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佐久南交流拠点施設管理運営方針 

 

 

【１】 趣旨 

この佐久南交流拠点施設管理運営方針（以下「管理運営方針」といいます。）は、佐久南インターチ

ェンジの周辺に整備を計画する「道の駅」の機能を有した拠点施設（以下「施設」といいます。）の管

理運営について、市の方針を定めるものです。 

 

 

【２】 施設の状況 

１ 名称・所在地 

名 称 道の駅○○○（正式な施設名は、今後公募の上決定予定） 

所 在 地 佐久市伴野 7 番地 1 

 

２ 施設の規模等 

建 築 構 造 木造・平屋建 

敷 地 面 積 約 22,000 ㎡ 

延 床 面 積 約 1,800 ㎡ 

施 設 内 容 ○販売施設（農産物販売施設、物産品販売施設） 

○加工施設（製造加工施設、加工体験施設） 

○飲食施設（地産地消レストラン、軽食コーナー） 

○休憩・情報提供施設（休憩スペース、情報提供スペース） 

○公衆便所 

○駐車場 

○交流広場 

○ふれあいパーク 

○附帯施設 ほか 

建 設 年 月 平成 29 年 3 月（予定） 

 

 

【３】 管理運営の基準 

１ 施設の管理運営方針 

(１) 施設の目的 
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本施設は、「道の駅」として、中部横断自動車道、国道１４２号線、県道相浜・本町線、市道等

の結節点にある位置関係を踏まえ、道路サービス機能により各道路の利用者に安全性や利便性を

提供するとともに、「産業としての農業」や「暮らしとしての農業」をはじめとした産業の振興に

よる地域経済の活性化、地域間交流の推進による交流人口の創出、佐久市の健康長寿文化の発信

等による世界最高健康都市の構築への寄不といった地域振興機能を果たすことを目的としていま

す。 

また、上記の目的を達成するために、施設が地域内外の人、モノ、情報などをつなぎ合わせる

「ゲートウェイ」としての役割を果たすことを目指そうとするものです。 

(２) 管理運営方針 

本施設の管理運営は、下記の方針に基づいて、効果的な事業の展開、恒久的な安定経営を目指

すこととします。 

ア 上記の目的に基づいた管理運営を行うこと。 

イ 公の施設であることを常に念頭において、利用の公平性を確保すること。 

ウ 施設の効用を最大限に発揮し、利用者の増加に努めること。 

エ 販売、加工、飲食施設は、独立採算を基本として採算性を確保するとともに、公の施設とし

て地域振興を図ることを前提に、地域の産業関係者・団体等と連携しながら運営すること。 

オ 事業計画に沿った管理運営を効率的かつ適正に執行し、経貹縮減が図られること。 

カ 利用者や産業関係者等の意見を施設の管理運営に反映させ、満足度を高めること。 

キ 関係法令等の規定を遵守すること。 

ク 施設、設備及び備品の維持管理を適切に行うこと。 

ケ 個人情報の保護に配慮すること。 

(３) 指定管理者制度の適用 

本施設の管理運営は、佐久市指定管理者制度運用指針に基づき、指定管理者制度を適用し、指

定管理者が行うこととします。 

 

２ 管理の基本事項 

(１) 休館日 

休館日は、12 月 31 日及び 1 月 1 日とします。ただし、指定管理者が特に必要があると認め

る場合において、あらかじめ佐久市長の承認を得て変更することができます。 

(２) 開館時間 

開館時間は、次のとおりとなっています。 

販売施設、加工施設、飲食施設及び休憩・情

報提供施設 

午前 9 時から午後 8 時まで 
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公衆便所及び駐車場 終日 

