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１ 管理する施設の概要 

（１）名称   静岡市南アルプス井川オートキャンプ場 

（２）所在地  静岡市葵区田代４４９番地の２ 

（３）規模   用地                    １５，４００．２０㎡ 

管理棟    木造平屋建て            １０３．５１㎡ 

上水タンク棟 木造平屋建て             ５４．６５㎡ 

トイレ棟   木造平屋建て             ４２．９３㎡ 

温泉入浴施設 木造平屋建て             ６５．５８㎡ 

サニタリー棟 鉄筋コンクリート一部木造平屋建て  １１１．００㎡ 

テントサイト                      ４１区画 

カヌー池                        ９４７㎡ 

（４）設置時期 平成５年４月  

 

２ 指定管理者の指定の期間 

平成 29 年４月１日から平成 34 年３月 31 日まで ５年間 

 

３ 指定管理者が行う管理に関する基本的な考え方 

（１）設置目的 

静岡市南アルプス井川オートキャンプ場条例 

自動車を利用してキャンプを行うことができる場所等を提供し、もって市民の健全

な余暇の活用に資する。 

（２）管理運営に関する基本的な考え方 

本業務は、静岡市南アルプス井川オートキャンプ場条例及び同条例施行規則等関係

法令を遵守し、南アルプス井川オートキャンプ場（以下「キャンプ場」という。）の設

置目的に沿った管理を行うこと。 

①施設設置の趣旨に則した管理運営を行い、その実現に向け最大の努力を行うこと。 

②平等な利用を確保し、市民サービスの向上を図るため、円滑な運営と施設及び設

備の適切な維持管理を行うこと。 

③地域の活性化につながる事業を行うこと。 

④利用者本位の運営を行い、利用者の意見や要望を反映させること。 

⑤効率的な運営を行うとともに、環境負荷の低減と施設の保全に努め、運営費の縮

減に努めること。 

⑥個人情報の保護を徹底すること。 

⑦災害時、緊急時に備えた危機管理を徹底すること。 

（３）遵守すべき事項 

指定管理業務の実施にあたっては、以下の法令を遵守し、施設の適正な管理運営に

努めること。 
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≪関係法令等（主要な法令等）≫ 

①地方自治法 

②静岡市南アルプス井川オートキャンプ場条例 

③静岡市南アルプス井川オートキャンプ場条例施行規則 

④個人情報保護法 

⑤静岡市個人情報保護条例 

⑥静岡市情報公開条例 

⑦静岡市会計規則 

⑧静岡市暴力団排除条例 

⑨労働関係法令（労働時間や労働賃金、雇用の形態など、適正な管理を行うこと。） 

⑩その他関係法令 

※関係法令等に改正があった場合は、改正された内容を仕様とする。 

（３）目標 

５年後の年間利用者数を 1,035 人とする。（平成 27 年度利用者数 986 人の５％増） 

 

