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1. 指定管理者募集の目的 

鈴鹿市が設置する江島総合スポーツ公園・松池公園（運動施設・公園施設），石垣池公園（運

動施設・公園施設），鈴鹿市鈴が谷運動広場，鈴鹿市立西部体育館，鈴鹿市農村環境改善センタ

ー，鈴鹿市立西部野球場・西部テニスコート，鼓ケ浦サン・スポーツランド（運動施設・公園

施設）及び桜の森公園（野球場・公園施設）の管理運営業務を効果的かつ効率的に実施するた

め，「地方自治法」（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の 2 第 3 項の規定及び「鈴鹿市公の施設

に係る指定管理者の指定手続等に関する条例」（平成 17年鈴鹿市条例第 19号）に基づき，以下

のとおり指定管理者の候補者を募集します。 

 

2. 対象施設の概要 

 (1) 江島総合スポーツ公園・松池公園（運動施設） 

施設の名称 ＡＧＦ鈴鹿体育館（鈴鹿市立体育館） 

施設の所在地 鈴鹿市江島台一丁目 1番 1号 

施設の概要 

(1)竣工時期    昭和 48年 3月 

(2)建物構造    正体育館 鉄骨・鉄筋コンクリート造 3階建 

        副体育館 鉄骨・鉄筋コンクリート造 2階建 

        水槽室 

(3)耐震補強の状況 正体育館平成 12年度耐震補強工事実施 

          副体育館平成 9年度耐震補強工事実施 

(4)敷地面積    37,491.91㎡（鈴鹿市立テニスコート含む） 

(5)延床面積    9,220.79㎡ 

(6)施設内容    正体育館 

          バスケットボール 2面，バレーボール 2面 

          テニスコート 2面，卓球 30面，バドミントン 10面 

          副体育館 

          バスケットボール 1面，バレーボール 1面 

          卓球 20面，バドミントン 4面 

(7)付帯設備    トレーニング室・大会議室（100人用） 

小会議室（20人用）・第 2大会議室（80人用） 

男女更衣室・シャワー室 

(8)観覧施設    正体育館 2Ｆ･3Ｆ 2,582席 1Ｆフロアー1,460席 

(9)駐車場台数   約 270台 
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施設の名称 鈴鹿市立テニスコート 

施設の所在地 鈴鹿市江島台一丁目 1番 1号 

施設の概要 

(1)竣工時期   昭和 50年 4月(昭和 62年 3月増設) 

(2)施設内容   砂入り人工芝 12面 

         （内ナイター施設  6面） 

         管理棟・観客席（東コート 6面） 

         クラブハウス 

 

 

施設の名称 鈴鹿市武道館 

施設の所在地 鈴鹿市江島台二丁目 6番１号 

施設の概要 

(1)竣工時期    昭和 62年 6月（相撲場は平成 4年 10月） 

(2)建物構造    鉄筋コンクリート造 2階建（一部鉄骨造） 

(3)耐震補強の状況 昭和 56年改正による構造基準に適合 

(4)敷地面積    4,681.03㎡ 

(5)延床面積    3,797.25㎡ 

(6)施設内容    第１道場 柔道  2面（256畳） 

          第２道場 剣道  2面（589㎡） 

          第３道場 空手  1面（293㎡） 

          第４道場 弓道  10人立ち 

          第５道場 相撲場 1画 1面 

(7)付帯設備   会議室（24 人用）･研修室（45人用）・更衣室・ 

シャワー室 

(8)その他     エントランス広場・駐車場 50台 
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(2) 江島総合スポーツ公園・松池公園（公園施設） 

施設の名称 江島スポーツ公園 

施設の所在地 鈴鹿市江島台二丁目 13番地 

施設の概要 

(1)設置時期   平成元年 8月 

(2)敷地面積   29,494.04㎡ 

(3)施設内容   芝生広場 7,100 ㎡，便所 1箇所，多目的ﾄｲﾚ 1箇所， 

遊具広場 3,210㎡，遊具（健康遊具 3基，ｽｲﾝｸﾞ遊具(ﾗｯｺ) 

1基，ｽｲﾝｸﾞ遊具(ｲﾙｶ)1基，ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ 2基，滑り台 1基， 

多目的広場 1,200 ㎡，多目的広場 1,705㎡ 

多目的ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 4,256㎡ 

        その他付属施設（ﾍﾞﾝﾁ・照明・ﾌｪﾝｽ・車止め等） 

 

 

施設の名称 松池公園 

施設の所在地 鈴鹿市江島台二丁目 14番地 

施設の概要 

(1)設置時期   昭和 62年 4月 

(2)敷地面積   2,301.50㎡ 

(3)施設内容   駐車場 38台，休憩広場 960㎡，東屋 1基 

その他付属施設（ﾍﾞﾝﾁ・照明・ﾌｪﾝｽ・車止め等） 

 

 

(3) 石垣池公園（運動施設） 

施設の名称 
ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場（石垣池公園陸上競技場）・石垣池公園野球場・ 

石垣池公園市民プール 

施設の所在地 鈴鹿市桜島町七丁目 1番地の 1（陸上競技場・市民ﾌﾟｰﾙは，同所 1 番地の 3） 

施設の概要 

(1)竣工時期  野球場（昭和 52年 9 月）・陸上競技場（昭和 56 年 3月） 

        市民ﾌﾟｰﾙ（昭和 57年 7月） 

(2)敷地面積  野球場（12,020㎡）・陸上競技場（23,200㎡）・市民ﾌﾟｰﾙ（5,800㎡） 

(3)施設内容  野球場（両翼 91.3ｍ，ｾﾝﾀｰ 118ｍ，ﾅｲﾀｰ照明４基，運営棟 98㎡） 

          陸上競技場（第 3種公認，ﾄﾗｯｸ：全天候，ﾌｨｰﾙﾄﾞ：天然芝， 

ｽﾀﾝﾄﾞ 1,441席，管理室 258㎡，判定棟 136㎡，倉庫 55㎡） 

市民ﾌﾟｰﾙ（50ｍﾌﾟｰﾙ，幼児用ﾌﾟｰﾙ，ﾌﾟｰﾙ管理棟 309㎡） 
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(4) 石垣池公園（公園施設） 

施設の名称 石垣池公園 

施設の所在地 鈴鹿市桜島町七丁目 1番地の 3 

施設の概要 

(1)竣工時期  昭和 48年 11 月 

(2)敷地面積  234,238㎡（運動施設・公園施設全て含む） 

(3)施設内容  自由広場 2,100 ㎡，児童遊園 5,100 ㎡（藤棚含む）， 

駐車場（4か所，256台），湿性植物園 1,840 ㎡（東屋含む）， 

石垣池 132,000 ㎡，外周園路 1,188ｍ（野鳥観測小屋含む）， 

便所 3箇所，多目的ﾄｲﾚ 2 箇所，芝生広場 3,700㎡ 

遊具（複合遊具 1基，ﾛｰﾌﾟｳｪｲ 1 基，ﾈｯﾄﾌﾞﾘｯｼﾞ 1 基， 

ｸﾘﾌｸﾗｲﾏｰ 1基，ﾎﾞｰﾙﾌﾞﾘｯｼﾞ 1 基）， 

その他付属施設（ﾍﾞﾝﾁ・照明・ﾌｪﾝｽ・車止め等） 

 

 

(5) 鈴鹿市鈴が谷運動広場 

施設の名称 鈴鹿市鈴が谷運動広場 

施設の所在地 鈴鹿市御薗町 4135番地の 126 

施設の概要 

(1)竣工時期  昭和 61年 4月 

(2)敷地面積  12,716㎡  

(3)施設内容  施設面積 42.16 ㎡，ﾅｲﾀｰ照明 8基，倉庫 1棟， 

ﾀﾞｯｸｱｳﾄ 2棟，ﾄｲﾚ１棟 

 

 

(6) 鈴鹿市立西部体育館 

施設の名称 鈴鹿市立西部体育館 

施設の所在地 鈴鹿市長澤町 1828番地の 2 

施設の概要 

(1)竣工時期  昭和 53年 6月 

(2)建物構造  鉄筋コンクリート造 2階建て 

(3)敷地面積  1,638㎡ 

(4)延床面積  1,020㎡ 

(5)施設内容  1階 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 2面分・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 2面分・ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 6面分 

         2階 卓球 10台 
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(7) 鈴鹿市農村環境改善センター 

施設の名称 鈴鹿市農村環境改善センター 

施設の所在地 鈴鹿市岸田町 1549番地の 12 

施設の概要 

(1)竣工時期   昭和 55年 10 月 14日 

(2)建物構造   鉄筋コンクリート造 1階建 

(3)耐震補強   平成 21年度耐震補強工事実施 

(4)敷地面積   11,430㎡ 

(5)延床面積   1,430.8㎡ 

(6)施設内容   多目的ホール（484.4㎡），会議室（96 ㎡），研修室（38.5

㎡），図書室（72㎡），料理実習室（58.4㎡），和室（82㎡），

事務室（42.3㎡） 他 

(7)駐車場台数  約 150台（農村環境改善センター・西部野球場・西部テニ

スコート用） 

 

 

(8) 鈴鹿市立西部野球場・西部テニスコート 

施設の名称 鈴鹿市立西部野球場・西部テニスコート 

施設の所在地 鈴鹿市岸田町 1549番地の 12（鈴鹿市農村環境改善センター内） 

施設の概要 

(1)竣工時期  野球場（昭和 56年 4月）・ﾃﾆｽｺｰﾄ（昭和 57年 3月） 

(2)敷地面積  野球場（10,431 ㎡）・ﾃﾆｽｺｰﾄ（1,548㎡） 

(3)施設内容  野球場（両翼 92ｍ,ｾﾝﾀｰ 115ｍ・ナイター照明 4基） 

        ﾃﾆｽｺｰﾄ（ハードコート 2面） 

 

 

(9) 鼓ケ浦サン・スポーツランド（運動施設） 

施設の名称 鼓ケ浦サン・スポーツランド 

施設の所在地 鈴鹿市寺家三丁目 14番 1号 

施設の概要 

(1)竣工時期  昭和 62年 9月 

(2)敷地面積  30,307.70㎡（公園施設含む） 

(3)施設内容  テニスコート（砂入り人工芝 6面・ナイター照明） 

        フットサルコート（砂入り人工芝 1面・ナイター照明） 

        クリケットコート（クレー1面） 

        クラブハウス 1棟・会議室 1棟 
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(10) 鼓ケ浦サン・スポーツランド（公園施設） 

施設の名称 鼓ケ浦サン・スポーツランド 

施設の所在地 鈴鹿市寺家三丁目 2450番 15 

施設の概要 

(1)竣工時期  平成 15年 7月 

(2)敷地面積  30,307.70㎡（運動施設・駐車場含む） 

(3)施設内容  自由広場 7,600㎡， 

遊具（複合遊具 1基，復列ｼｰｿｰ 1基，ｽｲﾝｸﾞ遊具 3基， 

2 連ﾌﾞﾗﾝｺ 1基） 

東屋 1基，藤棚 1基，便所 1 箇所，駐車場（61台） 

その他付属施設（ﾍﾞﾝﾁ・照明・ﾌｪﾝｽ・車止め等） 

 

 

(11) 桜の森公園（野球場） 

施設の名称 桜の森公園野球場 

施設の所在地 鈴鹿市南玉垣町 3500番 5 

施設の概要 

(1)竣工時期  平成 27年 3月 

(2)敷地面積  13,200㎡ 

(3)施設内容  両翼 91.67ｍ,センター118.42ｍ，ダッグアウト２棟 

バックスクリーン，スコアボード 

倉庫１棟，専用駐車場 3台 

 

 

(12) 桜の森公園（公園施設） 

施設の名称 桜の森公園 

施設の所在地 鈴鹿市南玉垣町 3500番 5 

施設の概要 

(1)竣工時期  平成 27年 2月 

(2)敷地面積  73,479.37㎡（運動施設・駐車場含む） 

(3)施設内容  エントランス広場， 

備蓄倉庫（倉庫，管理事務所，会議室，便所）， 

ちびっ子広場 860㎡（迷路 1基，小山 1基，ﾄﾝﾈﾙ 1基， 

  子どもの家 1基，滑り台 1基，ﾌﾞﾗﾝｺ 1基，砂場 1箇所， 

東屋 2基，防災かまど，防災ﾍﾞﾝﾁ）， 

  遊具広場 1,500㎡（複合遊具 1基，ﾛｰﾌﾟｳｪｰｲ 1基， 
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ﾌﾞﾗﾝｺ 1基，防災ﾍﾞﾝﾁ）, 

