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秦野市表丹沢野外活動センターの管理に関する基本協定書（案） 

 

秦野市（以下「甲」という。）と〇〇（以下「乙」という。）とは、秦野市

表丹沢野外活動センター条例（平成１８年秦野市条例第４６号。以下「条例」

という。）第２１条第１項の規定により、秦野市表丹沢野外活動センター（以

下「野外活動センター」という。）の指定管理業務及び自主事業に関する業務

（以下「管理・運営業務」という。）について、次のとおり協定を締結する。 

 

（協定の目的） 

第１条 この協定は、野外活動センターの管理・運営業務を円滑に実施するた

めに、必要な基本的事項を定めることを目的とする。 

（対象施設） 

第２条 甲が乙に管理・運営を行わせる施設は次のとおりとする。 

 (1) 名称 秦野市表丹沢野外活動センター 

 (2) 住所 秦野市菩提２０４６番地の５ 

（指定期間に関する事項） 

第３条 乙が野外活動センターの管理・運営を行う期間は、令和５年４月１日

から令和１０年３月３１日までとする。 

（施設の設置目的及び民間事業の趣旨の尊重） 

第４条 甲は、野外活動センターの管理・運営業務が民間事業者によって実施

されるものであることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。 

２ 乙は、条例第２条に定める目的を達成するために管理・運営業務の実施に

当たるものとする。 

（管理・運営業務に関する事項） 

第５条 乙は、この協定、条例及び秦野市表丹沢野外活動センター条例施行規

則（平成１９年秦野市規則第３０号。以下「規則」という。）、秦野市表丹

沢野外活動センター指定管理者募集要項（第７条において「募集要項」とい

う。）、秦野市表丹沢野外活動センター施設管理業務仕様書（以下「仕様書」

という。）及び指定管理者募集に係る質問と回答（秦野市表丹沢野外活動セ

ンター）（以下、仕様書を含めて「仕様書等」という。）並びにこれらに基

づく甲の指示に従い、管理・運営業務を実施する。 

２ 乙は、応募の際に提出した規則第１８条に定める指定管理者指定申請書に

添付した事業計画書（以下この条において「事業計画書等」という。）及び
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甲に対するプレゼンテーションで説明した業務内容（以下「プレゼンテーシ

ョン資料」という。）を遵守する。 

３ 秦野市表丹沢野外活動センターの管理に関する基本協定書（以下この条に

おいて「基本協定書」という。）、秦野市表丹沢野外活動センターの管理に

関する年度協定書（以下「年度協定書」という。）、仕様書等、事業計画書

等及びプレゼンテーション資料の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本協定

書、年度協定書、仕様書等、事業計画書等及びプレゼンテーション資料の順

にその解釈が優先する。 

（基本的な業務の範囲及び仕様書の変更等） 

第６条 乙が行う業務は、次に掲げるとおりとし、詳細については仕様書等に

定めるとおりとする。 

 (1) 使用の承認並びに利用に係る料金（以下「利用料金」という。）の収受、

減免及び還付に関する業務 

 (2) 維持管理に関する業務  

 (3) 事業継承に関する業務 

 (4) 利用促進に関する業務 

 (5) 表丹沢魅力づくり構想に基づき実施する業務 

 (6) 自主事業に関する業務 

 (7) その他甲が必要と認める業務 

２ 甲及び乙は、必要があると認めるときは、相手方に対する通知をもって、

業務の範囲及び仕様書の変更を求めることができる。 

３ 甲及び乙は、前項の通知を受けたときは、協議に応じるものとする。 

４ 業務の範囲又は仕様書の変更及びそれに伴う指定管理料の変更等について

は、甲乙協議のうえ、決定するものとする。 

 （管理・運営業務の第三者への委託） 

第７条 乙は、管理・運営業務の全部を第三者に委託してはならない。 

２ 乙は、管理・運営業務の一部を第三者に委託する場合は、次に掲げる事項

を遵守しなければならない。 

 (1) その第三者が更にほかの第三者に管理・運営業務を委託することを禁じ

ること。 

 (2) 秦野市内の事業者の受注機会の確保及び拡大を図るように努めること。 

 (3) 募集要項の応募資格等（募集要項第８項第１号キを除く。）を満たす者

を選定しなければならない。 
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３ 前項の場合において、乙は、あらかじめ書面により甲の承認を得なければ

