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１.指定管理者募集の目的 

鈴鹿市河川防災センター及び鈴鹿川河川緑地（運動施設・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.募集する施設の概要 

（1）鈴鹿市河川防災センター 

施設の名称 鈴鹿市河川防災センター 

施設の所在地 鈴鹿市庄野町 981番地の１ 

施設の概要 

(1)竣工時期  平成 15年４月 

(2)建物構造  鉄筋コンクリート造り２階建て 

(3)敷地面積  13,400㎡ 

(4)延床面積    655㎡ 

(5)施設内容  管理事務所（25㎡），遊具・機器保管庫（15 ㎡）， 

展示コーナー（34㎡），資料室（12㎡）,防災保管庫（75㎡）， 

指令室（27㎡），会議室（134 ㎡，収容人数 100人）， 

小会議室（26㎡）他 

 

（2）鈴鹿川河川緑地（運動施設） 

施設の名称 

鈴鹿川河川緑地野球場・鈴鹿川河川緑地運動広場・鈴鹿川河川緑地ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場 

鈴鹿川河川緑地ﾃﾆｽｺｰﾄ・鈴鹿川河川緑地ｸﾘｹｯﾄｺｰﾄ 

鈴鹿川河川緑地多機能芝生広場 

施設の所在地 

鈴鹿市庄野町 1198 番地の 1(鈴鹿川河川緑地野球場)  

鈴鹿市庄野町 1180 番地(鈴鹿川河川緑地運動広場) 

鈴鹿市庄野町 1031 番地の 1(鈴鹿川河川緑地ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場) 

鈴鹿市庄野町 1025 番地の 1(鈴鹿川河川緑地ﾃﾆｽｺｰﾄ) 

鈴鹿市庄野町 1169 番地の 2(鈴鹿川河川緑地ｸﾘｹｯﾄｺｰﾄ) 

鈴鹿市弓削町 986番地の 1(鈴鹿川河川緑地多機能芝生広場) 

施設の概要 

(1)竣工時期    野球場（昭和 57年 6 月）・運動広場（昭和 59年 3月） 

        ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場（平成 7 年 6月）・ﾃﾆｽｺｰﾄ（平成 7 年 6月） 

        ｸﾘｹｯﾄｺｰﾄ（平成 7 年 6月）・多機能芝生広場（平成 10 年 4月） 

(2)敷地面積  野球場（9,400 ㎡）・運動広場（12,500 ㎡） 

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場（11,050 ㎡）・ﾃﾆｽｺｰﾄ（2,860 ㎡） 

ｸﾘｹｯﾄｺｰﾄ（5,057 ㎡）・多機能芝生広場（28,000 ㎡） 

(3)施設内容  野球場（ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 1 面）・運動広場（陸上ﾄﾗｯｸ・ｻｯｶｰ・ﾗｸﾞﾋﾞｰ） 

        ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場（ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 2 面）・ﾃﾆｽｺｰﾄ（ﾊｰﾄﾞｺｰﾄ 4面） 

ｸﾘｹｯﾄｺｰﾄ（ｸﾚｰ 3面） 

多機能芝生広場（ﾊﾟﾀｰｺｰｽ 9 ﾎｰﾙ・ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌｺｰｽ 9 ﾎｰﾙ） 
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（3）鈴鹿川河川緑地（公園施設） 

施設の名称 鈴鹿川河川緑地 

施設の所在地 鈴鹿市庄野町地内 

施設の概要 

(1)竣工時期  健康運動遊戯広場（平成 5年 3 月） 

シンボル広場（平成 10年 3 月） 

芝生広場（平成 10 年 3月） 

サブセンター広場（平成 12 年 3 月） 

舗装広場Ａ（平成 10年 3月） 

舗装広場Ｂ（平成 9年 3月） 

舗装広場Ｃ（平成 12年 3月） 

(2)敷地面積  健康運動遊戯広場（16,000㎡）・シンボル広場（5,000 ㎡） 

芝生広場（6,700 ㎡）・サブセンター広場（7,900㎡） 

舗装広場Ａ（1,700 ㎡）・舗装広場Ｂ（1,400 ㎡） 

舗装広場Ｃ（1,900 ㎡） 

(3)施設内容  健康運動遊戯広場（健康遊具 18基） 

シンボル広場（シェルター・ベンチ） 

芝生広場（野外卓・野外炉） 

サブセンター広場（木製遊具・砂場・シェルター） 

舗装広場Ａ（一般駐車場 70 台・障害者用 3台） 

舗装広場Ｂ（一般駐車場 41 台・障害者用 1台） 

舗装広場Ｃ（一般駐車場 79 台・障害者用 2台） 

 

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.使用料 

(1)公園内行為の使用料から生じる収入は鈴鹿市の収入とします。 

(2)その他本施設は，利用料金制を採用しません。 

 

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 146,384千円（５年間 消費税及び地方消費税を含む。） 

（内訳）河川防災センター分   65,785千円 

    運 動 施 設 分   22,899千円 

    公 園 施 設 分   57,700千円 

平成 30年度   28,429千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

（内訳）河川防災センター分  12,949千円 

     運 動 施 設 分   4,380千円 

     公 園 施 設 分  11,100千円 
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平成 31年度   28,999千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

（内訳）河川防災センター分  13,209千円 

     運 動 施 設 分   4,490千円 

     公 園 施 設 分  11,300千円 

平成 32年度   29,412千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

（内訳）河川防災センター分  13,209千円 

     運 動 施 設 分   4,603千円 

     公 園 施 設 分  11,600千円 

平成 33年度   29,685千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

（内訳）河川防災センター分  13,209千円 

     運 動 施 設 分   4,676千円 

     公 園 施 設 分  11,800千円 

平成 34年度   29,859千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

（内訳）河川防災センター分  13,209千円 

     運 動 施 設 分   4,750千円 

     公 園 施 設 分  11,900千円 

 

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（5）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 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，その取消し，拒否，その他鈴鹿市河川防災センター・鈴鹿川河川緑地（運

動施設・公園施設）の利用に関すること。 

(2)施設，付属設備及び備品の維持管理・修繕に関すること。 

(3)施設の利用料金（使用料）の徴収等に関すること。 

(4)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。 

(5)その他，管理運営に関し，市長が指定すること。 

※その他，鈴鹿市河川防災センター・鈴鹿川河川緑地（運動施設・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 11 ページ別紙１「鈴鹿市と指定管理者の
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責任分担表」のとおりとします。ただし，「鈴鹿市又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，止むを得ず休館

する場合）は，事前協議を行うこととします。 

 

８.管理の基準 

(1)休業日 

①鈴鹿市河川防災センター 

12月 29日から翌年 1月 3日まで 

指定管理者が特に必要があると認めたときは，市長の承認を受けて，これを変更し，又

は，臨時に休館にすることができます。 

②鈴鹿川河川緑地（運動施設） 

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 

①鈴鹿市河川防災センター 

午前 8時 30分から午後 5時まで 

指定管理者が特に必要があると認めたときは，市長の承認を受けて，これを変更するこ

とができます。 

②鈴鹿川河川緑地（運動施設） 

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処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 

④鈴鹿市河川防災センター条例（平成 15年鈴鹿市条例第 3号）及び鈴鹿市河川防災センター

条例施行規則（平成 15年鈴鹿市規則第 28号） 

⑤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）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） 
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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） 

⑧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） 

⑨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） 

⑩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） 

⑪鈴鹿市暴力団排除条例（平成 23年鈴鹿市条例第 2号） 

⑫その他管理運営に適用される法令 

(6)市監査委員等による監査 

法の規定に基づき，公の施設の管理運用業務に係る出納，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，日曜日及び祝日除く午前 8時 30分から午後 5時 15分までとします。） 

②配布場所 

鈴鹿市防災危機管理課（鈴鹿市役所５階） 

〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目 18 番 18号 

TEL 059-382-9968 FAX 059-382-7603 

※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 

http://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/plan/kanrisya/index.html
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(2)現地説明会 

現地説明会を次のとおり開催します。参加人数は，１団体につき２人以内とし，団体の名

称，説明会参加者の氏名をあらかじめ連絡してください。（電話可） 

①開催日時 

平成 29年 7月 25日（火） 9時 30分から 

②開催場所 

鈴鹿市河川防災センター会議室 

③連絡先 

募集要項の配布場所と同じです。 

(3)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。 

(4)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，日曜日及び祝日除く午前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（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。 

(5)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） 
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⑪ 登記事項証明書（法人の場合） 

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）の収支決算書（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）） 

※ 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（5）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 

①開催日時 

平成 29年 8月 25日（金） 

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サービスの向上が図られるものであること。 

③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。 

④施設の管理運営を安定して行う能力を有していること。 

12 ページ別紙 2「鈴鹿市河川防災センター・鈴鹿川河川緑地指定管理者評価基準」を参照
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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 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。 

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 
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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，応募者の負担とします。 

(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

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，情報公開の手続きを行います。 

なお，10.申請方法（5）提出書類 ⑦事業計画書等の趣旨【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)全国高等学校総合体育大会（インターハイ），国民体育大会への協力 

http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/kanrisya/pdf/manual.pdf
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   鈴鹿市では，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

競技を開催予定であり，鈴鹿川河川緑地（運動施設）についても，各競技の会場等として使

用される可能性があるため，会場等として使用が決定した際には，各競技団体等との連絡・

調整を図り，円滑な大会運営に協力すること。 

 

【参考】公募スケジュール 

 内  容 日  程 

１ 募集要項の公表 平成 29年 7月 5日（水）～8月 9日（水） 

２ 現地説明会 平成 29年 7月 25日（火） 

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

４ 応募者ヒアリング 平成 29年 8月 25日（金） 

５ 候補者の選定 平成 29年 10月頃 

６ 候補者との仮協定等の協議・締結 平成 29年 10月頃 

７ 指定管理者の指定議案提出 平成 29年 12月 

８ 指定管理者の準備期間 平成 30年 1月～3月 

９ 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 

（担当 松本・安藤） 

〒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 

（河川防災センターに関すること） 

鈴鹿市 危機管理部 防災危機管理課 

（担当 小菅・澤田） 

〒513-8701 

三重県鈴鹿市神戸一丁目 18番 18号 

TEL 059-382-9968 

FAX 059-382-7603 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

bosaikikikanri@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 

（担当 礒村・中川） 

〒513-8701 

三重県鈴鹿市神戸一丁目 18番 18号 

TEL 059-382-9027 

FAX 059-382-7615 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

shigaichisebi＠city.suzuka.lg.jp 
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鈴鹿市と指定管理者の責任分担表                       （別紙１） 

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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（別紙２） 

鈴鹿市河川防災センター・鈴鹿川河川緑地（運動施設・公園施設）指定管理者評価基準 

項    目 配点枠 

１.基本的な方針 15 

(1) 施設の性格を理解し，設置目的に合致した理念・運営方針を持っているか 10 

(2) 施設の利用に関し，公平性について考慮しているか ５ 

２.サービスの向上 25 

(1) 
サービス向上，利用促進のための方策をもっているか 

自主事業の計画は適切か 
10 

(2) 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 ４ 

(3) 職員の研修や利用者とのトラブルの対処方法は適切か ４ 

(4) 市民への情報提供の方法は適切か ３ 

(5) 施設の利用に係る事務処理フローは適切か ４ 

３.施設の管理運営経費 10 

(1) 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) 経費節減のための具体的な方策があるか ５ 

４.施設の安定した管理運営 50 

(1) 事業内容に適した職員が配置されているか ８ 

(2) 会計処理が適切に行われるための具体的な方策を講じているか ４ 

(3) 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 ８ 

(4) 個人情報保護，情報公開を適切に行う体制ができているか ４ 

(5) 施設の維持保守は効率的で安定的か ８ 

(6) 類似施設や関連業務の管理運営実績があるか 10 

(7) 団体の財政状況は健全か ８ 

  
100 
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鈴鹿市河川防災センター及び鈴鹿川河川緑地（運動施設・公園施設） 