  健康遊具 9基，ｽﾎﾟｰﾂｳｫｰﾙ 1基， 

自由広場 4,440㎡(ﾊﾟｰｺﾞﾗ，防災ﾍﾞﾝﾁ，ﾃｰﾌﾞﾙｾｯﾄ含）， 

  自転車置き場 3箇所，芝生広場 7,200㎡（築山，東屋含む）， 

花見広場 7,500㎡（東屋，ﾃｰﾌﾞﾙｾｯﾄ）， 

ｻﾌﾞｴﾝﾄﾗﾝｽ（植栽帯，ﾊﾟｰｺﾞﾗ含む），    

  駐車場（120 台），臨時駐車場（28台），便所(2箇所) 

  梅林園，植栽帯，樹林帯 

  その他付属施設（ﾍﾞﾝﾁ・照明・ﾌｪﾝｽ・車止め等） 

 

3. 指定期間 

平成 30年 4月 1日から平成 35年 3月 31日までの 5年間とします。 

 

4. 利用料金 

江島総合スポーツ公園（運動施設），石垣池公園（運動施設），鈴鹿市立西部体育館，鈴鹿市

立西部野球場・西部テニスコート，鼓ケ浦サン・スポーツランド（運動施設）及び桜の森公園

野球場の利用料金は，指定管理者の収入とします。利用料金の額は，「鈴鹿市運動施設の設置及

び管理に関する条例」（昭和 57年鈴鹿市条例第 18号）で定める額の範囲内において，市長の承

認を受けて指定管理者が定めます。 

江島総合スポーツ公園・松池公園（公園施設），石垣池公園（公園施設），鈴鹿市鈴が谷運

動広場，鈴鹿市農村環境改善センター及び鼓ケ浦サン・スポーツランド（公園施設），桜の森公

園（公園施設）は，利用料金制を採用しません。本施設の使用料は，鈴鹿市の収入とします。 

 

5. 指定管理に係る指定管理料 

鈴鹿市が支払う指定管理料の額は，次に示す金額を上限とします。 

指定管理料の総額 1,078,437千円（5年間 消費税及び地方消費税を含む） 

施設ごとの内訳 

江島総合スポーツ公園・松池公園 運動施設 

総額  320,220 千円（5年間 消費税及び地方消費税を含む。） 

各年度の内訳 

    平成 30年度  61,979千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

    平成 31年度  63,497千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

    平成 32年度  63,159千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

    平成 33年度  64,716千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

平成 34年度  66,869千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

  江島総合スポーツ公園・松池公園 公園施設 

総額  35,900 千円（5年間 消費税及び地方消費税を含む。） 

各年度の内訳 
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    平成 30年度  6,900千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

    平成 31年度  7,100千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

    平成 32年度  7,200千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

    平成 33年度  7,300千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

平成 34年度  7,400千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

石垣池公園陸上競技場（管理室含む。） 

総額  124,210 千円（5年間 消費税及び地方消費税を含む。） 

各年度の内訳 

     平成 30年度  23,939千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     平成 31年度  24,351千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     平成 32年度  24,859千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     平成 33年度  25,364千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

平成 34年度  25,697千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

   石垣池公園野球場 

総額  36,308 千円（5年間 消費税及び地方消費税を含む。） 

各年度の内訳 

     平成 30年度  6,866千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     平成 31年度  7,082千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     平成 32年度  7,304千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     平成 33年度  7,453千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

平成 34年度  7,603千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

  石垣池公園市民プール 

総額  57,616 千円（5年間 消費税及び地方消費税を含む。） 

各年度の内訳 

     平成 30年度  10,962千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     平成 31年度  11,269千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     平成 32年度  11,582千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     平成 33年度  11,793千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

平成 34年度  12,010千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

  石垣池公園 公園施設 

総額  69,200 千円（5年間 消費税及び地方消費税を含む。） 

各年度の内訳 

     平成 30年度  13,300千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     平成 31年度  13,600千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     平成 32年度  13,900千円（消費税及び地方消費税を含む。） 
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     平成 33年度  14,100千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

平成 34年度  14,300千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

  鈴鹿市鈴が谷運動広場 

総額  6,105千円（5年間 消費税及び地方消費税を含む。） 

各年度の内訳 

     平成 30年度  1,205千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     平成 31年度  1,216千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     平成 32年度  1,228千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     平成 33年度  1,228千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

平成 34年度  1,228千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

  鈴鹿市西部体育館 

総額  81,781 千円（5年間 消費税及び地方消費税を含む。） 

各年度の内訳 

     平成 30年度  15,766千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     平成 31年度  16,015千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     平成 32年度  16,345千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     平成 33年度  16,716千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

平成 34年度  16,939千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

  鈴鹿市農村環境改善センター 

総額  105,000 千円（5年間 消費税及び地方消費税を含む。） 

各年度の内訳 

     平成 30年度  21,000千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     平成 31年度  21,000千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     平成 32年度  21,000千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     平成 33年度  21,000千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

平成 34年度  21,000千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

  鈴鹿市西部野球場・西部テニスコート 

総額  25,569 千円（5年間 消費税及び地方消費税を含む。） 

各年度の内訳 

     平成 30年度  4,847千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     平成 31年度  4,994千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     平成 32年度  5,142千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     平成 33年度  5,242千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

平成 34年度  5,344千円（消費税及び地方消費税を含む。） 
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  鼓ケ浦サン・スポーツランド運動施設 

総額  68,240 千円（5年間 消費税及び地方消費税を含む。） 

各年度の内訳 

     平成 30年度  12,916千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     平成 31年度  13,294千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     平成 32年度  13,678千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     平成 33年度  14,008千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     平成 34年度  14,344千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

  鼓ケ浦サン・スポーツランド公園施設 

総額  32,900 千円（5年間 消費税及び地方消費税を含む。） 

各年度の内訳 

     平成 30年度  6,300千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     平成 31年度  6,500千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     平成 32年度  6,600千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     平成 33年度  6,700千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

平成 34年度  6,800千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

桜の森公園野球場 

総額  52,388 千円（5年間 消費税及び地方消費税を含む。） 

各年度の内訳 

     平成 30年度  10,042千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     平成 31年度  10,278千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     平成 32年度  10,519千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     平成 33年度  10,689千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     平成 34年度  10,860千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

  桜の森公園 公園施設 

総額  63,000 千円（5年間 消費税及び地方消費税を含む。） 

各年度の内訳 

     平成 30年度  12,100千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     平成 31年度  12,400千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     平成 32年度  12,700千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     平成 33年度  12,800千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

平成 34年度  13,000千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

指定管理料は，予算の範囲内で会計年度（4月 1日から翌年 3月 31日）ごとに支払います。 

 消費税増税を柱とする「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための

消費税法の一部を改正する等の法律」（平成 24年法律第 68号）により，消費税率が引き上げられ



12  

ることによる上記の上限額の変更はいたしません。 

なお，10 の（4）で示す申請書類については，平成 30 年 4 月から平成 31 年 9 月までは消費税

及び地方消費税を 8％，平成 31年 10月以降は消費税及び地方消費税を 10％と見込んで事業内容，

収支予算等の計画を作成してください。 

指定管理料の支払い時期や方法等は協定書で定めます。 

消費税及び地方消費税の増税時期が延期された場合は,鈴鹿市と指定管理者が協議を行い,指定

管理料を変更します。 

 

6. 指定管理者が行う業務の範囲等 

(1) 施設の使用の許可，その取り消し，その他全ての施設の利用に関すること。 

(2) 施設の利用料金及び使用料の徴収等に関すること。 

(3)  施設，付属設備及び備品の維持管理・修繕に関すること。  

(4)  スポーツ教室の開設に関すること。 

(5) 施設を利用した自主事業（イベント，教室などの主催事業）に関すること。  

(6)  その他，管理運営に関し，市長が指定すること。 

※ その他，「江島総合スポーツ公園・松池公園（運動施設・公園施設）管理業務仕様書」，｢石

垣池公園（運動施設・公園施設），鈴鹿市鈴が谷運動広場管理業務仕様書」，「鈴鹿市立西部体

育館管理業務仕様書」，「鈴鹿市農村環境改善センター，鈴鹿市立西部野球場・西部テニスコ

ート管理業務仕様書」，「鼓ケ浦サン・スポーツランド（運動施設・公園施設）管理業務仕様

書」，「桜の森公園（野球場・公園施設）管理業務仕様書」のとおり。 

 

7.  鈴鹿市と指定管理者との責任分担 

(1) 鈴鹿市と指定管理者との責任分担は，原則として 22 ページ別紙 1「鈴鹿市と指定管理者

の責任分担表」のとおりとします。ただし，「鈴鹿市と指定管理者の責任分担表」に定める

事項で疑義がある場合又は定めのないリスクが生じた場合は，鈴鹿市と指定管理者が協議の

うえ責任分担を決定します。 

(2) 施設整備の部分改修，修繕のため一時的に休館する場合（施設維持管理上，やむを得ず休

館する場合）は，事前協議を行うこととします。 

(3) ＡＧＦ鈴鹿体育館（鈴鹿市立体育館）については,平成 33年に開催予定の三重とこわか国

体ハンドボール競技の競技会場となる予定であるため,平成 30 年 4 月 1 日から平成 32 年 3

月 31日までの期間は，正体育館，副体育館とも大規模改修工事に伴い休館とする予定です。

そのため，鈴鹿市立テニスコートの運営管理に係る業務は指定管理者が行い，大規模改修工

事に係る業務は鈴鹿市が行います。 

  なお，休館中の光熱水費や館内の備品の取り扱いなど，諸々の事項について疑義が生じた

場合，必要に応じて鈴鹿市と協議を行うこととします。 

(4) 大規模改修工事中における鈴鹿市立テニスコートの利用については，工事期間を最大にテ

ニスコートの全部又は一部の利用を制限する場合があります。 

なお，工事期間中のテニスコートの運営管理にあたっては，利用者の安全性に十分配慮し，

常に鈴鹿市と協議を行いながら進めることとします。 



13  

8. 管理の基準 

(1) 休業日 

ＡＧＦ鈴鹿体育館（鈴鹿市立体育館）・鈴鹿市武道館 

・ 12月 28日から翌年 1月 4日まで 

・ 第 2 月曜日と第 4 月曜日。（その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日である

ときは,その翌日。） 

鈴鹿市立テニスコート 

・ 12月 28日から翌年 1月 4日まで 

ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場（石垣池公園陸上競技場）・石垣池公園野球場 

・ 12月 28日から翌年 1月 4日まで 

石垣池公園市民プール 

・ 9月 1日から翌年 6月 30日まで 

鈴鹿市鈴が谷運動広場 

・ 12月 28日から翌年 1月 4日まで 

鈴鹿市立西部体育館 

・ 12月 28日から翌年 1月 4日まで 

鈴鹿市農村環境改善センター 

・ 12月 29日から翌年 1月 3日まで 

鈴鹿市立西部野球場・西部テニスコート 

・ 12月 28日から翌年 1月 4日まで 

鼓ケ浦サン・スポーツランド 

・ 12月 28日から翌年 1月 4日まで 

桜の森公園野球場 

・ 12月 28日から翌年 1月 4日まで 

※ 指定管理者が特別な理由があると認めたときは，市長の承認を受けて，休業日を変更し，

又は，臨時に休業することができます。 

(2) 使用時間 

    ＡＧＦ鈴鹿体育館（鈴鹿市立体育館）・鈴鹿市武道館 

    ・ 午前 9時から午後 9時まで 

    鈴鹿市立テニスコート 

    ・ 午前 9時から午後 9時まで 

ただし，5月 1日から 10月 31日までの土・日・祝日及び小中学校の夏休み期間中の

使用時間は，午前 6 時から午後 9時まで  

石垣池公園野球場 

・ 4月 1日から 11月 30日までは午前 7時から午後 9時まで 

     12月 1日から翌年 3月 31日までは午前 7時から午後 5時まで 

   ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場（石垣池公園陸上競技場） 

  ・ 4月 1日から 9月 30日までは午前 9時から日没まで 

10月 1日から翌年 3月 31日までは午前 9時から午後 5時まで 
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   石垣池公園市民プール 

