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資料５ 

 

地域交流センターの指定管理業務に関する協定書（案） 

 

 奈井江町（以下「甲」という。）と、      （以下「乙」という。）と

は、奈井江町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成 16

年条例第１号。以下「指定手続条例」という。）第８条の規定に基づき、地域交

流センターにおける指定管理者の管理業務（以下「指定管理業務」という。）に

関し次のとおり協定を締結する。 

 

 （指定管理業務の内容） 

第１条 乙は、奈井江町地域交流センターの設置及び管理に関する条例（平成

16 年条例第 32 号。以下「地域交流センター設置条例」という。）、指定手続

条例及び奈井江町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行

規則（平成 16年規則第１号。以下「指定手続条例施行規則」という。）に定

めるほか、本協定書の定めるところにより、指定管理業務を行わなければな

らない。 

２ 指定管理業務の基本的な事項は、別表第１の地域交流センター指定管理業

務仕様書に定めるとおりとする。 

 

 （道の駅としての管理の基本） 

第２条 乙は、地域交流センターが道の駅であることに鑑み、次の各号に掲げ

る機能が果たされるよう、管理をしなければならない。 

(１) 駐車場及びトイレが 24時間利用可能であること。 

(２) 利用者が安心して休憩できる場であること。 

(３) 地域に関する情報等を提供する場として甲又は道路管理者が広く一般

に案内できる施設であること。 

 

 （指定期間） 

第３条 指定期間は、平成 25年４月１日から平成 30年３月 31日までとする。 
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 （管理費用） 

第４条 甲が乙に支払う指定管理業務に係る費用（以下「管理費用」という。）

は、次のとおりとする。 

  年額        円（消費税額       円を含む。） 

２ 前項の管理費用は，次のとおり分割した上、乙の請求に基づき支払われる

ものとする。 

回 数 支払期日 金  額 

１回目 ４月 30日まで 円 

２回目 ７月 30日まで 円 

３回目 10月 30日まで 円 

４回目 12月 30日まで 円 

５回目 ２月 28日まで 円 

 

 （利用料金） 

第５条 乙は、利用料金の額を定めようとするときは、事前に甲の承認を受け

なければならない。 

２ 乙は、前項の承認の範囲内で額を変更するときは、その旨を届け出なけれ

ばならない。 

 

 （自主事業） 

第６条 乙は、地域及び地場産業の活性化を図ることを目的とした自主事業を

計画し、甲にあらかじめ計画書を提出し、その承認を得て自主事業を行うこ

とができる。 

 

 （自主事業に要する土地の使用及び施設の設置等） 

第７条 乙は、前条により自主事業を行うために必要とする土地は、甲が定め

る範囲内において使用することができる。 

２ 乙は、前項の土地に自主事業のための施設等を設置する場合又は既存の工
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作物等の移設及び土地の形状を変更しようとする場合は、あらかじめ甲の承

諾を得なければならない。 

３ 前項にかかる費用は、すべて乙の負担とする。 

 

 （施設の修繕） 

第８条 乙は、善良な管理のもと修繕を行う必要が生じた場合は、次に掲げる

ところにより行うものとする。 

(１)  施設の軽微な修繕にあっては乙が行い、当該修繕に要する経費は乙が 

負担する。 

(２)  前号に掲げる修繕以外の修繕にあっては、甲と乙で協議するものとす 

 る 

 

 （事業報告等） 

第９条 乙は、毎月 20日までに、前月の月間事業及び収支報告書（別記様式第

１号）を提出しなければならない。 

２ 乙は、指定手続条例第 11条に基づく事業報告書を、年間事業及び収支報告

書（別記様式第２号）により作成し、毎年度終了後 30日以内に提出しなけれ

ばならない。 

 

 （業務責任者等の報告） 

第 10条 乙は、指定管理業務の責任者（以下「業務責任者」という。）、従事す

る職員（以下「職員」という。）及びそれらの連絡先を定め、甲に報告するも

のとする。 

２ 乙は、業務責任者及び職員に異動が生じたときは、速やかに甲に報告する

ものとする。 

 

 （変更の届出） 

第 11条 乙は、申込において提出した書類（管理業務計画書及び収支計画書を

除く）に変更があった場合は、速やかに甲に届け出なければならない。 
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 （報告、調査及び指示） 

第 12条 甲は、指定管理業務又は経理の状況に関し、定期又は必要に応じて臨

時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。 

 

 （指定の取消し及び指定管理業務の停止） 

第 13条 甲は、指定手続条例第 10条に規定するほか、次の各号に該当すると

きは、乙に対して、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管

理業務の一部又は全部の停止を命ずることができる。 

(１) 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 244条の２第 10項の規定によ

る報告の要求又は実地の調査に対して、これに応じず、又は虚偽の報告を

し、若しくは調査を妨げたとき。 

(２) 地方自治法第 244条の２第 10項の規定による指示に故意に従わないと

き。 

(３) 地域交流センター設置条例又は協定の規定に違反したとき。 

(４) 指定手続条例第２条第２号の規定により明示する申込資格を失ったと

き。 

(５) 申込みの際に提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき。 

(６) 団体の経営状況の悪化等により指定管理業務を行うことが不可能又は

著しく困難になったとき。 

(７) 組織的な非違行為が行われていた場合など、当該指定管理者に指定管

理業務を行わせておくことが社会通念上著しく不適当と判断されるとき。 

(８) 指定管理業務が行われないとき。 

２ 前項の規定により指定管理者の指定が取り消されたときは、同時にこの協

定も効力を失うものとする。この場合においては、指定を取り消された日か

ら 30日以内に、第９条第２項に規定する報告書を甲に提出しなければならな

い。 

３ 甲は、指定を取り消し、又は指定管理業務の停止を命じたときは、管理費

用の全部又は一部を返還させることができる。 

 