ただし、指定管理者が特に必要があると認める場合において、あらかじめ佐久市長の承認を得

て変更することができます。 

(３) 職員 

ア 指定管理者が業務を行うに当たり、業務を適正に遂行できる必要十分な職員を配置するとと

もに、管理業務に専従する者のうちに、総括責任者、防火管理者、食品衛生責任者、危険物取

扱者、電気主任技術者、安全運転責任者等、管理に必要な資格有する者を配置することとしま

す。また、イベント開催時の専門職員等の配置に留意します。 

イ 職員には、サービス提供に必要な研修を实施します。 

ウ 職員の採用は、原則として、佐久市内から行うこととします。 

エ 職員の従事時間は、開館時間の範囲内で、管理運営業務に支障を来たさないよう、指定管理

者が決定することとします。 

(４) 資格・免許 

指定管理者は、酒類の販売業免許その他施設を運営するに当たり必要な資格・免許について保

持しなければなりません。 

(５) 個人情報保護 

指定管理者は、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければなりません。 

(６) 業務の再委託 

指定管理者は、事前に佐久市の承諾を受けた場合を除いて、管理運営業務の一部を第三者に委

託し、または請け負わせることはできません。 

(７) 法令等の遵守 

地方自治法その他関連法令や例規、佐久市と指定管理者が締結する協定書、仕様書等の規定を

遵守することとします。 

(８) 情報公開 

指定管理者が指定管理業務を行うにあたり作成し、または取得した文書等で指定管理者が管理

しているものの公開については、指定管理者において別途情報公開に関する基準等を定めるなど、

適正な情報公開に努めることとします。 

(９) 文書保管 

指定管理者が管理運営業務に伴い作成し、または受領する文書等は、佐久市文書取扱規程に準

じて、適正に保管することとします。また、指定期間終了時に、佐久市の指示に従って引き渡し

ていただきます。 
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【４】 業務の範囲及び内容 

指定管理者が行う業務の範囲及び内容は、次のとおりとし、その詳細は、別表１に定めるとおりと

します。 

(１) 農産物、物産品等の展示及び販売に関すること 

(２) 農産物の加工及び加工体験機会の提供に関すること 

(３) 飲食の提供に関すること 

(４) 交通の案内及び情報提供に関すること 

(５) 観光案内及び宣伝に関すること 

(６) 施設の利用の許可に関すること 

(７) 施設及び設備の維持管理に関すること 

(８) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関する業務のうち、佐久市長のみの権限に属する事

務を除き、佐久市長が必要と認める業務 

なお、別表１に定める業務は、指定管理者が指定管理期間中に行うべき業務ですが、指定管理期間

の当初から行わない業務がある場合は、事業計画書等に別途その始期を明確に示すこととします。 

また、指定管理期間中に業務を行う中で、当初想定した効果が得られない場合は、業務内容の見直

しまたは中止について、市と指定管理者が協議して決定することとします。 

 

 

【５】 責任及びリスクの負担 

１ 責任分担 

指定期間中の佐久市と指定管理者の間における責任分担は、別表２に定めるとおりとします。 

 

２ リスク分担 

管理運営業務の遂行上起こり得る主なリスクの佐久市と指定管理者の間における分担は、別表３に

定めるとおりとします。なお、詳細については、協定書を締結する際に協議します。 

 

３ 保険 

(１) 火災保険 

火災保険は、佐久市において全国市有物件災害共済会の「建物総合損害共済」に加入していま

すが、その他必要と考える保険があれば、指定管理者の負担において付保することとします。 

(２) 施設・生産物賠償責任保険 

施設・生産物賠償責任保険は、佐久市において全国市長会の「市民総合賠償補償保険」の賠償

責任保険に加入していますが、指定管理者となる団体等によっては、当該保険の被保険者対象と

ならない場合もありますので、あらかじめ佐久市と調整の上、指定管理者の負担において必要な
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保険を付保することとします。 

 

４ 原状回復義務 

(１) 施設・設備の改造 

指定管理者は、施設または設備の改造を行おうとする場合は、あらかじめ佐久市と協議するも

のとします。 

また、当該指定管理者の指定期間が満了したとき、または指定を取り消されたときは、佐久市

の指示するところにより、原則としてその管理運営を行わなくなった施設または設備を原状に復

さなければなりません。 

(２) 汚損、損傷、亡失など 

指定管理者は、施設・設備等を汚損し、損傷し、または亡失したときは、佐久市の指示すると

ころにより、原状に回復し、または損害を賠償しなければなりません。 

 

 

【６】 管理運営に要する費用負担 

１ 管理経貹の算定 

管理運営に要する経貹は、佐久市が支出する指定管理料と、施設の利用料金及び事業運営による収

入で賄います。 

 

２ 指定管理料の額 

道路利用者の休憩機能を維持するために必要な経貹相当分として、指定管理料を佐久市から指定管

理者に支払うものとし、その額は、佐久市と指定管理者が協議した上で毎年度の予算編成において確

定し、「年度協定」で定めます。 

 