ならない。 

４ 甲は、乙が第三者に委託した業務について、乙に対し、報告を求めること

ができる。 

（指定管理料） 

第８条 甲は、指定管理業務の実施の対価として、乙に対して指定管理料を支

払うものとする。 

２ 甲が乙に対して支払う指定管理料は、〇〇円（消費税額及び地方消費税額

を含む。）を上限として各年度の予算の範囲内で定めるものとし、各年度の

指定管理料の額、支払方法等については、甲と乙とが別に締結する年度協定

書によるものとする。 

（利用料金等の取扱い） 

第９条 施設の利用料金及び自主事業により得られる収入は、乙の収入とする。 

２ 利用料金の額は、条例第１７条第３項の規定により、乙が、あらかじめ甲

の承認を得て、定めるものとする。利用料金の額を変更しようとするときも、

また、同様とする。 

３ 乙は、第１項の収入を、乙が他の事業等で利用する口座とは別の口座で管

理するとともに、その収入項目がわかる資料を作成するものとする。 

（管理・運営費用に関する事項） 

第１０条 管理・運営業務に要する経費の負担は、仕様書等に定めるとおりと

する。 

２ 仕様書等に定めのない経費が生じたときは、甲及び乙は、誠意をもって協

議し、決定する。 

（財産の管理） 

第１１条 甲は、仕様書等で定める甲の所有する備品について、乙に無償で貸

与する。 

２ 前項に規定する甲の所有する備品は、甲に帰属するものとする。 

３ 乙は、指定管理業務に係る財産を善良な管理者の注意により管理し、指定

管理業務実施のために使用するものとする。 

４ 乙は、甲が無償で貸与した備品については、秦野市財産規則（昭和３９年

秦野市規則第２６号）に基づき管理し、汚損、破損、廃棄等について、甲に

報告するとともに、修繕するときは、甲と事前に協議し、修繕終了後は速や

かに甲に報告しなければならない。 
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５ 前項の規定による修繕は、税込５０万円以下のものは乙が、税込５０万円

を超えるものは甲が実施する。 

６ 乙は、甲が新たに取得した備品（秦野市財産規則第２８条第１号に定める

備品の例による。）については、速やかに備品台帳に登録し、その状況を明

らかにしておかなければならない。 

７ 乙は、甲が無償で貸与した備品を指定管理業務の目的以外に使用してはな

らない。ただし、甲の承認を得たときは、この限りでない。 

８ 乙は、管理・運営業務の遂行に伴い財産の形状、形質等を変更してはなら

ない。ただし、管理・運営業務の実施のために変更する場合で、甲の承認を

得たときは、この限りでない。 

９ 乙は、天災地変その他の事故により野外活動センターに係る財産が毀損し、

又は滅失したときは、速やかにその状況を甲に報告しなければならない。 

１０ 乙は、自らの提案による指定管理業務のサービス向上を図るために備品

等が必要なときは、甲の承認を得たうえで、甲から受領する指定管理料を用

いて調達することができる。この場合において、その備品等の所有権は、甲

に帰属する。 

１１ 乙は、自らの提案による自主事業のサービス向上を図るために備品等が

必要なときは、甲の承認を得たうえで、乙の費用負担と責任において調達す

ることができる。この場合において、その備品等の所有権は、乙に帰属する。 

１２ 仕様書等に定めのない備品等は、第１０条第２項の規定により経費の負

担を決定するほか、購入した備品等の取扱いについても、また、同様とする。 

（会計年度） 

第１２条 管理・運営業務に係る会計区分は、毎年４月 1 日から翌年３月３１

日までとする。 

 （事業計画書） 

第１３条 乙は、各会計年度の９月末日までに、翌年度に係る次に掲げる事項

を記載した事業計画書を甲に提出しなければならない。 

(1) 管理・運営業務の体制 

(2) 事業の概要及び実施する時期 

(3) 管理・運営に要する経費の総額及び内訳 

(4) その他甲が必要と認める事項 

２ 前項の事業計画書は、管理・運営業務の初年度においては、指定期間開始

の日から起算して６０日前までに提出しなければならない。 
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（記録の整備及び管理・運営業務の報告に関する事項） 

