３号）第９条第１項の規定による警戒宣言が発せられた場合及び武力攻撃事
態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法律第１１２号）第２５条第
１項（第１８３条において準用する場合を含む。）の規定による指定を浜松市が受けた場合にお
いて、市民の安全確保のために海洋センターの使用を停止する必要があると市が認めるとき。
(2) 不可抗力が発生し、
海洋センターを災害救援等の支援施設として使用させる必要があると市
が認めるとき。
２

前項の場合において、指定管理料の取扱いその他必要な事項については、市、指定管理者協
議の上、決定するものとする。

（リスク分担）
第４２条 本業務に関するリスク分担は、別紙２のとおりとする。

第９章 指定期間の満了等
（業務の引継ぎ等）
第４３条 指定管理者は、
指定期間の終了による本協定の終了
（以下第４５条までにおいて同じ。
）
に際し、市又は市が指定するものに対し、本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場合には、本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、施設・設備の確認又海洋センター管理に関する経理状
況に関する資料の提出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。

（原状回復義務)
第４４条 指定管理者は、本協定の終了の日までに、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明け渡し、及び引き渡さなければならない。
２

前項の規定にかかわらず、市が認めた場合には、指定管理者は管理物件の原状回復は行わず
に、別途市が定める状態で市に対して管理物件を明け渡し及び引き渡すことができるものとす
る。

３

指定管理者が第１項に定める義務を履行せず、管理施設に工作物等が残置されているときは、
市は指定管理者が当該工作物等の所有権を放棄したものとみなして、任意にこれを処分するこ
とができる。この場合において、市に当該工作物等の撤去費用が生じたときは、当該費用を指

- 14 -

定管理者に請求することができる。
（協定終了時の備品等の扱い）
第４５条 本協定の終了に際し、備品等の扱いについては、次のとおりとする。
(1)

第Ⅰ種備品及び備付物品については、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) 第Ⅱ種備品については、指定管理者は、市又は市が指定するものに対して無償で譲渡しなけ
ればならない。
(3)

第Ⅲ種備品については、指定管理者が自己の責任と費用で撤去しなければならない。ただ

し、市と指定管理者の協議において両者が合意した場合、指定管理者は、市又は市が指定する
ものに対して、無償又は有償で譲渡することができるものとする。

第１０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等）
第４６条 市は、浜松市指定管理者による公の施設の管理に関する条例（平成２０年浜松市条例
第６１号）第１３条第２項の規定により、指定管理者が次の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、または期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずる
ことができるものとする。
(1) 指定管理者が本業務等に際し、法令又は本協定に違反したとき。
(2) 指定管理者が市の地方自治法第２４４条の２第１０項の規定による指示に従わないとき。
(3) 本業務に際し不正行為があったとき。
(4) 指定管理者が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。
(5) 指定管理者が本協定内容を履行しないとき。
(6)

指定管理者の責めに帰すべき事由により指定管理者から本協定締結の解除の申出があった

とき。
(7)

市が定めた行政手続法に基づく処分基準その他指定管理者に対する処分に関する基準に該

当するとき
(8) 指定管理者（指定管理者が共同事業体であるときは、そのいずれかの者。以下この号におい
て同じ。
）が次のいずれかに該当するとき。
ア

役員等（無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人
及び清算人をいう。以下同じ。
）が暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平
成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）及び暴力団員（同法
第２条第６号に規定する暴力団員をいう。
）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない
者（以下「暴力団員等」という。
）であると認められるとき。

イ

暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認めるとき。

ウ

役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目
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的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められるとき。
エ

役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的
あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

オ

役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる
とき。

カ

本業務に係る下請契約その他の契約に当たり、その相手方が、アからオまでのいずれかに該
当すること（相手方が個人の場合は、役員等をその者と読み替える。
）を知りながら、当該者と
契約を締結したと認められるとき。

キ

指定管理者が、アからオまでのいずれかに該当する者（個人の場合は、役員等をその者と読
み替える。
）を本業務に係る下請契約その他の契約の相手方としていた場合（カに該当する場合
を除く。
）に、市が指定管理者に対して当該契約の解除を求め、指定管理者がこれに従わなかっ
たとき。