・ 午前 9時から午後 5時まで 

鈴鹿市鈴が谷運動広場 

・ 午前 7時から午後 9時まで 

    鈴鹿市立西部体育館 

    ・ 午前 9時から午後 9時まで 

鈴鹿市農村環境改善センター 

・ 午前 9時から午後 10時まで 

鈴鹿市立西部野球場 

・ 午前 7時から午後 9時まで 

西部テニスコート 

・ 4月 1日から 9月 30日までは午前 9時から日没まで 

10月 1日から翌年 3月 31日までは午前 9時から午後 5時まで 

鼓ケ浦サン・スポーツランド 

・ 午前 9時から午後 9時まで 

桜の森公園野球場 

・ 4月 1日から 9月 30日までは午前 7時から日没まで 

  10月 1日から翌年 3月 31日までは午前 7時から午後 5時まで 

※ 指定管理者が特別な理由があると認めたときは，市長の承認を受けて，使用時間を変更

することができます。 

(3) 個人情報 

「鈴鹿市個人情報保護条例」（平成 15 年鈴鹿市条例第 36 号）が適用になります。業務に

関連して取得した利用者個人に関する情報を適切に取り扱ってください。 

(4) 情報公開 

「鈴鹿市情報公開条例」（平成 13年鈴鹿市条例第 29号）が適用になります。指定管理者が

管理する施設の指定管理業務に係る情報の公開に関し必要な措置を講じるよう努めてくだ

さい。 

(5) 関係法令の遵守 

① 「スポーツ基本法」（平成 23年法律第 78号） 

② 「都市公園法」（昭和 31年法律第 79号） 

③ 「地方自治法」（昭和 22年法律第 67号） 

④ 「労働関係法令」（労働基準法，最低賃金法，労働安全衛生法，労働組合法，男女雇

用機会均等法，労働者災害補償保険法，雇用保険法，健康保険法，厚生年金保険法） 

⑤ 「鈴鹿市運動施設の設置及び管理に関する条例」及び「鈴鹿市運動施設の設置及び

管理に関する条例施行規則」（平成 28 年鈴鹿市規則第 38号） 

⑥ 「鈴鹿市都市公園条例」（昭和 43年鈴鹿市条例第 35号）及び「鈴鹿市都市公園条例

施行規則」（昭和 43年鈴鹿市規則第 31号） 

⑦ 「鈴鹿市鈴が谷運動広場の設置及び管理に関する条例」（平成 14 年鈴鹿市条例第 6

号）及び「鈴鹿市鈴が谷運動広場の設置及び管理に関する条例施行規則」（平成 14
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年鈴鹿市規則第 52号） 

⑧ 「鈴鹿市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例」（昭和 55年鈴鹿市条

例第 17号）及び「鈴鹿市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規

則」（昭和 55年鈴鹿市規則第 3号） 

⑨ 「鈴鹿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」及び「鈴鹿市公の

施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則」（平成 17 年鈴鹿市規則

第 39号） 

⑩ 「鈴鹿市個人情報保護条例」及び「鈴鹿市個人情報保護条例施行規則」（平成 16 年

鈴鹿市規則第 58号） 

⑪ 「鈴鹿市情報公開条例」及び「鈴鹿市情報公開条例施行規則」（平成 14 年鈴鹿市規

則第 18号） 

⑫ 「鈴鹿市行政手続条例」（平成 9 年鈴鹿市条例第 42 号）及び「鈴鹿市行政手続条例

施行規則」（平成 10年鈴鹿市規則第 7 号） 

⑬ ｢鈴鹿市暴力団排除条例｣（平成 23年鈴鹿市条例第 2号） 

⑭ その他管理運営に適用される法令 

 (6) 市監査委員による監査 

    法の規定に基づき，公の施設の管理運営業務に係る出納，その他の事務の執行について， 

   市監査委員による監査の実施が決定された場合には，当該監査に誠実に対応し，また，監査 

結果に指摘事項等があった場合には，速やかに改善等を図ってください。 

 

9. 申請者の資格 

(1) 法人又は団体（営利・非営利を問いません）であること。 

(2) 「地方自治法施行令」（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定により，一般競争入

札の参加を制限されていない者。 

(3)  「地方自治法」第 244 条の 2 第 11 項の規定により，指定の取消しを受けたことがないこ

と。 

(4) 税を滞納していないこと。 

(5) 「会社更生法」（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申立中若しくは更生手

続中又は「民事再生法」（平成 11年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立中若しくは

再生手続中でないこと。 

(6) 法人等の役員又は経営に事実上参加している者に，「鈴鹿市暴力団排除条例」第 2 条第 1

号に掲げる暴力団及びその関係者又は暴力団関係者と密接な関係を有する者がいないこと。 

 

10. 申請方法 

(1) 募集要項の配布 

① 配布期間 

平成 29年 7月 5日（水）～平成 29年 8月 9日（水） 

（土，日曜日及び祝日を除く午前 8時 30分から午後 5時 15分までとします。） 
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② 配布場所 

鈴鹿市文化スポーツ部スポーツ課（鈴鹿市役所 9階） 

〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目 18 番 18号 

TEL 059-382-9029 FAX 059-382-9071 

※ なお，鈴鹿市ホームページからも募集要項と提出書類をダウンロードすることがで

きます。 

http://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/plan/kanrisya/index.html 

(2) 募集要項等に関する質問の受付 

① 受付期間 

平成 29年 7月 5日（水）～平成 29年 8月 4日（金） 

（土，日曜日及び祝日を除く午前 8時 30分から午後 5時 15分までとします。） 

② 受付方法 

質問がある場合は，応募関係質問票（様式 9）を送付する旨を電話連絡のうえ，FAX 又

は電子メールで送付してください。口頭による質問は受け付けません。 

③ 提出先 

募集要項の配布場所と同じです。 

④ 回答方法 

質問に対する回答は鈴鹿市ホームページにて随時，公表します。 

(3) 指定申請書類の提出 

① 受付期間 

平成 29年 8月 1日（火）～平成 29年 8月 9日（水） 

（土，日曜日を除く午前 8時 30分から午後 5時 15分までとします。） 

② 提出方法 

正本１部，副本 9部（副本は複写可）を持参又は郵送にて提出してください。郵送の場

合は書留郵便を用いてください。（郵送の場合は，平成 29年 8月 9日（水）必着） 

③ 提出先 

募集要項の配布場所と同じです。 

(4) 提出書類 

① 指定申請書（様式 1） 

② 団体の概要書（様式 2） 

③ グループ応募構成書（様式 3）《グループ応募のみ》 

④ 申立書（様式 4） 

⑤ 事業計画書（様式 5）《平成 30年度～34年度までの各年度》 

⑥ 自主事業計画書（様式 6） 

⑦ 事業計画書等の要旨【公開用】（様式 7） 

⑧ 収支予算書【総括表】（様式 10-1） 

⑨ 収支予算書【施設別明細】（様式 10-2）《平成 30年度～34年度までの各年度》 

⑩ 定款又は寄附行為の写し（法人以外の団体にあっては，会則等） 

⑪ 登記事項証明書（法人の場合） 
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⑫ 法人以外の団体の場合，役員の名簿 

⑬ 申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書（予想貸借対照表及び予想損益計算

書等）及び事業計画書 

⑭ 直近の事業年度（平成 26～28 年度）の収支計算書（貸借対照表及び損益計算書等）及

び事業報告書 

⑮ 代表者の身分証明書（法人は除く） 

⑯ 納税証明書（未納がないことの証明（国税（法人税，消費税及び地方消費税），県税（法

人県民税，法人事業税），市税（法人市民税，固定資産税，軽自動車税））） 

※ 納税義務がない場合は，申立書（様式 4）の□欄にチェックを入れ，必要に応じてそ

の理由を記入して下さい。 

※ 県税及び市税の納税証明書については，申請者の所在する都道府県及び市区町村が発

行するもの。 

※ 法人以外の団体の場合は，代表者の未納がないことの証明。 

 

11. 複数の団体による応募 

複数の団体（以下「グループ」という。）が共同して応募することができます。この場合にお

いては，次の事項に注意してください。  

(1) グループで申請する場合は，グループの名称を設定し，グループを代表する団体を定める

こと。なお，代表団体及び構成団体の変更は，原則として認めません。  

(2) グループの構成団体は，別のグループの構成団体，又は単独での申請はできません。  

(3) 「10.申請方法（4）提出書類」②，⑩～⑯については，構成団体ごとに提出してください。  

(4) グループ応募構成書（様式 3）を提出してください。 

 

12. 選定方法等 

(1) 選定方法 

指定管理者の選定にあたっては，提出書類と応募者ヒアリングを基に，鈴鹿市公の施設の

指定管理者選定委員会において総合的に審査を行います。その結果を受けて，鈴鹿市が最適

と認める団体を指定管理者の候補者として選定します。選定された指定管理者の候補者につ

いては，鈴鹿市議会の議決を経て，指定管理者として指定されます。 

(2) 応募者ヒアリング 

   平成 29年 8月 25日（金）に応募者ヒアリングを実施します。時間，場所等詳細につきま

しては，後日お知らせします。 

(3) 評価基準 

① 施設の設置目的に合致した理念・運営方針を持っていること。 

② 市民の参加により地域との協働が図られる方策であること。 

③ サービスの向上が図られるものであること。 

④ 地域や市民に還元出来る提案を持っていること。 

⑤ 施設の管理経費の内容が適正な金額で設定されていること。 
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⑥ 施設の管理運営を安定して行う能力を有していること。 

23ページ別紙 2「指定管理者評価基準」を参照してください。 

(4)  最低基準点の設定  

指定管理者候補者として選定されるための最低基準点を選定委員会各委員の採点合計が，

総配点の 100分の 50以上を満たすこととします。  

これにより，最高得点の申請者であっても，最低基準点に満たない場合，候補者として

選定されない場合があります。 

(5) 指定管理者の候補者の選定結果 

応募者全員に平成 29年 10月頃，文書にてお知らせします。 

(6) 選定審査対象からの除外 

応募者が次の要件に該当した場合は，その者を選定審査の対象から除外します。 

① 応募者及び応募者の代理人並びにそれ以外の関係者が審査に対し不当な要求を行った 

場合 

② 指定管理者の選定について選定委員会委員に個別に接触した場合 

③ 提出書類に虚偽又は不正があった場合 

④ 提出期間を経過してから提出書類が提出された場合 

⑤ 複数の申請を行い又は複数の事業計画書を提出した場合 

⑥ 提出書類提出後に事業計画の内容を大幅に変更した場合 

⑦ 募集要項に違反又は著しく逸脱した場合 

⑧ その他不正行為があった場合 

(7) 再度の選定  

指定管理者の候補者の選定後，実際に管理が開始されるまでの間に，当該候補者を指定管

理者とすることができない事情が生じたときは，審査において次点となったものから順に候

補者を決定できることとします。 

 

13. 事業の実施，継続が困難になった場合における処置 

(1) 鈴鹿市への報告 

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には，速や

かに鈴鹿市に報告しなければなりません。 

(2) 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

鈴鹿市は「地方自治法」第 244 条の 2 第 10 項の規定により，指定管理者に対して管理業

務又は，経理の状況に関して報告を求め，実地について調査し，又は，必要な指示をするこ

とがあります。その指示に従わない場合，その他管理を継続することが適当でないと認める

場合には，鈴鹿市は指定管理者の指定の取消し，又は期間を定めて管理の業務の全部若しく

は一部の停止を命ずる場合があります。その場合において，指定管理者に損害が生じても，

鈴鹿市は賠償の責めを負いません。 

(3) 不可抗力による場合 

鈴鹿市及び指定管理者の責めに帰すことができない事由により業務の継続が困難になっ

た場合には，業務の可否について協議するものとします。 
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協議の結果，やむを得ないと判断された場合は，鈴鹿市は，指定の取消しを行うものとし

ます。 

 (4) 鈴鹿市に対する損害賠償 

上記(2)により指定管理者の指定を取り消され，鈴鹿市に指定管理者の債務不履行による

損害が生じた場合には，指定管理者は鈴鹿市に対し賠償の責めを負うこととなります。 

 