の管理に関する協定書（案） 

 

鈴鹿市（以下「甲」という。）及び        （以下「乙」という。）

とは，次のとおり鈴鹿市河川防災センター及び鈴鹿川河川緑地（運動施設・公

園施設）（以下，合わせて「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，甲と乙が相互に協力し，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。）の実施にあ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あるい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。 

 

（信義誠実の原則） 

第４条 甲と乙は，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，管理施設と

（別紙３） 



14 

管理物品から成る。管理施設及び管理物品の内容は，別紙 1のとおりとする。 

２ 乙は，善良なる管理者の注意を持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 甲が乙を本施設の指定管理者として指定する期間は，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

次ごととし，自身の団体と独立した会計帳簿書類及び経理規定を設けるとと

もに，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こととする。 

ただし，前指定管理者の支払い金について，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。 

 

 

第２章 本業務の範囲と実施条件 

 

（本業務の範囲） 

第８条 鈴鹿市河川防災センター条例（平成 15年鈴鹿市条例第３号）（以下「セ

ンター条例」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）センター条例第３条に規定する使用の許可，センター条例第５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）施設及び設備の維持及び修繕に関する業務 

（３）前２号に掲げるもののほか，本施設の運営に関して市長が必要と認める

業務 

２ 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）施設及び設備の維持及び修繕に関する業務 

（３）前２号に掲げるもののほか，運動施設の運営に関して市長が必要と認め
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る業務 

３ 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市長が必要と

認める業務 

４ 第１項各号，第２項各号及び第３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。）に定めたとおりとする。 

 

（業務実施条件） 

第９条 乙が本業務を実施するにあ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。 

 

（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及びそ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。），センタ

ー条例，施設条例，公園条例，関係法令等のほか，募集要項等及び事業計画

書等に従って本業務を実施するものとする。 

２ 本協定，募集要項等及び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，事業計画書等にて仕様書を上回る水準が提案さ
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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，指定開始日に先立ち，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，当該第三者の責めに帰すべき

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） 

第 14条 管理施設の修繕は，１件 30万円（消費税及び地方消費税を含む。）未

満の修繕にあっては，乙の負担とし，１件 30万円（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

協議するものとし，甲が予算の範囲内で行うものとする。 

 

（使用料の収納） 

第 15条 乙は，使用料を収納したときは，速やかに鈴鹿市指定金融機関に払い

込むものとする。 

２ 乙は，その責めに帰すべき理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 16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 17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

及び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。 
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（緊急時の対応） 

第 18条 指定期間中，本業務の実施に関して事故や災害等の緊急事態が発生し

た場合，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

て緊急事態発生の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

とする。 

 

（債務不履行） 

第 19 条 乙は，事業放棄又は破綻によりこの本協定の義務を履行しないこと，

又はこの本協定に違反したことにより，甲に損害を与えた場合，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この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，その損害

を賠償するものとする。 

 

（秘密の保持） 

第 20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

り得た秘密及び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，若しくは指定

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 21条 乙は，本業務を実施するにあたり取り扱う個人情報については，別紙

２「個人情報取扱特記事項」によらなければならない。 

 

（情報公開） 

第 22条 乙は，鈴鹿市情報公開条例（平成 13年鈴鹿市条例第 29条）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

開に関する規程を整備し，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 

 

（備品等の貸与等） 
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第 23 条 甲は，別紙１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

備品のき損又は滅失は，金額の多少にかかわらず乙が購入又は修繕を行う。 

４ １件 20 万円（消費税及び地方消費税を含む。）未満の修繕にあっては乙の

負担とし，１件 20 万円（消費税及び地方消費税を含む。）以上の備品の修繕

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，甲は予

算の範囲内で修繕するものとする。 

５ 鈴鹿市河川防災センター及び鈴鹿川河川緑地（運動施設・公園施設）の利

用者が使用する備品の更新又は新規購入する場合は，甲と協議する。 

 

（備品等の取扱い） 

第 24条 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と費用で撤去

又は撤収するものとする。ただし，甲との協議において合意した場合は，

乙は，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 業務実施に係る甲の確認事項 

 

（事業報告書） 

第 25条 乙は，事業計画書に基づく目標達成の状況や運営，自主事業，維持管

理などを年度事業報告書としてまとめ毎年度終了後２月以内に甲へ提出しな

ければならない。 

２ 乙は，乙の管理業務及び経理の実施状況を点検し，その結果を正確に反映

した事業報告書を毎月終了後に作成し，甲に対して翌月末日までに提出しな

ければならない。 

３ 乙は，乙が発注した小規模修繕の報告書を毎月終了後に作成し，甲に対し

て翌月末日までに提出しなければならない。 

４ 乙は，甲が第 38 条から第 40 条まで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には，指定が取り消された月の翌月末

日までに事業報告書を提出しなければならない。 

５ 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
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る事項について，乙に対して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。 

６ 乙は，甲から前項の規程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。 

 

（甲による業務実施状況の確認） 

第 26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，前項における確認のほか，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，管理物件へ立ち入ることができる。また，甲は，乙に

対して本業務の実施状況や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，前項の規程により説明を求められた場合で，合理的な理由がないと

きは，その求めに応じなければならない。 

 

（甲による業務の改善勧告） 

第 27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勧告するものとする。 

２ 乙は，前項に定める改善勧告を受けた場合は，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 

 

（指定管理料の支払い） 

第 28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。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。） 

内訳  河川防災センター  金       円 

運 動 施 設 分  金        円 

公 園 施 設 分  金        円 

平成３１年度 金      円（消費税及び地方消費税を含む。） 
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内訳  河川防災センター  金       円 

運 動 施 設 分  金        円 

公 園 施 設 分  金        円 

平成３２年度 金      円（消費税及び地方消費税を含む。） 

内訳  河川防災センター  金       円 

運 動 施 設 分  金        円 

公 園 施 設 分  金        円 

平成３３年度 金      円（消費税及び地方消費税を含む。） 

内訳  河川防災センター  金       円 

運 動 施 設 分  金        円 

公 園 施 設 分  金        円 

平成３４年度 金      円（消費税及び地方消費税を含む。） 

内訳  河川防災センター  金       円 

運 動 施 設 分  金        円 

公 園 施 設 分  金        円 

 

２ 甲は各会計年度において，当該年度の総額の２分の１の金額を半年ごとに

支払うものとする。 

３ 消費税及び地方消費税の増税時期が，平成 31 年 10 月から延期された場合

は，甲，乙が協議し，指定管理料を変更するものとする。 

４ 特別な事情が生じた場合には，甲と乙が協議し，指定管理料を変更するこ

とができる。 

 

 

第７章 損害賠償及び不可抗力 

 

（損害賠償等） 

第 29条 乙は，故意又は過失により管理物件を損傷したときは，それによって

生じた損害を甲に賠償しなければならない。 

また，滅失した場合も同様とする。 

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。 

 

（責任の分担） 

第 30条 指定管理業務を行うにあたり，想定される責任の分担は別紙３のとお

りとする。 
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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，甲及び乙の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 31条 本業務の実施において，乙に帰すべき事由により第三者に損害が生じ

た場合，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は，その限りではない。 

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，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。 

 

（保険） 

第 32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。 

３ 乙は，前項の規程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くてはならない。 

 

（不可抗力発生時の対応） 

第 33条 不可抗力が発生した場合，乙は，不可抗力の影響を早期に除去すべく

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 34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

た場合，乙は，その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知する。 

２ 甲は，前項の通知を受け取った場合，損害状況の確認を行った上で甲及び

乙が協議を行い，不可抗力の判定や費用負担等を決定する。 

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，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。 

なお，乙が付保した保険によりてん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
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合，当該費用については甲が負担する。 

 

（不可抗力による一部の業務実施の免除） 

第 35条 甲が，前条第２項に定める協議の結果，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認めた場合，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，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

ら減額することができる。 

 

 

第８章 指定期間の満了 

 

（業務の引継ぎ等） 

第 36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。 

３ 乙は，甲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。 

 

（原状復帰義務） 

第 37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，甲が認めた場合には，乙は管理物件の原状回復

は行わずに，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 

 

（甲による指定の取消し） 

第 38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

すると認めるときには，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。 

（１）業務に際して不正行為があったとき。 
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（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，条例等又は本協定に基づく甲の指示に従わないとき。 

（４）乙が関係法令及び条例等又は本協定に違反したとき。 

（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

や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締結の解除の申出があっ

たとき。 

（７）その他甲が必要と認めるとき。 

２ 甲は，前項に基づいて指定の取消しを行おうとする際には，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）指定取消しの理由 

（２）指定取消しの要否 

（３）乙による改善策の提示と指定取消しまでの猶予期間の設定 

（４）その他必要事項 

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 39条 乙は次のいずれかに該当する場合，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 40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取消しの協議を求めることができる。 

２ 協議の結果，やむを得ないと判断された場合，甲は指定の取消しを行う。 

３ 前項における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，
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甲及び乙の協議により決定する。 

 

（指定期間終了時の取扱い） 

第 41 条 第 24 条及び第 36 条並びに第 37 条の規定は，第 38 条から第 40 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，甲と乙が合意した場合はこの限りでない。 

 

 

第 10章 その他 

 

（施設の改修等による休館） 

第 42条 施設設備の部分改修，修繕等施設維持管理上，やむを得ず一時的に休

館する場合，甲と乙は，事前協議を行う。その場合，指定管理料については

第 28条第３項によるものとする。 

 

（権利又は義務の譲渡の禁止） 

第 43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はこの限りでない。 

 

（知的財産権） 

第 44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又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，翻案，改

変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 指定の終了又は指定の取消しにより，乙は，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をして，指定の終了又
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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事業者が，市に

無償で譲渡又は使用許諾した著作物等の知的財産権につき，市の業務遂行に

支障を来さない範囲で使用するため甲に要請した場合，甲は無償でその使用

を許諾できる。 

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，自ら又は著作権者をして著作者人格権を行使し又はさせないも

のとし，また，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せし

めないようにするものとする。 

 

（活動拠点等の開設の場合の対応） 

第 45条 乙は，当該施設が災害等により活動拠点等として開設された場合，使

用許可の取消し等必要な措置を行うとともに，甲が行う活動拠点等の開設に

関し，管理運営に必要な協力を行わなければならない。 

 

（本業務の範囲外の業務） 

第 46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。 

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。その際，甲と乙は必要に応じて協議を

行う。 

３ 自主事業を実施するに当たって，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。 

 

（行政財産目的外使用） 

第 47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 48条 本協定に関する甲と乙間の請求，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，乙及び丙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 49条 本業務に関し，業務の前提条件や内容を変更したとき又は特別な事情

が生じたときは，甲及び乙の協議の上，本協定の規定を変更することができ

る。 

 

（解釈） 

第 50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 51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，甲と乙の協議の上，これを定めるものとする。 

 

（裁判管轄） 

第 52 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３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  年  月  日 

 

 

        名 称 鈴鹿市 

        所在地 三重県鈴鹿市神戸一丁目 18番 18号 

        代表者 鈴鹿市長 末松 則子       印 

 

 

 

        名 称  

        所在地  

        代表者                  印 

 

 

 

 

 

 附則 

 １ 本協定は市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 市は，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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管理物件 

 

（１）管理施設 

 

（ア）名 称 鈴鹿市河川防災センター 

所在地 鈴鹿市庄野町 981番地の１ 

（イ）名 称 鈴鹿川河川緑地野球場 

所在地 鈴鹿市庄野町 1198番地の 1 

（ウ）名 称 鈴鹿川河川緑地運動広場 

所在地 鈴鹿市庄野町 1180番地 

（エ）名 称 鈴鹿川河川緑地ソフトボール場 

所在地 鈴鹿市庄野町 1031番地の 1 

（オ）名 称 鈴鹿川河川緑地テニスコート 

所在地 鈴鹿市庄野町 1025番地の 1 

（カ）名 称 鈴鹿川河川緑地クリケットコート 

所在地 鈴鹿市庄野町 1169番地の 2 

（キ）名 称 鈴鹿川河川緑地多機能芝生広場 

所在地 鈴鹿市弓削町 986番地の 1 

（ク）名 称 鈴鹿川河川緑地 

所在地 鈴鹿市庄野町地内 

 