(9) その他指定管理者の責めに帰すべき事由により、市が指定管理者による本業務を継続するこ
とが適当でないと認めるとき。
２

市は、前項に基づいて指定の取消し等を行おうとする際は、行政手続法に定めるところによ
り事前に意見陳述のための手続を執らなければならない。

３

第 1 項の規定により指定の取消し等を行った場合において、指定管理者に損害・損失や増加
費用が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
また、指定管理者は、指定の取り消し等があった日後の利用に係る利用料金を事前に収受し
た場合は、第 32 条第２項の規定に関わらず、市の指示するところにより、その利用料金に相当
する金額を次の指定期間に係る指定管理者又は市に支払わなければならない。

４

指定管理者は、第１項の規定により指定を取り消された場合にあっては、取消しの日から３
年間は本市の指定管理者候補に応募することができないものとする。

第４６条の２ 前条第 1 項各号に掲げる場合のほか、市は、管理施設を休止するとき又は本業務
の範囲若しくは管理の基準の大幅な変更により指定管理者による本業務の継続が適当でないと
認めるときは、指定管理者の指定を取り消すことができる。
２

前条第２項の規定は、前項の規定による指定の取り消しについて準用する。

（指定管理者による指定の取消しの申出）
第４７条 指定管理者は次のいずれかに該当する場合、市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。また、第 4 号に規定する事由が生じたときは、速やかに市長に報告する
ものとする。
(1) 市が本協定内容を履行せず、又はこれに違反したとき。
(2) 市が任意に指定の取消しを申出たとき。
(3) 市の責めに帰すべき事由により指定管理者が損害または損失を被ったとき
(4) 指定管理者の責めに帰さない事由により、管理運営業務の継続が困難になったとき。
２

市は、
前項の申出を受けた場合、
指定管理者との協議を経てその処置を決定するものとする。
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（不可抗力による指定の取消し）
第４８条 市又は指定管理者は、不可抗力の発生により、本業務の継続等が困難と判断した場合
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

協議の結果やむを得ないと判断された場合は、市は指定の取消しを行うものとする。

３

前項における取消しによって指定管理者に発生する損害・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。

（違約金）
第４９条 指定管理者は、第４６条の規定により、指定を取り消され、又は期間を定めて本業務
の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、1 か月分の指定管理料に相当する額（指定管
理料が生じない場合にあっては、施設の 1 ヶ月分の管理運営に要する費用を基準として市長が
定める額（OR 市と協議して定める額））を違約金として市が指定する期日までに納めなければ
ならない。
２

前項の規定により違約金が生じた場合において、市に未払いの指定管理料があるときは、市
は、当該違約金債権と当該未払いの指定管理料債務を対当額にて消滅させることができる。

（取消し等による損害の賠償）
第５０条 指定管理者は、違約金によって、第 46 条の規定による指定の取消し、又は本業務の全
部若しくは一部の停止により市に与えた損害を補てんすることができないときは、その不足額
に相当する金額を賠償しなければならない。
２

地方自治法第 244 条の 2 第 11 項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全
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・損失や増加費用が生じても、
市はその賠償の責めを負わない。

（指定期間満了以前の取扱い）
第５１条 第４３条から第４５条までの規定は、第４６条から第４８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、市と指定管理者が合意した場合はその限りでは
ない。

第１１章 その他
（暴力団排除に関する協力義務）
第５２条 指定管理者は、
本業務の遂行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、
市に報告するとともに、管轄警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行わ
なければならない。
２

指定管理者は、本業務に係る下請契約その他の契約に際しては、当該契約の相手方に対し、
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当該契約に係る業務の遂行にあたって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、指定管理
者を通じて市に報告するとともに、管轄警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な
協力を行なうよう求めなければならない。
（権利・義務の譲渡の禁止）
第５３条 指定管理者は、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、事前に市の承諾を受けた場合はこの限りでない。
（法人格の変更等）
第５４条 指定管理者（共同事業体の場合は、
「指定管理者又は指定管理者を構成する団体」
）は、
合併、分割等により、法人格の変更又は団体を構成する要素の重要な変更（以下「法人格の変
更等」という。
）が見込まれる場合には、速やかに市に報告しなければならない。
２