３ 利用料金の取扱い 

(１) 利用料金の収受 

利用者が納付する利用料金は、今後条例に定める範囲内で指定管理者が定め、指定管理者の収

入として収受します。 

条例に定める予定の利用料金の区分は次を想定し、金額は条例制定時にお示しします。 

利用区分 対象施設 金額 

農産品またはその加工品、物産品等

を委託販売する者 

販売施設、加工施設、飲食施設、イ

ベント広場またはふれあいパーク 

条例で範囲を定め

る 

対面販売する者 
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営利を目的に占用して利用する者 加工施設（加工体験施設）、イベン

ト広場、ふれあいパークまたは附帯

施設（会議室） 

営利以外を目的に占用して利用す

る者 

(２) 利用料金の年度間調整 

利用者が納付する利用料金は、实際に利用する日の属する年度にかかわらず、納付された事業

年度における指定管理者に帰属するものとします。ただし、指定期間の終了に伴い指定管理者が

交代する場合で、旧指定管理者が発行した請求書に基づく利用料金は、旧指定管理者に帰属する

ものとします。 

(３) 過年度還付金の取扱い 

利用料金の還付は、利用料金の納付された日の属する年度にかかわらず、利用料金の還付申請

書を受理した事業年度における指定管理者が行うものとします。 

(４) 管理口座の取扱い 

会計処理の透明性の確保の観点から、指定管理者が当該施設の管理運営のために使用する預金

口座については、１施設あたり１口座を原則としますが、管理運営上必要な場合には、施設所管

課と協議の上、複数の口座を使用することを認めることとします。 

 

５ 市への納入金 

指定管理者は、毎年度、年間売上の一定割合に相当する額または市が別途指定する額のいずれかを

市に納入することとし、その額または割合は、指定管理者の募集時にお示しします。 

ただし、この額を上回る納付が可能な経営状況になったと指定管理者が判断した場合、どのような

形で還元できるか市と協議することとします。 

 

６ 開業準備に係る経貹 

指定管理者の指定の日から施設開業までの間の開業準備業務に係る経貹は、指定管理者が自ら負担

することとします。 

 

７ 備品等の取扱い 

(１) 施設、設備及び物品の使用 

指定管理者は、管理運営業務を行うに当たり、施設ならびに当該施設に設置する設備及び物品

（備品、消耗品等をいいます。）を無償で使用することができます。 

施設に設置する設備及び物品は、指定管理者の募集時にお示しします。 

なお、指定管理者の展開する事業形態によって設置内容に差異が生じる飲食施設及び加工施設

の設備及び物品は、指定管理者選定後、あらかじめ設置することとした設備及び物品の内容を予

算の範囲内で必要に応じ変更することについて、市と指定管理者で協議を行います。 
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(２) 備品の購入及び所有権 

施設機能及び業務遂行上必要な備品について、指定管理料または利用料金収入により指定管理

者が購入した場合（指定管理業務開始時に所在していた備品等の経年劣化等による更新を含む。）

は、所有権は市に帰属するものとします。 

指定管理者が自主事業やサービスの質の向上のため、自らの負担と責任により購入または調達

した備品の所有権は、指定管理者に帰属するものとします。その場合、指定管理期間終了時には、

原則として指定管理者自らの責任と貹用で撤去することとします。ただし、市と指定管理者で協

議の上、市または市が指定する者に引き継ぐことができるものとします。 

なお、その他の事情等により帰属先に疑義が生じた場合は、市と指定管理者で協議の上、帰属

先を決定するものとします。 

(３) 備品の管理 

指定管理者は、備品台帱を整備し、施設の備品を適正に管理することとします。 

 

 

【７】 事業の計画 

指定管理者は、指定管理者の応募時に、指定期間中に係る事業計画書及び収支計画書を策定し、佐

久市に提出することとします。指定管理者として管理運営業務を行うときは、これらの計画書に沿っ

た事業展開が求められます。 

また、指定管理者は、毎年度当初に、当該年度に係る管理運営事業の計画書と収支予算書を佐久市

に提出することとします。 

 

 

【８】 管理運営状況等の報告 

指定管理者は、毎年度終了後 30 日以内に、管理運営業務の实施状況、施設の利用状況、収支の状

況等を記載した事業報告書を提出することとします。 

また、別紙に定める定期に、当該期間における管理運営の状況等について、佐久市に報告すること

とします。 

 

 

【９】 管理運営状況の評価及び公表 

佐久市は、指定管理者から受けた事業報告書及び定期の報告、必要な場合の实地調査等に基づき、

管理運営の状況についてモニタリングの上評価し、その結果を公表します。 
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【１０】 指定管理者に対する監督等 