４ 指定管理者が行う管理運営業務の範囲 

（１）体制 

管理運営業務を実施するため、従事者を配置すること。 

①総括責任者と従事者。（但し、兼務を認める） 

②従事者の勤務体制は、施設の管理運営に支障がないように配慮し、利用者の要望

に応じた対応をとること。 

③従事者の資質を高め、施設の管理運営に必要な知識と技術を習得させるため、研

修等の実施に努めること。 

④市が指示する業務の執行体制や環境負荷の低減対策（ISO14001 等）を実行するこ

と。 

（２）施設の開場及び閉鎖 

静岡市南アルプス井川オートキャンプ場条例の規定による。 

開場期間 ①４月の第４土曜日から５月 31 日までの期間 

②７月１日から 10 月 31 日までの期間 

※利用時間及び休場日について、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市

長の承認を得て変更することができる。 

※なお、災害等により臨時休場する場合は、事前に市と協議した上、看板等により

告知すること。 

（３）施設等の入場許可 

指定管理者は、施設の利用の許可権を有し、利用内容が公共施設の目的に沿ったも

のであることを確認するとともに、利用の公平と平等を確保しなければならない。 

①入場の許可等 
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②利用許可書の発行 

③利用料金の徴収（徴収事務内容は、５管理の基準（４）を参照） 

④施設内の利用方法の説明 

（４）利用者への対応 

利用者本位の運営を行い、親切丁寧な対応を心がけ、常にサービスの向上に努める

こと。 

・利用者対応 

①入場許可の窓口対応、場内案内 

②電話対応 

③施設の利用受付 

④施設からの退去命令 

⑤観光案内等の各種問い合わせへの対応 

⑥負傷者、急病人の対応 

⑦災害時における避難誘導等の対応 

⑧年少者、高齢者、障害者等の弱者への配慮 

⑨サービスの提供（売店、自動販売機による物品の販売を含む。） 

・トラブル対応 

①要望や苦情、トラブル等は、迅速、適切に処理する。 

②重要事項や指定管理者への要望、苦情等は速やかに市に報告すること。 

③盗難事故及び事件の防止措置をとること。 

（５）施設設備の維持管理 

敷地内外に存する全ての施設設備の維持管理を行うとともに、効率的な運営を図り

環境負荷を低減させること。 

・保守管理や修繕に必要な知識や技術を有しない場合は、市と協議し、書面による

承認を得て、一部を専門業者に委託する等して、機能と清潔の保持に努めること。 

・施設設備を維持管理するため、次の資格保有者を最低限度として配置すること。 

防火管理者  １名 

①保守管理・点検 

・施設内の設備については、法令を遵守した点検、良好な維持管理及び故障時の修

理を行うこと。 

・いずれの保守点検の場合も、消耗品、作業費等一切の費用は指定管理者の負担と

する。 

・建物の不具合、雨漏り、壁のひび、庭木の枯死などの、施設を管理する上で重大

な不具合が発生したときは、速やかに市に報告すること。 

ア 施設が保有している一般的な諸設備全般の保守管理・点検 

（例：建物（管理棟、サニタリー棟、トイレ棟）空調設備、電気設備、給水設

備、消防設備等） 
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イ 施設が保有している固有の諸設備全般の保守管理・点検 

（例：貯水タンク等） 

ウ その他施設敷地内の諸設備の保守管理・点検 

（例：駐車場、施設の侵入路、外構、植栽、街灯、除草、除雪） 

②清掃 

常に快適な環境を保つため、法令等を遵守し、日常清掃及び定期清掃、消毒等を

組み合わせ適切に行うこと。 

③施設、備品等の維持、管理及び修繕（大規模な修繕は除く。） 

修繕料は、市が定めた額の範囲で行うものとする。 

ただし、一件あたり 10 万円以上の経費がかかる場合は市と協議を行った上で市が

負担する。 

④その他施設の管理に関すること 

消耗機材等の購入、各種契約、光熱水費・通信運搬費・テレビ受信料等の支払い

などすべての事務を行うこと。 

（６）災害時の安全確保 

自然災害、人為災害、事故及び自らが原因者・発生源になった場合等のあらゆる緊

急事態、非常事態、不測の事態があった場合は、遅滞なく適切な措置を講じたうえ、

市をはじめ関係機関に通報すること。 

①火災、事故等の緊急時における利用者に対する避難誘導及び関係機関への通報を

行うこと。 

②停電時等における施設の復旧を遅滞なく行うこと。 

③その他利用者に対する対応に万全を期すること。 

≪予防対策≫ 

・危機管理体制を築くとともに、対応マニュアルを作成し災害時の対応について、

随時訓練を行うこと。 

・消防署から指摘があった場合は、ただちに改善すること。火災、地震及び突発的

な事故により災害が発生した場合は、速やかに適切な処置をとること。 

・大雨・降水・降雪・地震等の各種警報が発令され、交通規制も含め、利用者の安

全に問題が生じることが予想される場合は、速やかに市と協議の上、施設利用の

中止、又は、臨時休業の措置をとること。 

（７）衛生環境の確保 

  利用者に対し、ゴミ持ち帰りの周知徹底など、衛生環境の確保に努める。 

（８）金銭管理、経理事務 

①利用料金について 

ア つり銭、両替資金の準備 

イ 利用料金の回収と日計や統計の作成 

ウ 売上金の適切な処理と収入の整理 
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②経理について 

ア 各種の公共料金や、物品購入、役務の対価の支払い等、施設の管理運営に関

する経費の支払い 

イ 収支計算等の経理事務 

ウ 施設利用助成制度利用契約の締結と管理・請求事務 

（９）誘客宣伝 

時期に応じた誘客宣伝活動を行うこと。 

①新聞、雑誌等の広告媒体を使用した宣伝 

②ポスター、チラシ、リーフレット等の作成 

③利用者やスポーツ・キャンプ用品店へのダイレクトメールの発送 

④報道機関への積極的な情報提供 

⑤市が管理しているＨＰ「井川情報ステーション」のコンテンツ「イベント情報」

や「新着情報」への情報提供 

（10）地域の活性化につながる事業等の実施 

①地域と交流を図り、地域の活性化につながる事業を積極的に行う。 

事業例：ア 毎週土曜日に実施するキャンプファイヤー 

イ 月２回程度開催するアウトドア講座など 

ウ その他地域資源を活かしたイベント等 

②地元住民の雇用促進に努めること。 

（11）利用者満足度調査と市民アンケート調査 

利用者満足度調査や市民アンケート調査（以下「利用者満足度調査等」という。）を

実施し、その結果を毎年度終了時の事業報告書により、市に報告する。 

①調査の種類 

原則として、以下の調査をすべて実施する。 

ア 利用者満足度調査 当該施設の利用者に対して、当該施設に対する満足度を

調査し、市民サービスの向上のための資料とするために実施するもの。 

イ 市民アンケート調査 当該施設の利用者に限定せず、市民一般に対して、当

該施設の利用の有無やその理由などについて意見を求め、当該施設をより多く

の市民に利用してもらうための資料とするために実施するもの（郵送、インタ

ーネット等によるアンケート調査や他の施設やイベント等の場を借りてアンケ

ート調査を実施するなど、実施方法についても十分検討すること。） 

②その他の調査 

上記の調査を補うために、意見箱等を設置することも有効であるが、原則として

意見箱の設置をもって上記の調査の代替とすることはできない。 

③項目の設定 

アンケートの設問については、指定管理者に関するもの（接客態度、事業やプロ

グラム内容、清掃が行き届いているかなど）と、指定管理者の責任によらないも
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の（施設の老朽化、駐車場の広さ、アクセスなど）を明確に分けることができる