市は、前項の報告があった場合は、法人格の変更等について確認するために必要な書類の提
出を求めることができるものとする。

３

指定管理者は、前項の規定に基づき市から求めがあったときは、速やかに必要な書類を市に
提出しなければならない。

（本業務の範囲外の業務）
第５５条 指定管理者は、海洋センターの設置目的に合致し、かつ本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、自主事業を実施する場合は、市に対して自主事業の計画書を提出し、事前に
市の承諾を受けなくてはならない。その際、市と指定管理者は必要に応じて協議を行うものと
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、別途の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。

４

指定管理者は、応募時に実施の提案をした自主事業について実施しなければならない。ただ
し、市が認める特別の理由がある場合はこの限りでない。

（本業務の実施に係る指定管理者の口座）
第５６条 指定管理者は、
本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、
本業務に固有の口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。ただし、市と指定管理者間
の協議により、固有の口座を開設しなくとも支出及び収入を適切に管理できる場合はこの限り
でない。
（請求、通知等の様式その他）
第５７条 本協定に関する市と指定管理者との間の請求、通知、申出、報告、承認、承諾及び解
除は、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、市と指定管理者間で用いる言語は、日本語とする。

３

本協定の履行に関して市と指定管理者間で用いる計量単位は、本協定に特別の定めがある場
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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 本業務に関し、本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、市及び指定管理者は、協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。
（解 釈）
第５９条 市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、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６０条 本協定の各条項等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、市及び指定管理者は、協議の上、これを定めるものとする。
（年度協定の締結）
第６１条 本協定に基づき、市及び指定管理者は、協議の上、年度協定を締結することが出来る。
（裁判管轄）
第６２条 本協定から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、海洋センターの所在地を
管轄する地方裁判所をもって管轄裁判所とする。
（共同事業体の場合における特記事項）
第６３条 本協定に関する指定管理料の請求、受領、返還、○○に関する事項は、指定管理者１
が行うこととする。
２

前項に定める事項を除き、指定管理者１〜指定管理者３は、本業務を連帯して行うものとす
る。
本協定を証するため、本書を２通作成し、市と指定管理者がそれぞれ記名押印の上、各１通を

保有する。
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○○年○○月○○日
市
所在地 静岡県浜松市中区元城町１０３番地の２
名