14. モニタリングの実施 

鈴鹿市は，指定管理者が定められた業務を確実に遂行し，サービスの水準を達成しているか

検証するために，「指定管理者制度導入施設におけるモニタリングマニュアル」を定めています。

指定管理者は，同マニュアルに沿って，鈴鹿市と協力してモニタリングを実施する義務を負い

ます。 

※ 指定管理者制度導入施設におけるモニタリングマニュアルは，次の URLから確認できます。 

http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/kanrisya/pdf/manual.pdf 

 

15. その他留意事項 

(1) 申請内容の変更禁止 

提出された書類の内容を変更することはできません。 

(2) 使用言語及び通貨単位 

提出書類に使用する言語は日本語とし，通貨単位は円とします。 

(3) 費用負担 

申請に関して必要となる費用は，申請者の負担とします。 

(4) 協定書 

業務の範囲と実施条件，指定管理料の支払い等の具体的な取扱いについては，基本的に別

紙 3による協定を締結するものとし，細目及びその他必要な事項については，協議の上，協

定書に定めるものとします。 

 (5)  議会で否決された場合 

指定管理者の指定について議会の議決が得られなかった場合又は否決された場合におい

ても，指定管理者の候補者となっている団体が指定管理に係る業務の準備等のために支出し

た費用等については，原則として当該団体の負担とします。 

  (6)  応募の辞退  

事業計画書等の提出後に，辞退をする場合には，応募辞退届（様式 8）を提出してくださ

い。 

(7) 業務の引継ぎ 

現指定管理者からの業務の引継ぎは，協定締結後，随時行います。なお，引継ぎに要する

経費は，新指定管理者の負担とします。 

(8)  提出書類の著作権 

提出書類の著作権は，申請者に帰属します。ただし，鈴鹿市は指定管理者の決定の公表等

必要な場合は，提出書類の全部又は一部を無償で使用し，又は提出書類の内容を複製，改変

等して使用できるものとします。また，提出された書類は，鈴鹿市情報公開条例第 2条に規
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定する公文書に該当することとなり，情報公開の請求がされた場合は，同条例の規定に基づ

き，情報公開の手続を行います。 

なお，10.申請方法（4）提出書類 ⑦事業計画書等の要旨【公開用】（様式 7）は，公開

を前提とした書類であるため，その公開に当たっては，事前の確認等はありません。 

 (9) 鈴鹿市において，平成 30年に全国高等学校総合体育大会（インターハイ），平成 32年に 

国民体育大会競技別リハーサル大会，平成 33 年に国民体育大会（本大会：三重とこわか国 

体）の各競技を，市内各運動施設を使用して開催予定であるため，鈴鹿市国体推進課，鈴鹿 

市準備委員会及び各競技団体等と連携し，大会の成功に向け施設の管理運営等を行うこと。 

(10) 指定管理施設におけるネーミングライツ･パートナー制度の導入について 

平成 30 年度から募集を予定している運動施設の内，鈴鹿市立体育館及び石垣池公園陸上

競技場については，平成 28 年度からネーミングライツ･パートナー制度を導入し，「ＡＧＦ

鈴鹿体育館」及び「ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場」の愛称を使用しています。 

このパートナー契約については，命名権者はＡＧＦ鈴鹿株式会社，契約期間は，平成 28

年 4月 1日から平成 34年 3月 31日までとなり，命名権者には，施設の正式名称に代えて使

用する愛称を付与する権利が与えられています。 

なお，指定管理期間中にネーミングライツの更新を行う場合があることを申し添えます。 

※ ネーミングライツ･パートナー制度とは，契約により施設等に「愛称」として企業・

団体・商品名等を付与させる代わりに，命名権者（ネーミングライツ･パートナー）か

ら対価を得るものです。 

※ 本募集要項及び仕様書においても，鈴鹿市立体育館及び石垣池公園陸上競技場につい

て「ＡＧＦ鈴鹿体育館」及び「ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場」の愛称を使用しています。 
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【参考】指定管理者指定スケジュール 

 内  容 日  程 

1 募集要項の公表 平成 29年 7月 5日（水）～平成 29年 8月 9日（水） 

2 指定申請書類受付期間 平成 29年 8月 1日（火）～平成 29年 8月 9日（水） 

3 応募者ヒアリング 平成 29 年 8月 25日（金） 

4 候補者の選定 平成 29 年 10月頃 

5 候補者との仮協定等の協議・締結 平成 29 年 10月頃 

6 指定管理者の指定議案提出 平成 29 年 12月 

7 指定管理者の準備期間 平成 30 年 1月～3月 

8 運用開始 平成 30 年 4月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●問い合わせ先 

(運動施設に関すること) 

鈴鹿市文化スポーツ部スポーツ課 

〒513-8701 

三重県鈴鹿市神戸一丁目 18 番 18 号 

TEL 059-382-9029 

FAX 059-382-9071 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ supotsu＠city.suzuka.lg.jp 

●問い合わせ先 

(公園施設に関すること) 

鈴鹿市都市整備部市街地整備課   

〒513-8701 

三重県鈴鹿市神戸一丁目 18 番 18 号 

TEL 059-382-9025 

FAX 059-382-7615 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ shigaichisebi＠city.suzuka.lg.jp 

●問い合わせ先  

(鈴鹿市鈴が谷運動広場に関すること) 

鈴鹿市環境部廃棄物対策課 

〒513-8701 

三重県鈴鹿市神戸一丁目 18 番 18 号 

TEL 059-382-7609 

FAX 059-382-2214 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ haikibutsutaisaku＠city.suzuka.lg.jp 

●問い合わせ先 

(鈴鹿市農村環境改善センターに関すること) 

鈴鹿市産業振興部農林水産課   

〒513-8701 

三重県鈴鹿市神戸一丁目 18 番 18 号 

TEL 059-382-9017 

FAX 059-382-7610 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ norin＠city.suzuka.lg.jp 
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（別紙 1） 

鈴鹿市と指定管理者の責任分担表 

項 目 内 容 
負担者 

鈴鹿市 指定管理者 

法令等の変更 
施設の管理運営に影響を及ぼすもの ○   

指定管理者自身に影響を及ぼすもの   ○ 

税制の変更 

施設の管理運営に影響を及ぼす税制変更の内，申請時点で

想定できないもの 
○   

上記以外の一般的な税制変更   ○ 

物価変動 人件費・物品費等の物価変動に伴う経費の増   ○ 

金利変動 金利の変動に伴う経費の増   ○ 

需要変動 当初の需要見込と実施結果との差異によるもの   ○ 

書類の誤り 
仕様書等鈴鹿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   ○ 

第三者賠償 

指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者（利用者含

む）に損害を与えた場合 
  ○ 

上記以外の事由によるもの ○   

不可抗力 

不可抗力（暴風雨・地震・テロ・暴動その他鈴鹿市又は指

定管理者のいずれの責めに帰すことのできない自然的又は

人為的な現象）による施設・設備の修復費用 

○ ○ 

利用者等の対応 利用者や施設周辺住民等の苦情・要望等への対応   ○ 

管理施設の修繕 

指定管理者の責めに帰すべき事由による場合   ○ 

修繕に係る費用が 1件あたり 30 万円未満（鈴鹿市農村環境

改善センターについては1件あたり20万円未満）の場合（経

年劣化及び特定できない第三者による行為を含む） 

  ○ 

上記以外の場合 ○ 
 

備品等の損傷・

損壊・盗難 

指定管理者の責めに帰すべき事由による場合   ○ 

修繕に係る費用が 1件あたり 20 万円未満の場合（経年劣化

及び特定できない第三者による行為を含む） 
  ○ 

上記以外の場合 ○ 
 

情報管理 
指定管理者の責めに帰すべき事由により情報が漏洩した場

合 
  ○ 

債務不履行 
鈴鹿市に協定内容の不履行があった場合 ○   

指定管理者に業務及び協定内容の不履行があった場合   ○ 

指定期間終了時

の費用 

指定の期間が終了した場合，又は，指定期間中における指

定の取消しをした場合における業務引継ぎに要する経費 
  ○ 
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指定管理者評価基準                              （別紙 2） 

項    目 配点枠 

1.基本的な方針 18 

  

(1)鈴鹿市のスポーツ振興についての理解や団体の基本方針が「国民体育大会鈴鹿市

開催基本方針」に則っているか。また，経営理念，将来展望が，施設の設置目的や管理

運営にふさわしいものか 

10 

(2)地域の人材を活用し協働化が図れるような管理運営の方策を持っているか 5 

(3)施設の利用に関し，公平性を維持する考え方と方策を持っているか 3 

2.サービスの向上 47 

  

(1)サービスを向上する具体的な方策を持っているか。また，自主事業の計画は適切か 4 

(2)施設利用促進に向けたスポーツ教室の計画は適切か。また，スポーツ教室の指導者

は市内スポーツ関係団体と協議した方策となっているか 
10 

(3)利用者からの要望の把握とその実現方策を持っているか 3 

(4) AGF鈴鹿体育館大規模改修工事に伴う休館期間中の代替利用希望者に対する利

用調整，スポーツ教室の代替案の方策は持っているか 
6 

(5)職員が法令を順守し，人事育成の研修等実施されるものとなっているか。また，利用

者とのトラブルの防止と対処方法は適切か 
5 

(6)市民への情報提供の方策が積極的・具体的な提案となっているか 3 

(7）施設の管理実績を踏まえ，地域や市民に還元できる方策を持っているか 6 

(8)三重とこわか国体や全国高等学校総合体育大会（インターハイ）の開催運営に対し，

スポーツ関係団体等との調整・連携など積極的に協力を行える方策を持っているか 
10 

3.施設の管理運営経費 10 

  
(1)指定管理に係る収支予算書の積算内容は妥当なものになっているか 5 

(2)施設の管理運営経費は適正なものになっているか 5 

4.施設の安定した管理運営 25 

  

(1)施設の管理運営を行うにあたって，事業内容に適した職員(社員）が配置されているか 5 

(2)利用者の安全対策及び緊急時の危機管理体制が確立されているか 4 

(3)個人情報の保護，及び情報公開について適切に行う体制ができているか 3 

(4）施設の維持保守は効率的で安定的か。また，修繕など利用者の立場に立った方策

になっているか 
5 

(5)公の施設あるいは一般市民が利用する施設の管理運営に実績があるか 3 

(6)団体の財政状況は健全なものになっているか 5 

合    計 100 
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 （別紙３） 

 

 

 

 

 

 

江島総合スポーツ公園・松池公園（運動施設・公園施設） 

石垣池公園（運動施設・公園施設），鈴鹿市鈴が谷運動広場 

鈴鹿市立西部体育館 

鈴鹿市農村環境改善センター，鈴鹿市立西部野球場・西部テニスコート 

鼓ケ浦サン・スポーツランド（運動施設・公園施設） 

桜の森公園（野球場・公園施設） 

＜協定書＞（案） 
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江島総合スポーツ公園・松池公園（運動施設・公園施設），石垣池公園（運 

動施設・公園施設），鈴鹿市鈴が谷運動広場，鈴鹿市立西部体育館，鈴鹿市 

農村環境改善センター，鈴鹿市立西部野球場・西部テニスコート及び鼓ケ浦 

サン・スポーツランド（運動施設・公園施設），桜の森公園（野球場・ 

公園施設）の管理に関する協定書 

 

 鈴鹿市（以下「甲」という。），及び         （以下「乙」という。）

は，次のとおり江島総合スポーツ公園・松池公園（運動施設・公園施設），石垣

池公園（運動施設・公園施設），鈴鹿市鈴が谷運動広場，鈴鹿市立西部体育館，

鈴鹿市農村環境改善センター，鈴鹿市立西部野球場・西部テニスコート及び鼓

ケ浦サン・スポーツランド（運動施設・公園施設），桜の森公園（野球場・公園

施設）（以下「本施設」という。）の管理に係る協定（以下「本協定」という。）

を締結する。 

 

 

第 1章 総 則 

 

 

 （本協定の目的） 

第 1 条 本協定は，甲，及び乙が相互に協力し，本施設を適正かつ円滑に管理

するために必要な事項を定めることを目的とする。 

 

 （指定管理者の指定の意義） 

第 2 条 甲，及び乙は，本施設の管理に関して甲が指定管理者の指定を行うこ

との意義は，民間事業者である乙の能力を活用しつつ，地域住民等に対する

本施設の効果及び効率を向上させ，もって地域の福祉の一層の増進を図るこ

とにあることを確認する。 

 