ような項目とし、指定期間中の比較が可能な項目の設定に努めること。 

（12）事業報告 

①入場者数、使用料統計表（日別、月別）を作成し、翌月 10 日までに市に提出する

こと。 

②統計基礎資料(施設別、日別、月別)を日常から収集し、要請に基づいて随時作成

できるよう準備すること。 

③イベント等の事業報告は、実施後速やかに市に対して行う。 

④各事業年度の報告書は、事業年度の終了後 30 日以内に市に提出すること。 

なお、報告書の内容は、実施した事業の内容、施設の維持管理状況、利用者統計、

施設における収支及び自己評価を記載するものとする。自己評価については、以

下の項目に着目して評価を行い、当該結果を踏まえて次年度以降の指定管理業務

の改善を図ることとする。 

・指定管理業務に関する計画（目標）と実績との差異に関する分析 

・指定管理業務の成果と今後の展開 

⑤市は、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示を行うことがで

きる。 

（13）次年度以降の事業計画書等の作成 

毎年度、市と調整を図った上で、次年度の事業計画書及び収支予算書を作成し、市が

指定する期日までに提出すること。 

（14）障害者差別解消法への対応 

  公の施設の管理運営を行うことに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に関す

る法律（平成 25 年法律第 65 号）第８条第２項に定める障害者への合理的配慮の提供

については、可能な限り、別紙「静岡市における障害を理由とする差別の解消の推進

に関する対応要領」及び「障がいのある人への配慮マニュアル」に基づき、市の職員

に準じた対応に努めること。 

（15）暴力団排除条例への対応 

暴力団の利益になる利用や不当な行為を受けたときは、「静岡市暴力団排除条例運用

の手引」に基づき対応を行うこと。 

（16）マニュアルの整備 

施設を安全に管理し、指定管理業務を適切に実施するため、市と協議を行い、事務

処理マニュアル及び危機管理マニュアル（火災や地震、事務事故等の非常時における

危機管理体制などについて規定）を作成すること。 

（17）その他 

①観光案内、施設に対する問い合わせに対応できる知識の習得 

②備品台帳の整備と所在の確認 
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③施設設備の大規模な修繕や、改修についての提案 

④利用者からの苦情への速やかな対応と、市への報告 

⑤類似公共施設のチラシ配置やポスター掲示等、ＰＲの相互協力 

 