称 浜松市

代表者 浜松市長

鈴 木 康 友

印

指定管理者
所在地 ○○
名

称 ○○

代表者 ○○

印

共同事業体の場合は、下記の表記とする
指定管理者

所在地
名 称
代表者

指定管理者１ 代表者

所在地
名 称
代表者

印

所在地
名 称
代表者

印

所在地
名 称
代表者

印

指定管理者２ 構成員

指定管理者３ 構成員

浜松市○区○町○番地
○○グループ
○○

- 20 -

別紙１

管理物件

管理施設
・体育館、プール
・駐車場
・敷地内の外構及び植栽
※

「行政財産の使用許可」により指定管理者の使用する施設

管理物品（※詳細については、備品台帳を参照のこと。
）
第 I 種備品
品名

規格

数量

場所

事務机

イトーキ ＣＮＭ−２０７０−２１

4 事務室

脇机

オカムラ ＤＢ３３ＺＩ−Ｍ２１１

2 事務室

折畳み机

イトーキ ＴＡ−６１５１−１１−ＳＯ

2 会議室

折畳み机

イトーキ ＴＡ−６１５１−１１−ＳＯ

3 ロビ―

折畳み机

イトーキ ＴＡ−６１５１−１１−ＳＯ

1 事務室

ロッカー

コクヨ

ＬＫ−４Ｍ

2 事務室

ロッカー

コクヨ

ＣＬＫ−３５Ｍ

1 ロビー

血圧計

テルモ Ｈ５５ ＥＳ−Ｈ５５

1 事務室

とび箱

８段カワイＫ５０５

1 器具庫

会議用机

ＫＴ−Ｓ９４ＴＮ

1 器具庫

テレビ

ナショナル ＴＨ−２９Ｖ３０

1 器具庫

テレビ台

ナショナル ＴＹ−Ｓ２９ＵＳ３５

1 器具庫

ベンチ

イトーキ ＬＢＳ−１０１８ＡＡ−Ｅ３

4 アリーナ

傘立て

イトーキ ＬＣＡ−１４５

1 玄関

パンフレット立て

コクヨ

1 ロビー

冷水器

日立冷水器 ＲＷ−２２２Ｐ

1 ロビー

流し台

間口６００ｍｍ 奥行５００ｍｍ

1 ロビー

案内板

コクヨ

ＧＢ−３２

1 玄関

ホワイトボード

コクヨ

ＢＢ−ＨＣ２３６ＭＷ１

1 玄関

黒板

ＴＯＥＩ

ＬＩＧＨＴ Ｂ−３２８

1 器具庫

黒板

ＴＯＥＩ

ＬＩＧＨＴ Ｂ−３２８

1 ロビー

ネット

ＪＳＰ ＪＡＬ−０５Ｂ バレーボール

1 器具庫

ネット

ＪＳＰ ＪＡＬ−０６Ｂ バレーボール

1 器具庫

ネット

ＴＯＥＬ

1 器具庫

ネット

エバニューＥＫＵ122 6 人制ﾊﾞﾚｰ

2 器具庫

ネット

エバニューＥＫＵ112 9 人制ﾊﾞﾚｰ

2 器具庫

卓球台

カワイ

3 器具庫

卓球台

ＫＡＷＡＩ ＫＳ−６００Ｓ

1 器具庫

支柱

エバニュー ＥＫＥ７３９２ バレーボール

2 器具庫

ＺＲ−ＰＳ５０

ＬＩＧＨＴ

１３−３４９５

テニス

ＫＣ−８００

備考

支柱

ジャべリン ＳＶ−２０２ バドミントン

2 器具庫

器具運搬車

ＴＯＥＩ

1 器具庫

器具運搬車

ＴＯＥＩ ＬＩＧＨＴ Ｂ−３７９５

1 器具庫

柔道畳

小川長春館 ７２畳用枠

1 器具庫

柔道畳

柔道畳

赤（関西間）

18 格技室

柔道畳

柔道畳

緑（関西間）

54 格技室

柔道畳

寄せ木枠金具固定式

1 格技室

審判台

カワイ

1 器具庫

得点板

エヴァニュー ＥＫＵ５１４

2 器具庫

運動用具スタンド

ヤマザキ Ｃ−１７３

1 器具庫

シート巻取器

ヤマザキ Ｃ−１７２

1 器具庫

掛時計

ＳＥＩＫＯ ＧＰ２０１Ｗ

2 プール

バキューム

大一産業（株） ＣＶ−ＰＳ−１２

1 会議室

モップハンガー

大一産業（株）フリーハンガーＡ型

1 器具庫

踏切板

ＴＯＥＩ

2 器具庫

フロアーポリシャー

ヤマザキ ＣＰ−１２Ｋ型ＥＣ付

1 倉庫

ビート板整理棚

ＪＳＰ

ＪＡＬ−０１Ｂ

1 プール

ヘルパー整理棚

ＪＳＰ

ＪＡＬ−０２Ｂ

1 プール

ビート板整理棚

トーエイライト Ｂ５８７０

プールフロア

ＪＳＰ

ＪＰＦ−０２Ｎ

12 プール

スロープ

シコク社 ロールタイプ１５０cm

2 プール