 （公共性及び民間事業の趣旨の尊重） 

第 3 条 乙は，本施設の設置目的，指定管理者の指定の意義及び施設管理者が

行う管理業務（以下「本業務」という。）の実施に当たって求められる公共性

を十分に理解し，その趣旨を尊重するものとする。 

2 乙は，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とし，

特定の団体等に有利又は不利になる運営を行わないものとする。 

3 甲は，本業務が利益の創出を基本とする民間事業者等によって実施されるこ

とを十分に理解し，その趣旨を尊重するものとする。 
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 （信義誠実の原則） 

第 4 条 甲及び乙は，互いに協力し，信義を重んじ，対等な関係に立って本協

定を誠実に履行しなければならない。 

 

 （管理物件） 

第 5条 本業務の対象となる物件（以下「管理物件」という。）は，管理施設及

び管理物品から成るものとし，その内容は，別紙 1のとおりとする。 

2 乙は，善良な管理者の注意をもって，管理物件を管理しなければならない。 

 

 （指定期間） 

第 6条 甲が本施設の指定管理者として乙を指定する期間は，平成 30年 4月 1

日から平成 35年 3月 31日までとする。 

 

 （会計区分） 

第 7条 本業務に係る会計年度は，毎年 4月 1日から翌年 3月 31日までの年次

ごととする。ただし，前指定管理者の支払金について，引継ぎ後，4月以降で

発生する光熱水費及び電話料金の請求については，前年度分であっても乙の

支払いとする。 

2 本業務に係る会計帳簿書類及び経理規定は，自身の団体と独立したものとし，

本業務に係る経費及び収入は，団体自身の口座とは別の口座で管理するもの

とする。 

 

 

第 2章 本業務の範囲と実施条件 

 

 

 （本業務の範囲） 

第 8条 鈴鹿市運動施設の設置及び管理に関する条例（昭和 57年鈴鹿市条例第

18 号。以下「施設条例」という。）第 2 条の 3 に規定する本業務の範囲は，

次のとおりとする。 

(1) 施設条例第 3条に規定する使用の許可，施設条例第 8条に規定する特別 

  設備等の制限，施設条例第 9条に規定する使用許可の取消し等，施設条例 

第 10条に規定する使用者等に対する指示，施設条例第 11条第 2項に規定 

する原状回復の代行その他使用の許可に関連する業務 

(2) 施設条例第 6条に規定する利用料金の徴収，施設条例第 7条に規定する 
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利用料金の還付その他利用料金に関する業務 

(3) 施設及び設備の維持に関する業務 

(4) 前各号に掲げるもののほか，運動施設の運営に関して甲が必要と認める

業務 

2 鈴鹿市都市公園条例（昭和 43年鈴鹿市条例第 35号。以下「公園条例」とい

う。）第 14条の 3に規定する本業務の範囲は，次のとおりとする。 

(1) 公園条例第 4条に規定する行為の制限に関する業務 

(2) 公園条例第 7条に規定する利用の禁止又は制限に関する業務 

(3) 公園条例第 11条に規定する使用料の収納に関する業務 

(4) 公園条例第 13条第 1項に規定する監督処分に関する業務 

(5) 指定公園の施設，附属設備等の維持管理に関する業務 

(6) 前各号に掲げるもののほか，指定公園の管理運営に関して甲が必要と認

める業務 

3 鈴鹿市鈴が谷運動広場の設置及び管理に関する条例（平成 14 年鈴鹿市条例

第 6 号。以下「広場条例」という。）第 2 条の 3 に規定する本業務の範囲は，

次のとおりとする。 

(1) 広場条例第 3 条に規定する使用の許可，広場条例第 7 条に規定する許可

の取消し等その他使用の許可に関連する業務 

(2) 広場条例第 5条に規定する使用料の収納に関する業務 

(3) 施設及び設備の維持及び修繕に関する業務 

(4) 前各号に掲げるもののほか，広場の運営に関して甲が必要と認める業務 

4 鈴鹿市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例（昭和 55 年鈴鹿

市条例第 17 号。以下「センター条例」という。）第 4 条の 3 に規定する本業

務の範囲は，次のとおりとする。 

(1) センター条例第 5 条に規定する使用の許可，センター条例第 7 条に規定

する使用許可の取消し等その他使用の許可に関連する業務 

(2) センター条例第 9条に規定する使用料の収納に関する業務 

(3) 施設及び設備の維持及び修繕に関する業務 

(4) 前各号に掲げるもののほか，センターの運営に関して甲が必要と認める

業務 

5 第 1項各号，第 2項各号，第 3項各号及び第 4項各号に掲げる業務の細目は，

募集要項で示した仕様書（以下「仕様書」という。）に定めるとおりとする。 

 

 （業務実施条件） 

第 9 条 乙が本業務を実施するに当たって満たさなければならない条件は，仕

様書に示すとおりとする。 
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 （業務範囲及び業務実施条件の変更） 

第 10条 甲，及び乙は，必要と認める場合は，相手方に対する通知をもって第

8条第1項及び第2項で定める本業務の範囲及び前条で定める業務実施条件の

変更を求めることができる。 

2 甲，及び乙は，前項の通知を受けた場合は，協議に応じなければならない。 

3 業務の範囲又は業務の実施条件の変更，これに伴う指定管理料の変更等につ

いては，前項の協議において決定するものとする。 

 

 

第 3章 本業務の実施 

 

 

 （本業務の実施） 

第 11条 乙は，本協定，鈴鹿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（平成 17 年鈴鹿市条例第 19 号。以下「手続条例」という。），施設条

例，公園条例，広場条例，センター条例，関係法令等のほか，募集要項，事

業計画書等に従って本業務を実施するものとする。 

2 本協定，募集要項，事業計画書等の間に矛盾又は齟齬がある場合は，本協定，

募集要項等，事業計画書等の順にその解釈が優先するものとする。 

3 前項の規定にかかわらず，事業計画書等において仕様書を上回る水準が提案

されている場合は，事業計画書等に示された水準によるものとする。 

 

 （開業準備） 

第 12条 乙は，第 6条の規定による指定開始日（以下「指定開始日」という。）

に先立ち，本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し，必要な研修等を

行わなければならない。 

2 乙は，必要と認める場合には，指定開始日に先立ち，甲に対して管理施設の

視察を申し出ることができるものとする。 

3 甲は，乙から前項の申出を受けた場合は，合理的な理由がある場合を除いて，

その申出に応じなければならない。 

 

 （第三者による実施） 

第 13条 乙は，本施設の管理に係る業務を一括して第三者に委託してはならな

い。ただし，清掃，警備等個々の具体的な業務については，甲の承諾を得た

上で第三者に委託することができる。この場合において，当該第三者の責め



29 

 

に帰すべき事項により発生した損害等に対しては，全て乙がその責めを負う

ものとする。 

 

 （管理施設の修繕等） 

第 14 条 管理施設の修繕は，鈴鹿市農村環境改善センターについては 1 件 20

万円未満（消費税及び地方消費税を含む。）の修繕，それ以外の施設について

は 1 件 30 万円未満（消費税及び地方消費税を含む。）の修繕にあっては乙が

自らの負担で実施し，上記金額（消費税及び地方消費税を含む。）以上の修繕

にあっては修繕箇所，修繕内容，修繕金額等について甲及び乙で協議の上，

甲が予算の範囲内で行うものとする。但し，甲，及び乙の合意がある場合は，

この限りでない。 

 

 （光熱水費） 

第 15条 鈴が谷運動広場に係る光熱水費については，別に定めるものとする。 

 

 （使用料の収納） 

第 16条 乙は，使用料を収納したときは，速やかに甲の指定する金融機関に払

い込むものとする。 

2 乙は，その責めに帰すべき事由により収納した使用料を紛失したときは，そ

の損害を甲に賠償しなければならない。 

 

 （各種規定等の作成） 

第 17条 乙が管理運営に係る各種規定等を作成する場合は，甲と協議を行うも

のとする。 

 

 （利用者等への対応） 

第18条 乙は，本業務の実施に関し，利用者若しくは近隣等の住民からの苦情，

意見等が寄せられた場合又は利用者間に問題が生じた場合は，誠実にこれに

対応するものとする。 

  

（緊急時の対応） 

第 19 条 第 6 条の規定による指定期間（以下「指定期間」という。）中，本業

務の実施に関して事故，災害等の緊急事態が発生した場合は，乙は速やかに

必要な措置を講じるとともに，甲を含む関係者に対して緊急事態が発生した

旨を通報しなければならない。 

2 事故等が発生した場合，乙は，甲と協力して事故等の原因調査に当たるもの
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とする。 

 （債務不履行） 

第 20条 乙は，事業放棄若しくは，破綻により本協定の義務を履行しないこと

又は本協定に違反したことにより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。 

2 甲は，方針変更，その他手続の遅延等により本協定の義務を履行しないこと

又はこれに違反したことにより，乙に損害を与えた場合は，その損害を賠償

するものとする。 

 

 （秘密の保持） 

第 21条 乙の本業務の全部又は一部に従事する者は，本業務の実施によって知

り得た秘密並びに甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏

らし，又は他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し，又は指定を

取り消された後においても同様とする。 

 

 （個人情報の保護） 

第 22条 乙は，本業務を実施するに当たり取り扱う個人情報については，別紙

2によらなければならない。 

 

 （情報公開） 

第 23条 乙は，鈴鹿市情報公開条例（平成 13年鈴鹿市条例第 29号）の趣旨に

のっとり，乙が保有する当該施設の管理に係る情報の公開に関し，情報の公

開に関する規定を整備し，乙が保有する当該施設の管理に係る情報の公開に

努めるものとする。 

 

 

第 4章 備品等の扱い 

 

 

（甲による備品等の貸与等） 

第 24 条 甲は，募集要項参考資料（備品一覧）に示す備品等（以下「備品等」

という。）を，無償で乙に貸与する。 

2 乙は，指定期間中，備品等を常に良好な状態に保つものとする。 

3 乙の故意又は過失により，協定書等に定められた管理を怠ったことによる備

品の毀損又は滅失は，金額の多少にかかわらず乙が購入又は修繕を行う。 

4 備品等の修繕は，1件 20万円（消費税及び地方消費税を含む。）未満の修繕
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にあっては乙の負担とし，1件 20万円（消費税及び地方消費税を含む。）以上

の修繕にあっては修繕箇所，修繕内容，修繕金額等について甲と協議し，甲

が予算の範囲内で行うものとする。但し，甲，及び乙の合意がある場合は，

この限りでない。 

5 乙は，本施設の利用者が使用する備品を更新し，又は新規購入する場合は，

甲と協議する。 

6 本協定の終了に際し，備品等の取扱いについては，次のとおりとする。 

(1) 無償貸与した備品については，乙は，甲又は甲が指定するものに対して

引き継がなければならない。 

(2) 乙が購入した備品については，原則として乙が自己の責任及び費用で撤

去又は撤収するものとする。ただし，甲，及び乙が合意した場合は，乙は，

乙が購入した備品を甲又は甲が指定する者に対して引き継ぐことができる

ものとする。 

 

 

第 5章 業務実施に係る甲及び乙の確認事項 

 

 

 （事業報告書） 

第 25条 乙は，毎年度終了後 2か月以内に，本業務に関し，次の各号に掲げる

事項について，手続条例第 6 条に基づき，事業報告書を提出しなければなら

ない。 

(1) 管理業務の実施及び管理施設の利用の状況 

(2) 利用料金及び使用料の収入の実績 

(3) 管理に係る経費の収支状況 

(4) 前 3号に掲げるもののほか，管理の実態を把握するために必要なものと 

して甲が定める事項 

2 乙は，甲が第 41条から第 43条までの規定に基づいて年度途中において乙に

対する指定管理者の指定を取り消した場合は，指定が取り消された日から 2

か月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならな

い。 

3 甲は，必要があると認めるときには，事業報告書の内容又はそれに関連する

事項について，乙に対し報告又は口頭による説明を求めることができるもの

とする。 

4 乙は，甲から前項の規定により説明を求められた場合は，合理的な理由があ

る場合を除き，その求めに応じなければならない。 
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 （月次報告） 

第 26条 乙は，毎月終了後，翌月の 5日までに本業務に関し，次の各号に掲げ

る事項を記載した月次報告書を提出しなければならない。 

(1) 利用者数，利用料金等の状況 

(2) 維持管理業務の状況 

(3) 乙が実施した修繕の状況 

 