第１４条 乙は、管理・運営業務に係る記録を整備し、常に経理状況を明らか

にしておくとともに、甲が必要と認めるときは、その状況を報告しなければ

ならない。 

２ 乙は、管理・運営業務の実施に当たり、事故が生じたとき又は要望若しく

は苦情等を受け付けたときは、乙の責めに帰すべき理由の有無にかかわらず、

甲にその状況を速やかに報告しなければならない。 

３ 乙は、甲が行う管理・運営状況の確認に際し、次の事項を記載した書類を

甲に提出しなければならない。 

(1) 管理・運営業務の実施状況及び利用状況 

(2) 施設利用実績（催し物等名、利用者数、利用拒否等の件数、理由等） 

(3) 利用料金収入等の実績 

(4) 管理・運営経費の収支状況 

(5) その他甲が必要と認める事項 

４ 乙は、会計年度終了後３０日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告

書及び乙の決算終了後の財務書類（貸借対照表、損益計算書等）を甲に提出

しなければならない。ただし、年度の途中において指定の期間が満了したと

き又は指定を取り消されたときは、その満了した日又は取り消された日から

起算して３０日以内に、その年度のその日までの間の事業報告書を提出しな

ければならない。 

(1) 管理・運営業務の実施状況及び利用状況 

(2) 利用料金収入等の実績 

(3) 管理・運営経費の収支状況 

(4) その年度の乙及び従事者の出勤状況を示す資料 

(5) 管理・運営業務の実施に関し改善すべき事項がある場合は、その内容 

(6) その他甲が必要と認める事項 

５ 前各項の規定にかかわらず、甲は、必要があると認めるときは、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１０項の規定に基づき、乙

に対し、管理・運営業務の実施状況について報告を求め、調査を行い、又は

必要な指示を行うものとし、乙は、これに協力し、又は従うものとする。 

（事業評価の実施） 

第１５条 乙は、前条第５項に定める管理・運営業務の実施状況調査のほか、

秦野市表丹沢野外活動センター指定管理者選定評価委員会（第２２条におい
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て「選定評価委員会」という。）が実施する事業評価に対し、誠実に応じな

ければならない。 

２ 前項の規定により実施した評価結果については、乙に対して通知するもの

とする。 

３ 前項の場合において、乙は、甲から改善の指示・指導を受けたときは、速

やかにそれに応じなければならない。 

４ 甲は、第２項に規定する評価結果について、公表するものとする。 

 （連絡調整会議） 

第１６条 甲及び乙は、定期的に、及び必要に応じて連絡調整会議を開催し、

情報の共有、意見交換等を行うものとする。 

（暴力団の排除） 

第１７条 乙は、秦野市暴力団排除条例（平成２３年秦野市条例第１８号。以

下この条において「暴力団排除条例」という。）第３条に規定する暴力団 

（暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）の排

除についての基本理念にのっとり、次に掲げる処置をとらなければならない。 

 (1) 管理・運営業務に関し、暴力団の排除に取り組むとともに、甲が実施す

る暴力の排除に関する施策に協力すること。 

 (2) 管理・運営業務の遂行に当たり、暴力団又は暴力団員等（暴力団排除条

例第２条第４号に規定する暴力団員等をいう。）による不当な要求があっ

たときは、遅滞なく甲に報告するとともに、所轄の警察署に届けること。 

 (3) 管理・運営業務に関し、暴力団の排除に資すると認められる事情を知っ

たときは、甲に対してその情報を提供すること。 

（管理・運営業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項） 

第１８条 乙は、管理・運営業務の実施に当たり、収集し、管理する個人情報

の取扱いについては、秦野市個人情報保護条例（平成１７年秦野市条例第 

１５号。以下「個人情報保護条例」という。）第１２条及び関係法令に定め

るもののほか、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

２ 前項の個人情報の保護については、この協定の終了後も、遵守しなければ

ならない。 

（管理・運営業務に係る情報公開に関する事項） 

第１９条 乙は、秦野市情報公開条例（平成１７年秦野市条例第１４号）第 

２５条の規定により、甲乙協議のうえ、文書等の公開に努めるものとする。 
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（文書の管理・保存） 

