
静岡市清水中央老人福祉センター 指定管理者業務仕様書 

  

この仕様書は、静岡市清水中央老人福祉センター指定管理者の業務の内容等を示すもので、

その要領は下記のとおりとするが、業務の実施にあたっては、静岡市老人福祉センター条例（平

成15年静岡市条例第138号）及び同施行規則を遵守するものとする。 

 

記 

 

１ 施設の設置目的・運営方針 

（１）設置目的 

老人福祉法（昭和38年法律第133号）第15条第１項に規定する老人福祉施設として、高齢

者に関する各種の相談に応ずるとともに、高齢者に対して、健康の増進、教養の向上及レ

クリエーションの為の便益を総合的に供与することを目的とする。 

（２）運営方針 

    本施設は、高齢者の健康増進、孤立防止、生きがいの創出と社会参加を進める活動拠点 

として、高齢者が住み慣れた地域で、健康で、その人らしい生活を送ることができるよう、

介護予防事業や教養講座等の充実を図っていくとともに、併せて次の項目を遵守すること。 

ア 窓口対応、電話対応、館内案内など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。 

イ 安全管理に十分配慮し、火災、損傷等を防止して財産の保全を図るとともに、利用者

及び業務従事者の安全確保に努めること。 

  ウ 衛生管理に十分配慮し、常に快適な利用ができる状態の保持に努めること。 

  エ 効率的な運営を行い運営費の縮減に努めるとともに、環境負荷の低減と施設・設備の

良好な維持管理に努めること。 

  オ 個人情報の保護を徹底すること。 

  カ 民生委員、地域の福祉団体と連携をはかり、全市的に福祉の向上を図ること。 

  キ 福祉啓発や福祉教育に積極的に取り組むこと。 

（３）目標 

  ５年後の年間利用者数 45,000人（参考：令和元年度の年間利用者数 33,841人） 

 

２ 指定管理業務の内容 

（１）指定管理業務を行う施設 

  ア 名 称  静岡市清水中央老人福祉センター 

  イ 所在地  静岡市清水区宮代町１番１号 

  ウ 規 模  鉄骨鉄筋コンクリート造 地上６階、地下１階  

延べ床面積6949.48㎡ 

  エ 建築時期 平成11年５月 

（２）指定管理者が直接行う業務  

施設の設置目的を達成するための主要な業務は、指定管理者が直接実施することを原則

とし、そ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、主要業務が多岐にわたり、指定管理者のみでは実施が困難であると認められる

場合など、事前に市の承認を得た場合に限り、当該業務を直接実施することができる専門

業者等に主要業務の一部を委託することができる。 

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

正で透明な手続き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企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。 