 （甲による業務実施状況の確認） 

第 27条 甲は，乙の管理業務及び経理の状況に関し，定期的に報告を求め，乙

が行う業務の実施状況及び施設の管理状況の確認を行うものとする。 

2 甲は，前項に規定する確認のほか，乙による業務実施状況等を確認すること

を目的として，随時，管理物件へ立ち入り，又は，乙に対して本業務の実施

状況及び本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることが

できる。 

3 乙は，甲から前項の規定により説明を求められた場合は，合理的な理由があ

る場合を除いて，その求めに応じなければならない。 

 

（甲による業務の改善指示） 

第 28条 前条の確認の結果，乙による業務実施が仕様書等，甲が示した条件を

満たしていない場合は，甲は乙に対して業務の改善を指示するものとする。 

2 乙は，前項に定める改善指示を受けた場合は，速やかにそれに応じなければ

ならない。 

 

 

第 6章 指定管理料及び利用料金 

 

 

 （指定管理料の支払） 

第 29条 甲は，乙に本業務実施の対価として，総額金      円（消費税

及び地方消費税を含む。）を支払うものとする。なお，施設ごとの支払額は，

次のとおりとする。 

  

 江島総合スポーツ公園・松池公園運動施設にあっては総額金     円

（消費税及び地方消費税を含む。）を支払うものとする。各年度の支払額は次
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のとおりとする。 

 平成 30年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 平成 31年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 平成 32年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 平成 33年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

平成 34年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

 江島総合スポーツ公園・松池公園公園施設にあっては総額金     円

（消費税及び地方消費税を含む。）を支払うものとする。各年度の支払額は次

のとおりとする。 

 平成 30年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 平成 31年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 平成 32年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 平成 33年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

平成 34年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

石垣池公園陸上競技場（管理室含む）にあっては総額金     円（消

費税及び地方消費税を含む。）を支払うものとする。各年度の支払額は次のと

おりとする。 

 平成 30年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 平成 31年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 平成 32年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 平成 33年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

平成 34年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

  石垣池公園野球場にあっては総額金     円（消費税及び地方消費税 

 を含む。）を支払うものとする。各年度の支払額は次のとおりとする。 

 平成 30年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 平成 31年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 平成 32年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 平成 33年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

平成 34年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

  石垣池公園市民プールにあっては総額金     円（消費税及び地方消

費税を含む。）を支払うものとする。各年度の支払額は次のとおりとする。 

 平成 30年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 
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 平成 31年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 平成 32年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 平成 33年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

平成 34年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。 

 

  石垣池公園（公園施設）にあっては総額金     円（消費税及び地方

消費税を含む。）を支払うものとする。各年度の支払額は次のとおりとする。 

 平成 30年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 平成 31年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 平成 32年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 平成 33年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

平成 34年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。 

 

  鈴鹿市鈴が谷運動広場にあっては総額金     円（消費税及び地方消

費税を含む。）を支払うものとする。各年度の支払額は次のとおりとする。 

 平成 30年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 平成 31年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 平成 32年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 平成 33年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

平成 34年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。 

 

  鈴鹿市西部体育館にあっては総額金     円（消費税及び地方消費税

を含む。）を支払うものとする。各年度の支払額は次のとおりとする。 

 平成 30年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 平成 31年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 平成 32年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 平成 33年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

平成 34年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。 

 

  鈴鹿市農村環境改善センターにあっては総額金     円（消費税及び

地方消費税を含む。）を支払うものとする。各年度の支払額は次のとおりとす

る。 

 平成 30年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 平成 31年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 平成 32年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 平成 33年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 
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平成 34年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。 

 

  鈴鹿市西部野球場・西部テニスコートにあっては総額金     円（消

費税及び地方消費税を含む。）を支払うものとする。各年度の支払額は次のと

おりとする。 

 平成 30年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 平成 31年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 平成 32年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 平成 33年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

平成 34年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。 

 

  鼓ケ浦サン・スポーツランド運動施設にあっては総額金     円（消

費税及び地方消費税を含む。）を支払うものとする。各年度の支払額は次のと

おりとする。 

 平成 30年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 平成 31年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 平成 32年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 平成 33年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

平成 34年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。 

 

  鼓ケ浦サン・スポーツランド公園施設にあっては総額金     円（消

費税及び地方消費税を含む。）を支払うものとする。各年度の支払額は次のと

おりとする。 

 平成 30年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 平成 31年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 平成 32年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 平成 33年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

平成 34年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。 

 

  桜の森公園野球場にあっては総額金     円（消費税及び地方消費税

を含む。）を支払うものとする。各年度の支払額は次のとおりとする。 

 平成 30年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 平成 31年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 平成 32年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 平成 33年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

平成 34年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。 
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  桜の森公園 公園施設にあっては総額金     円（消費税及び地方消費

税を含む。）を支払うものとする。各年度の支払額は次のとおりとする。 

 平成 30年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 平成 31年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 平成 32年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 平成 33年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。） 

平成 34年度 金     円（消費税及び地方消費税を含む。 

 

2 乙は，各会計年度において，当該年度の総額の 2分の 1の額を半期ごとに支

払うものとする。ただし，石垣池公園市民プールについては，当該年度の総

額を開設前に支払うものとする。 

3 特別な事情が生じた場合には，甲及び乙が協議し，指定管理料を変更するこ

とができる。 

  

 （利用料金等の収入の取扱い） 

第 30条 乙は，施設条例第 6条に規定する利用料金及びスポーツ教室（自主事

業含む）参加料を乙の収入として，収受することができる。 

2 乙は，乙が行う施設条例第 7条に規定する利用料金の還付について，自己の

負担で還付金の交付を行うものとする。 

3 乙は，乙が収受した利用料金のうち，乙の指定管理期間終了後の使用に係る

利用料金に相当する金額を，甲又は甲が指定する者に支払わなければならな

い。 

 

 （利用料金の決定） 

第 31条 利用料金は，乙が，施設条例第 6条に規定する利用料金の範囲内にお

いて定めるものとする。ただし，その決定及び改定については事前に甲と協

議を行い，その承認を受けるものとする。 

2 甲は，施設条例第 6条を改正しようとするときは，事前に乙に通知するもの

とする。 

 

 

第 7章 損害賠償及び不可抗力 

 

 

 （損害賠償等） 
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第 32 条 乙は，故意又は過失により管理物件を損傷し，又は滅失したときは，

これによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし，甲が特別

の事情があると認めたときは，甲は，その全部又は一部を免除することがで

きるものとする。 

 

（責任の分担） 

第 33条 乙が，本業務を行うに当たり，想定される責任の分担は，別紙 3のと

おりとする。 

2 前項に定める事項に疑義が生じた場合又は前項に定める事項以外の事例が

発生した場合は，甲，及び乙が協議の上責任分担を決定するものとする。 

 

 （第三者への賠償） 

第 34条 本業務の実施において，乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害

が生じた場合は，乙は，その損害を賠償しなければならない。ただし，その

損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲及び乙の責めに帰すことができない事

由による場合については，この限りではない。 

2 甲は，乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して

賠償した場合は，乙に対して，賠償した金額及びその賠償に伴い発生した費

用を求償することができるものとする。 

 

 （保険） 

第 35条 本業務の実施に当たり，甲が付保しなければならない保険は，市有施

設の全国市有物件災害共済会建物総合損害共済保険とする。 

2 乙は，本業務の実施に当たり，利用者に係る施設賠償責任保険を付保するも

のとし，その他自らのリスクに対して適切な範囲で，その他の保険を付保す

るものとする。 

3 乙は，前項の規定により保険契約を締結したときは，その証券又はこれに代

わるものを直ちに甲に提示しなければならない。 

 

 （不可抗力発生時の対応） 

第 36条 不可抗力が発生した場合は，乙は，不可抗力の影響を早期に除去する

ため早急に対応措置をとり，不可抗力により発生する損害及び損失並びに増

加費用を最小限にするよう努力しなければならない。 

 

 （不可抗力によって発生した費用等の負担） 

第37条 不可抗力の発生に起因して乙に損害及び損失並びに増加費用が発生し
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た場合は，乙は，その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知

するものとする。 

2 甲は，前項の規定による通知を受け取った場合は，損害状況の確認を行った

上で甲及び乙が協議を行い，不可抗力の判定，費用負担等を決定するものと

する。 

3 不可抗力の発生に起因して乙に損害及び損失並びに増加費用が発生した場

合は，当該費用については合理性の認められる範囲で甲が負担するものとす

る。なお，乙が付保した保険により填補された金額相当分については，甲の

負担に含まないものとする。 

4 不可抗力の発生に起因して甲に損害及び損失並びに増加費用が発生した場

合は，当該費用については甲が負担するものとする。 

 

 （不可抗力による一部の業務実施の免除） 

第 38条 前条第 2項の協議の結果，不可抗力の発生により本業務の一部が実施

できなくなったと甲が認めた場合は，乙は，不可抗力により影響を受ける限

度において本協定に定める義務を免れるものとする。 

2 乙が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合は，甲は，乙と協議

の上，乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理

料から減額できるものとする。 

 

 

第 8章 指定期間の満了 

 

 

 （業務の引継ぎ等） 

第 39条 乙は，本協定の終了に際し，甲又は甲が指定するものに対し，本業務

の引継ぎ等を行わなければならない。 

2 甲は，必要と認める場合には，本協定の終了に先立ち，乙に対して甲又は甲

が指定するものによる管理施設の視察を申し出ることができるものとする。 

3 乙は，甲から前項に規定する申出を受けた場合は，合理的な理由がある場合

を除いて，その申出に応じなければならない。 

 

 （原状復帰義務） 

第 40条 乙は，本協定の終了までに，指定開始日を基準として管理物件を現状

に回復し，甲に対して管理物件を空け渡さなければならない。 

2 前項の規定にかかわらず，甲が認めた場合は，乙は，管理物件の原状回復を



39 

 

行わずに，別途甲が定める状態で甲に対して管理物件を空け渡すことができ

るものとする。 

 

 

第 9章 指定期間満了以前の指定の取消し等 

 

 

 （乙の構成員の変更） 

第41条 乙は，やむを得ない事由によりその構成員を変更しようとする場合は，

甲に対して構成員の変更を申し出ることができる。 

2 甲は，前項に規定する申出を受けた場合は，乙との協議を経てその処置を決

定するものとする。 

 

（甲による指定の取消し） 

第 42条 甲は，手続条例第 8条の規定により，乙が次の各号のいずれかに該当

すると認めるときは，その指定を取り消し，又は期間を定めて本業務の全部

若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。 

(1) 業務に際して不正行為があったとき。 

(2) 甲に対し虚偽の報告をし，又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。 

(3) 乙が関係法令，条例，本協定等に基づく甲の指示に従わないとき。 

(4) 乙が関係法令，条例，本協定等に違反したとき。 

(5) 甲が乙に対して，管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め，実施に

ついて調査し，又は必要な指示をした場合で，この指示に従わないとき及

び管理を継続することが適当でないと認めるとき。 

(6) 自らの責めに帰すべき事由により乙から本協定の締結の解除の申出があ 

   ったとき。 

(7) 前各号に掲げるもののほか，甲が必要と認めるとき。 

2 甲は，前項の規定に基づいて指定の取消しを行おうとする場合は，事前にそ

の旨を乙に通知した上で，次の事項について乙と協議を行わなければならな

い。 

(1) 指定の取消しの理由 

(2) 指定の取消しの要否 

(3) 乙による改善策の提示及び指定の取消しまでの猶予期間の設定 

(4) 前 3号に掲げるもののほか必要事項 

3 第 1項の規定により指定を取り消し，又は期間を定めて本業務の全部若しく

は一部の停止を命じた場合において，乙に損害及び損失並びに増加費用が生
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じても，甲は，その賠償の責めを負わない。 

 

 （乙による指定の取消しの申出） 

第 43条 乙は，次のいずれかに該当する場合は，甲に対して指定の取消しを申

し出ることができるものとする。 

(1) 甲が本協定内容を履行せず，又はこれらに違反したとき（一方的な仕様 

変更又は指定管理料の減額等，甲より不合理な要求が提示された場合を含 

む。）。 

(2) 甲の責めに帰すべき事由により乙が損害又は損失を被ったとき。 

(3) その他乙の責めに帰すべき事由により乙が指定の取消しを希望するとき。 

2 甲は，前項の規定による申出を受けた場合，乙との協議を経てその措置を決

定するものとする。 

 