第２０条 乙は、管理・運営業務を行うに当たり、秦野市文書等の取扱いに関

する規程（昭和４４年秦野市訓令甲第５号）に基づき、文書管理に関する規

程等（以下この条において「文書管理規程等」という。）を定めなければな

らない。 

２ 乙は、文書管理規程等を定めるに当たっては、甲と協議するものとする。

文書管理規程等を変更する場合も、また、同様とする。 

３ 乙は、管理・運営業務の実施に伴い作成し、又は受領した文書等について、

文書管理規程等により、適正に管理し、及び保存するものとし、指定期間の

終了後又は指定の取消し後に、甲の指示に従って引き渡すものとする。 

（守秘義務に関する事項） 

第２１条 乙は、管理・運営業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を第三

者に漏らしてはならない。 

２ 乙は、管理・運営業務の一部を第三者に委託するときは、第三者が管理・

運営業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密をほかの第三者に漏らすこと

のないよう必要な処置をとらなければならない。 

３ 前２項の規定は、指定期間が終了した後又は指定の取消し後も、また、同

様とする。 

（指定の取消し及び管理・運営業務の停止に関する事項） 

第２２条 乙は、自らが管理・運営業務を継続することができないと判断した

ときは、甲に指定の取消し又は管理・運営業務の全部若しくは一部の停止を

申し出ることができる。この場合において、乙に損害が生じたときは、甲は

その責めを負わず、甲に損害が生じたときは、乙はその損害を賠償しなけれ

ばならない。 

２ 甲は、乙が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、これを乙

の責めに帰すべき理由として、指定を取り消す。この場合において、甲及び

乙両者に生じた損害については、前項の定めによる。 

 (1) 応募の際に乙が提出した規則第１８条に定める指定管理者指定申請書に

虚偽の内容が記載されていることが判明したとき。 

 (2) 選定評価委員会の委員又は秦野市職員への接触等により、不正に情報を

入手する等の事実が判明したとき。 

３ 甲が指定の取消しをしたときは、この協定を解除したものとみなす。 

４ 甲は、天災その他の不可抗力によって管理・運営業務の継続が困難と判断
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するときは、指定を取り消し、又は管理・運営業務の全部若しくは一部につ

いて停止を命じることができる。 

（管理・運営業務の終了に係る処置） 

第２３条 管理・運営業務の終了に当たり、乙に求める処置については、次の

とおりとする。 

(1) 業務の引継ぎ 

   指定期間が満了したとき又は指定が取り消されたときは、次期指定管理

者等が円滑かつ支障なく施設の管理・運営業務を実施できるよう、指定期

間の終了日以前に十分な引継期間を設け、引継ぎを行うこと。 

(2) 原状回復 

   指定期間の満了までに、指定期間の開始日を基準として、仕様書別表１

（主な経費負担表）に基づき、施設を原状に回復し、甲に対して明け渡さ

なければならない（経年劣化を除く。）。この場合において、乙が施設設

備の原状を変更しているときは、乙の費用負担により原状に回復するもの

とする。ただし、原状に復さないことについて、甲の承認を得たときは、

この限りでない。 

（リスク負担） 

第２４条 指定期間内における主なリスク負担については、仕様書等に定める

とおりとする。 

２ 天災、感染症等の不可抗力が発生したときは、甲乙協議のうえ、必要な処

置をとる。 

３ 天災、感染症等の不可抗力の発生に起因して、自主事業を含む損害、損失

又は増加費用が発生したときは、乙は、速やかに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。 

４ 甲は、前項の規定による通知を受け取ったときは、損害状況を確認のうえ、

乙との協議により不可抗力の判定、費用負担等を決定するものとする。 

５ 不可抗力の発生に起因して甲に損害等が発生したときは、その費用につい

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。 

６ 第４項の規定による協議の結果、不可抗力の発生により管理・運営業務の

一部の実施ができなくなったと認められたときは、乙は、不可抗力により影

響を受ける限度において、この協定に定める義務を免れるものとする。 

７ 甲及び乙は、不可抗力の発生により、管理・運営業務の継続等が困難と判

断したときは、相手方に対して、指定の取消し又は管理・運営業務の全部若
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しくは一部の停止に関する協議を求めることができるものとする。 