  ア 利用者に対する業務 

（ア）施設の使用許可及び利用の制限 

（イ）施設の利用受付 

（ウ）施設の利用方法等案内及び指導業務 

（エ）施設利用者の安全巡視業務 

（オ）電話等による施設利用等の対応業務 

（カ）施設利用者との連絡調整業務 

（キ）緊急時等における施設利用者の避難誘導 

（ク）バスの運行業務  

（ケ）その他、利用者に対して必要な業務 

イ 施設の維持管理業務 

（ア）施設及び備品等の維持管理に必要な消耗機材等の補充管理業務 

（イ）各月分の利用状況報告書等の作成 

（ウ）施設の修繕については、原則として次のとおりとする。 

a 小規模修繕・・・ 指定管理者（30万円以下） 

b 大規模修繕・・・ 静岡市（30万円超） 

c 緊急修繕・・・・ 協議による 

（エ）「公衆浴場における衛生等管理要領等について」（平成12年12月15日生衛第1811号厚

生省生活衛生局長通知）を遵守し、換水及び塩素濃度管理等の適切な浴室衛生管理を

実施すること。 

（オ）その他、施設等の維持管理に必要な業務 

ウ 老人に対する各種相談事業及び健康の増進、教養向上及びレクリエーションに関する

事業の企画及び実施の業務 

（ア）生活相談に関すること。 

（イ）健康相談に関すること。 

（ウ）介護予防に関すること。 

（エ）教養講座等の実施に関すること。 

前後期教室の実施・自主事業を積極的に実施すること。自主事業の企画・実施にあ

たっては、利用者等の要望・意見に配慮すること。 

（オ）老人クラブ活動及び運営に対する援助等を行うこと。 

各地区老人クラブとの連絡調整を行い、各地区連合会活動に支障のきたすことの無

いよう、配慮すること。 

（カ）前後期教養教室等に係る広報しずおかへの掲載依頼については、高齢者福祉課を通

じ行うこと。 

（キ）民生委員、地域の福祉団体と連携し、福祉の向上を図ること。 

（ク）その他、市長が必要と認める事業   

（３）第三者に委託することができる業務 

施設、設備、機器等の維持管理に関する業務（保守点検、修繕、清掃、警備など）につ

いては、第三者に委託することができる。 

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

正で透明な手続き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企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。 

（４）利用者満足度調査及び市民アンケートの実施 

   利用者満足度調査（施設の利用者を対象とした満足度調査）及び市民アンケート調査（施

設の利用者に限定しない調査）を年度ごとに実施し、分析を行って施設の管理運営に反映



するとともに、市に対してその調査結果を報告すること。 

（５）指定管理者による自己評価 

   年度終了後１ヵ月以内に、市が行う年度評価と同様の方法により、当該年度の指定管理

業務について自己評価を行い、次年度以降の指定管理業務の改善を図るとともに、その結

果を事業報告（年度報告）の中で報告すること。  

（６）定期報告（月次報告） 

   毎月、下記の事項を記載した前月分の月次報告書を市に提出すること。 

  ア 施設利用状況 

  イ 職員の配置状況（勤務実績） 

  ウ 業務実施状況（施設・設備の定期点検や第三者に委託した業務の実施状況を含む。） 

  エ その他、指定管理業務の適切な実施を確認するために必要な事項 

（７）事業報告（年度報告）    

毎年度終了後、１ヵ月以内に以下の内容を添付した事業報告書を提出すること。 

  ア 管理業務の実施状況 

イ 施設の利用状況（利用人数等） 

ウ 収支状況報告書 

エ 財務諸表 

オ 利用者からの意見・要望及び苦情の内容と対応状況 

カ 利用者満足度調査及び市民アンケート調査の実施状況、考察 

キ 自己評価の結果 

（８）次年度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。 

（９）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、「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。 

（10）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

引き」に基づき対応を行うこと。 

（11）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（火災や地震等の非常時における危機管理体制などに

ついて）を作成すること。 

（12）その他指定管理者が行わなければならない業務 

  ア 随時報告 

    事故や災害の発生のように緊急な事項や、指定管理者と金融機関の取引停止、指定管

理者の法人格の変更に関わる事項など指定管理の継続に影響がある事項については、随

時報告を行うこと。 

    また、指定管理者が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、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うこと。 

イ その他報告書の提出 

その他必要に応じて、市から利用状況等について報告書の提出を求めることがあるた

め、必要な協力を行うこと。 

ウ 報告書の内容の調査 

    市へ提出された報告書の内容については、必要に応じて市が実地調査を行い、また、

必要書類の提出を求めて調査することがあるため、必要な協力を行うこと。これらの調



査に基づいて、市では、指定管理者制度の効果を検証するため、事業の評価を実施する。 

 

３ 指定期間 

  令和３年４月１日から令和８年３月31日 ５年間 

  この期間は、静岡市議会での議決により決定する。 

 