５ 管理の基準 

（１）関係法令の遵守及びキャンプ場の設置目的に沿った管理 

①静岡市南アルプス井川オートキャンプ場条例等関係法令及び別に定める協定書の

定めを遵守し、キャンプ場の設置目的に沿って、善良なる管理者の注意をもって

管理すること。 

②指定管理者は、市長が必要と認める場合を除き、キャンプ場をその目的以外に使

用することはできない。 

③市の承認なしに、施設の設備及び備品を第三者に譲渡し、転貸し、又は貸借権そ

の他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定することはできない。 

（２）利用料金の決定 

①静岡市南アルプス井川オートキャンプ場条例の規定により、指定管理者は、予め

市長の承認を受けて下記の表の金額を上限額として利用料金を徴収すること。 

静岡市南アルプス井川オートキャンプ場利用料金の上限額 

ア 現行額 

(1) テントサイト等の利用の現行額 

区   分 単   位 金 額 

テントサイト 基本額 交流電源を使用

する場合 

１区画１回につき 4,500 円 

交流電源を使用

しない場合 

１区画１回につき 3,500 円 

加算額 15 歳以上の者 １人につき 300 円 

３歳以上 15歳未

満の者 

１人につき 100 円 

温泉入浴施設 １人１回につき 300 円 

備考 *1 中学校の生徒である者及びこれに準ずる者は、３歳以上 15 歳未満の

者の区分とする。 

*2 テントサイト及び交流電源の１回の利用時間（利用のための準備及び

原状回復のための時間を含む。）は、午後１時から翌日の午前 11 時ま

でとする。ただし、引き続き利用する場合及び市長が特に認めた場合は、

この限りでない。 

(2) 付帯設備の利用料金 

区分 金額 

カヌー １回30分につき 500円 

温水シャワー １回につき 300円 

洗濯機 200円 
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乾燥機 100円 

備考 カヌーの利用時間が 30 分に満たないときは、30 分とみなす。 

イ 限度額 

(1) テントサイト及び温泉入浴施設の利用料金の限度額 

区   分 単   位 金 額 

テントサイト 基本額 交流電源を使用

する場合 

１区画１回につき 6,500 円 

交流電源を使用

しない場合 

１区画１回につき 5,000 円 

加算額 15 歳以上の者 １人につき 400 円 

３歳以上 15歳未

満の者 

１人につき 200 円 

温泉入浴施設 １人１回につき 300 円 

備考 *1 中学校の生徒である者及びこれに準ずる者は、３歳以上15歳未満の者

の区分とする。 

*2 テントサイト及び交流電源の１回の利用時間（利用のための準備及び

原状回復のための時間を含む。)は、午後１時から翌日の午前11時までと

する。ただし、引き続き利用する場合及び市長が特に認めた場合は、こ

の限りでない。 

(2) 附帯設備の利用料金の限度額 

区分 単位 金額 

カヌー １回30分につき 510円 

温水シャワー １回につき 300円 

洗濯機 １回につき 300円 

乾燥機 １回につき 200円 

備考 カヌーの利用時間が30分に満たないときは、30分とみなす。 

②利用料金の減額又は免除の決定は、市長が特別な理由があると認めるときに限ら

れる。 

例示：ア 市が公共のため自ら利用するとき。 

イ 国又は地方公共団体が公用のため利用するとき。 

ウ その他、上記ア・イに準ずると認められるとき。 

（３）入場の制限 

次に該当する場合は、当施設への入場を拒否し、又は退場を命令することができる。 

①公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。 

例示：青少年の健全な育成を阻害するおそれがある者 

騒音を発したり、威嚇行為、暴力行為等他人に不快を感じさせる者 

暴力団及び暴力団員等 

②キャンプ場の管理上支障があると認められるとき。 

例示：感染性疾患にかかっている者 

指定管理者の許可なく物品の販売又は宣伝を行う者 
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③その他利用上適当でないと認められるとき。 

（４）キャンプ場利用料金の徴収事務 

取扱時間：利用者の入場時随時 

①指定管理者が定めるキャンプ場利用料金を徴収する。 

②利用許可証を交付する。 

③キャンプ場利用料金の取扱いについては、指定管理者の定めるところによる。 

（５）業務の再委託の範囲 

指定管理者は、次に掲げる清掃や設備の保守点検等の業務については、市の書面に

よる承認をもって第三者に委託させることができる。ただし、キャンプ場の管理運営

業務のすべてを第三者に委託することはできない。 

委託にあたっては市の例に準じ、指定管理者と受託者の責任を明確化するとともに、

公正で透明な手続により実施しなければならない。委託業者を選定する際は、市内業

者の優先的な選定、官公需適格組合を含む中小業者の受注機会の増大について可能な

限り配慮されたい。 

また、第三者からの再委託はできない。 

①浄化槽保守点検、清掃 

②貯水槽保守点検、清掃 

③飲料水検査 

④空調設備保守点検 

⑤電気設備保守点検 

⑥給水設備保守点検 

⑦消防設備保守点検 

  その他、指定管理者が必要と思われる業務は、予め市の承認を得るものとする。 

（６）指定管理者の適正な運営の確保 

指定管理者は、管理運営にあたり、利用者の平等利用の確保に努め、利用者に対し

て不当な差別的取扱いをしてはならない。また、正当な理由がない限り、施設の利用

を拒んではならない。 

（７）個人情報の保護に関する事項 

業務上知り得た個人情報については、静岡市個人情報保護条例（平成 17 年３月 15

日条例第９号）及び別紙「個人情報の保護に関する取扱仕様書」に従って、適正な取

扱をすること。 

（８）情報の公開 

指定管理業務を行うにあたり作成又は取得した文書等で、指定管理者が管理してい

るものの公開は、別途情報公開規定等を定めるなど適正な情報公開に努めること。 

なお、収支状況報告書等の市に提出された文書については、指定管理者のノウハウ

等であって、公にすることにより、当該申請団体の権利、競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれのあるものを除き、公開する場合がある。 
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（９）文書の管理 

指定管理者は、管理業務に当たって、作成し、又は取得した文書について、適正な

管理・保存を行うこと。 

（10）環境配慮に関する事項 

①省エネルギーの徹底と温室効果ガスの排出抑制に努めるとともに、廃棄物の発生

を抑制し、リサイクルの推進や適正処理に努めること。 

②環境負荷の低減に配慮した物品等の調達に努めること。 

（11）公租公課 

事業所税等の公租公課はすべて指定管理者の負担とする。 

 

６ 備品の帰属 

（１）市は現に所有する備品については、指定管理者に無償で貸与する。なお、新たに

必要な備品の整備については、10 万円を越えないものは、指定管理者の負担とする。 

（２）指定管理者が備品等を購入した場合は、その所有権は指定管理者に属する。備品

はあらかじめ市と協議のうえ、購入するものとする。 

（３）市の所有に属する物品は「静岡市物品管理規則」及び関係例規の管理の原則・分

類に基づいて管理するものとする。また、指定管理者は同規則に定められた物品台

帳を備えてその保管に係る物品を管理し、購入及び廃棄等の異動について定期的に

市に報告するものとする。 

（４）指定管理者は、市の所有に属する物品のうち、重要物品（価格が 100 万円以上の

もの）については、「静岡市物品管理規則」に基づく現況の調査を行い、同規則に定

められた様式により遅滞なく市に報告しなければならない。 

 

７ 管理業務に従事する者に必要な知識及び人数の基準 

（１）従業者（施設管理及び事務） 

①キャンプ場施設の安全管理及び衛生管理の知識及び実務経験を有するものを配置

すること。 

②施設設備の維持管理及び修繕、連絡調整、使用許可、徴収事務等のため、管理者

を常駐すること。 

（２）従事者の心得 

①物腰、言葉遣いが穏やかで利用者に印象の良い対応ができること。 

②動作が機敏で、かつ機転の利いた対応ができること。 

（３）従事者についての留意事項 

①従事者の名簿を市に提出すること。その者に異動があった場合も同様とする。 

②従事者が負傷、疾病その他の理由により業務遂行に支障がある場合は、速やかに

交代要員を確保すること。 

③その他従事者の労務管理、安全衛生管理等については、関係法令を遵守し、適切
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に行うこと。 

