【資料№２】

一関有機肥料センターに係る
指定管理業務仕様書

一関市 農林部 農政課

一関有機肥料センター(以下「有機肥料センター」という。)における指定管理者が行う施設の管理
の基準、業務の範囲等は本仕様書の定めによる。

１ 管理の基準
(１)管理の基本方針
指定管理者は、施設の設置目的を踏まえ、以下の基本方針に基づいて施設の管理運営を行うこ
と。
ア 関係法令、条例、規則等を遵守し、施設の設置目的に沿った管理運営を行うこと。
イ 利用者の平等な利用を確保し、差別的な取り扱いをしないこと。
ウ 利用者の意見・要望を適切に管理運営に反映し、サービスの向上に努めること。
エ 費用対効果の高い効率的・効果的な管理運営に努めること。
(２)開館期間及び休館日
開館期間：４月１日から翌年３月 31 日まで
休館日：日曜日
12 月 31 日から翌年１月３日まで
(３)開館時間
開館時間：午前９時 00 分から午後５時 00 分まで
※指定管理者は、市民サービスの向上、利用者の利便性の向上に有効と判断する場合は、
上記(２)(３)について、休館日の変更または開館時間の延長、施設の利用時間の延長を
行うことができる。また、休館日・開館日の設定の考え方は、様式第３号「事業計画書」
の提案事項とする。
(４)管理業務に従事する者の配置基準
【配置基準】
施設を円滑に管理運営するために必要な人員及び資格者を適正に配置すること。
常時１名以上の体制で運営すること。

【現行の人員配置】
常勤職員１名

(５)経費負担の考え方
施設の使用に係る使用料金については、
「利用料金制度」を採用する。
ア 利用料金制度
施設利用者から徴収する利用料金の額は、一関市有機肥料センター条例第８条に定めると
おり、あらかじめ当該利用料金額について市長の承認を得て定める額とし、指定管理者の収
入とする。
イ 有機肥料の販売単価
施設から生産される有機肥料の販売単価については、あらかじめ市長の承認を得て定める
額とし、指定管理者の収入とする。
ウ 指定期間内の指定管理料
指定期間内の指定管理料は、指定管理者が応募の際に提出した事業計画書を基本に、市と
指定管理者の協議により決定する。

(６)施設の使用許可及び条件
使用の許可、又は使用の許可にあたって条件を付す場合は、一関市有機肥料センター条例第７
条の規定に従って行うこと。
(７)施設の使用制限
使用の許可の制限は、一関市有機肥料センター条例第７条の規定に従って行うこと。
(８)施設の使用条件の変更
施設の条件を変更し、又はその使用を停止し若しくは使用許可を取り消す場合は、一関市有機
肥料センター条例第７条の規定に従って行うこと。
(９)守秘義務について
指定管理者の役員若しくは構成員若しくは管理に従事しているもの又はこれらのものであっ
たものは、一関市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第 12 条の規定により、
指定管理業務を通じて知り得た一般に了解されていない事実を第三者に漏らしたり、自己の利益
のために利用しないこと。
(10)個人情報保護について
指定管理者は、個人情報の適正管理に関して一関市個人情報保護条例(平成 18 年条例第 76 号)
に基づき、管理業務の遂行に伴って個人情報を取り扱う場合には、情報漏洩の防止、第三者への
情報提供及び目的外利用の禁止等、適正管理のための内部規定やチェック体制を構築するなど必
要な措置を講ずること。
(11)情報公開について
指定管理者は、一関市情報公開条例(平成 18 年条例第 77 号)第 27 条第２項の規定により、管
理を行う公の施設に関する情報の開示及び目的外利用の禁止等、適正管理のための内部規定やチ
ェック体制を構築するなど必要な措置を講ずること。
(12)危機管理対応
ア 関係機関との連携
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、不測の事態には、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。
イ 予防対策
(ア)危機管理態勢を築くとともに、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。
(イ)消防署等関係機関から指摘があった場合は、直ちに改善すること。
ウ 災害等の非常対応
災害の発生により、有機肥料センターを地域住民の避難場所・救援物資の保管場所等に使用
する必要があると市が判断したときは、指定管理者は、これに協力すること。
(13)物品の帰属
ア 所有区分
(ア)備品
客観的に必要な備品は市で用意するが、それ以上の数量や、指定管理者独自の判断で要する
ものは、指定管理料の中で調達し指定管理者の所有とする。ただし、その購入にあたっては事
前に市との協議を行う。
指定管理者が、業務引継ぎ時に引き継いだ備品を更新するために購入する備品や破損等によ
り買い換えた備品については、市の所有とする。また、指定管理者が指定管理料及び利用料金