（２）管理物品 募集要項参考資料のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１ 
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個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１条 甲は，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。以下「条例」という。），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５月

31日法律第27号。以下「番号法」という。）等の関係法令を遵守し，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 甲は，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 甲は，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。 

（責任者等の報告） 

第４条 甲は，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。）を定め，事務の着手前

に書面により乙に報告しなければならない。 

２ 甲は，個人情報保護責任者及び作業従事者を変更する場合は，事前に書面により乙に

報告しなければならない。 

（作業場所等の特定） 

第５条 甲は，個人情報を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）及びその移送方法を

定め，事務の着手前に書面により乙に報告しなければならない。 

２ 甲は，作業場所及び移送方法を変更する場合は，事前に書面により乙に報告しなけれ

ばならない。 

３ 甲は，乙の事務所内に作業場所を設置する場合は，個人情報保護責任者及び作業従事

者に対して，身分証明書を常時携帯させ，名札等を着用させて事務に従事させなければ

ならない。 

（収集の制限） 

第６条 甲は，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 甲は，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，乙が指示し

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７条 甲は，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

別紙２ 
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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８条 甲は，個人情報保護責任者及び作業従事者に対して，条例第13条，第61条，第62

条及び第64条の内容，番号法第67条，第68条及び第76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。 

（派遣労働者等の利用時の措置） 

第９条 甲は，この協定による事務を派遣労働者，協定社員その他の正社員以外の労働者

によって行わせる場合は，正社員以外の労働者にこの協定に基づく一切の義務を遵守さ

せなければならない。 

２ 甲は，乙に対して，前項の正社員以外の労働者による個人情報の処理に関する結果に

ついて責任を負うものとする。 

（再委託の禁止） 

第10条 甲は，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，乙

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 甲は，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乙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（商号又は名称，代表者，所在地，連絡先） 

(5) 再委託が必要な理由 

(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) その他乙が必要と認める事項 

３ 甲は，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，甲と再委託先との協定内容にかかわらず，乙に対して，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 甲は，再委託協定において，再委託先に対する監督及び個人情報の安全管理の方法に

ついて具体的に規定しなければならない。 
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５ 甲は，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，乙の求めに

応じて，管理・監督の状況を乙に対して適宜報告しなければならない。 

６ 再委託した事務をさらに委託すること（以下「再々委託」という。）は原則として認め

ない。ただし，やむを得ない理由により再々委託が必要な場合には，第２項中の「再委

託の内容を変更しようとする場合」として扱うものとする。 

７ 前項の規定により再々委託を行おうとする場合には，甲はあらかじめ第２号各号に規

定する項目を記載した書面に代えて，次の各号に規定する項目を記載した書面を乙に提

出して乙の承諾を得なければならない。 

(1) 再々委託する業務の内容 

(2) 再々委託先で取り扱う個人情報 

(3) 再々委託の期間 

(4) 再々委託先（商号又は名称，代表者，所在地，連絡先） 

(5) 再々委託が必要な理由 

(6) 再々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) 再々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々委

託先の誓約 

(9) 再委託先における再々委託先の監督方法 

(10) その他乙が必要と認める事項 

８ 甲は，乙の承諾を得て再々委託を行う場合であっても，再々委託の協定内容にかかわ

らず，乙に対して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。 

（個人情報の安全管理） 

第11条 甲は，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) 乙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) 乙から引き渡された個人情報を乙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。 



32 

 (6) 個人情報を管理するための台帳を整備し，個人情報の内容及び件数，個人情報保護

責任者，個人情報の受領日又は作成日，保管場所，複写又は複製，返還又は廃棄等個

人情報の取扱いの状況等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や記録媒体（以下「パソコン等」という。）

を台帳で管理するものとし，乙が同意した場合を除き，当該パソコン等を作業場所か

ら持ち出さないこと。 

 (9) 個人情報を利用する作業を行うパソコン等に，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。 

 (10) 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。 

（受渡し） 

第12条 甲は，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の受渡しを行う場

合は，乙が指定した手段，日時及び場所で行うものとし，個人情報の引渡しを受けた場

合は，乙に受領書を提出しなければならない。 

（個人情報の返還，廃棄又は消去） 

第13条 甲は，この協定による事務を処理するために乙から引き渡され，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，乙

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。 

２ 甲は，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 甲は，パソコン等に記録された第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 甲は，第１項の個人情報を廃棄又は消去したときは，当該処理を行った個人情報の名

称，内容，件数，媒体名，処理方法，個人情報保護責任者名及びこれを行った年月日を

記録し，書面により乙に報告しなければならない。 

５ 甲は，個人情報の廃棄又は消去に際し，乙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14条 甲は，乙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，直ちに乙に報告しなければならない。 

（立入調査等） 
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第15条 乙は，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，甲

に必要な報告を求め，又は甲の作業場所に立入調査を行うことができる。 

２ 甲は，乙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16条 甲は，この協定による事務の処理に関して個人情報の漏えい，滅失，毀損等の事

故（以下「漏えい等事故」という。）が発生した場合は，その漏えい等事故の発生に係る

帰責の有無にかかわらず，直ちに乙に対して，当該漏えい等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，乙の指示に従わなければな

らない。 

２ 甲は，漏えい等事故があった場合には，直ちに被害を最小限にするための措置を講ず

るとともに，乙の指示に基づいて，当該漏えい等事故に係る事実関係を当該漏えい等事

故のあった個人情報の本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。 

３ 甲は乙と協議の上，二次被害の防止，類似事案の発生回避等の観点から，可能な限り

漏えい等事故に係る事実関係，発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。 

（協定の解除） 

第17条 乙は，甲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 甲は，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，乙に対して，

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18条 甲の故意又は過失を問わず，甲が本特記事項の内容に違反し，又は怠ったことに

より，乙に損害が生じた場合は，甲は，乙に対して，その損害を賠償しなければならな

い。 
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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  
○ 

 

別紙３ 



 

 

 

 

 

 

 

鈴鹿市河川防災センター 

鈴鹿川河川緑地 

（運動施設・公園施設） 

 

管理業務仕様書 

 

 

 

 

 

 

平成 29年７月 
 

鈴鹿市 危機管理部 防災危機管理課 

鈴鹿市 文化スポーツ部 スポーツ課 

鈴鹿市 都市整備部 市街地整備課 
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１ 趣旨 

本仕様書は，鈴鹿市河川防災センター及び鈴鹿川河川緑地（運動施設・公園施設）の指定管

理者の業務の範囲その他管理運営業務の内容及び実施方法について定めることを目的とする。 

 

２ 指定管理者の業務 

指定管理者が行う業務の内容は以下のとおり。 

(1) 施設の管理運営に関すること 

① 使用受付・予約及び使用許可書の発行に関すること。 

② 施設使用の制限及び使用許可の取り消しに関すること。 

③ 災害時における防災拠点としての使用は最優先とする。使用に伴う，関係者との日程調

整は，指定管理者が行うこと。 

④ 運動施設の優先使用等に関すること。 

ⅰ 鈴鹿市主催事業等，公営性の高い行事については，優先的に事前の施設予約を受け付け

ること（資料，鈴鹿市運動施設優先使用許可基準参照）。 

ⅱ 次年度の大会等行事の専用使用については，必要に応じて関係する競技団体等を対象 

に，原則 11月又は 12月に調整会議を行うこと。 

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）の計画があれば示してくだ

さい。ただし，施設の設置目的にそぐわないものは認めません。 

⑥ 拾得物・残置物の処理 

ⅰ 拾得物は拾得物の台帳を作成し，原則として所轄の警察に届けること。 

ⅱ 施設内に放置された自転車等で持ち主が不明であり，明らかに廃棄物と判断されるもの

については，一定期間保管した後処分すること。 

ⅲ 廃棄されたものか疑わしき場合は，一定期間，撤去要請の告示（張り紙）をした後所有

者が不明の場合に処分する。 

⑦ 緊急対応体制の確立 

ⅰ 事故や災害時などに当たり，迅速かつ的確に情報を伝達するとともに，緊急時に対応で

きる体制を確立すること。 

ⅱ 事故が発生した場合は，被害者の救済，保護などの応急措置を講じるほか，状況に応じ

て関係機関に連絡を取り対処すること。 

⑧ 施設賠償責任保険の加入 

鈴鹿市が設置した施設自体の瑕疵により損害が生じた場合には，鈴鹿市に損害賠償義務

が生じるが，施設の管理に瑕疵があり損害が生じた場合で，指定管理者の管理に過失があ

ったときには，指定管理者に損害賠償義務が生じることがあるため，指定管理者は，自ら

のリスクに対応して，自らの負担において必要に応じて保険に加入すること。 

なお，指定管理者は，鈴鹿市が加入する「全国市長会 市民総合賠償補償保険」の被保

険者とみなされる。（ただし，自主事業は除く。） 
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指定管理者が対象となる賠償責任保険の内容は，次のとおり。 

【賠償責任保険の内容】※平成 29年 4月 

支払限度額 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 

⑨ 利用者の安全の確保 

利用者の安全対策，監視体制について，各種マニュアルを作成し，職員（社員）を指導

し，万一に備えて職員（社員）を訓練すること。 

また，緊急対策・防犯・防災対策等の安全を確保するための各種マニュアルを作成し，

職員（社員）を指導し，万一に備えて職員（社員）を訓練すること。 

⑩ 個人情報の保護 

「鈴鹿市個人情報保護条例」に基づき，業務に関連して取得した利用者個人に関する情

報を適切に取り扱うこと。また，個人情報保護の大切さを職員（社員）に周知徹底し，万

一これが漏洩等した場合の対策を講じること。 

⑪ 業務報告 

ⅰ 毎月終了後，利用状況報告書（利用者数等），維持管理業務月報を翌月の 5日までに提

出すること。 

ⅱ 毎年度終了後，2ヶ月以内に事業報告書を提出すること。 

ⅲ その他，鈴鹿市が必要とする報告書を提出すること。 

⑫ 管理運営のための体制の整備 

ⅰ 職員（社員）の配置に関すること。 

ア 責任者 1名，職員（社員）1名以上を配置すること。（常時 2名以上体制） 

イ 管理運営に係る全職員（臨時職員を含む）の勤務形態等については，労働基準法・

労働安全衛生法・その他労働関係法令を遵守し，管理運営に支障のないよう配置する

こと。 

ウ 職員に対して，施設の管理運営に必要な研修を実施すること。 

エ 施設の管理については，防火管理者の届出を必要とするため，その資格を有する者

を配置すること。 

ⅱ 経理業務・受付業務・使用許可業務・利用料金等徴収業務・帳簿作成業務・公園の管理

業務・その他，必要な業務を行うこと。 

ⅲ 指定管理者は，管理運営に係る経費事務を行うにあたり，自身の団体と独立した会計帳

簿書類及び経理規定を設けるとともに，経費及び収入は，団体自身の口座とは別の口座

で管理することとする。 

ただし，前指定管理者の支払い金について，引き継ぎ後，4月以降で発生する請求につ

いては，前年度分であっても次期指定管理者の支払いとする。 

(2) 施設の使用料の徴収に関すること 

公園内行為の使用料を徴収する場合は，鈴鹿市都市公園条例に基づき処理を行う。 

(3) 施設の維持管理に関する業務 

① 施設の保守管理業務 
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ⅰ 施設の外部，内部等の状態を監視，維持すること。 

