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静岡市こどもクリエイティブタウン指定管理業務仕様書 

 

１ 施設の設置目的・運営方針 

（１）設置目的 

   静岡市こどもクリエイティブタウン（以下「クリエイティブタウン」という。）は、児童 

  を中心とする市民に対して、模擬店舗等でつくられるまちにおいて様々な仕事やものづくり 

  を体験する場を提供することにより、次世代を担う創造力をもつ健全な人材を育成するとと 

  もに、社会や経済の仕組みの学習及び地域の産業に対する理解の促進に寄与することを目的 

  とする。 

 

（２）運営方針 

   指定管理者は、クリエイティブタウン条例等関係法令を遵守し、設置目的に沿った管理運 

  営を行うこと。 

  ア 効果的・効率的な管理運営 

  （ア）施設設置の趣旨に則した事業の実施、施設の管理・運営を行い、設置目的の実現に向 

    けて最大限努力すること。 

  （イ）利用者や広く市民を対象にアンケートを行うなど、利用者の意見や要望を反映させ、 

    利用しやすいようにサービスの向上に努めること。 

  （ウ）予算の執行に当たって、事業計画書等に基づき適正かつ効率的運営を行うこと。 

  （エ）公の施設であることを常に念頭において、公平な運営を行うこと。 

  イ 他団体等との協働による管理運営 

  （ア）運営に当たっては、ボランティア等による市民の参画の促進や、企業・商店街・経済 

    団体等との協働による事業実施など、市民・企業等との協働による運営に努めること。 

  （イ）学校及び教育委員会と連携した運営に努めること。 

  ウ 環境、災害、個人情報等に配慮した管理運営 

  （ア）環境負荷の低減に配慮した物品等の調達や廃棄物の発生の抑制、リサイクルの推進、 

    ＣＯ2の削減等、環境に配慮した運営を行うこと。 

  （イ）災害時、緊急時に備えた危機管理を徹底すること。 

  （ウ）個人情報の保護を徹底すること。 

  （エ）常に善良な管理者の注意をもって管理に努めること。 

 

（３）参加体験型活動の方針 

   指定管理者は、次の活動方針に基づき、こどもたちが新しい社会の担い手として基礎力を 

  養い、自由な発想や柔軟な感性を身につけるための参加体験型活動の場の提供を行うこと。 

  ア こどもたちの自主性を大切にすること。 

  イ 家庭や学校ではできない体験づくりを重視すること。 

 

（４）対象者 

   高校生以下のもの。内、主たる対象を小学生とする。 

 

（５）目標 

  ア 利用者数              100,000人/年 

  イ 学校・団体利用数          40校・団体/年、3,000人/年 



3 

 

  ウ しごと・ものづくり講座の企画運営  240回/年 

 

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 静岡市こどもクリエイティブタウン 

  イ 所 在 地 静岡市清水区辻一丁目２番１号 

  ウ 建物概要 ＪＲ清水駅西第一地区市街地再開発事業施設「えじりあ」内 

         地上25階建て鉄筋コンクリート造（高層棟）の３階・４階 

         ※本体施設概要 

          高層棟 地上25階・地下１階［テナント（本施設を含む）、マンション］ 

          低層棟 地上６階・地下１階［テナント、自走式駐車場、駐輪場］ 

          津波避難ビル、帰宅困難者等一時滞在施設（５階） 

  エ 床 面 積 1,810.3㎡（３階910.55㎡、４階899.75㎡） 

  オ 建築時期 平成24年９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。 

   委託に当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企業者の受注機会の増大について可能な限り配慮するこ 

  と。また、第三者からの再委託はできない。 

  ア 管理運営業務 

  （ア）利用者に対する業務 

    ａ 施設の入館許可及び利用の制限 

    ｂ 施設の利用受付 

    ｃ 施設の利用方法案内及び指導業務 

    ｄ 施設利用者の安全巡視業務 

    ｅ 電話等による施設利用等の問合せ対応業務 

    ｆ 施設の利用者との連絡調整業務 

    ｇ 緊急時等における施設利用者の避難誘導 

  （イ）施設の維持管理業務 

    ａ 施設及び備品等の維持管理に必要な消耗機材等の購入補充、各種契約、光熱水費、 

      通信運搬費、テレビ受信料、防塵マット賃借料の支払いなどの業務 

    ｂ 各月分の利用状況報告書等の作成 

    ｃ その他、施設等の維持管理に必要な業務 

  イ クリエイティブタウン条例第２条に伴う事業 

    指定管理者は、クリエイティブタウン条例第２条に基づく以下の事業を企画及び実施す 

   ることとする。 

    ※ 事業内容によっては、館外での実施も可とする。 



4 

 