 （不可抗力による指定の取消し） 

第 44条 甲，及び乙は，不可抗力の発生により，本業務の継続等が困難と判断

した場合は，相手方に対して指定の取消しの協議を求めることができるもの

とする。 

2 協議の結果，やむを得ないと判断された場合は，甲は，指定の取消しを行う

ものとする。 

3 前項の取消しによって乙に発生する損害及び損失並びに増加費用は，甲，及

び乙の協議により決定するものとする。 

 

 （指定期間終了時の取扱い） 

第 45 条 第 39 条及び第 40 条の規定は，第 42 条から第 44 条までの規定によ

り本協定が終了した場合に，これを準用する。ただし，甲，及び乙が合意し

た場合については，この限りでない。 

 

 

第 10章 その他 

 

 

 （施設の改修等による休館） 

第 46条 施設の改修等維持管理上やむを得ず一時的に休館する場合は，甲，及

び乙は，事前協議を行うものとする。 

2 前項の場合における指定管理料の取扱いについては，第 29 条第 3 項の規定

を準用する。 
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3 江島総合スポーツ公園・松池公園運動施設については，平成 30 年度及び平

成 31年度にかけて体育館施設の大規模改修工事を予定しており，それに関連

する諸経費の増減が想定されるため，各年度末に当該年度の指定管理料の取

扱いについて，甲及び乙が協議し，必要に応じて指定管理料を変更すること

ができる。 

 

 （権利又は義務の譲渡の禁止） 

第 47条 乙は，本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し，又は継

承させてはならない。ただし，事前に甲の承諾を受けた場合については，こ

の限りでない。 

 

 （知的財産権） 

第 48条 乙は，特許権等の知的財産権の対象となっている第三者の技術，資料

等を使用するときは，その使用に関する一切の責任を負うものとする。 

2 乙は，指定期間を通じて，本業務を実施するために乙が作成した一切の書類，

図画，写真，映像，ソフトウェア等の著作物等（以下「著作物等」という。）

又は乙の受託事業者若しくは請負事業者が作成し，乙が使用許諾を得ている

著作物等を，本業務の遂行目的以外に使用してはならない。ただし，事前に

甲の承諾がある場合については，この限りでない。 

3 甲は，指定期間を通じて，無償により著作物等を公表すること，本施設の維

持管理，運営，広報等のために必要な範囲で著作物等を複製し，翻案し，改

変し，及び頒布すること並びに図画，写真，映像その他の媒体により表現す

ることができる。 

4 乙は，指定の終了又は指定の取消しにより，本業務に伴い生じた乙に帰属す

る知的財産権を甲に無償で譲渡するものとし，受託事業者又は請負事業者が

権利者であり，当該権利者から使用許諾を得ている著作権等の知的財産権に

つき，当該権利者である受託事業者又は請負事業者に，指定の終了又は指定

の取消し後も甲に対しこれを無償で使用許諾させるものとする。 

5 指定の終了又は指定の取消し後，乙，受託事業者又は請負業者が甲に無償で

譲渡し，又は使用許諾した著作物等の知的財産権について，乙が，甲の業務

遂行に支障を来さない範囲で使用するため甲に要請した場合は，甲は，無償

でその使用を許諾することができる。 

6 乙は，指定期間中又は指定の終了若しくは指定の取消し後においても，著作

物が著作権法（昭和 45年法律第 48号）第 2条第 1項第 1号の著作物に該当

する場合は，自ら又は著作権者に著作者人格権を行使し，又は行使させない

ものとし，受託事業者又は請負事業者が有する著作者人格権を行使させない
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ようにするものとする。 

 

（避難所又は開票所等の開設の場合の対応） 

第 49 条 甲からの要請により，災害等により避難所等として開設された場合，

又は選挙における開票所等として開設された場合は，乙は，使用許可の取消

し等必要な措置を行うとともに，避難所又は開票所等の開設運営に関し，必

要な協力を行わなければならない。 

2 避難所開設時には，甲からの指示により緊急に避難場所として開設するため，

乙は必要な対応をしなければならない。なお，避難所開設中は，乙は施設に

管理上必要な人員を配置しなければならない。 

3 避難所開設に至らない場合でも，市民が自主避難する場合は，営業時間内外

を問わず施設の使用状況等に応じて自主避難に対する必要な対応を行わなけ

ればならない。 

4 前項各号の場合において，利用料金及び管理経費の取扱いについては，甲，

及び乙が協議して定めるものとする。 

 

 （本業務の範囲外の業務） 

第 50条 乙は，本施設の設置目的に合致し，かつ，本業務の実施を妨げない範

囲において，自己の責任と費用により自主事業を実施できるものとする。 

2 乙は，自主事業を実施する場合は，甲に対して業務計画書を提出し，事前に

甲の承諾を受けなければならない。この場合において，甲，及び乙は，必要

に応じて協議を行うものとする。 

3 前項の場合において，甲，及び乙は，別途自主事業の実施条件等を定めるこ

とができるものとする。 

 

 （行政財産目的外使用） 

第 51条 乙は，行政財産の目的外使用を行う場合は，甲の許可を受けるものと

する。 

 

 （請求，通知等の様式その他） 

第 52条 本協定に関する甲，及び乙の間の請求，通知，申出，報告，承諾及び

解除は，本協定に特別の定めがある場合を除き，書面により行わなければな

らない。 

2 本協定の履行に関して，甲，及び乙の間で用いる計量単位は，本協定に特別

の定めがある場合を除き，計量法（平成 4年法律第 51号）の定めるところに

よる。 
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 （協定の変更） 

第 53条 本業務に関し，本業務の前提条件及び内容を変更したとき又は特別な

事情が生じたときは，甲，及び乙と協議の上，本協定の規定を変更すること

ができるものとする。 

 

 （解釈） 

第 54 条 甲が本協定の規定に基づき書類の受領，通知若しくは立会いを行い，

又は説明若しくは報告を求めたことをもって，甲が乙の責任において行うべ

き業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。 

 

 （疑義についての協議） 

第55条 本協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に特別の

定めのない事項については，甲，及び乙と協議の上，これを定めるものとす

る。 

 

 （裁判管轄） 

第 56条 本協定に関する紛争は，津地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。 
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本協定を証するため，本書を 2 通作成し，甲，及び乙がそれぞれ記名押印

の上，各 1通を保有する。 

 

 

平成 29年  月  日 

 

         

      甲 所在地 三重県鈴鹿市神戸一丁目 18番 18号 

        名 称 鈴鹿市 

        代表者 鈴鹿市長 末松 則子       印 

 

 

         

      乙 所在地  

        名 称  

        代表者  

 

        

         

       

 

 

 附則 

 1 本協定は甲が手続条例に基づく議会の議決を得たときから効力を発生す

る。 

 2 甲は，前項の議決を得たときは，乙に議決を得た旨を通知するものとする。 
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別紙１ 管理物件 

 

（１）管理施設 

 

・江島総合スポーツ公園（運動施設） 

①名  称 鈴鹿市立体育館 

所 在 地 鈴鹿市江島台一丁目１番１号 

敷地面積 37,491.91㎡（鈴鹿市立テニスコート含む） 

延床面積 9,220.79㎡ 

施設内容 正体育館 

         バスケットボール 2面，バレーボール 2面 

         テニスコート 2面，卓球 30面，バドミントン 10面 

副体育館 

         バスケットボール 1面，バレーボール 1面 

         卓球 20面，バドミントン 4面 

付帯設備 トレーニング室・大会議室（100人用） 

小会議室（20人用）・第 2大会議室（80人用） 

男女更衣室・シャワー室 

観覧施設 正体育館 2Ｆ･3Ｆ 2,582席 1Ｆフロアー1,460席 

②名  称 鈴鹿市立テニスコート 

所 在 地 鈴鹿市江島台一丁目１番１号 

施設内容 砂入り人工芝 12面（内ナイター施設  6面） 

管理棟・観客席（東コート 6面），クラブハウス 

③名  称 鈴鹿市武道館 

   所 在 地 鈴鹿市江島台二丁目６番１号 

   敷地面積 4,681.03㎡ 

延床面積 3,797.25㎡ 

施設内容 第１道場 柔道  2面（256畳） 

第２道場 剣道  2面（589㎡） 

第３道場 空手  1面（293㎡） 

第４道場 弓道  10人立ち 

第５道場 相撲場 1画 1面 

付帯設備 会議室（24人用）･研修室（45人用）・更衣室・ 

シャワー室 
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・江島総合スポーツ公園（公園施設）  

①名  称 江島総合スポーツ公園 

   所 在 地 鈴鹿市江島台二丁目 13番地 

敷地面積 29,494.04㎡ 

施設内容 芝生広場・多目的広場・エントランス広場 

  ②名  称 松池公園 

   所 在 地 鈴鹿市江島台二丁目 14番地 

   敷地面積 2,301.50㎡ 

 

・石垣池公園（運動施設） 

①名  称 石垣池公園野球場 

所 在 地 鈴鹿市桜島町七丁目 1番地の 1 

敷地面積 12,020㎡ 

施設内容 両翼 91.3ｍ，センター118ｍ，ナイター照明 4基 

    運営棟 98㎡ 

  ②名 称 石垣池公園陸上競技場 

所 在 地 鈴鹿市桜島町七丁目 1番地の 3 

   敷地面積 23,200㎡（メインスタンド 1,311㎡） 

   施設内容 第 3種公認，トラック（全天候），フィールド（天然芝） 

        スタンド 1,441席，管理室 258㎡ 

③名 称 石垣池公園市民プール 

所 在 地 鈴鹿市桜島町七丁目 1番地の 3 

  敷地面積 5,800㎡ 

  施設内容 50ｍプール，幼児用プール，管理棟 309.1㎡ 

 

・石垣池公園（公園施設） 

所 在 地 鈴鹿市桜島町七丁目 1番地の 3 

  敷地面積 234,238㎡（運動施設・公園施設全て含む） 

  施設内容 芝生広場，自由広場，駐車場（4か所），湿性植物園，石垣池 

 

・鈴鹿市鈴が谷運動広場 

所 在 地 鈴鹿市御薗町 4135番地の 126 

  敷地面積 12,716㎡ 

  施設内容 倉庫 1 棟 42.16 ㎡，ナイター照明 8 基，ダックアウト 2 棟，

トイレ 1棟 
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・鈴鹿市立西部体育館 

所 在 地 鈴鹿市長澤町 1828番地の 2 

延 面 積 1,638㎡ 

床 面 積 1,020㎡ 

 施設内容 1階 バスケットボール 2面，バレーボール 2面， 

バドミントン 6面 

        2階 卓球 10面 

 

・鈴鹿市農村環境改善センター 

所 在 地 鈴鹿市岸田町 1549番地の 12 

 敷地面積 11,430㎡ 

 建築面積 1,430.8㎡ 

  施設内容 多目的ホール(484.4㎡)，会議室（96㎡），研修室（38.5㎡），

図書室(72㎡)，料理実習室（58.4㎡），和室（82㎡）， 

事務室（42.3㎡）他 

 

・鈴鹿市立西部野球場・鈴鹿市立西部テニスコート 

所 在 地 鈴鹿市岸田町 1549番地の 12 

敷地面積 野球場（10,431㎡）テニスコート(1,548㎡) 

施設内容 野球場（両翼 92ｍ，センター115ｍ，ナイター照明 4基） 

     テニスコート（ハードコート 2面） 

 

・鼓ケ浦サン・スポーツランド（運動施設） 

所 在 地 鈴鹿市寺家三丁目 14番 1号 

 敷地面積 30,307.70㎡（公園施設含む） 

施設内容 テニスコート（砂入り人工芝 6面，ナイター照明） 

    フットサルコート（砂入り人工芝１面，ナイター照明） 

クラブハウス１棟，会議室１棟 

 

・鼓ケ浦サン・スポーツランド（公園施設） 

所 在 地 鈴鹿市寺家三丁目 2450番 15 

敷地面積 30,307.70㎡（運動施設含む） 

施設内容 自由広場，駐車場 

 

・桜の森公園（野球場） 

所 在 地 鈴鹿市南玉垣町 3500番 5 
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敷地面積 13,200㎡ 

施設内容 両翼 91.67ｍ，センター118.42ｍ，ダッグアウト 2棟， 

     バックスクリーン，スコアボード， 

     倉庫 1棟，専用駐車場 3台 

 