ⅱ 小破修繕を行うこと。 

ⅲ 施設の維持管理等で必要な委託業務等は管理業務仕様書別表 1を基準とすること。 

また，施設の運営に支障をきたさないよう，必要な消耗品を適宜購入し，管理を行うこ

と。 

② 施設及び設備が破損した場合は，1件 30万円未満の修繕費は，指定管理者の負担とする。 

③ 施設の備品が破損した場合は，1 件 20万円未満の修繕費は，指定管理者の負担とする。 

④ 光熱水費・消耗品費等は，指定管理者の負担とする。 

(4) ホームレスへの対応 

ホームレスが施設敷地内を起居の場所として使用し，施設・公園利用者の適正な利用が妨

げられている場合は，鈴鹿市に連絡し，必要な措置を講じること。 

 

３ その他 

(1) 指定期間終了にあたっての引継業務 

指定管理者は，指定期間終了時に次期の指定管理者が円滑かつ支障なく業務が行えるよう，

引継を行うこと。 

(2) その他管理運営に関し必要な業務 

その他管理運営に関し，鈴鹿市より指示があった場合は，誠意をもって対応すること。 

(3) 立入検査について 

鈴鹿市は必要に応じ，施設・物品・各種帳簿等並びに管理運営の実施について検査を行う。 

指定管理者は，合理的な理由なく，これを拒否できないこととする。 

(4) 備品・消耗品等の所有権 

指定管理者が購入した物品は指定管理者の所有とする。 

(5) 委託の禁止 

指定管理者は，管理業務を一括して第三者に委託することができないこととする。 

ただし，鈴鹿市の認める場合は清掃・警備等の施設・設備管理業務を個別に委託すること

はできる。 

(6) 行政財産目的外使用 

指定管理者は行政財産の目的外使用（例：自動販売機の設置等）を行う場合は鈴鹿市の許

可を受けること。 

(7) 協議 

指定管理者はこの仕様書に規定するほか，指定管理者の業務の内容及び運営について，疑

義が生じた場合はその都度，鈴鹿市と協議し決定すること。 

(8) 業務を実施するにあたっての注意事項 

① 公の施設であることを常に念頭において，公平・公正な運営を行うこととし，特定の団

体等に有利にあるいは不利になる運営をしないこと。 

② 指定管理者が施設の管理運営に係る各種規定等を作成する場合は，鈴鹿市と協議を行う

こと。 

(9) 注意報･警報等が発生された場合の対応 
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① 荒天が予想される場合は，事前に各施設の点検を行うこと。 

② 荒天後は，施設内を巡視し，被害の有無を確認し，重大な事故がある場合は速やかに鈴

鹿市に報告するとともに，危険箇所については，二次災害を引き起こさないように処置を

行う。 

(10) 河川防災センター敷地内の防災行政無線については，鈴鹿市の管理とする。 
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資料 

鈴鹿市運動施設優先使用許可基準 

 

1. 鈴鹿市主催の大会等 

 

2. 国際大会および国内トップレベルの試合 

 

3. 全国大会，東海大会 

①輪番制で三重県（鈴鹿市）に回ってきた大会であること 

②予選を勝ち抜いてきたチーム（個人）が行う大会であること 

③当該施設で行う事由のある大会であること 

 

上記①～③の条件をすべて満たしている大会であること。 

 

4. 1～3 の条件を満たしている大会については，当該施設が指示する提出期限までに，主催

者および協会長等から依頼文書，大会の要項（本年度のもので可），輪番制がわかる資料な

どを当該施設に提出する。 
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鈴鹿市河川防災センター及び鈴鹿川河川緑地（運動施設・公園施設） 

管理業務仕様書 別表 1 

 

１.鈴鹿市河川防災センター（鈴鹿市庄野町 981番地の 1）の施設及び付属設備の維持管理 

 

①除草業務 

１ 業務内容  除草（4回実施），処分を含む。 

２ 面  積  2,100㎡ 

３ 実施時期については，現況を考慮し鈴鹿市と協議すること。 

【参考】 

基準委託料  220,000円（消費税を含まない。） 

 

②エレベーター保守点検業務 

エレベーターの運転機能を維持するため，監視装置による常時遠隔監視診断・遠隔定期診断を

行うと共に，必要に応じた技術員の巡回点検をプログラムで組合せ，点検と必要に応じて整備を

行う。 

メーカー名 品名形式 台数 

日立製作所製 UAP－9－CO45  2stops 

＊地震時管制運転装置，停電時自動着床装置 

1台 

 

１ 点検 

監視装置による遠隔定期診断と必要に応じた技術員の巡回点検をプログラムで組合せエレベ

ーター各部を点検，必要に応じて調整，注油を行う。 

２ 整備 

装置の稼動状態に適応したプログラムによる整備を行う。 

３ 遠隔監視診断 

24時間機器を遠隔監視診断し，異常や不具合発生時には，出動，対策を行う。 

〔監視項目〕 

     (1)閉じ込め故障  (2)起動不能故障  (3)安全装置動作 

     (4)電源系統異常  (5)走行異常    (6)ドア開閉異常 

〔診断項目〕 

     (1)接触器動作状態  (2)制御用マイコンの状態  (3)ドア開閉状態 

     (4)かご着床状態   (5)運転性能 

４ 異常時の通話機能 

閉じ込めなど異常時には，エレベーターかご内と管制センター又はサービス拠点との間で直

接通話することができる。 
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５ 作業の対象 

区 分 作業の対象（装置名） 主な作業内容 

かご 運転状態 乗心地，振動，異常音点検，着床状態，レベル点検 

外部への連絡装置 呼出し通話確認 

停電灯装置 点灯・照度確認 

内装・照明・ファン 各機器点検，天井扇回転状態点検 

操作盤・表示ランプ 押ボタンスイッチ動作確認 

かご内停止・各操作スイッチ動作確認 

かご位置表示装置点検 

かごの戸・敷居 かご・乗場の戸当たりゴム点検 

乗場とかご敷居との隙間測定 

かごの戸相互間・戸と前柱間隙間測定 

戸スイッチ相互位置測定，動作点検 

ハンガーローラー・レール清掃，点検 

振れ止めローラ点検，係合装置清掃，点検，注油 

駆動ロープ清掃，点検，グリス塗布（注 1） 

戸閉め安全装置コード点検 

過負荷ドア反転装置コード点検 

光電装置コード点検（注 1），かごの戸シュー点検 

係合子と係合ローラ相互位置点検 

戸閉め安全装置 戸閉め安全装置動作点検，光電装置動作点検（注 1） 

過負荷ドア反転装置動作確認 

マルチビームドアセンサ動作確認（注 1） 

かご上 かご上環境状況 汚損状態点検清掃 

戸の開閉装置 戸の開閉装置運転状態点検，制御機器点検 

駆動機器点検，モータのブラシ・コンミ点検 

ロータリーエンコーダ点検（注１） 

ガイドシュー・ローラ かご上・つり合おもりガイドシュー・ローラ点検 

給油器（オイラー） 給油器点検，注油 

かご上機器 かご上停止・操作スイッチ動作確認 

かご器具ボックス内部点検，確認，天井扇清掃，注油 

乗場 戸の開閉状態 音・振動・開閉速度点検 

乗場の戸・敷居 乗場の戸・三方枠外観点検 

戸クローザ機能・自閉力点検，注油 

ハンガーローラ・レール清掃点検，注油 

振れ止めローラ点検 

振動ロープ清掃，点検，グリス塗布，戸のシュー点検 

乗場の戸相互間・戸と三方枠間隙間測定 
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区 分 作業の対象（装置名） 主な作業内容 

乗場 乗場の戸・敷居 乗場の戸廻りボルト確認（ポケット・敷居） 

係合装置取付ボルト確認 

ドアインターロックスイッチ ロック機構点検，スイッチ動作点検 

乗場ボタン・表示ランプ インジケータ・押しボタン点検（ランプ含） 

ホールランタン点検（注１） 

かご下機器 かご下ガイドシュー・ローラ点検，かご下プーリ点検 

非常停止装置 非常止装置清掃，点検，注油 

昇降路 

・ﾋﾟｯﾄ 

環境状況 非常用工具の確認，常備工具・常備部品の確認 

昇降路環境状況点検 

ピット内汚損状況・各機器点検，ピット内清掃 

制御盤 主接触器の動作状態点検，盤内機器の外観点検 

主接触器接点点検，各リレー動作状態点検 

冷却ファン点検，各ターミナル確認，各端子確認 

遠隔監視診断装置盤内外観点検 

遠隔監視診断装置ターミナル確認，ヒューズ取替 

電動機 電動機温度確認，電動機運転状態点検 

ロータリーエンコーダ回転音点検 

電動機口出し線点検，綱車溝点検 

電動機軸受グリス給油 

ブレーキ 動作状態点検，ライニング磨耗量測定 

制動力測定（注 1），ブレーキスイッチ点検（注 1）

オーバーホール，ブッシュ磨耗点検 

各ピン・軸受部傷，磨耗点検（注 1） 

配線点検，端子・ターミナル確認 

頂部プーリ 頂部プーリ回転音点検，頂部プーリ溝清掃，点検 

おもり吊り車 おもり吊り車回転音点検，おもり吊り車溝点検 

主・調速機ロープ 主ロープ取付部点検，各ロープ錆・素線切れ点検 

ガイドレール 各部点検 

つり合おもり 各部点検，押え金具確認 

リミットスイッチ 取付状態点検，動作確認 

移動ケーブル 走行状況点検，傷・変形点検 

調速機 回転状態点検，各ピン部清掃，点検，注油 

スイッチ点検，減衰効果測定 

配線端子・ターミナル確認 

調速機テンションプーリ溝清掃，点検 

緩衝器固定状況点検，オイルバッファ油量点検（注 1） 

（注１）装置付の場合の作業内容 
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６ 故障対策 

不時の故障や事故の連絡を受けた時は，技術員を派遣し適切な処置を行うこと。作業に必要

な時間は運転を休止する。 

７ その他 

(1) 管理責任 

エレベーターの管理に基づく責任は，指定管理者にある。 

(2) エレベーター関連設備の点検 

ＢＧＭ装置，エアーコンディショナー，地震感知器（エレベーター付加仕様以外），煙感

知器，消火設備，防災センター内設置の監視盤（エレベーター付加仕様以外），一斉放送指

令機能を有する集合インターホン等のエレベーター関連設備の点検は，含まない。 

(3) その他仕様書に記載無き事象については，その都度鈴鹿市と協議する。 

【参考】 

基準委託料  585,000円（消費税を含まない）『見積書：4,000円/月×12ヶ月』 

 

③消防用設備等点検業務 

 

１ 消防用設備の種類 

項      目 仕    様 数 量 単 位 

(1)自動火災報知設備       

    受信機 Ｐ－2級 1 台 

    スポット型感知器   16 ケ 

    スポット型感知器 （低温式） 4 ケ 

    煙感知器 （低温式） 8 ケ 

    発信機 （イオン化，光電式） 2 ケ 

    表示灯 Ｐ－1，Ｐ－2級 2 ケ 

    電鈴   2 ケ 

    常用電源，交流電源   1 台 

    予備電源又は非常電源   1 台 

    配線点検   1 台 

    

  (2)誘導灯及び誘導標識   

      誘導灯   9 台 

    

  (3)火災通報設備   

      火災通報装置本体   1 台 

    呼び返し電話機   1 ケ 

    連動スイッチ停止箱   1 ケ 
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２ 点検内容 

定期的に消防設備士の資格を有する技術員を派遣し，消防法第 17条の 3の 3及び消防庁告示

第 14号に定められた事項の点検を行う。 

３ 点検の時期 

(1) 消防用設備 

機器点検 8月（1回） 

総合点検 2月（1回） 

【参考】 

基準委託料  250,000円（消費税を含まない） 

 

④浄化槽維持管理業務 

施設の汚水を適切に管理するため，以下の浄化槽が正常な機能を発揮できるよう適切に維持管

理を行う。 

メーカー名 形式 処理方式 人槽 清掃容量（㎥） 

フジクリーン 小型合併処理 分離槽付接触ばっ気 40 26.49 

 