    ※ 講師は、外部講師に依頼するほか、スタッフ等の内部講師や公的機関等が派遣する 

     無償の講師により行うこともできる。 

    ※ 各体験プログラムの材料費等は、参加者に対して実費負担を求めることができ（学 

     校利用時を除く）、徴収した実費は、指定管理者の収入とする。ただし、負担と受益 

     の関係が不明確な体験プログラム（例えばこどもバザール）については、参加費等を 

     求めることはできない。 

    ※ 講師への出演依頼等、市の協力や名義が必要な場合は協力して行うものとする。 

    ※ 広報しずおか等、市のメディアを利用することができる。ただし、市のメディアの 

     利用手続きは、各メディアのルールにより、産業政策課を通じて行うこと。 

    ※ 講師派遣や材料提供などについて協力してくれる協力企業・団体・研究教育機関等 

     の開拓、依頼等は、市と指定管理者が協力して行うものとする。 

    ※ この仕様書における事業名は仮称であり、指定管理者が市と協議の上、名付けるこ 

     とができるものとする。 

（ア）模擬店舗等における仕事やものづくりの体験の事業 

    ａ こどもバザールの企画運営 

      こどもバザールは、土・日・祝日など参加者の多寡などの状況に応じて「こどもの 

     まち形式」で実施する。10店舗又は職種以上（職業紹介所、銀行、市民登録受付を含 

     む）を基本とするが、利用状況等により適宜変更できるものとする。また、学校・団 

     体利用時には学校・団体の希望に合わせ、こどもバザールを応用したプログラムも提 

     供すること。 

    ｂ らくがきキャンパスの管理運営 

      らくがきキャンパスを良好な状態に維持管理するとともに、専用のダストレス 

     チョークを提供し、利用者の創作活動を支援すること。 

    ｃ ひだまりパークの管理運営 

      ひだまりパーク及びその備品等を良好な状態に維持管理し、利用者に提供するこ 

     と。 

  （イ）仕事やものづくりを通じた創造力の育成を目的とする講座、研修等の事業 

    ａ しごと・ものづくり講座の企画運営 

      講座の企画運営を年間240回行い、そのうち５回は中高生を主な対象とした講座を 

     開催すること。 

      なお、連続講座は各回を１回として数えることができる。ただし、多くの利用者に 

     講座参加の機会を提供するため、連続講座ばかりにならないよう留意すること。 

    ｂ 未就学児を対象とした講座等の企画運営 

      平日の昼間の開館時間を利用し未就学児を対象とした講座等を開催すること。 

    ｃ プロジェクトの企画運営 

      年２回、小学生から中高生等を対象に、継続的・定期的に活動するものづくり等の 

     プロジェクトを実施すること。 

      なお、当施設の他の事業と組み合わせて行うことも可とする。 

  （ウ）仕事やものづくりを通じた創造力の育成を目的とする展示及び情報提供等の事業 

    ａ 企画展の実施 

      年１回、仕事及びものづくりに関する企画展を実施すること。 

    ｂ ライブラリーの運営 

      仕事及びものづくりに関する書籍の購入、ライブラリー用パソコンを活用した情報提供や 
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     管理等を行うこと。 