等によって、施設の利用促進のため利用者の利用に供するものと判断して、新たに購入した備
品は、指定管理者の所有とする。
(イ)消耗品
消耗品は、指定管理期間満了時において、使用中の消耗品(備品以外の物品)は市に引き継ぐ
ものとする。
(ウ)堆肥及び生産資材
有機肥料センターへ搬入された家畜排泄物、副資材及び生産された有機肥料については、指
定管理期間満了時において、市に引き継ぐものとする。
イ 管理の原則
市の所有に属する物品は「一関市財務規則」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。指定管理者は同規則に定められた帳簿を備え、
「別紙３」に記載する物品
を管理し、購入及び廃棄等の異動について市に報告するものとする。
(14)賠償責任と保険の加入
ア 賠償責任
有機肥料センターの管理運営を行うにあたり、指定管理者の行為が原因で利用者に損害を与
えた場合は、国家賠償法第１条の規定により、施設の設置者である市が賠償責任を負う。ただ
し、市は、指定管理者に対してその賠償請求を行い、指定管理者の指定の取り消し等の処分を
行うことができるものとする。
イ 保険の加入
市が加入している「全国市長会市民総合賠償補償保険｣の補償額以上の保険に加入すること。
なお、現在市が加入している施設賠償責任保険の内容と補償額は次のとおり。
・身体賠償…１名につき１億円、１事故につき 10 億円
・財物賠償…１事故につき 2,000 万円
・免責金額…１事故につき「なし」
※ 公共的団体が指定管理者となった場合、全国市長会市民総合賠償補償保険において市による管理
運営と同様に扱われる為、加入を要しない。

ウ 自動車保険
指定管理業務において車両を使用する場合は、必ず自動車保険（任意保険）に加入すること。
また、市から貸与された車両を使用する場合においても、同様とし、その取り扱いについては
「平成 29 年３月９日 財第 12001 号 指定管理者への市有車両貸与の取扱いについて（通知)」
によるものとする。
(15)利用料金の減免及び還付
指定管理者は、現行の利用料金の減免及び還付する際は、一関市有機肥料センター条例の規定
によるものとする。
(16)管理運営に係る経費
指定管理者が有機肥料センターの管理運営を行うために要する経費は、市からの指定管理料と
利用料金及び販売料金等による収入を充てる。また、指定期間中に、利用料金及び販売料金を変
更した場合には、指定管理料を市と協議するものとする。
・利用料金、販売料金及び有機肥料等についての清算
指定管理者に指定された初年度と最終年度において、施設の利用年度以前に納入された利用
料金及び販売料金は、利用年度に管理する者に引き継ぐため、次のとおり清算するものとする。
(ア)指定管理者に指定された初年度
指定管理者の指定を受けた初年度において、当該年度に施設を利用する者が、その前年度に
利用料金又は販売料金を前納した場合は、市は前納した当該額をその年度の４月 30 日までに
指定管理者に支払う。
(イ)指定管理者が管理する最終年度

施設を利用する者が、翌年度の利用に係る利用料金又は販売料金を前納した場合には、それ
を収納した指定管理者は、指定管理満了の期日後 30 日以内に、関係書類を添えて市に当該額
を納入すること。
(17)指定管理者に対する監督、監査
ア 調査・報告
市は、指定管理者が管理する有機肥料センターの適正な運営を期するため、指定管理者に対
して、当該業務内容又は経理の状況に関し報告を求め、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。
イ 指定の取り消し
市は、指定管理者が市の指示に従わないとき、又はその他当該指定管理者による管理を継続
することが適当でないと認めるときは、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。
ウ 監査
市又は監査委員が必要と認めるときは、指定管理者が行う有機肥料センター管理運営業務に
係る出納その他の事務について監査を行うことができる。
(18)文書等の管理
指定管理者が指定管理業務の実施に際して作成した文書その他帳簿書類は、指定期間中、適
切に保管・管理すること。
(19)遵守すべき関係法令等
地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条 他
地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)
一関市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成 17 年条例第 52 号)、同条
例施行規則
一関市有機肥料センター条例
一関市個人情報保護条例(平成 18 年条例第 76 号)
一関市情報公開条例(平成 18 年条例第 77 号)
その他管理運営に適用される法令