１ 浄化槽保守点検 

(1) 業務実施回数及び時期 

保守点検は，年 4 回（5月，8月，11月，2月）水質検査は，年 1回行うものとする。 

(2) 保守点検基準 

保守点検基準及び水質検査は，浄化槽法，浄化槽法施行規則及び関係法令の定めるところ

により行うものとする。 

(3) 業務計画及び業務監督 

指定管理者は，業務実施に当たって，事前に鈴鹿市と協議し，準備計画を立てて行うもの

とする。実施中は監督指導できる専門技術者を派遣して進めるものとする。 

(4) 留意事項 

留意事項としては，事故を起こさぬよう配慮し，施設の工作物その他に対し，損害を与え

    

  (4)自家発電設備   

      ディーゼルエンジン 24.2KVA 1 台 

    交流発電機 12KVA 1 台 

    

  (5)消火器具   

      小型消火器 （除車載式）外観点検 3 本 

    小型消火器 （除車載式）機能点検 1 本 
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ないよう十分注意するものとする。 

万一事故が発生した場合，指定管理者の責に帰すべきものについては，鈴鹿市は一切責任

を負わないものとする。 

なお，鈴鹿市河川防災センターの平常業務に支障なきよう業務を行うこと。 

【参考】 

基準委託料  40,000円（消費税を含まない） 

 

２ 浄化槽法定検査 

(1) 検査回数   年 1回 

(2) 検査機関   一般財団法人三重県水質検査センター 

(3) 検査項目 

ⅰ 外観検査（75項目） 

ⅱ 水質検査（pH・溶存酸素量・透視度・残留塩素濃度・塩化イオン濃度汚泥沈澱率・BOD） 

ⅲ 書類検査（保守点検及び清掃の記録の保存状況・記録内容の特記事項） 

(4) 検査手数料  法定手数料の金額とする。 

 

３ 浄化槽清掃業務 

(1) 業務実施回数及び時期 

清掃実施回数は，年 1 回とし，指定管理者は，鈴鹿市と協議し，保守点検業務に支障のな

い範囲で，日程調整を行うものとする。 

(2) 清掃作業基準 

保守点検基準及び放流水質検査は，浄化槽法，浄化槽法施行規則及び関係法令の定めると

ころによる。 

(3) 業務計画及び業務監督 

指定管理者は，業務実施に当たって，事前に鈴鹿市の係員と協議し，準備計画を立てて行

うものとする。実施中は監督指導できる専門技術者を派遣して進めるものとする。 

(4) 留意事項 

留意事項としては，事故を起こさぬよう配慮し，施設の工作物その他に対し，損害を与え

ないよう十分注意するものとする。 

万一事故が発生した場合，指定管理者の責に帰すべきものについては，鈴鹿市は一切責任

を負わないものとする。 

なお，鈴鹿市河川防災センターの平常業務に支障なきよう業務を行うこと。 

【参考】 

基準委託料  420,000円（消費税を含まない） 

 

⑤空調設備保守点検業務 

 

１ 保守業務の範囲 

空調設備が常に正常な機能を発揮するよう，点検，整備，補修及び記録を行う。 
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２ 保守物件 

区別 機器名 メーカー名・型式 台数 設置場所 

ガス空調機 室内機 

室外機 

三菱重工 GHUP280HMD 

 〃   GHCP560HM4 

2基 

1基 

2階会議室 

電気空調機 室内機 

 〃 

室外機 

三菱重工 FDTP80HKXD1 

 〃   FDTP71HKXD1 

 〃   FDCP355HKXD2 

3基 

1基 

1基 

1階ロビー・展示コーナー 

事務所 

電気空調機 セット 

室内機 

室外機 

三菱重工 FDTP112H3D3 

 〃   FDTP112D3 

 〃   FDTP112HD3 

1セット 

1基 

1基 

 

2階指令室 

 

電気空調機 セット 

室内機 

室外機 

三菱重工 SRT50ME2 

 〃   SRT50ME2 

 〃   SCT50ME2 

1セット 

1基 

1基 

 

2階和室 

 

３ 上記保守物件について，次の保守業務を行う。 

(1) 冷房開始時の点検・運転・調整（6月）1回 

(2) 冷房期間中の点検・運転・調整（8月）1回 

(3) 暖房開始時の点検・運転・調整（10月）1回 

(4) 暖房期間中の点検・運転・調整（1月）1回 

 

４ 故障時の補修 

故障等が生じた場合，速やかに点検，整備を実施し，又は応急措置を行い修理を実施する。 

 

５ 保守業務の作業内容 

（1）ガスエアコン 

① エンジンオイル交換 ② オイルフィルター交換 ③ 点火プラグ交換 

④ エアクリーナエレメント交換 ⑤ エンジン冷却水点検 ⑥ ホース類点検 

⑦ 高圧コード点検 ⑧ 冷媒漏れ点検 ⑨ ベルトの張力，亀裂点検 

（2）ガス，電気エアコン共通 

① 冷媒漏れ点検 ② 機械本体及びエアフィルターの清掃 ③ 運転状態の確認 

【参考】 

基準委託料  320,000円（消費税を含まない） 

 

⑥機械警備業務 

 

１ 警備箇所   鈴鹿市河川防災センター 

２ システム名  セコムＭＸシステム 

３ 使用回線   一般公衆回線（常時断線監視機能付） 
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４ 業務内容   防犯サービス（警報機器等による侵入異常の監視，異常情報受信時の内容確

認，警察機関への通報等） 

全館機械監視（資機材倉庫除く） 

毎日       17：00～08：00 

休館日      08：00～17：00 

火災監視サービス（火災異常の監視，火災異常受信時の消防機関への通報等） 

全館機械監視（24時間） 

【参考】 

基準委託料  350,000円（消費税を含まない） 

 

⑦特殊建築物等定期点検業務 

 

１ 業務内容 

特殊建築物等，昇降機，及び昇降機以外の建築設備の定期点検業務を行う。 

２ 業務実施回数 

特殊建築物等の定期点検については，３年に１回行うものとする。（指定期間内は平成 32 年

度が点検年） 

昇降機，及び昇降機以外の建築設備の定期点検については，１年に１回行うものとする。 

３ 定期点検基準 

定期点検については，建築基準法（昭和 25年法律第 201号）及び関係法令の定めるところに

より行うものとする。 

４ 業務計画及び業務監督 

指定管理者は，業務実施に当たって，事前に鈴鹿市と協議し，準備計画を立てて行うものと

する。実施中は監督指導できる専門技術者を派遣して進めるものとする。 

５ 留意事項 

留意事項としては，事故を起こさぬよう配慮し，施設の工作物その他に対し，損害を与えな

いよう十分注意するものとする。 

万一事故が発生した場合，指定管理者の責に帰すべきものについては，鈴鹿市は一切責任を

負わないものとする。 

なお，鈴鹿市河川防災センターの平常業務に支障なきよう業務を行うこと。 

【参考】 

基準委託料  240,000円（消費税を含まない） 

 

⑧清掃業務 

 

１ 定期清掃回数は年 3回（8月，12月，3月）とし，鈴鹿市の指示に従うこと。 

(1) 床面の洗浄及びワックス塗布，研磨 

(2) タイル床等の洗剤による洗浄 

(3) ガラス拭き 
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２ 清掃器具及び清掃に要する洗剤ワックス等その他消耗品は指定管理者の負担とする。 

３ その他記載の無い事項については協議の上決定する。 

４ 施設の概要 

鉄筋コンクリート造 2階建 

（１階）管理事務所 25.00㎡・展示コーナー 34.31㎡・ホール・トイレ等 154.61㎡ 

（２階）会議室  133.54㎡・指令室 27.00㎡・和室 26.14㎡・湯沸室 8.85㎡ 

ロビー・廊下等 80.70㎡・トイレ,シャワー,ユニットバス等  28.62㎡ 

【参考】 

基準委託料  260,000円（消費税を含まない） 
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２.鈴鹿川河川緑地運動施設の施設及び付属設備の維持管理 

 

①整地業務 

 

１ 業務内容   鈴鹿川河川緑地野球場・鈴鹿川河川緑地運動広場・鈴鹿川河川緑地ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ

場・鈴鹿川河川緑地ｸﾘｹｯﾄｺｰﾄの整地 

 

       (1) 盛土形成 

       (2) 表面処理 

 

    ※業務の実施については，広範にわたる施設のため，実施箇所を選定し，計画的に行う。 

【参考】 

基準委託料  740,000円（消費税を含まない） 

 

②清掃業務 

 

１ 業務内容 

(1) 清掃業務    鈴鹿川河川緑地野球場・鈴鹿川河川緑地運動広場・鈴鹿川河川緑地ｿﾌﾄ

ﾎﾞｰﾙ場・鈴鹿川河川緑地ﾃﾆｽｺｰﾄ・鈴鹿川河川緑地ｸﾘｹｯﾄｺｰﾄ・鈴鹿川河川

緑地多機能芝生広場の清掃，ごみ処理 

 

(2) 除草業務    ・草刈り，芝刈り（処分含む）。年 4回。 

・面積 16,840㎡ 

２ 報  告    定期作業の状況を，翌日までに鈴鹿市に報告する。 

３ 器物損傷責任  清掃実施中，作業員が自己の過失により，対象施設の器物に損傷を与えた

場合は受託者がその責任を負う。 

【参考】 

基準委託料  清 掃  1,265,000円（消費税を含まない） 

         除 草    907,000円（消費税を含まない） 
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３.鈴鹿川河川緑地公園施設の施設及び付属設備の維持管理 

 

維持管理の基本方針 

公園利用者が安心，快適かつ楽しく公園を利用できるよう，積極的に創意工夫を持って，常に

これらを良好で適正な状態に維持すること。 

維持管理に当たっては，年間維持管理業務計画書を作成し，次の各号の業務を行うものとする。 

また，常に巡視，点検を実施し，利用者及び施設等の安全に万全を期すこととし，作業の実施

に当たっては，利用者及び作業者に対する安全対策を徹底すること。なお，美観又は衛生におい

て良好な状態を保つことができないおそれがある場合や安全及び管理運営に支障がある場合は，

この仕様書の記載の有無に関わらず，指定管理者は良好な状態を保つため又は安全を確保するた

めに必要な措置を講じなければならない。 

 

 

１ 施設管理業務 

各施設の機能を十分に活用･発揮させ，公園利用者が安全かつ快適に利用できるように，常に

巡視･点検を実施し，異常を発見したときは，速やかに使用停止及び，破損箇所の小規模な修繕

又は交換，補充を適切に行うこと。秩序維持管理，衛生的環境の確保，火災･盗難など事故･事

件の予防等の施設の維持及び管理を行うこと。 

 

２ 植物管理業務 

  植物の特性にあった年間管理作業計画を作成し，常に良好な状態を維持すること。また，各

植栽地の管理に当たっては，来園者の公園利用と安全を確保しつつ，清掃，病害虫防除，施肥，

剪定，刈り込み，草刈り，花壇管理等，植物の生育や育成に必要な作業を，最も適切な時期や

方法を選び管理すること。 

 