８ 前項の規定による協議の結果、やむを得ないと判断されたときは、甲は、

指定の取消し又は管理・運営業務の全部若しくは一部の停止を行うものとす

る。 

９ 前項の規定による指定の取消しにより乙に発生する損害の負担は、甲乙協

議のうえ、決定するものとする。 

（損害賠償） 

第２５条 乙は、乙の責めに帰すべき理由により甲又は第三者に損害を与えた

ときは、その損害を賠償しなければならない。 

２ 甲が第三者に損害を賠償した場合で、乙の責めに帰すべき合理的な理由が

あるときは、甲は、乙に求償することができる。 

（代表者等の変更） 

第２６条 乙は、各構成員が連帯して業務を履行するものとし、代表となる団

体が各構成員を代表する。 

２ 乙は、代表者、構成員等の名称等の重要事項に変更があったときは、遅滞

なく甲に報告するものとする。 

（権利譲渡等の禁止） 

第２７条 乙は、この協定を締結したことによる権利又は義務を第三者に譲渡

し、若しくは継承させ、又は担保に供してはならない。 

（信義誠実の原則） 

第２８条 甲及び乙は、互いに協力し信義を重んじ、この協定を誠実に履行し

なければならない。 

（疑義等の解決） 

第２９条 この協定に定めのない事項が生じたとき又はこの協定に関して疑義

が生じたときは、甲及び乙は、誠意をもって協議を行い、これを解決するも

のとする。 

 （管轄裁判所） 

第３０条 この協定に関して甲及び乙の間に紛争が生じたときは、横浜地方裁

判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、そ

れぞれ各１通を保有する。 
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  令和〇年〇月〇日 

 

        甲 神奈川県秦野市桜町一丁目３番２号 

          秦野市長 〇 〇 〇 〇 

 

        乙 □□〇〇×丁目×番×号 

〇〇×××× 

 □□□□ 〇 〇 〇 〇 
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別記 

 

個人情報取扱特記事項 

 

１ 基本的事項 

乙は、この協定による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報保護条例

を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。 

 

２ 収集の制限 

乙は、この協定による管理・運営業務を行うために個人情報を収集すると

きは、その目的を明確にし、収集する個人情報の範囲をその目的を達成する

ために必要な最小限の範囲内とし、適法かつ公正な手段により行わなければ

ならない。 

 

３ 適正な維持管理の義務 

乙は、この協定による管理・運営業務に関して知り得た個人情報の漏えい、

滅失及び毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な処置をとら

なければならない。 

 

４ 目的外利用及び第三者への提供の禁止 

乙は、この協定による管理・運営業務を行うため、収集、作成若しくは加

工をした個人情報又は甲から引き渡された個人情報を、甲の指示又は承諾を

得ることなしに、収集等をしたときの目的以外の目的に使用し、又は第三者

に提供してはならない。 

 

５ 複写の禁止 

乙は、この協定による管理・運営業務を行うに当たり、甲から提供された

個人情報が記載された資料等を甲の承諾なしに複写してはならない。 

 

６ 本人からの個人情報の開示、訂正及び利用停止の申出に応じる義務  

乙は、野外活動センターの利用者本人からその本人の個人情報の開示、訂

正及び利用停止の申出があったときは、個人情報保護条例の規定に準じて、

これに応じるよう努めなければならない。 
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７ 個人情報取扱事務の登録及び公表の義務 

乙は、この協定による管理・運営業務を行うに当たり、個人情報取扱事務

について、個人情報保護条例第７条の規定に準じて、登録簿に登録し、これ

を公表しなければならない。 

 

８ 指定期間終了後の返還又は廃棄の義務 

乙は、この協定による管理・運営業務を行うため、甲から提供を受け、又

は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、指定

期間終了後直ちに甲に返還し、又は甲の指示により廃棄しなければならない。

ただし、甲が別に指示したときは、その方法によるものとする。  

 

９ 管理・運営業務に係る本市の調査に応じる義務 

甲は、必要があると認めるときは、この協定による管理・運営業務を行う

に当たり取り扱っている個人情報の状況について、実地調査をすることがで

き、乙は、これに応じなければならない。 

 

１０ 事故報告の義務 

乙は、この協定による管理・運営業務を行うに当たり個人情報が記録され

た資料等の漏えい、滅失その他の事故が発生したとき又は発生するおそれが

あることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければな

らない。 

 

１１ 再委託の禁止又は制限 

乙は、この協定による管理・運営業務を行うための個人情報の処理は、自

ら行うものとし、やむを得ず第三者に再委託するときは、甲の承諾を得なけ

ればならない。この場合において、乙は、第三者に再委託するときは、第三

者が管理・運営業務を行うに当たり、収集し、管理する個人情報の取扱いに

ついては、個人情報保護条例その他関係法令を遵守するよう必要な処置をと

らなければならない。 

 