④自己研鑽及び、応接態度・案内技術の向上等の管理指導など服務規律については

従事者に十分に教育を行うこと。 

⑤管理業務にあたっては、本市担当職員との連絡を密にし、速やかに事務処理を行

うこと。 

 

８ 管理業務に関し、市及び指定管理者が費用及び危険を負担する範囲 

（１）管理業務に関し、市が費用及び危険を負担する範囲 

①施設の大規模修繕に要する経費（一件あたり 10 万円以上） 

②施設の増改築に要する経費 

③損害賠償保険の保険料に要する経費 

施設の管理において、通常有すべき安全性が欠けていたことが原因で利用者に損

害が生じた場合、また、管理業務の執行に当たっての指定管理者の行為が原因で

利用者に損害が生じた場合、国家賠償法第１条の規定により設置者である市が賠

償責任を負う。ただし、指定管理者に落ち度がある場合、市は賠償額を指定管理

者に請求する。 

④業務内容の変更 

市の要請により管理業務内容を変更する場合、それに要する費用が当初の収支予

算額を大幅に超える場合は、市の負担とする。 

（２）管理業務に関し、指定管理者が費用及び危険を負担する範囲 

①管理業務に関し、当初予算以上の費用がかかっても、市は費用の補填は行わない。 

ただし、大規模な物価の変動等、指定管理者の責に帰することのできない原因に

よる損失が認められた場合には、市と指定管理者双方協議のうえこれを取り扱う

ものとする。 

②施設及び設備が使用に耐えない場合又は損傷した場合で、その原因が指定管理者

により発生し、重大かつ明白な過失があると認められる場合は、その損害の全部

又は一部について指定管理者が賠償するものとする。 

③施設及び設備の簡易な補修（一件あたり 10 万円未満）については、指定管理料に

含まれる修繕費により指定管理者が行う。 

④管理上の瑕疵による事故及び臨時休場等に伴う利用者に対する損害については、

指定管理者が負担する。 

⑤指定管理者の責めに帰すべき事由により、第三者に損害を与えたときは、指定管

理者が賠償する。 

⑥管理業務に関する危険負担の軽減のため、指定管理者の負担で必要な保険に加入

すること。ただし、施設の瑕疵や管理業務上の過失に起因する事故の賠償責任保

険「全国市長会 市民総合賠償補償保険」※１に市が加入。 

≪保険のあらまし≫ 
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市に国家賠償法、民法上の損害賠償責任が生じたことによって被る損害を総合

的にてん補する。 

ア 市が所有、使用、管理する施設の瑕疵（欠陥） 

イ 市が所有、使用、管理する施設の管理業務遂行上の過失 

ウ 市が自治体業務上の過失（自治体業務とは市が行政として行うほとんどすべ

ての業務） 

エ 市が福祉施設・保養施設において生産販売または提供する自治体生産物（施

設で生産･販売または提供する飲食物及びその他製品）に起因して、住民等第三

者の生命もしくは身体を害し（身体傷害）、又は財物を滅失、き損もしくは汚損

（財物損壊）した場合において、市に法律上の賠償責任が生じたことによって

被る損害について保険金が支払われる。 

⑦事故等が発生したときは、迅速かつ適切な対応を行い、速やかにその状況及び対

応内容等を市に報告すること。 

（３）指定の取消等 

①指定管理者が倒産し、又は指定管理者の財務状況が著しく悪化した場合及び指定

管理者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難になった場合は、市は指

定を取り消すことができる。この場合に生じた損害は指定管理者が市に賠償する

ものとする。 

②指定管理者が市の指示に従わないときは、その指定を取り消し、又は期間を定め

て管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 

③不可抗力等、市及び指定管理者双方の責めに帰すことができない事由により、業

務の継続が困難になった場合には、市と指定管理者の間で協議を行い、その結果

事業の継続が困難と判断した場合は、市はその指定を取り消すことができる。 

④前記のほか、事業の継続が困難となった場合の措置については、双方が誠意を持

って協議する。 

※市と指定管理者のリスク分担等の一覧は、18・19 頁のとおり 

 

９ 指定管理料等 

（１）指定管理者の収入等 

①指定管理者の収入 

ア 市からの指定管理料 

イ オートキャンプ場の利用料金 

ウ 売店、自動販売機等目的外使用に係る収入 

②指定管理者が本市に対して支払う費用 

ア 目的外使用に係る使用料 

（２）管理運営経費 

指定管理者がオートキャンプ場の管理運営を行うために要する経費は、市からの指
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定管理料及びオートキャンプ場の利用料金の収入を充てる（指定管理料・利用料金併