４ 管理の基準等 

（１）開館時間、休館日 

   開館時間及び休館日は、原則として以下のとおりとする。ただし、指定管理者が必要が 

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。 

ア 開館時間  午前９時から午後９時までとする。 

イ 休館日 

（ア）毎月の第３日曜日 

（イ）国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 

（ウ）12月29日から翌年の１月３日までの日 

（２）使用許可の基準等 

   使用許可の基準等は、当該処分の処分庁である指定管理者が、市と協議のうえ定める（優

先利用に関する基準も同様）。 

   また、この基準と標準処理期間を、静岡市行政手続条例（平成15年静岡市条例第８号）

第５条第３項及び第６条の規定により、当該施設において公表する。 

（３）遵守すべき事項 

   指定管理業務の実施に当たっては、以下の法令等を遵守し、施設の適正な管理運営に努

めること。なお、関係法令等に改正があった場合は、改正された内容を遵守すること。 

ア 地方自治法（昭和22年法律第67号） 

イ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号） 

ウ 老人福祉法（昭和38年法律第133号） 

エ 老人福祉法施行令（昭和38年政令第247号） 

オ 老人福祉法施行規則（昭和38年厚生省令第28号） 

カ 老人福祉法による老人福祉センターの設置及び運営について（昭和52年社老第48号厚

生省社会局長通知） 

キ 社会福祉法（昭和26年法律第45号） 

ク 静岡市老人福祉センター条例（平成15年条例第138号） 

ケ 静岡市老人福祉センター条例施行規則（平成15年規則第93号） 

  コ 静岡市老人福祉センターに関して市が定める要綱、要領等 

  サ 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。） 

  シ その他関係法令 

（４）文書の管理及び保存 

指定管理業務の実施にあたり、次に掲げる帳簿等を備え、施設の適正な管理運営に努め

ること。 

また、作成又は取得した文書等は、市の文書事務に関する諸規定に基づいて、別途文書

の管理に関する規定等を定め、適正に管理及び保存する。 

   ア 管理に関する帳簿 

（ア）事業日誌 

（イ）施設運営に必要な諸規定 

（ウ）年間事業計画及び事業実施状況表 

（エ）職員に関する書類 

（オ）設備及び備品に関する書類 

（カ）その他管理に必要と思われる帳簿及び書類等 



イ 利用者に関する書類 

（ア）各種施設管理に係る申請書 

（イ）その他必要と思われる書類等 

ウ 会計経理に関する帳簿及び書類 

（ア）収支予算及び収支決算に関する帳簿及び書類 

（イ）金銭の出納に関する帳簿及び書類 

（ウ）物品等の受払に関する帳簿及び書類 

（エ）資金に関する帳簿及び書類 

（オ）その他必要と思われる書類等 

エ その他管理運営業務に必要と思われる帳簿及び書類等 

（５）個人情報の取扱い 

   個人情報の取扱いについては、別紙１「個人情報の保護に関する取扱仕様書」に従って、

十分注意すること。 

（６）情報公開 

   指定管理業務を行うに当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   

る情報の公開は、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。 

（７）施設管理におけるリスク分担 

   市と指定管理者のリスク分担は、「市と指定管理者のリスク分担表」（別表）のとおりと

する。 

   ただし、表で定める事項で疑義がある場合又は当該分担表に定めのない事項については、

市と指定管理者が協議の上、決定することとする。 

（８）災害時におけるリスク分担 
ア 大規模災害以外の災害時のリスク分担、役割等 

    協定書締結の際に市と指定管理者で協議し、確認した内容を事業計画書に記載するこ 
と。 

  イ 大規模災害時のリスク分担、役割等 
    本市における公の施設には地震・風水害等の大規模災害発生時において、避難所等と 

して極めて重要な役割を担うことが想定されており、静岡市地域防災計画に位置付けら 
れている。 

    当該施設は、静岡市地域防災計画において津波避難ビル、津波緊急避難場所及び指定 
避難所（避難所等）として位置付けられているため、別途総務局危機管理総室危機管理 
課・総務課が作成したひな型により「災害時等における施設利用の協力に関する協定」 
を締結する必要がある。また、協定締結後は「指定管理者災害対応の手引―指定管理者 
制度導入施設避難場所等災害対応マニュアル ひな型―」を参考に大規模災害時等の協 
力体制についてマニュアル等を整備するよう努めること。 

  ウ 指定管理者は、災害時等の状況により、地域防災計画に定めのない事項について静岡 
市から協力を求められた場合は、それに協力するよう努める義務を負うものとする。 

（９）賠償責任と保険の加入 

指定管理業務の実施に当たり、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

た損害については、施設の設置者である市が賠償責任を負うが、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については、指定管理者が賠償責任を負う。 