１ 報告義務等 

佐久市は、施設の適正な運営を期するため、指定管理者に対して、当該業務内容または経理の状況

に関して報告を求め、实地に調査し、または必要な指示をすることができます。 

 

２ 監査 

佐久市または佐久市監査委員が必要と認めるときは、指定管理者が行う管理運営業務に係る経理事

務について監査を行うこととします。 

 

 

【１１】 事業の継続が困難になった場合の措置 

指定管理者は、業務の適正な継続が困難となった場合、またはそのおそれが生じた場合は、速やか

に佐久市に報告しなければなりません。 

その場合の措置については、次のとおりです。 

１ 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務の適正な継続が困難となった場合、またはそのおそ

れが生じた場合には、佐久市は、指定管理者に対して改善勧告等の指示を行い、期間を定めて改善策

の提出及び实施を求めることができます。 

この場合、指定管理者がその期間内に改善することができなかった場合等には、佐久市は指定管理

者の指定を取り消し、または業務の全部もしくは一部の停止を命じることができるものとします。 

 

２ 指定が取り消された場合等の賠償 

上記１により指定管理者の指定が取り消され、または業務の全部もしくは一部が停止された場合、

指定管理者は、佐久市に生じた損害を賠償しなければなりません。 

 

３ 丌可抗力等による場合 

丌可抗力その他佐久市または指定管理者の責めに帰すことができない事由により、施設の管理運営

の継続が困難となった場合は、佐久市と指定管理者は、施設運営の可否について協議を行い、継続が

困難と判断した場合、佐久市は指定管理者の指定を取り消し、または業務の全部もしくは一部の停止

を命じることができるものとします。 

この場合に発生した佐久市と指定管理者の損害、損失に係る補償及び増加貹用は、その都度協議に

より決定します。 
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【１２】 その他 

１ 引継ぎ 

指定管理者の指定は、議会において、指定管理者の指定が議決された後となります。 

指定管理者が交代する場合は、指定後速やかに、前指定管理者、新指定管理者及び佐久市の参加に

より、管理運営業務の引継ぎを行います。 

また、今回の募集に係る指定期間終了後、引き続き指定管理者の指定を受けない場合は、指定期間

終了前までに、新指定管理者、次期指定管理者及び佐久市の参加により管理業務の引継ぎを行うこと

とします。 

なお、引継ぎに要した経貹は、それぞれの団体の負担とします。 

 

２ 指定議案が否決された場合 

選定の結果、指定管理者の候補者になった者が、議会の議決が得られなかった場合及び否決された

場合、管理運営の準備のために支出した貹用について、佐久市は補償しません。 
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（別表１） 施設の管理運営に関する業務内容 

【施設で行う業務】 

業務分類 業務概要 標準仕様 

業務全般に関すること コンセプト・位置付けの

徹底 

佐久市の最大の強みである「健康長寿」を運

営のコンセプトとし、施設で行うあらゆる業

務に本コンセプトを踏襲させることで、特長

の強い事業展開を図ること。 

  施設が地域内外の人、モノ、情報を結ぶ「ゲ

ートウェイ」の役割を果たし、地域の魅力を

発信することで、地域外から地域内への流動

を促すものとなること。 

  施設で取り扱う商品等は、「佐久市産」である

ことを原則とし、地産地消や市の産業振興の

推進につながるものとなること。 

販売施設に係る業務の

实施に関すること 

農産物の販売 「産業としての農業」及び「暮らしとしての

農業」の双方の農産物及びその加工品につい

て、出荷者組合から委託を受け（組合員に対

し利用許可を行い）、それぞれの特長を踏まえ

た販売を行うこと。 

  日常的に必要で、利用者のニーズの高い農産

物及びその加工品であるにも関わらず、佐久

市産の供給が困難なものについて、必要に応

じ市場等からの仕入販売を行うこと。 

  出荷者組合と農産物の栽培管理、生産計画、

品質の維持向上、利用料金の収受等について

調整を行うこと。 

 農産物の施設外流通 施設での直売のみならず、「産業としての農

業」の多量な農産物の新たな販路として機能

するよう、施設における販売とは別に、農産

物販売施設の売上額の一定割合について、指

定管理者の創意工夫による農産物の施設外流

通を行うこと。 

 物産品の販売 市の特産品その他の物産品について、出荷者
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組合からの委託を受け（組合員に対し利用許