用制の採用）。 

①本市が支払う委託料の上限 

指定管理料の上限額は次のとおりであり、申請者はこの範囲内で提案すること。 

ただし、上限額は予算の議決により変更となる可能性がある。 

なお、指定管理者が収入する利用料金の見込額は控除した金額となっている。 

４，０８６，０００円以内（消費税及び地方消費税を含む。） 

   ※「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税

法の一部を改正する等の法律」により、指定期間中における消費税及び地方消費

税の税率改正が予想されるが、指定管理料の積算に当たっては、現行税率（8％）

を基に算定すること。ただし、各年度の協定書に定める指定管理料の額の決定時

には、当該年度に適用すべき税率を基に再度算定し、協議のうえ決定する。 

②支払方法 

指定管理料は、事業年度（４月 1 日から翌年の３月 31 日まで）を基準とし、支払

時期や支払い方法は、指定管理者から提出された事業計画及び支出予算書に基づ

き、協定で定める。 

オートキャンプ場の管理運営に関する経費は、以下のとおりとする。 

なお、年度ごとの業務に差異がない場合は、指定期間中の指定管理料の額は初年

度の額を基本とし、特別な理由がない限り変更や精算は行わない（修繕費を除く）。 

ア 人件費（現場従事者の人件費、手当等） 

イ 業務管理費（業務全般の総合調整に関する経費等） 

ウ 事業費（報償金、消耗品等 ※ただし、企画に係る再委託経費は認めない。） 

エ 一般管理費（法定福利費、印刷製本等） 

オ 施設費（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕費、通信運搬費、保守点検・法

定点検・水質検査等の委託費等） 

カ 管理雑費（施設の維持管理に要するその他雑費） 

キ 租税公課（消費税及び地方消費税、法人税等） 

（３）経理の明確化 

指定管理にかかる業務の経費及び収入は、指定管理者が行っている他の事業と区別

し、明確にすること。 

（４）決算報告 

指定管理者は、法人の毎年度の決算が確定した時点で、法人の決算書及び関係書類

を市に提出すること。これは指定管理者が市から賠償請求されるような事故等が発生

した場合、指定管理者の財産的な賠償能力を確認するためである。 

（５）修繕料の精算 

修繕料については、次に示す金額を上限として、毎年度精算するものとする。 



- 16 - 

 

修繕料 １０９，０８０円以内（消費税及び地方消費税を含む。） 

（６）指定管理業務を対象とした国庫補助金等の取扱い 

指定管理業務の実施にあたり、指定管理者が受けることのできる国や地方公共団体、

独立行政法人等の補助制度があるときは、これを積極的に活用すること。 

ただし、指定管理業務を対象として国庫補助金等の交付を受けた場合は、同一の業務

に対して指定管理料と国庫補助金等の両方が重複して収入されることになるため、精算

等の手続が必要となる場合がある。 

したがって、国庫補助金等の申請を行う際は必ず事前に市に報告し、その取扱い方法

について協議を行うこと。 

（７）電力の小売全面自由化に伴う購入方法の見直しについて 

電力の小売全面自由化に伴い、電力会社や料金メニューを自由に選択することが可能

となったことから、指定管理者は積極的に購入方法の見直しを行い、経費節減等に努め

ること。 

ただし、購入方法を変更した日から１年間の電気料の実績と、前年の同期間における

電気料の実績との間に10％以上の変動があった場合には、その10％を超える部分につ

いて精算を行うこととする。精算方法等については別途市と協議の上決定する。 

なお、見直しにあたっては以下の点に留意すること。 

・契約しようとする電力会社が、小売電気事業者として経済産業省の登録を受けている

こと（電気事業法第２条の２）。 

・指定管理者と電力会社の間で、事故発生時等の緊急対応の体制が整備されていること。 

・電力会社との契約期間は指定期間内とすること。 

（８）ガスの小売全面自由化に伴う購入方法の見直しについて 

ガスの小売全面自由化に伴い、ガス会社や料金メニューを自由に選択することが可

能となったことから、指定管理者は積極的に購入方法の見直しを行い、経費節減等に

努めること。 

ただし、購入方法を変更した日から１年間のガス料金の実績と、前年の同期間にお

けるガス料金の実績との間に10％以上の変動があった場合には、その10％を超える部

分について精算を行うこととする。精算方法等については別途市と協議の上決定する。 

なお、見直しにあたっては以下の点に留意すること。 

・契約しようとするガス会社が、ガス事業者として経済産業省の登録を受けているこ

と（改正ガス事業法第３条（※平成29年４月１日施行予定））。 

・指定管理者とガス会社の間で、事故発生時等の緊急対応の体制が整備されているこ

と。 

・ガス会社との契約期間は指定期間内とすること。 
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10 協定 

議会の議決をもって指定管理者を指定した後、市と指定管理者は、業務を実施するう

えで必要となる詳細事項について協議を行い、これに基づき協定を締結する。 

協定に定める事項 

・事業計画に関する事項 

・市が支払うべき管理費用に関する事項 

・管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項 

・事業報告に関する事項 

・その他必要と認める事項 

 

11 事業評価 

（１）事業評価 

市は、指定期間中に提出された報告書等に基づき事業評価を実施する。 

（２）是正勧告 

事業評価の結果、指定管理者の業務が基準を満たしていないと判断した場合、是正

勧告を行い、当該勧告対象となった事項に改善がみられない場合、市は、指定管理者

に対する支払いの停止、支払額の減額又は指定管理者への指定の取消などの措置を行

うことがある。 

 