２ 指定管理者が行う業務
(１)施設の運営に関する業務
別紙１のとおり。
(２)施設、設備等の維持管理に関する業務
指定管理者は、施設、設備等を良好な状態で維持管理し、事故を未然に防止するための日常点
検、法定点検、定期点検等を行うこと。業務の詳細は、別紙２「施設、設備等の維持管理に関す
る業務一覧表」のとおりである。なお、業務の一部については、指定管理者から他業者への委託
が可能である。
指定管理者が実施する修繕の範囲は、次表のとおりとする。

項目
小破修繕

修繕の範囲
施設用備品その他器材等に係る５万円以下の簡易な修理及び建物等の５
万円以下の簡易な補修

(３)業務報告に関すること
ア 随時報告
次の事項等に該当した時は、速やかに所管課の長へ報告を行う。
(ア)施設又は管理業務において、事故が生じたとき。
(イ)施設又は施設に係る物品が滅失し、又はき損したとき。
(ウ)施設の管理に関し、争訟が提起されるおそれがあるとき。
(エ)指定管理者の定款若しくは寄付行為又は登記事項に変更があったとき。
(オ)指定管理者と金融機関との取引が停止となったとき。
(カ)指定管理者が施設の管理業務に関して有する債権に差押え（仮差押えを含む。
）等がなさ
れたとき。
(キ)手続条例第２条に基づいて提出した事業計画書その他の書類に変更があったとき。
イ 定期報告
(ア)管理報告書
１日の業務内容(点検、修繕、清掃、その他維持管理作業、窓口運営等)や利用者対応など特
記事項を記した日報等を作成すること。
(イ)月次業務報告書
毎月終了後、実績報告書を翌月の 10 日までに提出すること。内容は次の通りとする。
a 月次実績報告書
b 月次畜糞搬入実績書
(ウ)事業報告書
年度終了後、４月 30 日までに事業報告書を提出すること。内容は次の通りとする。
a 当該年度の管理業務の実施状況報告書(各種事業の実施状況、使用の承認等の状況、利用
料金、販売料金の収入状況など)
b 当該年度の管理に係る収支決算書
c 当該年度の団体の経営状況を説明する書類(収支(損益)計算書、貸借対照表、財産目録
等。)
(エ)その他、市が必要とする報告書を提出すること
(４)指定管理業務の満了等に伴う引継ぎ業務
指定管理期間の満了などに伴い、市が次期指定管理者選定のための説明会を開催する場合には、
これに協力すること。
(５)その他管理運営に関し必要な業務
運営に関し必要な業務を行うこと。
・必要な許認可等の取得
・監督官庁への届出業務
・車両の貸与
・他の公の施設の利用等
３ 指定管理者と市の責任分担
指定管理者と市の責任分担については概ね、別紙４「責任分担表」のとおりとする。詳細につい
ては、協定締結の際に定める。
４ その他
本仕様書に定める指定管理者の基準、業務の範囲等の内容及び処理について疑義が生じた場合、
また、本仕様書に定めがない事項については、別途協議し決定する。

別紙１
施設の運営に関する業務一覧表

項目

業務の内容

頻度

・施設設備及び備品の維持管理に関する事務。
・施設内外の清掃に関すること。
管理業務

・敷地内の除雪・除草に関すること。
・施設に係る経費の支払いに関すること。

随時

・施設・備品の小規模修繕に関すること。
・施設作業車両の法定自主点検の実施について。

・家畜排泄物の受け入れに関すること。
・堆肥の製造に関すること。
・堆肥の販売に関すること。
・月次及び年次実績報告書の作成に関すること。
運営業務

・施設の利用者から利用料金の徴収に関すること。
・有機肥料の販売及び料金の徴収に関すること。
・広報活動に関すること。
・減免対象者の利用に関すること。
・自主事業に関すること。

随時

留意事項

別紙２

施設、設備等の維持管理に関する業務一覧表

No.
１

業務名
設備の保守管理

項目
施設機械設備点検

２

清掃業務

施設内外の清掃

３

除雪業務

施設敷地内

４

施設、設備、備品の維持・管理

業務内容・仕様等
実施頻度
点検又は測定等により劣化及び不具合の状 随時
況を把握し、保守の措置を講ずることにより、
所定の機能を維持し、事故・故障等の未然の防
止に資すること。
良好な環境衛生、美観の維持に心がけ、快適な 随時
空間を保つために、清掃業務を行うこと。
施設敷地内の除雪作業及び融雪剤の散布作業 随時
小修繕等