 （権利の譲渡禁止） 
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第 14条 乙は、指定によって得た権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継さ

せてはならない。 

 

 （委託の禁止等） 

第 15条 乙は、指定によって得た指定管理業務の権利又は義務の全部を第三者

に委託することはできない。ただし、甲が特に認めた場合は、一部を第三者

に委託することができる。 

 

 （事故の予防及び発生時の報告） 

第 16条 乙は、指定管理業務を行うに当たって、事故の予防に努めなければな

らない。 

２ 乙は、事故が発生した場合、速やかに処理するとともに遅滞なく甲へ報告

しなければならない。 

 

 （苦情処理） 

第 17条 乙は、指定管理業務の遂行に関し住民等から苦情があったときは、自

己の責任において迅速かつ的確に対処するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、住民等からの苦情の内容が指定管理業務の範囲

又は指定管理者の権限を越える事項に関するものであるときその他乙が単独

で対処することが困難であるときは、速やかに、当該苦情の内容を甲に報告

し、甲の指示に従って対処するものとする。 

 

 （損害賠償） 

第 18条 乙は、指定管理業務を行うに当たって、その責に帰すべき事由により

第三者又は甲に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。 

 

 （緊急の避難等の場所としての使用） 

第 19条 乙は、甲が住民の緊急の避難等（救助及び救援を含む。）の場所とし

て本施設を使用する旨の通知があった場合は、その使用を優先しなければな

らない。 
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 （帳簿等の整備保管） 

第 20条 乙は、次に掲げる帳簿等を整備し、これらを５年間保管しなければな

らない。 

(１) 金銭出納簿その他の経理書類 

(２) 指定管理業務に関する事業及び収支報告書 

(３) 甲が別に指定する書類 

 

 （個人情報の保護等） 

第 21条 乙は、指定管理業務を行うに当たって、奈井江町個人情報保護条例（平

成 17年条例第９号）の規定により漏えい、滅失又はき損の防止など保有個人

情報の適切な管理のための措置を講じなければならない。 

２ 奈井江町個人情報保護条例に基づき、甲を通じて開示若しくは訂正又は利

用停止の請求がなされたときは、乙は、速やかにこれらに応じなければなら

ない。 

 

 （秘密の保持） 

第 22条 乙（従業員を含む。）は、業務上知り得た秘密をみだりに外部に漏ら

してはならない。指定管理者又は指定管理者たる事業者の従業員でなくなっ

た後も同様とする。 

 

（奈井江町行政手続条例の適用） 

第 23条 乙は、施設の使用許可等の手続について、奈井江町行政手続条例（平

成９年条例第４号）の規定により処理しなければならない。 

 

 （文書の公開） 

第 24条 乙は、指定管理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。 

２ 奈井江町公文書公開条例（平成９年条例第 42号）に基づき、甲を通じて、

指定管理業務を行うに当たって保有する文書の開示等の請求があったときは、

乙は、速やかにこれに応じなければならない。 
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 （原状回復） 

第 25条 乙は、指定期間が終了したとき又は指定を取り消されたときは、速や

かに施設及び備付物件を現状に回復し、指定管理業務に必要なものを甲又は

甲が指定するものに引き継がなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、乙は、前項の原状回復の全部又は一部を行わな

いことについて甲の承認を得たときは、別途甲が指定する状態で施設を明け

渡すことができるものとする。 

 

 （事務の引継ぎ） 

第 26条 乙は、指定期間が終了し、又は指定を取り消されたときは、甲の指示

に基づき、甲及び次の指定期間の指定管理者に対して、遅滞なく事務の引継

ぎを行うものとする。 

 

 （租税公課） 

第 27条 指定管理業務の遂行に関連して生じる租税公課は、別の定めがある場

合を除き、すべて乙の負担とする。 

２ 甲は、管理費用を支払う外に本協定に関するすべての公租公課について別

途負担しないものとする。ただし、指定管理業務に直接関連する税制度の変

更（広く事業者を対象とした税制度の変更を除く。）に伴い、本協定締結時点

で甲及び乙が予測不可能であると認められる新たな公租公課の負担が乙に生

じたことにより、指定管理業務の継続に支障を来すおそれがあるときは、乙

は、管理費用の増額について甲に協議することができる。 

 

 （物価の変動等） 

第 28条 物価等の変動（物価、賃金水準、金利又は為替レート等の変動をいう。）

又は社会経済情勢の変化（インフレーション、デフレーション、高齢化、産

業・就業構造の変化等をいう。）に伴う損害又は増加費用は、次条第４号に該

当するときを除き、乙が負担するものとする。 
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 （協定の改定） 

第 29条 この協定は、概ね下記に掲げる事情が生じたとき、甲乙協議の上、必

要な改定をするものとする。 

(１) 利用料金の額に関する地域交流センター設置条例の規定を改正すると

き。 

(２) 開館時間等に関する地域交流センター設置条例の規定を改正するとき。 

(３) 施設の一部を新設し、又は廃止するとき。 

(４) 物価の大幅な変動があったとき。 

(５) 災害が発生したとき。 

 

 （疑義等の決定） 

第 30 条 この協定に関し疑義が生じた事項及びこの協定に定めのない事項に

ついては、甲乙協議の上、決定するものとする。 

 

 この協定書２通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その１通を保有するも

のとする。 

 

 

  平成  年  月  日 

 

             （甲） 空知郡奈井江町字奈井江１１番地 

                     奈井江町長  北   良 治 

 

             （乙）  
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別表第１ 

 

 

 

 

 

 

仕様書は、提案された事業計画に基づき定める

予定です。 