12 引継ぎについて 

（１）協定締結後、速やかに業務引継ぎを行うこと。 

（２）引継ぎに係る業務のために支出した費用について、市は一切負担しない。 

（３）指定期間終了もしくは指定取消により、次期指定管理者に業務を引き継ぐ際は、

円滑な引継ぎに協力するとともに、必要な資料を提出すること。 

 

13 監査 

監査委員等が市の事務を監査するのに必要があると認める場合、市は帳簿書類その他

の記録を提出させるとともに、監査委員会への出席を求め、実地に調査することができ

る。 

 

14 市主催事業等への協力 

市が主催する事業等のポスター設置及び市政教室の施設見学などにおける施設の優先

使用などに積極的に協力すること。 

 

15 その他 

（１）条例で定めている業務以外で使用する場合の取り扱い（目的外使用許可） 

自動販売機・売店などを設置する場合は、市長に目的外使用許可書を提出し、許可
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を受けなければならない。（毎年度提出） 

なお、施設内に自動販売機・売店等を設置する場合は、設置に係る費用は指定管理

者が負担するものとし、利用収入は指定管理者のものとする。 

（２）この仕様書に定めのない事項並びに指定管理者の業務の内容及び処理について疑

義が生じた場合は、市と指定管理者が誠意を持って協議し決定するものとする。 
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（市と指定管理者のリスク分担等） 

項          目 市 
指定管

理者 

募集手続き 

公募に関して市が公表した資料の誤り、変更等に

関するもの 
○  

応募費用に関するもの  ○ 

法令変更 
本事業に係る根拠法令の変更、新たな規制立法な

どの成立など 
○  

税制変更 

指定管理者の利益に関わる税制度の新設・変更  ○ 

上記以外の税制度の新設・変更  ○ 

許認可 

事業実施に当たり市が取得すべき許認可の遅

延・失効など ○  

事業実施に当たり指定管理者が取得すべき許認

可の遅延・失効など 
 ○ 

政策変更 市の政策変更による事業の変更、中止など ○  

利用者 指定管理者が行う管理に対する苦情など  ○ 

環境 

市の要求に起因する環境問題（騒音・振動など） ○  

指定管理者が行う管理に起因する環境問題  ○ 

第三者賠償 

市の責任に帰すべき理由による事故により第三

者に与えた損害 
○  

指定管理者が行う管理に起因する事故により第

三者に与えた損害 
 ○ 

上記以外の理由により第三者に与えた損害 リスク条件に応じ

る 

事業中止・変

更 

市の指示、議会の不承認等による事業の中止・延

期など（予算案の不承認、政策変更等） 
○  

上記以外の事由による事業の中止・延期など（不

可抗力を除く） 
 ○ 

業務内容 

変更 

市の指示による業務内容の変更によるもの ○  

上記以外の要因による業務内容の変更  ○ 

再委託管理

責任 
上記以外の要因による事業内容の変更  ○ 
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不可抗力 

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、火災、騒乱

暴動など双方の責任でない自然的、人為的な現

象）による業務の変更、中止 

○  

不可抗力により第三者に与えた損害 ○  

不可抗力による事故時の適切な処理  ○ 

不可抗力による市所有の施設、設備、備品等の損

害（ただし、１０万円以内で可能な修繕は指定管

理者が行う。） 

○  

不可抗力による指定管理者所有の設備、備品等の

損害 
 ○ 

施設損傷 

市の責任に帰すべき理由による事故、火災等によ

り施設が損傷 
○  

指定管理者の責任に帰すべき理由による事故、火

災等により施設が損傷 
 ○ 

第三者の事由による事故、火災等により市の施

設、設備、備品が損傷 
○  

第三者の事由による事故、火災等により指定管理

者の設備、備品が損傷 
 ○ 

維持管理費 

市の指示による維持管理費の増大 ○  

市の指示以外の要因による維持管理費の増大（物

価変動、金利変動、資金調達など） 
 ○ 

利用者数の

変動 

利用者数の変動による収入の変動 

 
 ○ 

オートキャンプ場の管理基準を大幅に超える需

要変動 

リスク条件に応じ

る。 

事業評価 業務内容が市の要求する水準に達しない  ○ 

終了手続 

指定管理期間終了時の施設の水準の保持  ○ 

事業の終了時における手続に関する諸費用  ○ 
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問い合わせ先 

 

静岡市経済局農林水産部 中山間地振興課 

（静岡市林業センター２階） 

〒421-1212 静岡市葵区千代５３８－１１ 

電話  ０５４－２９４－８８０６ 

ＦＡＸ ０５４－２７８－３９０８ 

E-mail  chuusankanchi@city.shizuoka.lg.jp 
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別紙 

静岡市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 

（趣旨）  

第１条 この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65

号。以下「法」という。）第10条第１項の規定に基づき、法第７条に規定する事項に関

し、静岡市職員（非常勤職員及び臨時的任用職員を含む。以下「職員」という。）が適

切に対応するために必要な事項を定めるものとする。  

（定義） 

第２条 この要領において、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）障害者 法第２条第１号に規定する障害者をいう。 