３ 用地の保全 

公園外周の境界杭や不法占用の有無などの状況を把握し，異常があった場合は随時，鈴鹿市

に報告すること。 
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１．園内管理業務 

（１） 業務内容 

   ① 園地清掃 

   ・拾い清掃や掃き清掃を適宜組合せ，園路や側溝，園地・広場をきれいな状態に保つとと

もに，ゴミ・落葉・吸い殻等収集漏れのないように集め，処理を行う。 

② 移動式トイレ・水飲み場清掃 

   ・作業中は利用者の利便性に配慮すること。 

   ・衛生器具（便器・手洗い器等），床，壁，鏡，窓，天井，照明器具等を適切な方法と頻度

で清掃し，清潔に保つとともに，詰まり等にはすぐに対処する。 

・ホルダー内に常時ペーパーがあるように補充する。 

・水タンク内に常時水があるように補充する。 

・便槽内を確認し，適宜汲取りを行う。 

・水飲み場清掃にあたっては，蛇口・受け皿等の水抜き及び砂や汚物を除去し，衛生に努

める。 

③ 排水設備清掃 

・側溝，排水桝等の排水設備の性能を維持するための適宜点検を行うとともに溜まった土

砂やゴミ等を除去する。 

④ 休憩施設等の維持 

   ・東屋・ベンチ等の機能性や安全性，快適性に配慮し，常に良好な状態を維持するよう努

める。 

   ⑤ 遊具管理 

   ・すべての遊具を対象に目視，触診，聴診等により日常点検を実施する。 

⑥ 除草作業 

・雑草は根ごと除去し，除草跡はきれいに清掃する。 

⑦ 花壇管理 

・花壇管理は，地拵えや花の植付け，潅水，花がら摘み，施肥，病害虫防除，除草等を行

う。 

（２） 業務回数 

① 園内巡回点検 毎日（午前，午後各１回） 

② 園内清掃 適時 

③ 園内人力除草 適時 

④ トイレ，水飲み場清掃 毎日 

⑤ 花植え 年２回， 潅水，施肥，除草等 適時 

⑥ 排水設備清掃 適時 

⑦ トイレ点検  適時 

⑧ 遊具施設日常点検 １回／月以上 

（３） 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等）や市民対応など特記事項を記

した日報等を作成すること。 
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【参考】 

委託料基準    2,725,000円／年（消費税を含まない） 

 

２．草地管理業務 

（１） 業務内容 

① 草刈り 

・均一に刈り払い，ツル性雑草は除去する。刈り跡はきれいに清掃する。 

・必要に応じて刈芝を所定の場所に集積し，適正に処分する。 

（２）業務回数 

   年３回 

（３）業務報告 

  業務完了後，直ちに申し出，検査を受けること。 

 

【参考】 

基準委託料    1,339,000円／年（消費税を含まない） 

 

３．植栽管理業務 

（１）業務内容 

① 芝刈り 

・刈り残しやムラがないよう均一に刈り込み，除草を行う際には芝生を傷めないよう丁寧

に抜き取る。 

・必要に応じて刈芝を所定の場所に集積し，適正に処分する。 

・必要に応じて目土かけやブラッシング，エアレーション，補植等を適切に行う。 

② 樹木剪定 

・基本剪定及び軽剪定等を，剪定の必要性や樹種特性に応じて，最も適切な時期と方法で

行う。 

・高木，低木の植栽部分は，必要に応じ抜き取り除草を行い，施肥を行う際は，樹木特性

や施肥の種類を考慮し，最も効果的な方法で行う。 

③ 施肥 

・施肥を行う際は，樹木特性や施肥の種類を考慮し，最も効果的な方法で行う。 

④ 病虫害防除 

・病虫害発生の早期発見に努め，薬剤を使用しない方法（剪定防除，捕殺等）により防除

を行う。 

   ⑤ 枯損木撤去 

・原則として地上部のみを撤去し，適正な処分を行う。 

・支障樹木は原則的に移植により対処する。 

・生育不良樹等については，樹勢回復や延命措置を総合的に考えあわせ，やむを得ない場

合は伐採を行う。  
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 （２） 業務回数 

① 芝生管理 芝刈り 年４回 

② 樹木管理 低，中木剪定 年１回，高木剪定 適時 

    低木施肥 年１回 

     枯木除去 適時 

（３） 業務報告 

  業務完了後，直ちに申し出，検査を受けること。 

 

【参考】 

委託料基準   2,211,000円／年（消費税を含まない） 

 

４．遊具施設管理業務 

（１） 業務内容 

① 遊具点検 

・  すべての遊具を対象に，「都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂第

2 版）」・「都市公園における遊具の安全確保に関する指針（別編：子どもが利用する可

能性のある健康器具系施設）（平成 26 年 6 月国土交通省）及び「遊具の安全に関する

基準（改訂版）」（平成 26 年 6 月一般社団法人日本公園施設業協会）を参考として，

専門技術者による目視，触診，聴診，打診及び計測等による定期点検を実施する。 

・  作業車両を駐車するときは，できるだけ遊具などの利用者に影響のない場所を選定

し，点検内容に応じ，適宜カラーコーンやバリケード等を設置するなどの安全対策を

施すこと。 

・  利用者に対しては，点検作業であることを説明し，一時利用を停止して頂くような

協力を得ること。 

・  点検により対象施設の異常を発見したときは，速やかに使用停止の措置を行うこと。 

（２） 業務回数 

定期点検 年１回 

（３） 業務報告 

点検完了後，点検結果の一覧表を作成し，速やかに提出すること。 

 

【参考】 

委託料基準     76,000円／年（消費税を含まない） 

 

５．鈴鹿川増水時の対応業務 

 

鈴鹿川が増水し，低水護岸敷地内の鈴鹿川河川緑地内に冠水の恐れがある場合または冠水し

た場合は，次のとおりとする。 

 (1) 出水時の対応 

   ① 地方気象台より大雨警報が出された場合，指定管理者は亀山水位観測所の増水の有無を
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確認する。 

   ② 亀山水位観測所が水位 2.7ｍ（水防団待機水位）に達し，さらに水位上昇の恐れが高い

と認められる場合，指定管理者は工作物の撤去を行い，後日復旧する。 

(2) 撤去・復旧工作物及び一時保管場所 

  ① 撤去・復旧工作物 移動式トイレ５基，安全柵のロープ：一時保管場所へ搬出 

② 一時保管場所：鈴鹿市河川防災センター 

(3) 冠水後の対応 

  ① 鈴鹿川が増水し，鈴鹿川河川緑地内が冠水した場合，早期に清掃を実施し，園路や側溝，

園地・広場をきれいな状態に戻す。 

 

【参考】 

基準委託料  1,100,000円／年（消費税を含まない） 
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利用状況 

「鈴鹿市河川防災センター」 

利用者数 

平成 2 6 年度 平成 2 7 年度 平成 2 8 年度 備 考 

鈴鹿市河川防災センター 

年間利用者数 

（大会議室） 

（小会議室） 

6,326 人 

（4,992人） 

（1,334人） 

6,881 人 

（5,472人） 

（1,409人） 

7,021人 

（5,697人） 

（1,324人） 

「鈴鹿川河川緑地野球場」「鈴鹿川河川緑地運動広場」 

「鈴鹿川河川緑地ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場」「鈴鹿川河川緑地ｸﾘｹｯﾄｺｰﾄ」 

「鈴鹿川河川緑地多機能芝生広場」 

利用者数 

平成 2 6 年度 平成 2 7 年度 平成 2 8 年度 備 考 

鈴鹿川河川緑地運動施設

年間利用者数 

（野球場） 

（運動広場） 

（ソフトボール場）

（ﾃﾆｽｺｰﾄ）

（ｸﾘｹｯﾄｺｰﾄ）

（多機能芝生広場） 

91,713人 

（8,992人） 

（8,637人） 

（6,207人） 

（6,066人） 

（1,811人） 

（   0人） 

209,176人 

（12,931人） 

（14,171人） 

（9,720人） 

（7,006人） 

（5,258人） 

（   90人） 

109,417人 

（ 8,743人） 

（10,794人） 

（10,599人） 

（ 1,859人） 

（ 2,422人） 

（    0人） 

※年間利用者数は，運動施設利用者のほか，バルーンフェスティバル参加者数を含む。
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H26 H27 H28

人件費 13,262,272 14,104,842 15,793,622 給与手当，賃金

旅費交通費 810,989 929,480 770,829

　通信運搬費 64,005 58,572 80,993 電話代等

受信料 60,384 89,552 89,715
ケーブルテレビ利用料，NHK
受信料

消耗品費 1,100,618 2,412,152 2,806,756 草刈機購入，消耗品費購入代

修繕費 1,334,887 753,117 1,133,841 場内施設修繕等

印刷製本費 0 0 0

燃料費 949,503 528,994 326,598 ガソリン代

光熱水費 1,688,053 1,813,469 1,771,446 電気，ガス，水道代

賃借料 0 0 0

手数料 0 0 0

保険料 472,047 443,566 410,710 施設賠償保険代

委託料 2,475,294 2,122,079 2,289,235 エレベーター保守点検等

本部管理費 1,117,527 712,510 748,528 本部事務費，その他経費等

その他 0 0 0

租税公課 1,178,200 1,193,700 1,156,500 消費税，印紙代等

寄付金 100,000 0 0

24,613,779 25,162,033 27,378,773

※鈴鹿川河川緑地運動施設　管理業務仕様書別表1　2-①整地業務の経費は含まれていません。

項

目

経費合計

【総括表】

鈴鹿市河川防災センター・鈴鹿川河川緑地（運動施設・公園施設）の管理運営に係る維持管理経費

決　算　金　額
内　訳 備　考
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H26 H27 H28

人件費 6,252,060 6,700,513 6,866,983 給与手当，賃金

旅費交通費 311,110 458,233 265,587

　通信運搬費 64,005 58,572 80,993 電話代等

受信料 60,384 89,552 89,715
ケーブルテレビ利用料，NHK
受信料

消耗品費 163,214 150,032 289,896 コピー用紙，事務用品等

修繕費 943,923 358,098 513,659 場内施設修繕等

印刷製本費 0 0 0

燃料費 25,839 0 0 ガソリン代

光熱水費 1,688,053 1,813,469 1,771,446 電気，ガス，水道代

賃借料 0 0 0

手数料 0 0 0

保険料 472,047 443,566 410,710 施設賠償保険代

委託料 2,138,110 2,038,919 1,991,803 エレベーター保守点検等

本部管理費 74,633 195,871 106,951 本部事務費，その他経費等

その他 0 0 0

租税公課 558,500 583,300 594,300 消費税，印紙代等

寄付金 0 0 0

12,751,878 12,890,125 12,982,043

※施設・設備の修繕費１件30万円以上は含んでいません。

項

目

経費合計

【施設別明細1】
鈴鹿市河川防災センターの管理運営に係る維持管理経費（指定管理時）

決　算　金　額
内　訳 備　考

5



H26 H27 H28

人件費 2,584,282 2,776,271 2,569,138 給与手当，賃金

旅費交通費 201,294 165,447 282,920

　通信運搬費 0 0 0

受信料 0 0 0

消耗品費 93,740 607,395 695,458 草刈機購入，消耗品購入代

修繕費 156,386 0 292,558 運動施設施設整備代

印刷製本費 0 0 0

燃料費 337,466 228,404 68,467 ガソリン代等

光熱水費 0 0 0

賃借料 0 0 0

手数料 0 0 0

保険料 0 0 0

委託料 0 0 107,784

本部管理費 442,894 172,213 583,041

その他 0 0 0

租税公課 227,200 231,500 168,000 消費税等

寄付金 0 0 0

4,043,262 4,181,230 4,767,366

※施設・設備の修繕費１件30万円以上は含んでいません。

項

目

経費合計

【施設別明細2】
鈴鹿川河川緑地運動施設の管理運営に係る維持管理経費（指定管理時）

決　算　金　額
内　訳 備　考

6



H26 H27 H28

人件費 4,425,930 4,628,058 6,357,501 給与手当，賃金

旅費交通費 298,585 305,800 222,322

　通信運搬費 0 0 0

受信料 0 0 0

消耗品費 843,664 1,654,725 1,821,402 草刈機購入，消耗品購入代

修繕費 234,578 395,019 327,624 公園施設整備代

印刷製本費 0 0 0

燃料費 586,198 300,590 258,131 ガソリン代等

光熱水費 0 0 0

賃借料 0 0 0

手数料 0 0 0

保険料 0 0 0

委託料 337,184 83,160 189,648 園内管理業務

本部管理費 600,000 344,426 58,536

その他 0 0 0

租税公課 392,500 378,900 394,200 消費税等

寄付金 100,000 0 0 （H26）牧田地区

7,818,639 8,090,678 9,629,364

※施設・設備の修繕費１件30万円以上は含んでいません。

項

目

経費合計

【施設別明細3】
鈴鹿川河川緑地公園施設の管理運営に係る維持管理経費（指定管理時）

決　算　金　額
内　訳 備　考

7



備品一覧

備品番号 品目 規格 単 取得年月日 取得価額 所属名 保管場所

76362 脚立 ｺｸﾖ　SP-37NN 脚 H14.3.25 ¥21,956 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