このいずれの理由にもよらない事故により第三者に与えた損害については、その賠償責

任について、両者で協議することとする。 

また、指定管理者に起因する火災等による施設の損壊についても、市は、指定管理者に

対して損害を請求することができる。 



以上のことから、指定管理者は、想定される損害賠償請求に対応できるよう任意の賠償

責任保険に加入すること。 

（10）備品 

施設に必要不可欠な設備備品については、市が用意するものとし、管理運営業務の遂行

に当たり必要となる事務用備品については、指定管理者が負担するものとする。 

市は、別紙２「静岡市清水中央老人福祉センター備品リスト」に記載のものを、無償に

て貸与する。ただし、備品の所有権は市に帰属するため、備品台帳等による管理を徹底す

るなど、静岡市物品管理規則（平成15年規則第51号）等に基づき適正な管理に努めるとと

もに、指定期間が終了したときは、原状回復し、市に返却すること。 

また、新たな備品の購入や更新については、予算の定める範囲において、市が必要と認

めた場合に市が整備する。   

なお、施設修繕の必要が生じた場合は、事前に市と協議するものとする。 

（11）新型コロナウイルスその他新たな感染症への対応 

施設の管理運営やイベント等の開催に当たっては、国、静岡県、静岡市から示された新

型コロナウイルスその他新たな感染症に係る対応方針等に基づき、市と協議の上、必要な

対策等を講じること。 

なお、全国的なイベント等については別途定める「全国的なイベント等の相談への施設

管理者としての対応について」により対応すること。 

 

５ 管理体制（組織） 

（１）資格等 

   指定管理者は、施設に１人以上、管理的・監督的な地位にあり、防火管理等の知識や資

格を有する甲種防火管理者を配置する。 

（２）人員 

   指定管理業務を円滑、安全に実施するため、次の人員を置く。このうち１人は甲種防火 

管理者の資格を有していること。また、円滑な管理運営を行うために十分な知識と能力を

有する職員を確保し、必要な組織体制を整えること。 

   なお、必要があると認めるときは、人員を増やしても差し支えない。 

・館長１名、社会福祉主事（若しくは準ずる者）２名以上及び浴室受付１名を配置する。 

（休日の人員体制については、別途市と協議し、承認を得て決定するものとする。） 

（３）非常時の体制 

  ア 危機管理マニュアルの作成 

火災や地震、事務事故等の非常時における危機管理体制を整備するため、市と協議の

うえ、危機管理マニュアルを作成する。 

イ 防火管理者の権限 

防火管理者は、管理権限者（静岡市長）から次に掲げる権限が付与される。 

（ア）消防計画の作成、見直し及び変更に関する権限 

（イ）避難施設等に置かれた物を除去する権限 

（ウ）避難又は防災上必要な構造及び設備の維持管理に関する権限 

（エ）消火、通報及び避難訓練の実施に関する権限 

（オ）消防用設備等の点検及び整備の実施に関する権限 

（カ）不適切な工事に対する中断、器具の使用停止及び危険物の持ち込みの制限に関する

権限 

（キ）収容人員の適正な管理に関する権限 

（ク）防火管理業務従事者に対する指示、監督に関する権限 

（ケ）その他防火管理者の業務を遂行するために必要な権限 

ウ 防火管理者の業務 

防火管理者は、次に掲げる業務を実施し、かつ、当該内容について十分な知識を有す



ること。 

（ア）消防計画の作成、見直し及び変更に関すること。 

（イ）避難施設等の管理に関すること。 

（ウ）避難又は防災上必要な構造及び設備の維持管理に関すること。 

（エ）消火、通報及び避難訓練の実施に関すること。 

（オ）消防用設備等の点検及び整備の実施に関すること。 

（カ）火器の使用等危険な行為の監督に関すること。 

（キ）収容人員の適正な管理に関すること。 

（ク）防火管理業務従事者に対する指示、監督に関すること。 

（ケ）その他防火管理者として行うべき業務に関すること。 

エ ＡＥＤの研修 

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の操作方法習得のため、定期的に施設職員に対する研

修を実施すること。 

また、ＡＥＤが正常に稼働できるよう日常点検を実施すること。 

（４）その他 

  ア 事業計画書への明示 

    従事予定者や採用計画とともに、どのような業務をどのような体制で実施するのかを

事業計画書に明示すること。 

イ 来館者数の実績                           （人） 

 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

来館者数 45,722 40,517 33,841 

 

６ 指定管理経費 

（１）指定管理料の上限額 

   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。 

35,851千円以内（消費税及び地方消費税を含む。） 

（２）積算経費 

  指定管理料の積算経費については、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 

  イ 業務管理費（健康診断費、互助会費、業務総合調整費、安全管理費等）   

ウ 事業費（謝金、消耗品費、印刷製本費、使用料、通信運搬費等） 

エ 一般管理費（退職金引当費、法定福利費等） 

  オ 施設費（消耗品費、印刷製本費、光熱水費（清水社会福祉会館分は含まない）、修繕費、 

通信運搬費、委託費、使用料、手数料等） 

  カ 管理雑費 

  キ 消費税相当額 

（３）指定管理者の収入   

指定管理業務に係る収入については、以下のとおりとする。 

  ア 市からの指定管理料 

  イ 利用料金 

  ウ 事業費収入(会費収入、講座受講料等) 