可を行い）、販売を行うこと。 

  特長的で地域資源を活かした産業である酒造

業の振興に資するよう、佐久地域 13 蔵の地

酒及び市内２社のクラフトビールの仕入販売

を行うこと。 

  友好・交流都市等の物販業者と調整の上、物

産品等の相互販売を行うこと。 

  地域の新たな特産品となる商品の開発や、販

売、周知に取り組むこと。 

  出荷者組合と物産品の販売計画、取扱商品の

検討、利用料金の収受等について調整を行う

こと。 

 対面販売コーナーの設

置 

学生、６次産業化に取り組む事業者、物販事

業者等がイベント的な販売を行えるよう、対

面販売コーナーを設置すること。 

  対面販売を行う者への利用の許可及び利用料

金の徴収業務を行うこと。 

 販売・出荷管理 ＰＯＳシステムにより販売管理を行うととも

に、システムを活用した出荷者組合への販売

状況の情報提供、消貹者への流通情報の提供

等を行うこと。 

加工施設に係る業務の

实施に関すること 

加工品の製造 加工施設において、農産物のカット化、ペー

スト化、ドライ化、粉末化等の一次加工を行

うことで、規格外農産物の活用や市内事業者

の６次産業化の取組みの誘引を図る、市の「農

産物一次加工パイロット事業」に参画するこ

と。 

  上記のほか、加工施設を活用し、地産の農産

物やその規格外品を活用した製造加工を行う

こと。 

 加工品の販売 販売施設における販売その他適した方法によ

り、製造した加工品の販売を行うこと。 
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 加工体験の实施 「漬物樽オーナー制度」として、市内の事業

者や農家と連携を図りながら、漬物（古漬け）

の仕込み体験の提供と漬物樽の一定期間の保

存管理を行うこと。 

  「味噌樽オーナー制度」として、市内の事業

者や農家と連携を図りながら、味噌の仕込み

体験の提供と味噌樽の一定期間の保存管理を

行うこと。 

  上記のほか、必要に応じ地産の農産物やその

規格外品を活用した加工体験事業を行うこ

と。 

 加工施設の利用許可 加工体験施設の一部について、利用希望者へ

の利用の許可及び利用料金の徴収業務を行う

こと。 

 加工工程の可視化 利用者の購買意欲の向上等につながるよう、

食品衛生上支障を来たさない範囲で加工工程

の可視化に努めること。 

飲食施設に係る業務の

实施に関すること 

地産地消レストランの

運営 

地産の農産物やその規格外品を用い、郷土の

伝統食、健康長寿食を中心に、バイキング方

式その他効果的な方法によって飲食を提供す

る地産地消レストランを運営すること。 

  特長的で地域資源を活かした産業である酒造

業の振興に資するよう、佐久地域の酒蔵及び

クラフトビール醸造所製品の提供を行うこ

と。 

 軽食コーナーの運営 地産の農産物やその規格外品を用い、地域ら

しさや健康長寿を踏まえた軽食等を提供する

軽食コーナーを運営すること。 

  特長的で地域資源を活かした産業である酒造

業の振興に資するよう、佐久地域の酒蔵及び

クラフトビール醸造所製品の提供を行うこ

と。 

  地域の新たな特産品となる商品の開発や、販
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売、周知に取り組むこと。 