76389 救難用ｺﾞﾑﾎﾞｰﾄ SE-400 艘 H14.3.27 ¥446,250 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

76390 ｴｱｶﾞﾝ 300 個 H14.3.27 ¥99,750 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

76601 手押し車 ｺｸﾖ　TK‐920 台 H14.3.27 ¥19,500 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

76602 2連梯子 ﾌﾟﾗｽ　PCⅡ-64 台 H14.3.27 ¥42,800 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

77632 膨張式ｴｱｰﾃﾝﾄ
ｱｷﾚｽA-66　L6*W6*H3（ｵﾚﾝｼﾞ)
[角型ﾌﾞﾛｱｰSR-1500
（ﾎｰｽ4本付），ｴｱ

基 H14.9.10 ¥3,528,000 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

77633 ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ
ﾀﾞｲｷﾝSUASICS　ｷｬﾘｰ可搬型
（延長ﾀﾞｸﾄKCD-125C3付）

基 H14.9.10 ¥162,750 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

77634 ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ
ﾀﾞｲｷﾝSUASICS　ｷｬﾘｰ可搬型
（延長ﾀﾞｸﾄKCD-125C3付）

基 H14.9.10 ¥162,750 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

77635 投光器 ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞ（三脚･ｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ付） 台 H14.9.10 ¥193,725 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

77636 投光器 ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞ（三脚･ｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ付） 台 H14.9.10 ¥193,725 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

77637 投光器 ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞ（三脚･ｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ付） 台 H14.9.10 ¥193,725 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

77638 投光器 ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞ（三脚･ｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ付） 台 H14.9.10 ¥193,725 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

77639 投光器 ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞ（三脚･ｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ付） 台 H14.9.10 ¥193,725 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

77640 投光器 ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞ（三脚･ｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ付） 台 H14.9.10 ¥193,725 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

77641 投光器 ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞ（三脚･ｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ付） 台 H14.9.10 ¥193,725 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

77642 投光器 ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞ（三脚･ｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ付） 台 H14.9.10 ¥193,725 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

77643 投光器 ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞ（三脚･ｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ付） 台 H14.9.10 ¥193,725 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

77644 投光器 ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞ（三脚･ｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ付） 台 H14.9.10 ¥193,725 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

77645 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ発電機 ﾎﾝﾀﾞEU9i 台 H14.9.10 ¥119,490 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

77646 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ発電機 ﾎﾝﾀﾞEU9i 台 H14.9.10 ¥119,490 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

77647 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ発電機 ﾎﾝﾀﾞEU9i 台 H14.9.10 ¥119,490 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

77648 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ発電機 ﾎﾝﾀﾞEU9i 台 H14.9.10 ¥119,490 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

77649 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ発電機 ﾎﾝﾀﾞEU9i 台 H14.9.10 ¥119,490 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

77650 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ発電機 ﾎﾝﾀﾞEU9i 台 H14.9.10 ¥119,490 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

77651 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ発電機 ﾎﾝﾀﾞEU9i 台 H14.9.10 ¥119,490 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

77652 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ発電機 ﾎﾝﾀﾞEU9i 台 H14.9.10 ¥119,490 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

77653 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ発電機 ﾎﾝﾀﾞEU9i 台 H14.9.10 ¥119,490 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

77654 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ発電機 ﾎﾝﾀﾞEU9i 台 H14.9.10 ¥119,490 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

77655 ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ ﾊﾀﾔCE-30　全天候型屋外用 台 H14.9.10 ¥9,975 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

77656 ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ ﾊﾀﾔCE-30　全天候型屋外用 台 H14.9.10 ¥9,975 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

77657 ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ ﾊﾀﾔCE-30　全天候型屋外用 台 H14.9.10 ¥9,975 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

77658 ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ ﾊﾀﾔCE-30　全天候型屋外用 台 H14.9.10 ¥9,975 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

77659 ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ ﾊﾀﾔCE-30　全天候型屋外用 台 H14.9.10 ¥9,975 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

77660 ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ ﾊﾀﾔCE-30　全天候型屋外用 台 H14.9.10 ¥9,975 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

77661 ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ ﾊﾀﾔCE-30　全天候型屋外用 台 H14.9.10 ¥9,975 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

77662 ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ ﾊﾀﾔCE-30　全天候型屋外用 台 H14.9.10 ¥9,975 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

77663 ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ ﾊﾀﾔCE-30　全天候型屋外用 台 H14.9.10 ¥9,975 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

77664 ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ ﾊﾀﾔCE-30　全天候型屋外用 台 H14.9.10 ¥9,975 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78088 展示用荷台 材質:ﾋﾟｰﾗｰ（H580×W900） 台 H15.3.31 ¥45,000 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78089 展示用荷台 材質:ﾋﾟｰﾗｰ（H580×W900） 台 H15.3.31 ¥45,000 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78090 椅子台車 ｻﾝｹｲ E-4 台 H15.3.24 ¥13,366 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78091 椅子台車 ｻﾝｹｲ E-4 台 H15.3.24 ¥13,366 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

8



備品一覧

備品番号 品目 規格 単 取得年月日 取得価額 所属名 保管場所

78092 椅子台車 ｻﾝｹｲ E-4 台 H15.3.24 ¥13,367 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78093 椅子台車 ｻﾝｹｲ E-4 台 H15.3.24 ¥13,367 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78094 ﾌﾟﾘﾝﾀ複合機 ﾌﾞﾗｻﾞｰ MFC-150CL 台 H15.3.26 ¥45,360 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78095 ﾌﾟﾘﾝﾀ複合機 ﾌﾞﾗｻﾞｰ MFC-9800J 台 H15.3.26 ¥109,147 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78096 傘立て ｺｸﾖ US-G40N 個 H15.3.26 ¥19,530 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78097 傘立て ｺｸﾖ US-G40N 個 H15.3.26 ¥19,530 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78098 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ ｺｸﾖ BB-VR436PC 台 H15.3.26 ¥160,650 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78099 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ ｺｸﾖ BB-R636W1W1 個 H15.3.26 ¥32,445 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78100 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖ LK-6F1 個 H15.3.26 ¥24,150 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78101 ﾛｯｶｰ ｺｸﾖ LK-6F1 個 H15.3.26 ¥24,150 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78102 中量ﾗｯｸ ｺｸﾖ MM-A07625F1 個 H15.3.26 ¥31,500 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78103 中量ﾗｯｸ ｺｸﾖ MM-A07625F1 個 H15.3.26 ¥31,500 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78104 中量ﾗｯｸ ｺｸﾖ MM-A07625F1 個 H15.3.26 ¥31,500 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78105 中量ﾗｯｸ ｺｸﾖ MM-A07625F1 個 H15.3.26 ¥31,500 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78106 中量ﾗｯｸ ｺｸﾖ MM-A07625F1 個 H15.3.26 ¥31,500 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78107 中量ﾗｯｸ ｺｸﾖ MM-A07625F1 個 H15.3.26 ¥31,500 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78108 ｲｽ ｺｸﾖ CR-G120F4KA54-VN 脚 H15.3.26 ¥13,125 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78109 ｲｽ ｺｸﾖ CR-G120F4KA54-VN 脚 H15.3.26 ¥13,125 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78110 ｲｽ ｺｸﾖ CR-G120F4KA54-VN 脚 H15.3.26 ¥13,125 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78111 ｲｽ ｺｸﾖ CR-G120F4KA54-VN 脚 H15.3.26 ¥13,125 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78112 ｲｽ ｺｸﾖ CR-G120F4KA54-VN 脚 H15.3.26 ¥13,125 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78113 ﾜｲﾄﾞﾃﾚﾋﾞ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ TH-28FA7 台 H15.3.27 ¥57,435 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78114 ﾃﾚﾋﾞ台 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ TY-GN2803 台 H15.3.27 ¥11,403 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78115 折りたたみ机 ﾎｳﾄｸ FLX33M BT293 台 H15.3.28 ¥31,500 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78116 折りたたみ机 ﾎｳﾄｸ FLX33M BT293 台 H15.3.28 ¥31,500 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78117 折りたたみ机 ﾎｳﾄｸ FLX33M BT293 台 H15.3.28 ¥31,500 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78118 折りたたみ机 ﾎｳﾄｸ FLX33M BT293 台 H15.3.28 ¥31,500 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78119 喫煙ﾃｰﾌﾞﾙ ｲﾄｰｷ TJC-447A 台 H15.3.28 ¥197,400 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78120 喫煙ﾃｰﾌﾞﾙ ｲﾄｰｷ TJC-447A 台 H15.3.28 ¥197,400 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78121 折りたたみ机 ﾎｳﾄｸ FLX31M BT293 台 H15.3.28 ¥23,625 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78122 折りたたみ机 ﾎｳﾄｸ FLX31M BT293 台 H15.3.28 ¥23,625 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78123 折りたたみ机 ﾎｳﾄｸ FLX31M BT293 台 H15.3.28 ¥23,625 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78124 折りたたみ机 ﾎｳﾄｸ FLX31M BT293 台 H15.3.28 ¥23,625 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78125 折りたたみ机 ﾎｳﾄｸ FLX31M BT293 台 H15.3.28 ¥23,625 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78126 折りたたみ机 ﾎｳﾄｸ FLX31M BT293 台 H15.3.28 ¥23,625 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78127 折りたたみ机 ﾎｳﾄｸ FLX31M BT293 台 H15.3.28 ¥23,625 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78128 折りたたみ机 ﾎｳﾄｸ FLX31M BT293 台 H15.3.28 ¥23,625 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78129 折りたたみ机 ﾎｳﾄｸ FLX31M BT293 台 H15.3.28 ¥23,625 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78130 折りたたみ机 ﾎｳﾄｸ FLX31M BT293 台 H15.3.28 ¥23,625 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78131 折りたたみ机 ﾎｳﾄｸ FLX31M BT293 台 H15.3.28 ¥23,625 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78132 折りたたみ机 ﾎｳﾄｸ FLX31M BT293 台 H15.3.28 ¥23,625 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78133 折りたたみ机 ﾎｳﾄｸ FLX31M BT293 台 H15.3.28 ¥23,625 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78134 折りたたみ机 ﾎｳﾄｸ FLX31M BT293 台 H15.3.28 ¥23,625 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78135 折りたたみ机 ﾎｳﾄｸ FLX31M BT293 台 H15.3.28 ¥23,625 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

9



備品一覧

備品番号 品目 規格 単 取得年月日 取得価額 所属名 保管場所

78136 折りたたみ机 ﾎｳﾄｸ FLX31M BT293 台 H15.3.28 ¥23,625 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78137 折りたたみ机 ﾎｳﾄｸ FLX31M BT293 台 H15.3.28 ¥23,625 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78138 折りたたみ机 ﾎｳﾄｸ FLX31M BT293 台 H15.3.28 ¥23,625 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78139 折りたたみ机 ﾎｳﾄｸ FLX31M BT293 台 H15.3.28 ¥23,625 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78140 折りたたみ机 ﾎｳﾄｸ FLX31M BT293 台 H15.3.28 ¥23,625 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78141 折りたたみ机 ﾎｳﾄｸ FLX31M BT293 台 H15.3.28 ¥23,625 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78142 脚立
ｱﾙﾐ製はしご兼用
（全長1.99m はしご全長4.18m）

脚 H15.3.28 ¥10,185 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78143 脚立
ｱﾙﾐ製はしご兼用
（全長1.99m はしご全長4.18m）