スロープ

シコク社 車いす屋外用１５０cm

1 ロビー

スロープ

シコク社 ロールタイプ２００cm

1 プール

シャワー用車いす

ミキ社

2 ロビー

特殊浴槽

ＰＤＣサーカ１００（丸型） グリーン

1 プール

プール清掃器

モービーＤＸ

1 プール

コインロッカー

８４０×４５５×１７９０

4 更衣室

ＬＩＧＨＴ Ｂ−３５８

ＪＳ−１０４

ＬＩＧＨＴ Ｔ−１６９

フローラ自走式ＭＨ４３

2 プール

第Ⅱ種備品
品名

規格

事務に必要な機器

コピー機、パソコン、プリンター、電話機等で必要なもの

数量
必要数

場所

備考

事務室

・ＡＥＤ３１００（日本光電工業㈱）

自動体外式除細

・ハートスタートＦＲＸ＋（㈱フィリップスエレクトロ二クスジャパン）

動器

・ＣＵ-ＳＰ１（㈱ＣＵメディカルシステムズ）

1 ロビー

※上記機種以上の性能を有すること

第 I 種備品：市が所有する備品で、本業務実施のために供する備品
第Ⅱ種備品：市が指定管理者に購入又は調達を指示する備品で、本業務実施のために供する
備品

別紙２

リスク分担表
負担者

種

類

物価・金利変動

内

容

物価・金利の変動に伴う経費の増加又は収入の減少

○

社会通念上、想定を超える甚だしい物価、金利の変動に伴
う経費の増加又は収入の減少
税制・法令改正

指定
管理者

市

施設の管理運営に直接関係する制度改正等による経費の
増加又は収入の減少

協議事項
○

上記以外の改正等による経費の増加又は収入の減少
そ の 他の 制 度
変更

指定管理者制度に直接関係する条例、規則等の改正その他
の制度変更等による経費の増加又は収入の減少

○
○

上記以外の条例、規則等の改正その他の制度変更等による
経費の増加又は収入の減少

○

資金調達

資金調達ができなくなったことによる管理業務の中断等

○

需要変動

需要変動による収入の減少又は経費の増加

○

業 務 内容 の 変

行政上の理由による業務内容の変更に伴う経費の増加

更

不可抗力

施 設 の損 壊 等
による修繕、事
業の中断

○

指定管理者の提案に基づく指定期間中途の業務内容の変
更に伴う経費の増加
不可抗力に伴う施設・設備の復旧経費

○
○

不可抗力に伴う事業の中断

協議事項

自然災害等による運営管理業務の変更・中止・延期

協議事項

市に起因するもの以外の原因による運営費の膨張

協議事項

指定管理者の管理瑕疵に基づく施設・設備の損傷に伴う修
繕費用等の増加及びそれに伴う事業の中断等
指定管理者の管理瑕疵によらない施設・設備の損傷に伴う
修繕費用等で１件６０万円以上のもの

○
○

指定管理者の管理瑕疵によらない施設・設備の損傷に伴う
修繕費用等で１件６０万円未満のもの

○

指定管理者の管理瑕疵によらない施設・設備の損傷に伴う
修繕等による事業の中断等
許認可等

市が取得すべき許認可等が取得・更新されないことによる
事業の中止・延期

協議事項
○

指定管理者が取得すべき許認可等が取得・更新されないこ
とによる事業の中止・延期

○

第 三 者へ の 賠

指定管理者の故意又は過失により損害を与えた場合

○

償

上記以外の理由により損害を与えた場合

引継費用

管理運営の引継ぎに必要な費用

○
○

※

この表に定める事項で疑義がある場合又は表に定める事項以外の不測のリスクが生じた
場合は、市と指定管理者が協議の上、リスク分担を決定する。

※ 利用者の被災に対する責任については、原因が施設の瑕疵によるものについてのみ、市
の責任とする。
※ 指定管理者は、自らの責任に帰すべき事由による施設及び設備の賠償保険に入ること。
※ その他の指定管理者の役割
○ 指定管理者は、善良なる管理者の注意をもって、本施設を常に良好な状態に管理する
義務を負うこと。
○ 指定管理者は、施設利用者の被災に対し、現場で対応する責任を有し、施設又は施設
利用者に災害があった場合は、迅速かつ適切に対応し、速やかに市に報告しなければな
らない。