（４）使用料（利用料金）の帰属 

指定管理期間開始前に市（現指定管理者）が販売した回数券や定期利用券の代金、事前

予約により収納した使用料（利用料金）は、市（現指定管理者）の収入とする。指定管理

者は、これらの回数券や定期利用券、使用料（利用料金）が事前収納された予約の利用が



あったときは、サービスの提供を行わなければならない。 

なお、この取扱いは次回更新時も同様とする。 

（５）支払方法  

指定管理料は概算払いとし、年12回の分割払とし、指定管理者の請求に基づいて支払う。 

（６）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。 

   修繕料 713千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

（７）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当たり、指定管理者が受けと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。 

（８）その他 

   指定管理業務に係る経費と団体自体の経費の区別を明確にすること。（管理口座を別にす

るなど。） 

 

７ その他 

（１）事務引継ぎ 

   指定管理期間が終了し、指定管理者が交代する際は、次の指定管理者（候補者）が円滑

に指定管理業務を実施することができるよう、必ず引継を行わなければならない。 

   また、初回の引継では、市が立ち会った上で引継の日程や方法、項目を決定するものと

する。 

   なお、引継に係る経費は、指定管理者（候補者）が負担するが、市議会で指定管理者の

指定議案が否決された場合には、それまでに負担した準備経費等は補償しない。 

（２）文書引継ぎ 

指定管理者が指定管理業務を実施する上で作成した文書、収集した文書等については、

市に引き継ぐものとする。なお、市は必要に応じて、次期の指定管理者に当該文書を引き

継ぐ。 

（３）目的外使用許可 

   電柱等の設備の設置許可については、指定管理者の業務範囲外であり、市が行政財産の

目的外使用許可等を行い、使用料を徴収するものとする。 

   また、自動販売機の設置については、市が貸付により直接行うこととし、その貸付料は

市の収入とする。 

  その他、指定管理者が目的外使用許可を得る必要がある場合は、別途市に申し出ること。 

（４）市主催事業等への協力 

   指定管理者は、市の施策や事業、防災訓練、災害時の対応等に極力協力すること。 

（５）監査への協力 

   市の監査委員による監査及び外部監査人による監査の対象となった場合には、積極的に

協力しなければならない。 

   また、監査委員等が市の事務を監査するために必要があると認める場合、市は帳簿書類

その他の記録を指定管理者に提出させるとともに、監査会場への出席を求め、実地に調査

することができる。 

（６）原状回復 

   指定期間の満了や指定取消があった場合には、市が認める場合を除いて、当該施設を速

やかに原状に回復しなければならない。 



（７）法律改正等に伴う光熱水費の購入方法の見直しについて 

   電力・ガスの小売全面自由化に伴い、電力・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年間の電気料・ガス料金の実績と、前年同期間に