休憩・情報提供施設に係

る業務の实施に関する

こと 

交通情報の提供 あらかじめ設置された情報機器を用いて交通

情報を提供するとともに、利用者の求める交

通案内等を行うこと。 

 観光情報の発信 市、観光協会等と連携して、利用者の求める

観光情報（農業体験ほ場、名所史跡、宿泊場

所等）の発信を行うこと。 

  市内の素材をつなぎ合わせ、ストーリー性を

付不した周遊ルートを考案し利用者に提案す

るなど、効果的な観光情報の発信に努めるこ

と。 

  観光パンフレット等の掲示及び管理を行うこ

と。 

 おもてなしサービスの

提供 

「健康長寿」の象徴的な存在である地域の元

気なお母さんたちと連携し、お茶や漬物のサ

ービス、会話を通じた地域情報の伝達などに

よる「おもてなし」を提供すること。 

屋外スペースに係る業

務の实施に関すること 

イベントの開催・協力 施設で行う各事業の効果の向上につながるイ

ベントを定期的に開催すること。 

  市が施設で行おうとするイベントに協力する

こと。 

 イベント広場の利用許

可 

イベント広場について、利用希望者への利用

の許可及び利用料金の徴収を行うこと。 

 農業体験サンプルほ場

の運営 

ふれあいパーク内に設置するサンプルほ場の

農産物の生育管理を行うとともに、農産物の

サンプル展示や収穫体験機会の提供を行うこ

と。 

  収穫体験等を通じて農業に興味を持った利用

者に対し、市内に各種ある農業体験事業を紹

介し、回遊を促進すること。 

  市民農園の設置、市民向けの家庭菜園教室の

開催など、「暮らしとしての農業」の振興につ

ながるよう、市民が農業に触れる機会の提供
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につながる事業展開を検討すること。 

  農園利用型の農業体験制度として「農園オー

ナー制度」を開催するなど、農業を通じて地

域外住民がリピーターとなる事業展開を検討

すること。 

 防災対応施設としての

管理 

豪雨時の河川・用水の溢水対策、豪雪時の周

辺道路の排雪対策のための防災機能が果たせ

るよう管理を行うとともに、災害発災時に市

その他の機関と協力の上対応すること。 

その他 必要な業務の实施 本仕様で定める業務のほか、指定管理者の自

主事業として、施設の設置目的を効果的に達

成するための必要な業務を实施すること。こ

のとき、当該業務の計画について、あらかじ

め市と協議すること。 

 自動販売機の設置 利用者等の利便性の向上に資する飲料等の自

動販売機は、指定管理者の自主事業として設

置すること。この場合、施設の美観及び良俗

を乱さないよう留意すること。 

 

【施設の管理運営】 

業務分類 業務概要 標準仕様 

施設の利用に関するこ

と 

利用料金の設定 条例の規定の範囲内で利用料金を設定するこ

と。 

設定または変更の際は、市の承認を必要とす

る。 

 開館及び閉館 次に掲げる業務を行うこと。 

開錠 

設備等の作動確認、点検 

館内巡回と利用者の退館確認 

消灯、施錠 

 案内表示 次に掲げる業務を行うこと。 

施設内案内板の表示 

会議室等入口案内の表示 
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その他必要に応じた利用者の利便性の向上

につながる案内表示 

 受付・窓口 次に掲げる業務を行うこと。 

問合せへの対応 

苦情への対応、市への報告 

遺失物・取得物の受付、管理、返還 

 利用者指導補助 次に掲げる業務を行うこと。 

館内の案内 

イベント打合せ 

設備・備品の使用方法の説明、補助 

危険行為等の注意 

 緊急時の対応 次に掲げる業務を行うこと。 

緊急時の施設利用者等の避難対応 

危険管理マニュアルの作成 

避難訓練 

 利用許可 次に掲げる業務を行うこと。 

利用申請に対する許可 

利用料金に対する承認 

利用料金の収受 

 利用料金の減額または

免除の許可 

次に掲げる業務を行うこと。 

利用料金の減額または免除申請に対する承

認 

市への報告または相談 

 印刷物 次に掲げる印刷物を発行すること。 

施設の利用案内 

料金表等 

 広報 次に掲げる業務を行うこと。 

施設利用促進のための広報 

チラシ、パンフレット等の作成 

ホームページ、ＳＮＳその他効果的な手法

による情報発信 

 利用者意見の聴取 アンケートの实施等の手法により、利用者の

意見を聴取し、その内容を踏まえた事業展開
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を図ること。 

 看板規制 長野県屋外広告物条例（平成 5 年 10 月 18

日長野県条例）による屋外広告物禁止地域に

該当するため、規定を遵守すること。 

 運営協議会 市、出荷者組合、関係機関等で構成する運営

協議会に参画するとともに、協議会の意見・

提案等を管理運営に反映させること。 

 