（２）障害 法第２条第１号に規定する障害をいう。 

（３）社会的障壁 法第２条第２号に規定する社会的障壁をいう。 

（不当な差別的取扱いの禁止）  

第３条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、法第７条第１項の規定の趣旨にのっと

り、障害を理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害

者の権利利益を侵害してはならない。 

（合理的配慮の提供）  

第４条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、法第７条第２項の規定の趣旨にのっと

り、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に

おいて、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することと

ならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の

実施について必要かつ合理的な配慮（以下「合理的配慮」という。）の提供をしなけれ

ばならない。 

２ 市がその事務又は事業の一環として実施する業務を事業者（法第２条第７号に規定す

る事業者をいう。）に委託等をする場合は、業務の実施に当たり提供される合理的配慮

の内容に大きな差異が生ずることにより障害者が不利益を受けることのないよう、委託

等の条件に、行政機関等（法第２条第３号に規定する行政機関等をいう。）に準じた合

理的配慮の提供について盛り込むよう努めるものとする。 

（監督者の責務）  

第５条 職員のうち、所属の長の職にある者（以下「監督者」という。）は、前２条に定め

る事項に関し、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次に掲げる事項を実施し

なければならない。 

（１）日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、その監督

する職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせるこ

と。  

（２）障害者等から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申し
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出等があった場合は、迅速に状況を確認し、対処すること。  

（３）不当な差別的取扱いの事実又は合理的配慮の必要性が確認された場合は、監督する

職員に対して適切な指導を行うこと。  

２ 監督者は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処

しなければならない。  

（相談体制）  

第６条 職員による障害を理由とする差別に関する障害者及びその家族その他の関係者か

らの相談等については、各課かいにおいて対応をすることを原則とする。ただし、担当

部署が不明確な場合等にあっては、保健福祉長寿局健康福祉部障害者福祉課又は保健衛

生医療部精神保健福祉課がこれを受け付け、担当の課かいへ取り次ぐ役割を担うものと

する。 

２ 前項本文の規定による対応を行った各課かいの監督者は、当該対応の内容について、

相談等対応報告書（別記様式）により保健福祉長寿局健康福祉部障害者福祉課長に報告

するものとする。  

３ 前項の規定による報告に係る対応の事例は、相談者のプライバシーに配慮しつつ情報

共有を図り、以後の相談等において活用するものとする。 

（研修・啓発）  

第７条 障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、市長は、職員に対し、必要な研

修・啓発を行うものとする。  

（マニュアル等）  

第８条 市長は、この要領の施行に関し、職員が適切に対応するために必要な留意事項や具

体例等を示したマニュアル等を定めるものとする。 

２ 前項のマニュアル等については、必要に応じて各部局ごとに定めることができる。  

附 則  

この要領は、平成28年４月１日から施行する。  
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別記様式（第６条関係） 

第    号 

  年  月  日 

 

（宛先）障害者福祉課長 

所属長 

 職 名  氏 名 

 

相談等対応報告書 

 

 障害を理由とする差別に関する相談等について、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 所属 

（１）課かい名（施設名） 

（２）担当者・電話番号 

 

２ 相談者等の障害の区分 

視覚・聴覚・肢体・知的・精神・その他（     ） 

 

３ 相談等 

（１）相談等を受けた日 

（２）相談等の内容 

（３）対応内容 
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別紙 

個人情報の保護に関する取扱仕様書 

（個人情報保護の基本原則） 

１ 指定管理業務（以下「業務」という。）の実施に当たり、個人情報（個人に関する情

報であって、特定の個人を識別できるものをいう。以下同じ。）について、その保護の

重要性を認識し、個人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。 

 （個人情報の漏えい等の禁止） 

２ 指定管理者は、業務に関して、知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。この

業務が終了し、又は契約が解除された後においても同様とする。 

 （使用者への周知） 

３ 指定管理者は、その使用する者に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知

り得た個人情報を他人に知らせ、又は契約の目的以外に利用してはならないこと等の個

人情報の保護の徹底に関する事項を周知しなければならない。 

 （適正な管理） 

４ 指定管理者は、業務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止を図るた

め、管理責任者を選任し、個人情報の適切な管理を行わせる等個人情報の適正な管理に

ついて必要な措置を講じなければならない。 

 （収集の制限） 

５ 指定管理者は、業務において個人情報を収集するときは、当該業務を実施するために

必要な範囲内で、本人から直接収集しなければならない。 

 （利用及び提供の制限） 

６ 指定管理者は、市の指示又は承諾があるときを除き、業務に係る個人情報を当該業務

の目的以外に利用し、又は提供してはならない。 

 （複写及び複製の禁止） 

７ 指定管理者は、市の指示又は承諾があるときを除き、業務の実施に当たり市から提供

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。 

 （資料等の返還） 

８ 指定管理者は、業務の実施に当たり市から提供され、又は指定管理者が収集し、若し

くは作成した個人情報が記録された資料等を、業務の終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。 

 （再委託等における個人情報の取り扱い） 

９ 指定管理者は、市の承認を受けて業務を再委託する場合は、再委託を受けた者との間

で締結する契約書等に、この個人情報の保護に関する規定を準用する旨を明記しなけれ

ばならない。この場合において、指定管理者は、当該契約書等の締結後、速やかにその

写しを市に提出するものとする。 

 （事故発生時における報告） 
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10  指定管理者は、業務の実施において、この仕様書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、直ちに市に報告し、市の指示に従うものとする。

業務が終了し、又は契約が解除された後においても同様とする。 

 


