
静岡市清水松風荘の管理に係る協定書 

 静岡市（以下「甲」という。）と          （以下「乙」という。）との間に、

静岡市清水松風荘の管理について次のとおり協定を締結する。 

 （信義誠実の義務） 

第１条 甲及び乙は、信義に従い、この協定を誠実に履行するものとする。 

 （業務の内容） 

第２条 甲は、静岡市養護老人ホーム条例（平成 15 年静岡市条例第 142 号。以下「条例」

という。）第４条の規定に基づき、乙に条例第８条各号に掲げる静岡市清水松風荘の管理

（以下「管理業務」という。）を行わせる。 

２ 管理業務は、業務仕様書（別紙１）にしたがって行うものとする。 

 （協定の期間） 

第３条 この協定の期間は、令和３年４月１日から令和４年３月 31日までとする。 

 （管理費用及び管理費用の支払い） 

第４条 甲が支払う管理業務に要する費用は、金            円（うち消費税

及び地方消費税の額  － 円）とする。 

２ 前項の規定により甲が支払う管理業務に要する費用は、老人福祉法第 11 条の規定によ

る措置事務の実施に係る指針（平成 18 年１月 24日付老発 0124001 号厚生労働省老健局長

通知）により定められた老人保護措置費支弁基準によるものとする。 

３ 乙は、第１項に規定する管理費用を次の表に掲げるところにより甲に請求するものとし、

甲は、乙の請求書を受理した日から 30日以内に概算払により支払うものとする。 

区 分 支 払 月 請 求 金 額 内 訳 

第 1回目 ４月 ４月分 

第２回目 ５月 ５月分 

第３回目 ６月 ６月分 

第４回目 ７月 ７月分 

第５回目 ８月 ８月分 

第６回目 ９月 ９月分 

第７回目 10 月 10 月分 

第８回目 11 月 11 月分 

第９回目 12 月 12 月分 

第 10 回目 １月 １月分 

第 11 回目 ２月 ２月分 

第 12 回目 ３月 ３月分 

４ 乙は、第２項に規定する管理費用の額を毎月積算し、その合計額と第１項に規定する管

理業務に要する費用との差額について年度末に精算するものとする。 

 （事業報告） 

第５条 乙は、第３条の期間終了後 30 日以内に、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第



244 条の２第７項に規定する事業報告書を甲に提出し、甲は、当該報告書の提出を受けた

ときは、その日から 10日以内に検査を行うものとする。 

 （業務の委託等の禁止） 

第６条 乙は、第三者に対し、条例第８条に規定する業務を委託し、又は請け負わせてはな

らない。ただし、特別な理由がある場合で、あらかじめ甲の書面による承認を受けた場合

は、この限りでない。 

 （帳簿等の保存） 

第７条 乙は、管理業務の会計に関する帳簿及び書類等を、その完結の日から 10 年間保存

するものとする。 

（防火管理者の業務に関する事項）） 

第８条 乙は、管理業務を実施するにあたり、防火管理者の業務に関し、静岡市清水松風荘

の防火管理者の業務の委任に係る確認書（別紙２）に定める事項を遵守しなければならな

い。 

 （保安管理に関する事項） 

第９条 乙は、管理業務を実施するにあたり、保安管理の業務に関し、静岡市清水松風荘の

自家用電気工作物の保安に関する確認書（別紙３）に定める事項を遵守しなければならな

い。 

 （防犯カメラ等の管理、運用） 

第 10 条 乙は、静岡市清水松風荘の施設に設置された防犯カメラ等の管理及び運用につい

ては、甲が定めた静岡市防犯カメラ等の個人情報の保護に配慮した設置及び運用に関する

要綱（平成 18年２月１日施行）に基づき実施するものとする。 

２ 乙は、防犯カメラ等の管理に関する責任者及び操作者を選任し、甲に報告するものとす

る。変更したときも、また同様とする。 

 （個人情報の保護に関する事項） 

第 11 条 乙は、管理業務を実施するにあたり、個人情報の保護に関し、個人情報の保護に

関する取扱仕様書（別紙４）に定める事項を遵守しなければならない。 

 （情報公開） 

第 12 条 乙は、静岡市情報公開条例（平成 15年静岡市条例第４号）の趣旨に即して、自ら

が保有する指定管理業務に係る情報の公開に努めなければならない。 

 （指定取消に伴う損害賠償） 

第 13 条 地方自治法（昭和 22年法律第 67 号）第 244 条の２第 11 項の規定により、甲が乙

の指定を取り消し、又は管理業務の全部又は一部を停止した場合において、甲に損害が生

じたときは、乙がその責めを負うものとする。 

２ 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の２第 11 項の規定により、甲が乙の指

定を取り消し、又は管理業務の全部又は一部を停止した場合において、乙に損害が生じて

も、甲は一切の責めを負わない。 



（損害賠償） 

第 14 条 乙は、委託業務の実施に当たり、甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、その損

害について賠償の責めを負うものとする。 

２ 委託業務の実施に当たり、乙又は乙の従業員に損害を生じても、甲は、その責めを負わ