おける電気料・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。 

  ア 契約しようとする電力会社・ガス会社が、小売電気事業者・小売ガス事業者として経

済産業省の登録を受けていること。 

  イ 指定管理者と電力会社・ガス会社の間で、事故発生時等の緊急体制の整備がされてい

ること。 

  ウ 相手方との契約期間は指定期間内とすること。 

（８）事故時の措置 

   次の掲げる事故が発生した場合は、速やかに適切な処置をとり、警察署・消防署・市に

連絡すること。 

  ア 管理施設内で火災が発生した場合 

  イ 管理施設内で地震・風水害又は突発的な災害が発生し、利用者及び管理施設内に事故

があった場合 

  ウ その他管理施設内で事故等が発生した場合 

（９）従事者に関する措置 

  ア 従事者の名簿を市に届け出るものとし、従事者に異動があった場合も同様とする。ま

た、名簿には配置従事者の実務経歴等を掲載すること。 

  イ 従事者は名札をつけ、節度ある服装で業務を遂行すること。 

  ウ 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代替要員を確保

する等、遅滞なく業務を遂行すること。 

  エ 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に配置すること。 

  オ その他、服務規律について従事者に十分教育を行うこと。 

（10）環境への配慮 

   指定管理者は、次のような環境に配慮した指定管理業務の実施に努めること。 

  ア 環境に配慮した商品及びサービスの購入（グリーン購入）を推進し、また、廃棄に当

たっては、資源の有効活用や適正処理を図ること。 

  イ 電気、ガス、水道等のエネルギー使用量の削減に向けた目標を設定し、取組みを推進

すること。 

  ウ 化学物質及び感染性廃棄物等のリスク管理を行い、環境や人に影響を及ぼす事故を防

止すること。 

  エ 施設の利用者等に対して環境の保護等に関する情報提供に努めるとともに、業務に関

わる者に対する教育及び学習の推進に努めること。 

（11）守秘義務 

指定管理者は、指定管理業務を行うにあたり、業務上知り得た内容を第三者に漏らした

り、自己の利益のために使用しないこと。 



（12）事業の継続が困難となった場合における措置 

   指定管理者は、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は、速やか

に市に報告しなければならない。その場合の措置については次のとおりとする。 

  ア 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

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、又はその

おそれが生じた場合には、市は指定管理に対して改善勧告等の指示を行い、期間を定め

て改善策の提出及び実施を求めることができる。この場合、指定管理者がその期間内に

改善できなかった場合等には、市は指定管理者の指定を取り消し、又は業務の全部若し

くは一部の停止を命じることができるものとする。 

イ 指定が取り消された場合等の賠償 

アにより指定管理者の指定が取り消され、又は業務の全部若しくは一部が停止された

場合、指定管理者は、静岡市に生じた損害を賠償しなければならない。 

  ウ 不可抗力による場合 

不可抗力その他市又は指定管理者の責めに帰すべきことができない事由により、業務

の継続が困難となった場合、市と指定管理者は、業務継続の可否等について協議を行い、

継続が困難と判断した場合、市は指定管理者の指定を取消し、又は業務の全部若しくは

一部の停止を命じることができるものとする。 

（13）その他 

  ア 遺失物に係る適正な管理について、遺失物法（平成18年法律第73号）に則り実施する

こと。 

  イ 要望や苦情、トラブル等は迅速かつ適切に処理すること。 

  ウ 指定管理者への要望、苦情等で重要なものは速やかに市に報告すること。 

  エ 盗難事故防止及び事件の防止措置をとること。 

  オ 市及び住民、関係団体、官公庁等との連係を図った事業運営を行うこと。 

カ 事務処理マニュアル及び危機管理マニュアルの内容を、職員に周知徹底すること。 

キ 指定管理者は、この仕様書等に記載のない事項については、市と協議し決定すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙１） 

個人情報の保護に関する取扱仕様書 

 