【施設の維持管理】 

業務分類 業務概要 標準仕様 

施設・設備等の総合的な

管理に関すること 

施設・設備等維持修繕年

次計画の策定 

施設、設備等の維持修繕に係る年次計画を策

定し、それに基づき、維持修繕を行うこと。 

 保険 市が付保する保険のほか、管理運営業務に必

要な保険を付保すること。 

設備等の監視運転に関

すること 

建物管理全般の統括 管理室に必要に応じ設備運転責任者及び必要

な人員配置を行うこと。 

 巡視点検 次に掲げる業務を行い、異常等が発生したと

きに発見しやすい状態を保つこと。 

各種設備の日常巡視点検 

 燃料類・薬品類の点検補

充 

必要な点検を随時行うこと。 

 空調設備の運転操作 次に掲げる業務を行うこと。 

定期点検の实施 

空調設備の運転管理 

設備等の保守点検に関

すること 

法定点検等 各種法令に基づき实施する次に掲げる点検等

を行うこと。 

電気主任技術者関係 

消防関係（防火管理者、消防訓練、点検報

告等） 

建築物環境衛生管理関係 

 各種設備の保守 次に掲げる点検等を行うこと。 

異音、発熱、振動等の異常の有無 

消耗品の交換、注油 
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軽微な修理 

 事故発生時の応急処置 次に掲げる業務を行うこと。 

利用者に対する対応 

業者、関係機関への通報 

原因の調査 

 市との連絡調整 次に掲げる事項について市と連絡調整を行う

こと。 

高額な修繕 

高額な消耗品の購入 

工事等の計画、相談 

建物・設備等の保守点検

等に関すること 

建物定期検査・調査 法令に基づき行うこと 

 自動ドア設備保守点検 年１回以上行うこと。 

 電気設備保守点検 年１回以上行うこと。 

建築物環境衛生管理に

関すること 

空気環境測定 法令に基づき行うこと。 

屋外スペース、隣接する

宝生寺公園その他の管

理に関すること 

清掃、除草、害虫防除、

枝払い 

安全に努め、常に良好な状態に保つこと。 

 地区の美化活動への協

力 

行政機関、地元地区、周辺地の地権者等が行

う施設周辺の美化活動に積極的に協力するこ

と。 

清掃、警備等に関するこ

と 

日常清掃 施設の材質または状況に即した通常の清掃を

行うこと。 

  イベント開催中、終了後は、念入りに实施す

ること。 

 定期清掃 次に掲げる業務を行うこと。 

床のワックス清掃 

窓ガラスの清掃 

 防犯 次に掲げる業務を行うこと。 

建物内の巡視 

必要箇所の施錠 

監視カメラの運転監視 
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 夜間警備 適宜实施すること。 

 防火 次に掲げる業務を行うこと。 

防火管理者の設置 

消防法に基づく防火管理者が行うべき業務 

除雪に関すること 除雪 積雪があった場合は、除雪作業を行うこと。 

防災に関すること 防災 次に掲げる業務を行うこと。 

行政機関、地元地区等が行う防災活動への

協力 

災害に備えて施設に設置された設備等の保

守管理 

災害対応に関すること 災害対応 地域、広域の避難場所及び災害対応拠点とし

て、次に掲げる業務を行うこと。 

災害発生時の被災者に対する施設・設備・

物資等の提供 

災害対応活動への協力 

なお、本施設は、佐久市地域防災計画におい

て広域避難場所に定められる予定であり、災

害発生時は、駐車場の一部は臨時ヘリポート

や災害対応オープンスペース、ふれあいパー

クは調整池及び雪捨て場、イベント広場は防

災広場、施設は避難所等として利用される。 

消防設備点検に関する

こと 

法定点検 各種法令に基づき次に掲げる点検等を行うこ

と。 

日常巡視点検 

総合点検 

防災訓練企画实施 

修繕に関すること 老朽化による改修 市と協議の上、適宜改修を实施すること。 

 突発的修繕 一定額の修繕貹の範囲内において指定管理者

が实施すること。 

实施にあたっては、市と協議すること。 

 利用者要望による設備

投資 

市と協議の上、適宜設備整備を实施すること。 

備品等の管理に関する 管理 次に掲げる管理を行うこと。 
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こと 帱簿の作成、管理 

備品の点検、修繕 

 購入、廃棄 市と協議の上、備品の購入、廃棄を实施する

こと。 

 貸出 次に掲げる業務を行うこと。なお、使用料の

設定に当たっては、あらかじめ市と協議する

こと。 

使用料の設定 

使用申請に対する承認 

使用料の収受 

公衆電話の管理に関す

ること 

公衆電話の管理及び料

金回収 

次に掲げる業務を行うこと。 

終日利用可能な公衆電話の管理 

使用料金の回収 

 