ない。 

（不当な取引制限等に係る損害賠償の予約） 

第 15 条 乙は､この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解

除するか否かにかかわらず、損害賠償金として委託料の 10 分の２に相当する額を甲に

支払わなければならない。この契約が履行された後においても、同様とする。 

（１）私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22年法律第 54号。以下「独

占禁止法」という。）第３条又は第８条第１号の規定に違反するとして、独占禁止法第

７条若しくは第８条の２の規定による排除措置命令又は独占禁止法第７条の２第１項

（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定による課徴金納付命令

を受け、当該命令が確定したとき。 

（２）乙又はその役員若しくは使用人が、独占禁止法第 11章の規定又は刑法（明治 40年法

律第 45 号）第 96 条の６若しくは第 198 条の規定に該当して有罪判決を受け、当該判決

が確定したとき。 

２ 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項の規定による損害賠償金の額を超える場

合においては、甲が当該超過する金額の賠償を乙に請求することを妨げるものではない。 

３ 第１項の規定に該当したことによりこの契約を解除された場合において、静岡市契約規

則（平成 15 年静岡市規則第 47 号）第 47 条第３項の規定により契約保証金額に相当する

額を支払うときにおいても、甲が第１項の損害賠償金の支払を乙に請求することを妨げる

ものではない。 

（協定の解除） 

第 16 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、この協定を解除する

ことができるものとする。 

（１）次のアからオまでのいずれかに該当するとき。 

ア 役員等（静岡市の事務事業の協定相手方が個人である場合にはその者を、法人である

場合にはその役員又はその支店若しくは常時協定を締結する事務所の代表者をいう。以

下同じ。）が暴力団員等（静岡市暴力団排除条例（平成 25 年静岡市条例第 11 号）第２

条第３号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同条第２号に規定

する暴力団員をいう。以下同じ。）の配偶者（暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚

姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）で

あると認められるとき。 

イ 暴力団（静岡市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）、

暴力団員等又は暴力団員の配偶者が経営に実質的に関与していると認められるとき。 



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

る目的をもって、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者を利用するなどしたと認め

られるとき。 

エ 役員等が、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者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若しく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、暴力団員等又は暴力団員の配偶者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。 

（２）前号に定める場合のほか、乙がこの協定の条項に違反したとき。    

２ 前項の規定によりこの協定が解除された場合において、甲に損害が生じたときは、乙が

その責めを負うものとする。 

３ 第１項の規定によりこの協定が解除された場合において、乙に損害が生じても、甲は一

切その責めを負わない。 

 （市長への報告等） 

第 17 条 乙は、協定の履行に当たって、暴力団員等による不当な行為を受けたときは、市

長に報告するとともに、所轄の警察署長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。 

（定めのない事項等の処理） 

第 18 条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、法令（静岡市の条

例、規則等を含む。）の定めによるもののほか、甲、乙協議のうえ処理するものとする。 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙両者記名押印のうえ、各自１通

を保有する。 

令和３年４月１日 

  静岡市葵区追手町５番１号 

                      甲 

静岡市長  田 辺  信 宏 

乙   