随時

備考

別紙３
備 品 一 覧 表
品名
メーカー・規格
No.
ＹＤＮ－90Ｈ
１ ＯＡラック
２ 書庫（引き違いガラス戸、引き違い戸） コ ク ヨ S-335GF1N ､

数量
１
１式

配置場所・備考
一関有機肥料センター
一関有機肥料センター

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

一関有機肥料センター
一関有機肥料センター
一関有機肥料センター
一関有機肥料センター
一関有機肥料センター
一関有機肥料センター
一関有機肥料センター
一関有機肥料センター
一関有機肥料センター
一関有機肥料センター
一関有機肥料センター

S-335F1N､S-314BF4

３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

パーソナルファクス電話機

ＫＸ－ＰＷ90ＣＬ

堆肥選別・袋詰装置
フォークリフト

トヨタ 82-7ＦＤＬ15

ホイルローダー
扇風機
全自動洗濯機

ＮＷ－42Ｆ7

掃除用具ロッカー

プラス №45Ｖ

脚立

プラス ＰＰ型

台車

プラス ＣＰ-Ｓ

軽量物品棚

プラス Ｌ-8420-6

軽量物品棚

プラス Ｌ-8420-6

※備品台帳等において代替可能

ＰＰ-21

別紙４
責 任 分 担 表
項目

指定管理者

施設の使用許可・許可の取消し

○

(施設使用の許可関連事務、利用調整、指導等)

施設内への電柱・公衆電話・自動販売機等の設置許可

○

(行政財産の目的外使用)

施設、設備等の維持管理
(施設・設備の保守管理、清掃、警備等)

施設の運営
(苦情対応、光熱水費の支出、施設運営に係る総務・経理業務等)

○

○

（市で委託契約して

（市で委託契約して

いるもの以外）

いるもの）

○
○

利用料金及び販売料金の額の設定

(市の承認)

利用料金の徴収及び減免、販売料金の徴収

○

災害時対応(※１)
(待機連絡体制確保、被害調査・報告、応急措置)

○

災害復旧工事(本格復旧)
○

施設の整備、改修工事(※３)
新規購入(※４)

○

(指定額の範囲)

(指定額を超え
る額)

(承認を経て実
施可)

○

(任意)

○

更新
修 繕(緊急修繕)

○
○
○

利用者の被災に対する賠償責任(※５)

(管理瑕疵によ
るもの)

施設、設備等の損傷の回復

(管理瑕疵によ
るもの)

○

包括的管理責任

(指示等)

○

施設、設備等の修繕(※２)

備品

一関市

○
(左以外)

○
(左以外)

○

※ １) 指定管理者は施設利用者の被災に対する第一義的責任を有し、施設又は施設利用者に被災
があった場合は、迅速かつ適切に対応し、災害の拡大の防止に努めるとともに、直ちに市に報
告する義務を負う。
※ ２) 修繕は予め定められた指定修繕料の範囲で、市の事前承認のもと実施する。

※ ３) 指定管理者が施設、設備等の使用可能期間を延長させたり、価値を増加させる小規模改修
等を実施しようとする場合は、事前に市の承諾を得ること。なお、この場合における当該改修
等による資産価値の増加は、指定管理者ではなく市に帰属するものとする。
※ ４) 市が配置した備品(別紙３「備品一覧表」)は、指定管理者が管理すること。指定管理者が
自らの判断で購入する備品については、指定管理者に帰属するものであるが、購入に当たって
は、事前に市に報告すること。
※ ５) 施設内での事故により利用者が被害を受けた場合、施設の欠陥等に起因する賠償責任は市
が負うものであるが、指定管理者の管理瑕疵（※参考１）によるものは、指定管理者の責任と
なる。よって、指定管理者の賠償資力を担保するため、指定管理者は施設賠償責任保険へ加入
するものとする。また、その際、加入する保険は、現在市が加入している保険と同等の内容以
上のものとする。
収支計画書の作成に当たっては、保険料を含めて提案すること。
ただし、一定の条件をみたす指定管理者（公共的団体等）は、市が加入する保険の被保険者
とみなされるため、当該指定管理者が負う賠償責任は、保険の対象となる（指定管理者が行う
独自の事業は保険対象外。
）したがって、当該対象分に係る保険料は収支計画書に含めないも
のとする。

※(参考１)
指定管理者の責任となる管理瑕疵による事故は、施設の清掃・保守・点検修理、施設利用者の受付・
誘導・事故の際の避難、施設利用者に対する利用上の注意指導、その他施設の管理上、指定管理者の
過失等により生じた事故をいう。