    ｃ おしごとツリーの運営 

      エントランス通路に設けた「おしごとツリー」を活用し、職業に関する情報の提供 

     を行うこと。 

    ｄ クリエイティブタウンホームページの運営 

    （ａ）仕事やものづくりに関する情報やクリエイティブタウンの事業に関する情報など 

      を掲載したホームページを運営すること。 

    （ｂ）指定管理者が替わったとき、ホームページの内容やドメインなどを新しい指定管 

      理者に引き継げるようにすること。 

  （エ）学校・団体利用に関する事業 

     平日の昼間の開館時間を利用し、小中学校のキャリア教育や社会科、生活科等の学習の 

    場となるようなプログラムを提供すること。別途、市と市教育委員会が共同で作成した 

    「学校利用の手引き」を参考にして、各学校のニーズに合ったプログラムを提供するこ 

    と。 

  （オ）記念イベントの企画運営 

     年１回、地域の賑わいづくりに結びつくような記念イベントを行うこと。 

  （カ）市民・企業・研究教育機関等との協働による運営に関する事業 

    ａ こどもクリエイティブタウン運営協議会の設置運営 

    （ａ）市民や地元企業、専門家などで構成した第三者の視点で評価・助言を行う運営協議 

      会を設置すること。 

    （ｂ）委員については、指定管理者が市と協力して人選し、依頼すること。 

    （ｃ）会議の企画運営は指定管理者が行うこと。 

    ｂ こども会議の設置運営 

    （ａ）こどもバザールの運営に関してこどもたちが意見やアイデアを述べることができる 

      場を設けること。 

    （ｂ）会議の企画運営は指定管理者が行うこと。 

    ｃ ボランティアが施設運営補助できる場の企画運営 

    （ａ）補助的スタッフとして施設の事業運営に日常的・継続的に関わり、こどもたちの活 

      動を支援する活動ができる場を設けること。 

    （ｂ）意見やアイデアを述べることが出来るような場を設けること。 

    ｄ 小学校卒業生が施設運営補助できる場の企画運営 

      小学校卒業生が継続的に施設利用しつつ、世代間交流を図れるように補助的スタッフ 

     として施設の事業運営に継続的に関わり、こどもたちの活動を支援する活動ができる場 

     を設けること。 

    ｅ 運営協力者ミーティングの設置運営 

    （ａ）しごと・ものづくり講座の講師や材料提供などさまざまな形で継続的に支援してく 

      れる団体や企業等（運営協力者）へ施設の事業活動の報告や、運営協力者が意見やア 

      イデアを述べることができる場を設けること。 

    （ｂ）会議の企画運営は指定管理者が行うこと。 

 

（３）第三者に委託することができる業務 

   次に掲げる施設、設備、機器等の維持管理に関する業務については、第三者に委託するこ 

  とができる。 



6 

 

   委託に当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企業者の受注機会の増大について可能な限り配慮するこ 

  と。 

   また、第三者からの再委託はできない。 

  ア 警備業務 

  （ア）開館時間、閉館時間に関わらず、施設内の防犯、火災予防に努め、それらを発見した 

    場合は直ちに適切な措置を講じること。 

  （イ）閉館時間中については、機械警備等により適切な措置を講じること。 

  イ 清掃・消毒業務 

  （ア）施設外誘導看板等について、適切に清掃及び維持管理を行うこと。なお、窓（外側） 

    や外壁の清掃は、市が別途負担する共益費によりえじりあ全体管理組合が行う。 

  （イ）施設内の床面清掃、除塵、汚損部分の除去、施設内のゴミ集積・ゴミ出し等、利用者 

    が快適に利用できるよう適切に行うこと。 

  （ウ）施設内のトイレの便器、洗面所等の洗浄、汚物類の収集処理、床面拭き掃き、壁面及 

    び鏡面の雑巾がけ、トイレットペーパー及び洗浄剤の補充等、利用者が快適に利用でき 

    るよう、適切に行うこと。 

  （エ）施設内の備品や設備等については、共益費で対応するものを除き、利用者が快適に利 

    用できるよう清掃等を適切に行うこと。 

  ウ 空調、サーバー等の設備保守業務 

    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。 

 

（４）指定管理業務以外の業務 

   指定管理者との協定書を締結した後、入館料の徴収事務委託契約を別途契約する（詳 

  細は「静岡市こどもクリエイティブタウン入館料徴収事務委託契約書（案）」のとおり）。 

 

（５）利用者満足度調査の実施 

   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）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、その結果を事業報告（年度報告）の中で報告す 

  ること。 

 

（６）指定管理者による自己評価 

   年度終了後１か月以内に、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。 

 

（７）定期報告 

   次の事項について、翌月７日までに月次報告書（様式は任意）を提出すること。 

   なお、市は必要に応じて指定管理に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示を行うこ 

  とができるものとする。 

  ア 施設利用状況（開館日数、利用者数、利用団体数） 

  イ 一般職員及び資格の必要な職員の配置状況（勤務実績） 

  ウ 業務実施状況（業務の名称、実施日、業務概要） 
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    （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 

 

（８）修繕の実施状況に関する協議 

   修繕業務の実施に当たっては、年度当初や年度末などに市と定期的に協議する。その際 

  は、修繕の実施結果が分かる資料（実施個所の写真や実施金額を明記した資料など（様式は 

  任意））を提出すること。 

 

（９）事業報告（年度報告） 

   毎年度終了後、１か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（事業計画との比較） 

  イ 施設の運営状況（開館日数、利用者数、利用団体数、目標との比較、利用拒否等の件 

   数・理由等） 

  ウ 指定管理業務収支状況報告書 

  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 

  ク その他指定管理業務の適切な実施を確認するために市が必要と認める事項 

 