・桜の森公園（公園施設） 

所 在 地 鈴鹿市南玉垣町 3500番 5 

敷地面積 73,479.37㎡ 

施設内容 エントランス広場，備蓄倉庫（便所含む），花見広場， 

ちびっ子広場，遊具広場，芝生広場，自由広場，駐車場， 

臨時駐車場，自転車駐輪場（3箇所），便所（2箇所）他 

 

（２）管理物品 募集要項参考資料（備品一覧）のとおり 
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別紙２ 

個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１条 乙は，個人情報の保護の重要性を認識し，この協定による事務の実施に当たっては，

鈴鹿市個人情報保護条例（平成15年鈴鹿市条例第36号）を遵守し，個人の権利利益を侵害

することのないよう，個人情報を適切に取り扱わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２条 乙は，この協定による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知

らせてはならない。この協定が終了し，又は解除された後においても同様とする。 

（責任体制の整備） 

第３条 乙は，個人情報の安全管理について，内部における責任体制を構築し，その体制を

維持しなければならない。 

（収集の制限） 

第４条 乙は，この協定による事務を処理するために個人情報を収集するときは，その目的

を明確にし，目的を達成するために必要な範囲内で，適法かつ公正な手段により行わなけ

ればならない。 

２ 乙は，この協定による事務を処理するために個人情報を収集するときは，甲が指示した

場合を除き，本人から収集しなければならない。 

（利用及び提供の制限） 

第５条 乙は，この協定による事務において利用する個人情報をこの協定の目的以外の目的

のために利用し，又は第三者に提供してはならない。 

（教育の実施） 

第６条 乙は，この協定による個人情報の取扱いの責任者（以下「個人情報保護責任者」と

いう。）及び事務に従事する者（以下「作業従事者」という。）に対して，鈴鹿市個人情報

保護条例第13条，第61条，第62条及び第64条の内容並びに本特記事項において個人情報保

護責任者及び作業従事者が遵守すべき事項，その他この協定による事務の適切な履行に必

要な事項について，教育及び研修をしなければならない。 

（再委託の禁止） 

第７条 乙は，この協定による事務を行うための個人情報の処理は自ら行うものとし，甲が

承諾した場合を除き，その処理を第三者に委託（以下「再委託」という。）してはならない。 

２ 乙は，個人情報の処理を再委託する場合又は再委託の内容を変更する場合は，事前に次

の各号に規定する事項を記載した書面を甲に提出して前項の承諾を得なければならない。 

(1) 再委託する業務の内容 

(2) 再委託先で取り扱う個人情報 

(3) 再委託の期間 

(4) 再委託先 

(5) 再委託が必要な理由 
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(6) 再委託先における個人情報の安全管理の責任体制並びに個人情報保護責任者及び作業

従事者 

(7) 再委託先における個人情報保護措置の内容 

(8) 前号の個人情報保護措置の内容を遵守し，個人情報を適切に取り扱うという再委託先

の誓約 

(9) 再委託先の監督方法 

(10) その他甲が必要と認める事項 

３ 乙は，再委託を行った場合は，再委託先にこの協定に基づく一切の義務を遵守させると

ともに，乙と再委託先との協定内容にかかわらず，甲に対して，再委託先による個人情報

の処理及びその結果について責任を負うものとする。 

４ 乙は，再委託を行った場合は，その履行状況を管理・監督するとともに，甲の求めに応

じて，管理・監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。 

（個人情報の安全管理） 

第８条 乙は，この協定による事務を処理するために利用する個人情報を保持している間は，

次の各号の定めるところにより，個人情報の管理を行わなければならない。 

 (1) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理が可能な保管室で厳重に個人情報を

保管すること。 

 (2) 甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き，個人情報を定められた場所から持ち出さな

いこと。 

 (3) 個人情報を電子データで持ち出す場合は，電子データの暗号化処理又はこれと同等以

上の保護措置を施すこと。 

 (4) 甲から引き渡された個人情報を甲の指示又は承諾を得ることなく複製又は複写しない

こと。 

 (5) 個人情報を電子データで保管する場合は，当該データが記録された媒体及びそのバッ

クアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について，定期的に点検すること。 

 (6) 個人情報を管理するための台帳を整備し，個人情報保護責任者，保管場所その他の個

人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。 

 (7) 作業場所に，私用パソコン，私用外部記録媒体その他これらに類する私用物を持ち込

んで，個人情報を扱う作業を行わせないこと。 

 (8) 個人情報を利用する作業を行うパソコンに，ファイル交換ソフトその他の個人情報の

漏えいにつながるおそれがあるソフトウェアをインストールしないこと。 

 (9) パソコン等の機器で個人情報を利用する作業を行うときは，ウィルス対策ソフトウェ

アの導入及び最新のウィルスパターンファイルの更新を行うとともに，パソコン等の機

器を構成するＯＳ，ソフトウェア等に定期的に修正プログラムを適用すること。 

（個人情報の返還，廃棄又は消去） 

第９条 乙は，この協定による事務を処理するために甲から引き渡され，又は自らが収集し，

若しくは作成した個人情報について，事務が完了し，又は協定が解除された後，甲の指示

に基づいて，速やかに個人情報を返還，廃棄又は消去しなければならない。 
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２ 乙は，前項の個人情報を廃棄する場合は，当該個人情報が記録された記録媒体を物理的

に破壊する等当該個人情報が判読，復元できないように確実な方法で廃棄しなければなら

ない。 

３ 乙は，パソコン，外部記録媒体に記録された第１項の個人情報を消去する場合は，デー

タ消去用ソフトウェアを使用し，通常の方法では当該個人情報が判読，復元できないよう

に確実に消去しなければならない。 

４ 乙は，第１項の個人情報を廃棄又は消去したときは，廃棄又は消去を行った日，個人情

報保護責任者名及び廃棄又は消去の方法を記録し，書面により甲に報告しなければならな

い。 

５ 乙は，個人情報の廃棄又は消去に際し，甲から立会いを求められた場合は，これに応じ

なければならない。 

（点検の実施） 

第10条 乙は，甲から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は，個人情報

の取扱いに関する点検を実施し，直ちに甲に報告しなければならない。 

（立入調査等） 

第11条 甲は，この協定による事務に係る個人情報の取扱いについて，本特記事項に基づき

必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは，乙に必

要な報告を求め，又は乙の作業場所に立入調査を行うことができる。 

２ 乙は，甲から個人情報の取扱いについて改善を指示された場合は，その指示に従わなけ

ればならない。 

（事故発生時の対応） 

第12条 乙は，この協定による事務の処理に関して個人情報の漏えい等の事故が発生した場

合は，その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず，直ちに甲に対して，当該事故に関

わる個人情報の内容，件数，事故の発生場所，発生状況を書面により報告し，甲の指示に

従わなければならない。 

２ 甲は，前項の事故が発生した場合は，必要に応じて当該事故に関する情報を公表するこ

とができる。 

（協定の解除） 

第13条 甲は，乙が本特記事項に定める義務を履行しない場合は，この協定による業務の全

部又は一部を解除することができる。 

２ 乙は，前項の規定による協定の解除により損害を受けた場合においても，甲に対して，

その損害の賠償を請求することはできないものとする。 

（損害賠償） 

第14条 乙の故意又は過失を問わず，乙が本特記事項の内容に違反し，又は怠ったことによ

り，甲に損害が生じた場合は，乙は，甲に対して，その損害を賠償しなければならない。 
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【参考】 

鈴鹿市個人情報保護条例（平成 15 年鈴鹿市条例第 36 号）関連条項（平成 16 年 7 月 1 日施

行） 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 個人情報 個人に関する情報であって，当該情報に含まれる氏名，生年月日その

他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合すること

により，特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）をいう。 

(2) 実施機関 市長（消防長を含む。），教育委員会，選挙管理委員会，公平委員会，

監査委員，農業委員会，固定資産評価審査委員会，上下水道事業管理者及び議会をい

う。 

(3) 事業者 法人その他の団体（国，独立行政法人等（独立行政法人等の保有する個

人情報の保護に関する法律（平成15年法律第59号）第２条第１項に規定する独立行政

法人等をいう。以下同じ。），地方公共団体及び地方独立行政法人（地方独立行政法

人法（平成15年法律第118号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。以

下同じ。）を除く。第16条及び第44条において「法人等」という。）又は事業を営む

個人をいう。 

(4) 公文書 鈴鹿市情報公開条例（平成13年鈴鹿市条例第29号）第２条第２項に規定

する公文書をいう。 

(5) 電子個人情報ファイル 公文書に記録されている個人情報を含む情報の集合物で

あって，一定の事務の目的を達成するために，公文書に記録されている特定の個人情

報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。 

(6) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律（平成25年法律第27号。以下「番号法」という。）第２条第８項に規定する

特定個人情報をいう。 

(7) 情報提供等記録 番号法第23条第１項及び第２項の規定により記録された特定個

人情報をいう。 

(8) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。 

（委託等に伴う措置） 

第13条 実施機関は，個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託しようとするときは，

その協定において，委託を受けたものが個人情報の保護のために講ずべき措置を明らか

にしなければならない。 

２ 実施機関から前項の委託を受けたものは，委託を受けた事務に関して個人情報の漏え

い，滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよ

う努めなければならない。 

３ 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は，当該事務に関して

知ることができた個人情報をみだりに漏らしてはならない。 
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４ 前３項の規定は，地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定によ

り同項の指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合について準用する。 

（罰則） 

第61条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第13条第１項（同条第４項において

準用する場合を含む。）の受託業務に従事している者若しくは従事していた者が，正当

な理由がないのに，個人の秘密に属する事項が記録された電子個人情報ファイル（その

全部又は一部を複製し，又は加工したものを含む。）を提供したときは，２年以下の懲

役又は100万円以下の罰金に処する。 

第62条 前条に規定する者が，その業務に関して知り得た公文書に記録されている個人情

報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し，又は盗用したときは，１年

以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

第63条 実施機関の職員がその職権を濫用して，専らその職務の用以外の用に供する目的

で個人の秘密に属する事項が記録された文書，図画又は電磁的記録を収集したときは，

１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

第64条 前３条の規定は，鈴鹿市外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。 
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鈴鹿市と指定管理者の責任分担表                         別紙 3 

項 目 内 容 
負担者 

鈴鹿市 指定管理者 

法令等の変更 
施設の管理運営に影響を及ぼすもの ○   

指定管理者自身に影響を及ぼすもの   ○ 

税制の変更 

施設の管理運営に影響を及ぼす税制変更の内，申請時点で

想定できないもの 
○   

上記以外の一般的な税制変更   ○ 

物価変動 人件費・物品費等の物価変動に伴う経費の増   ○ 

金利変動 金利の変動に伴う経費の増   ○ 

需要変動 当初の需要見込と実施結果との差異によるもの   ○ 

書類の誤り 
仕様書等鈴鹿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   ○ 

第三者賠償 

指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者（利用者含

む）に損害を与えた場合 
  ○ 

上記以外の事由によるもの ○   

不可抗力 

不可抗力（暴風雨・地震・テロ・暴動その他鈴鹿市又は指

定管理者のいずれの責めに帰すことのできない自然的又

は人為的な現象）による施設・設備の修復費用 

○ ○ 

利用者等の対応 利用者や施設周辺住民等の苦情・要望等への対応   ○ 

管理施設の修繕 

指定管理者の責めに帰すべき事由による場合   ○ 

修繕に係る費用が 1件あたり 30万円未満（鈴鹿市農村環

境改善センターについては 1件あたり 20万円未満）の場

合（経年劣化及び特定できない第三者による行為を含む） 

  ○ 

上記以外の場合 ○ 
 

備品等の損傷・

損壊・盗難 

指定管理者の責めに帰すべき事由による場合   ○ 

修繕に係る費用が 1件あたり 20万円未満の場合（経年劣

化及び特定できない第三者による行為を含む） 
  ○ 

上記以外の場合 ○ 
 

情報管理 
指定管理者の責めに帰すべき事由により情報が漏洩した

場合 
  ○ 

債務不履行 
鈴鹿市に協定内容の不履行があった場合 ○   

指定管理者に業務及び協定内容の不履行があった場合   ○ 

指定期間満了時

の費用 

指定の期間が終了した場合，又は，指定期間中における指

定の取消しをした場合における業務引継ぎに要する経費 
  ○ 
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