１ 個人情報保護の基本原則 

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。 

２ 個人情報の漏えい等の禁止 

  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。 

３ 使用者への周知 

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。 

４ 適正な管理 

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。 

５ 収集の制限 

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。 

６ 利用及び提供の制限 

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。 

７ 複写及び複製の禁止 

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。 

８ 資料等の返還 

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。 

９ 再委託等における個人情報の取り扱い 

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。 

10 事故発生時における報告 

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。 



（別紙２） 静岡市清水中央老人福祉センター備品リスト

品名 個数 規格 備考

1 パンフレットスタンド 1 ＩＴＯ 0000066447

2 レターケース 1 ＨＫＳ�０７２２Ｃ�ＴＥ 0000067551

3 テーブル 1 座卓ＺＴ�１１３ 0000153305

4 テーブル 1 座卓ＺＴ�１１３ 0000153306

5 テーブル 1 座卓ＺＴ�１１３ 0000153307

6 テーブル 1 座卓ＺＴ�１１３ 0000153308

7 テーブル 1 座卓ＺＴ�１１３ 0000153309

8 テーブル 1 座卓ＺＴ�１１３ 0000153310

9 テーブル 1 座卓ＺＴ�１１３ 0000153312

10 テーブル 1 座卓ＺＴ�１１３ 0000153313

11 テーブル 1 座卓ＺＴ�１１３ 0000153314

12 テーブル 1 座卓ＺＴ�１１３ 0000153315

13 テーブル 1 座卓ＺＴ�１１３ 0000153316

14 テーブル 1 座卓ＺＴ�１１３ 0000153317

15 テーブル 1 座卓ＺＴ�１１３ 0000153318

16 テーブル 1 座卓ＺＴ�１１３ 0000153319

17 テーブル 1 座卓ＺＴ�１１３ 0000153320

18 テーブル 1 座卓ＺＴ�１１３ 0000153321

19 テーブル 1 座卓ＺＴ�１１３ 0000153322

20 テーブル 1 座卓ＺＴ�１１３ 0000153323

21 テーブル 1 座卓ＺＴ�１１３ 0000153324

22 テーブル 1 座卓ＺＴ�１１３ 0000153325

23 テーブル 1 座卓ＺＴ�１１３ 0000153326

24 テーブル 1 座卓ＺＴ�１１３ 0000153327

25 テーブル 1 座卓ＺＴ�１１３ 0000153328

26 テーブル 1 座卓ＺＴ�１１３ 0000153329

27 テーブル 1 座卓ＺＴ�１１３ 0000153330

28 テーブル 1 座卓ＺＴ�１１３ 0000153331

29 テーブル 1 座卓ＺＴ�１１３ 0000153332

30 テーブル 1 座卓ＺＴ�１１３ 0000153333

31 テーブル 1 座卓ＺＴ�１１３ 0000153334

32 テーブル 1 座卓ＺＴ�１１３ 0000153335

33 保管庫 1 書庫�ＫＯＫＵＹＯ�Ｓ�６１５ＢＦ４Ｃ 0000153351

34 保管庫 1 書庫�ＫＯＫＵＹＯ�Ｓ�６１５ＢＦ４Ｃ 0000153352

35 食器棚 1 食器棚�ＫＯＫＵＹＯ�ＢＫ�Ｗ１２０Ｆ１ 0000153353

36 ホワイトボード 1 ホワイトボード�ＢＢ�Ｒ６３６Ｗ１Ｗ１ 0000153354

37 演台 1 演台�ＫＯＫＵＹＯ�ＷＡ�１１Ｔ 0000153355

38 自動血圧計 1 自動血圧計 0000156422

39 テーブル 1 座卓ＺＴ�１１３ 0000179275

40 花台 1 花台 0000179276

41 業務用デジタルステレオパワーアンプ 1 オーディオテクニカ�ＡＴ�ＤＡ７０ 0000188147

42 業務用カラオケスピーカー 1 オーディオテクニカ�ＳＰ�１６０ 0000188148

43 自動血圧計 1 健太郎�フクダコーリン�ＨＢＰ�９０２０ 0000195842

44 医療機器一般 1 血圧計専用架台（HBP-9020/9021ﾖｳ） L-001

45 庁用器具椅子 1 演漆�宴楽椅子�華の宴�１１�５７�５�ＳＨ３５０�Ａ�Ｌ２ L-002

46 庁用器具椅子 1 演漆�宴楽椅子�華の宴�１１�５７�５�ＳＨ３５０�Ａ�Ｌ２ L-003

47 庁用器具椅子 1 演漆�宴楽椅子�華の宴�１１�５７�５�ＳＨ３５０�Ａ�Ｌ２ L-004

48 庁用器具椅子 1 演漆�宴楽椅子�華の宴�１１�５７�５�ＳＨ３５０�Ａ�Ｌ２ L-005

49 庁用器具椅子 1 演漆�宴楽椅子�華の宴�１１�５７�５�ＳＨ３５０�Ａ�Ｌ２ L-006

50 庁用器具椅子 1 演漆�宴楽椅子�華の宴�１１�５７�５�ＳＨ３５０�Ａ�Ｌ２ L-007

51 庁用器具椅子 1 演漆�宴楽椅子�華の宴�１１�５７�５�ＳＨ３５０�Ａ�Ｌ２ L-008

52 庁用器具椅子 1 演漆�宴楽椅子�華の宴�１１�５７�５�ＳＨ３５０�Ａ�Ｌ２ L-009

53 庁用器具椅子 1 演漆�宴楽椅子�華の宴�１１�５７�５�ＳＨ３５０�Ａ�Ｌ２ L-010

54 庁用器具椅子 1 演漆�宴楽椅子�華の宴�１１�５７�５�ＳＨ３５０�Ａ�Ｌ２ L-011