（10）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。 

 

（11）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。 

 

（12）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、市に報告するとともに、「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。 

 

（13）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。 

 

（14）その他指定管理者が行わなければならない業務 

   事故、トラブル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。 
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３ 指定期間 

 令和４年４月１日から令和９年３月 31日まで ５年間 

 指定期間は、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 

   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30分から午後５時30分まで 

  イ 休館日 

  （ア）毎週水曜日(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(以下こ 

    の号において「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日以外の日) 

  （イ）12月29日から１月３日までの日 

 

（２）使用許可等の基準 

   施設利用に係る審査基準と処分基準は、当該処分の処分庁である指定管理者が、市と協議 

  の上定める（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第５条第３項及び同条例第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、関係法令に改正があった場合は、改正された内容を仕様とする。 

  ア 地方自治法 

  イ クリエイティブタウン条例 

  ウ クリエイティブタウン条例施行規則 

  エ クリエイティブタウンに関して市が定める要綱、要領等 

  オ 労働関係法令 

  カ 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当たり、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、別途文書管 

  理に関する規定等を定め、適正に管理及び保存すること。 

  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 
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  （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、個人情報の保護に関する取扱仕様書（別紙１）に従って、 

  十分注意すること。指定管理者でなくなった場合も同様とする。 

 

（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、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、当該分担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。 
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  （別表）市と指定管理者のリスク分担表 

種 類 内       容 
負  担 

市 指定管理者 

金利変動 金利変動に伴う経費の増  ○ 

周辺地域 

住民対応 

指定管理業務における地域との調和及び連

携に関すること 
 ○ 

上記以外の事項 協議により定める 

法令、政策等

の変更 

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。 
○  

市の指示、議会の不承認等による事業の中

止・延期・変更など 
○  

上記以外の要因による業務内容の変更（不

可抗力を除く） 
 ○ 

不可抗力 

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落

盤、火災、騒乱、暴動、その他の市又は指

定管理者のいずれの責めにも帰すことので

きない自然的又は人為的な現象）に伴う施

設、設備の復旧経費及び業務履行不能 

○  

新型コロナウイルスその他新たに発生した

感染症等による管理運営の中断や対策等に

要する経費 

協議により定める 

施設・設備 

物品等の損傷 

指定管理者の故意又は重大な過失によるも

の 
 ○ 

施設・設備の設計・構造上の原因によるも

の 
○  

上記以外の経年劣化、第三者の行為で相手

方が特定できないもの等 

○ 
(１件 30万円

を 超 え る も

の) 

 

 
○ 

(１件 30万円

以下のもの) 

上記以外の経年劣化、第三者の行為で相手

方が特定できないもの等 
協議により定める 

書類の誤り 

市が責任を持つ書類の誤りによるもの ○  

指定管理者が作成した書類等の内容の誤り

によるもの 
 ○ 

セキュリティ 警備不備による情報漏えい、犯罪発生等  ○ 
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（８）災害時におけるリスク分担 

  ア 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とで協議し、確認した内容を事業計画書に記載する。 

  イ 今後避難所等に位置付けられた場合の取扱い及び災害発生時の状況による協力依頼 

    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 

   て地域防災計画において位置付けられ、極めて重要な役割を担う場合がある。 

    現段階では本市地域防災計画に位置付けのない施設であっても、今後地域防災計画にお 

   いて避難所等に位置付けられる可能性があり、その場合には「災害時等における施設利用 

   の協力に関する協定」を締結し、「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を整備す 

   るよう努める必要がある。また、地域防災計画等に位置付けられない場合であっても、災 

   害発生時の状況によっては、随時、各施設に協力を求める可能性があり指定管理者はそれ 

   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 

  して損害賠償を請求することができる。 

   したがって、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、クリエイティブタウン備品リスト（別紙２）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。 
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５ 管理体制（組織） 

（１）資格等 

   当該施設は、えじりあ全体管理組合と共同防火管理協議事項を作成している。指定管理者 

  は、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。 

  ア 平日 

  （ア）館長または副館長（統括責任者）                 １名 

  （イ）職員又は非常勤職員、アルバイト職員（従事者）          ５名 

  イ 学校の休日（土日・祝日・長期休暇期間中等）    

  （ア）館長または副館長（統括責任者）                 １名 

  （イ）職員又は非常勤職員、アルバイト職員（従事者）          12名 

 