脚 H15.3.28 ¥10,185 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78144 ﾗｼﾞｶｾ ｹﾝｳｯﾄﾞ MDX-K3 台 H15.3.28 ¥37,590 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78145 片袖机 ｺｸﾖ SD-S106S3F1 台 H15.3.27 ¥21,000 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78146 片袖机 ｺｸﾖ SD-S106S3F1 台 H15.3.27 ¥21,000 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78147 片袖机 ｺｸﾖ SD-S106S3F1 台 H15.3.27 ¥21,000 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78148 草刈機 SREY242 台 H15.3.31 ¥51,450 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78149 草刈機 SREY242 台 H15.3.31 ¥51,450 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78150 冷蔵庫 日立 R-12RA 台 H15.3.28 ¥30,922 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78151 冷蔵庫 日立 R-12RA 台 H15.3.28 ¥30,923 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78152 木製EIAﾗｯｸ ｵｰﾛﾗ EIA-970 台 H15.3.28 ¥65,625 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78153 たこづち 4本足24㎝ 本 H15.3.31 ¥12,600 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78154 たこづち 4本足24㎝ 本 H15.3.31 ¥12,600 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78155 たこづち 4本足24㎝ 本 H15.3.31 ¥12,600 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78156 たこづち 4本足24㎝ 本 H15.3.31 ¥12,600 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78157 たこづち 4本足24㎝ 本 H15.3.31 ¥12,600 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78158 たこづち 4本足24㎝ 本 H15.3.31 ¥12,600 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78159 たこづち 4本足24㎝ 本 H15.3.31 ¥12,600 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78160 たこづち 4本足24㎝ 本 H15.3.31 ¥12,600 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78161 たこづち 4本足24㎝ 本 H15.3.31 ¥12,600 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78162 たこづち 4本足24㎝ 本 H15.3.31 ¥12,600 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78163 ﾛﾋﾞｰﾁｪｱ CL921-CX EC271ﾌﾞﾙｰ 脚 H15.3.24 ¥20,979 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78164 ﾛﾋﾞｰﾁｪｱ CL921-CX EC271ﾌﾞﾙｰ 脚 H15.3.24 ¥20,979 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78165 ﾛﾋﾞｰﾁｪｱ CL921-CX EC271ﾌﾞﾙｰ 脚 H15.3.24 ¥20,979 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78166 ﾛﾋﾞｰﾁｪｱ CL921-CX EC271ﾌﾞﾙｰ 脚 H15.3.24 ¥20,979 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78167 土嚢製作機 ﾋﾞｰﾋﾞｰﾜｰｶｰ bbw-4 基 H15.3.31 ¥34,650 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78168 土嚢製作機 ﾋﾞｰﾋﾞｰﾜｰｶｰ bbw-4 基 H15.3.31 ¥34,650 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78169 土嚢製作機 ﾋﾞｰﾋﾞｰﾜｰｶｰ bbw-4 基 H15.3.31 ¥34,650 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78170 土嚢製作機 ﾋﾞｰﾋﾞｰﾜｰｶｰ bbw-4 基 H15.3.31 ¥34,650 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78171 土嚢製作機 ﾋﾞｰﾋﾞｰﾜｰｶｰ bbw-4 基 H15.3.31 ¥34,650 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78172 土嚢製作機 ﾋﾞｰﾋﾞｰﾜｰｶｰ bbw-4 基 H15.3.31 ¥34,650 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78173 机 ITO PCS-ST1208H 台 H15.3.26 ¥42,000 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78174 机 ITO PCS-ST1208H 台 H15.3.26 ¥42,000 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78175 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄｽﾀﾝﾄﾞ ｲﾄｰｷ VBCV-023NB-T3 台 H15.3.31 ¥35,542 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78176 演台 ｲﾄｰｷ LCG-409-W7 台 H15.3.31 ¥38,902 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78177 花台 ｲﾄｰｷ LCG-303-W7 台 H15.3.31 ¥31,710 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78178 展示ｹｰｽ LION 962-75 台 H15.3.31 ¥84,000 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ
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78179 展示ｹｰｽ LION 962-75 台 H15.3.31 ¥84,000 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78180 展示ｹｰｽ LION 962-75 台 H15.3.31 ¥84,000 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78181 ﾃﾚﾋﾞ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ TH-32FS10 台 H15.3.24 ¥114,870 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78182 ﾃﾚﾋﾞ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ TH-21FA60 台 H15.3.24 ¥37,170 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78183 DVDﾋﾞﾃﾞｵ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ NV-VP30 台 H15.3.24 ¥31,395 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78184 DVDﾋﾞﾃﾞｵ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ NV-VP30 台 H15.3.24 ¥31,395 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78185 掃除機 ﾅｼｮﾅﾙ MC-G600WD 台 H15.3.24 ¥54,915 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78186 ﾃﾚﾋﾞ台 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ TY-S32D20C 台 H15.3.24 ¥27,300 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78187 ｶﾞｿﾘﾝ缶 GH-20 金属製20ℓ 個 H15.3.31 ¥12,600 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78188 ｶﾞｿﾘﾝ缶 GH-20 金属製20ℓ 個 H15.3.31 ¥12,600 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78189 歩行型芝刈機 ﾎﾝﾀﾞ HRG465（SDJ） 台 H15.3.31 ¥83,265 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78191 ﾌｧﾝｼｰﾊﾟﾈﾙ 910×1747 個 H15.3.31 ¥20,212 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78192 防災ﾗｼﾞｵ ｿﾆｰ ICF-B200 台 H15.3.31 ¥10,878 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78193 工具ｾｯﾄ KTC 式 H15.3.31 ¥93,670 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78194 液晶ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ 富士ｾﾞﾛｯｸｽ XP4300JX 台 H15.3.31 ¥940,895 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78195 ｿﾌﾄｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ 富士ｾﾞﾛｯｸｽ GSAA0252 個 H15.3.31 ¥11,812 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78196 昇降型映写台 富士ｾﾞﾛｯｸｽ EV-601J 台 H15.3.31 ¥54,243 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78197 RGBｹｰﾌﾞﾙ10M 富士ｾﾞﾛｯｸｽ GSAA0148 個 H15.3.31 ¥22,050 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78198 歩行型芝刈機 ﾎﾝﾀﾞ HRG465（SDJ） 台 H15.3.31 ¥83,265 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78199 ﾊﾟｿｺﾝ NEC PC-VF3005D 台 H15.3.31 ¥168,000 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78200 ﾋﾞｼﾞﾈｽｷｯﾁﾝ ｺｸﾖ BK-IF1N 台 H15.3.31 ¥30,030 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78201 ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ ｺｸﾖ PA-EG1518F1N 台 H15.3.31 ¥30,030 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78202 ﾗﾍﾞﾙﾗｲﾀｰﾃﾌﾟﾗﾌﾟﾛ ｷﾝｸﾞｼﾞﾑ　SR510 台 H15.3.31 ¥16,632 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78203 保管庫 ｺｸﾖ S-335GF1N 台 H15.3.31 ¥20,895 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78204 保管庫 ｺｸﾖ S-335F1N 台 H15.3.31 ¥17,325 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78205 書庫 HFM-098GS-WE 台 H15.3.31 ¥26,250 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78206 書庫 HFM-098GS-WE 台 H15.3.31 ¥26,250 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78207 ｸﾘｽﾀﾙﾄﾚｰ HFM-098KAF-WE 台 H15.3.31 ¥57,225 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78208 ｸﾘｽﾀﾙﾄﾚｰ HFM-098KAF-WE 台 H15.3.31 ¥57,225 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78209 脇机 SDS46E3F1 台 H15.3.31 ¥16,275 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78210 脇机 SDS46E3F1 台 H15.3.31 ¥16,275 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78211 ｻｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ VS-32 台 H15.3.31 ¥24,675 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78212 ｻｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ VS-32 台 H15.3.31 ¥24,675 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78213 ｻｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ VS-32 台 H15.3.31 ¥24,675 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78214 ｻｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ VS-32 台 H15.3.31 ¥24,675 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78215 ｻｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ VS-32 台 H15.3.31 ¥24,675 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78216 ｻｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ VS-32 台 H15.3.31 ¥24,675 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78217 ｻｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ VS-32 台 H15.3.31 ¥24,675 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78218 展示ﾊﾟﾈﾙ ZV-64-GY 枚 H15.3.31 ¥31,500 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78219 展示ﾊﾟﾈﾙ ZV-64-GY 枚 H15.3.31 ¥31,500 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78220 展示ﾊﾟﾈﾙ ZV-64-GY 枚 H15.3.31 ¥31,500 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78221 ﾎﾟｰﾙ ZY-P 本 H15.3.31 ¥10,500 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78222 ﾎﾟｰﾙ ZY-P 本 H15.3.31 ¥10,500 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78223 ﾎﾟｰﾙ ZY-P 本 H15.3.31 ¥10,500 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ
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78224 ﾎﾟｰﾙ ZY-P 本 H15.3.31 ¥10,500 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78225 ﾎﾟｰﾙ ZY-P 本 H15.3.31 ¥10,500 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78226 ﾎﾟｰﾙ ZY-P 本 H15.3.31 ¥10,500 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

78227 会議用ﾃｰﾌﾞﾙ ﾌﾟﾗｽ MO-150PR 台 H15.3.31 ¥49,350 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

81109 救命ﾎﾞｰﾄ ｱｷﾚｽ　EC4-542 艘 H17.3.31 ¥50,925 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

81110 救命ﾎﾞｰﾄ ｱｷﾚｽ　EC4-542 艘 H17.3.31 ¥50,925 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

81111 救命ﾎﾞｰﾄ ｱｷﾚｽ　EC4-542 艘 H17.3.31 ¥50,925 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

81112 救命ﾎﾞｰﾄ ｱｷﾚｽ　EC4-542 艘 H17.3.31 ¥50,925 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

81113 救命ﾎﾞｰﾄ ｱｷﾚｽ　EC4-542 艘 H17.3.31 ¥50,925 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

81114 救命ﾎﾞｰﾄ ｱｷﾚｽ　EC4-542 艘 H17.3.31 ¥50,925 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

81115 救命ﾎﾞｰﾄ ｱｷﾚｽ　EC4-542 艘 H17.3.31 ¥50,925 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

81116 救命ﾎﾞｰﾄ ｱｷﾚｽ　EC4-542 艘 H17.3.31 ¥50,925 防災危機管理課 防災ｾﾝﾀｰ

74270 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ除草器具 台 H13.3.30 ¥150,000 ｽﾎﾟｰﾂ課 鈴鹿川河川敷

83286
自動体外式
除細動器（AED）

日本光電　AED-9200 台 H18.8.2 ¥203,490 ｽﾎﾟｰﾂ課
鈴鹿川河川緑地
（防災ｾﾝﾀｰ）

87019 バックネット サンエイ移動式バックネットA型　36-023 台 H20.3.12 ¥348,075 ｽﾎﾟｰﾂ課 鈴鹿川河川緑地

88376 ｻｯｶｰｺﾞｰﾙ ﾃｸﾉ㈱ｽﾄﾗｲｶｰS70 対 H20.9.17 ¥298,200 ｽﾎﾟｰﾂ課 鈴鹿川河川緑地

88595 硬式ﾃﾆｽﾈｯﾄ SSK　SN2227 張 H21.3.16 ¥41,265 ｽﾎﾟｰﾂ課 鈴鹿川河川緑地

86121 移動ﾄｲﾚ
ｲｼｺﾃｯｸ㈱車椅子・一般兼用
MSW-120

台 H19.7.18 ¥3,055,500 市街地整備課 鈴鹿川河川緑地

86122 移動ﾄｲﾚ ｲｼｺﾃｯｸ㈱大小兼用2LW-2 台 H19.7.18 ¥1,536,500 市街地整備課 鈴鹿川河川緑地

86123 移動ﾄｲﾚ ｲｼｺﾃｯｸ㈱大小兼用2LW-2 台 H19.7.18 ¥1,536,500 市街地整備課 鈴鹿川河川緑地

86124 移動ﾄｲﾚ ｲｼｺﾃｯｸ㈱大小兼用2LW-2 台 H19.7.18 ¥1,536,500 市街地整備課 鈴鹿川河川緑地
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