【その他の業務】 

業務分類 業務概要 標準仕様 

その他 庶務 次に掲げる業務を行うこと。 

現金の管理 

経理 

職員の福利厚生 

職員の給不 

物品の管理 

文書の管理、保存 

その他の事務に関すること 

 日常報告 次に掲げる業務を行うこと。 

業務連絡 

改修、修繕の相談 

その他の相談 

 月次報告 利用者数について、統計データの作成及び市

への報告を行うこと。 

 年次報告 会計年度終了後に事業及び収支の状況を記載

した事業報告書を佐久市に提出すること。 

 年度事業計画 会計年度開始前に当該年度の事業及び収支の
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計画を記載した事業計画書を佐久市に提出す

ること。 

 関係機関との連絡調整 必要に応じ、関係機関との連絡調整を行うこ

と。 
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（別表２） 佐久市と指定管理者の責任分担表 

 

番号 内  容 
負 担 者 

佐久市 指定管理者 

１ 包括的管理責任 ◎  

２ 施設の法的管理（占用、行為許可等） ◎ ○ 

申請受付、許可書の交

付に限る 

３ 施設・設備の管理運営  ◎ 

４ 施設の管理運営上の広報 ○ 

市の広報媒体に係る

ものに限る 

◎ 

５ 施設・設備の維持保全  ◎ 

６ 物品の管理、購入  ◎ 

７ 施設・設備の修繕、改修 ※ ○ 

右記以外のものに限

る 

◎ 

１件５０万円未満（年

度内の累計額が 300

万円未満）のものに限

る 

８ 非常時の初期対応（待機連絡、事故対応、

被害調査、報告、応急措置等） 

○ ◎ 

９ 災害復旧 ◎ ○ 

１０ 苦情対応 ○ ◎ 

（◎印は主となる者を、○印は従となる者を表す） 

(※) 負担の詳細は、発生した原因等に応じ、リスク分担表において定めます。 
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（別表３） 佐久市と指定管理者のリスク分担表 

 

番号 種  類 内  容 

負担者 

佐久市 
指定 

管理者 

１ 法令等の変更 施設・設備設置基準の達成など、施設整備が必

要なもの 
○  

２  管理運営上の対応で対処可能なもの  ○ 

３ 施設利用者、周辺住

民及び周辺環境へ

の対応 

管理運営上の丌備、過失等による周辺器物の損

壊、環境対策、住民対策、苦情処理など  ○ 

４  施設・設備の構造上の丌備などに起因する事故

等による住民対策、苦情処理など 
○  

５ 丌可抗力 丌可抗力（自然災害、暴動等の人為災害等）に

よる施設・設備の修繕、施設利用者・周辺住民

等への損害及び管理運営業務の変更、中止、延

期等 ※ 

協議事項 

６ 利用者に及ぼした

損害賠償 

管理運営上の丌備、過失などに起因するもの 
 ○ 

７  施設・設備の構造上の丌備に起因するもの（施

設・設備の維持管理上の瑕疵による場合は、項

目６に依拠する） 

○  

８ 施設・設備等の現状

変更 

指定管理者の都合による施設の模様替え、設

備・備品等の新設及び増設 
 ○ 

９ 施設・設備の修繕、

改修 

建物の躯体、基礎軸組、鉄骨部分 
○  

１０  管理運営上の丌備、過失などに起因するもの  ○ 

１１  管理運営上の丌備、過失などに起因しないもの

で、１件５０万円未満のもの 
 ○ 

１２  管理運営上の丌備、過失などに起因しないもの

で、上記以外のもの 
○  

１３ 施設競合 施設競合による利用者及び利用収入の減によ

るもの 
 ○ 
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１４ 需要変動 需要見込みと实施結果との差異によるもの  ○ 

１５ 運営貹の増嵩 佐久市の要因による管理運営経貹の増 協議事項 

１６  佐久市の要因以外の要因による管理運営経貹

の増 
 ○ 

１７ 債務丌履行 佐久市の協定内容の丌履行 ○  

１８  指定管理者の協定内容の丌履行  ○ 

１９ 物価変動 物価水準の変動による経貹増 協議事項 

２０ 金利変動 金利変動による経貹増  ○ 

２１ 運営リスク 管理運営上の丌備、過失などに起因するもの  ○ 

２２  施設・設備の構造上の丌備に起因するもの（施

設・設備の維持管理上の瑕疵による場合は、項

目２１に依拠する） 

○  

２３  佐久市が行う大規模改修工事の实施に伴う臨

時休館等に起因するもの 
協議事項 

(※) 指定管理者が、加入する保険で対応できる場合は、保険での対応を優先とし、保険金額を超え

る部分については、佐久市と指定管理者が協議して決定するものとします。 