（３）従事者等の職務 

  ア 統括責任者 

    業務に関する知識と経験を有し、指定管理業務を統括できる者で、静岡市及び企業、経 

   済団体、学校、教育委員会、地域住民等との連携体制を確保する責務を担うものとする。 

    なお、開館中は、統括責任者又はその任務を負う者を常に配置すること。 

  イ 従事者 

    業務に関する知識と経験を有し、指定管理業務を円滑、安全に実施する責務を担うものと 

   する。 

 

（４）勤務体制 

   施設の管理運営に支障がないよう配慮するとともに、利用者の要望に適切に応えられるも 

  のとすること。 

 

（５）研修等 

   従事者等の資質を高めるため、施設の管理運営に必要な知識と技術の習得に関する研修等 

  の実施に努めること。 

 

（６）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 防火管理者の責務 



13 

 

    防火管理者は、管理権原者（静岡市長）から選任され、次に掲げる事項を行う。 

  （ア）消防計画の作成、見直し及び変更に関すること。 

  （イ）避難施設等に置かれた物を除去すること。 

  （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）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）その他防火管理者の業務を遂行するために必要なこと。 

  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）消火、通報及び避難訓練の実施に関すること。 

  （エ）消防用設備等の点検及び整備の実施に関すること。 

  （オ）火器の使用等危険な行為の監督に関すること。 

  （カ）収容人員の適正な管理に関すること。 

  （キ）防火管理業務従事者に対する指示、監督に関すること。 

  （ク）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・日常点検 

  （ア）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。 

  （イ）ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の日常点検を実施するものとして、日常点検者を配置 

    し日常点検を実施すること。 

 

（７）その他 

  ア 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 従事者等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。 

  ウ 従事者等が負傷、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。 

  エ 従事者等の労務管理、安全衛生管理等については、関係法令を遵守し、適切に行うこと。 

  オ 利用者数の実績 

（人） 

 平成30年度 平成31年度 令和２年度 

こども 76,758人 70,190人 4,551人 

大人 35,677人 36,180人 2,054人 

総利用者数 112,435人 106,370人 6,605人 
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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。 

   なお、指定管理者が収入する事業費収入（講座参加費等）の見込額は控除した金額となっ 

  ている。 

   また、別に契約する使用料徴収事務に係る委託料は含まない。 

   91,340千円以内（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。 

  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、手数料、通信運搬費等） 

  エ 一般管理費等（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、修繕費、通信運搬費、保険料、委託費、使用料等） 

  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 事業費収入（指定管理業務に含まれる講座などの事業の実施に伴うもの） 

 

（４）直近３年間の収支決算額 

  ア 指定管理業務に係る支出                          （千円） 

 平成30年度 平成31年度 令和２年度 

人件費 52,249 53,211 51,541 

事業費 11,907 12,465 8,959 

施設費 9,461 8,461 8,834 

管理費 8,680 8,374 14,345 

消費税相当額 6,584 7,426 4,991 

合計 88,881 89,935 88,670 

 

  イ 指定管理業務に係る収入                         （千円） 

 平成30年度 平成31年度 令和２年度 

指定管理料 86,207 87,005 87,803 

事業費収入 2,674 2,930 867 

合計 88,881 89,935 88,670 
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  ウ 指定管理業務以外の収入                          （千円） 

 平成30年度 平成31年度 令和２年度 

徴収事務委託料 200 202 204 

 

（５）支払方法 

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

  方法は、指定管理者から提出される事業計画及び収支予算に基づき、協定で定めるものとす 

  る。 

 

（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当たり、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）その他 

   指定管理業務に係る経費と、自主事業に係る経費など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 

   指定期間が終了し、指定管理者が交代する際は、次の指定管理者の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 

   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、収集した文書については、市に 

  引き継ぐものとし、市は必要に応じて次期の指定管理者に引き継ぐものとする。 

   なお、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ものとす 

  る。 

（３）目的外使用許可 

   売店等の設置許可については、指定管理者の業務範囲外であるため、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。 
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（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。 

   また、市が主催する事業のポスター設置、インターンシップ制の受入れ、市が主催する市 

  政見学や行政視察等に協力すること。 

 

（５）複合施設における光熱水費等の取扱い 

   指定管理者は、電気料及び水道料をえじりあ全体管理組合に支払うこと。 

 

（６）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 

  ことができるものとする。 

 

（７）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。 

 

（８）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、えじりあ全体管理組合が購入方法等を変更した日から１年間の電気料金の 

  実績と、前年の同期間における電気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 

  の上決定するものとする。 

 

（９）その他 

   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。 


