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滋賀県立長浜ドーム宿泊研修館指定管理業務仕様書 

 

 本書は、「滋賀県立長浜ドーム宿泊研修館指定管理者募集要項」と一体のものであり、滋賀県立長

浜ドーム宿泊研修館（以下「宿泊研修館」という。）の管理運営業務を指定管理者が行うにあたり、

滋賀県教育委員会（以下「教育委員会」という。）が指定管理者に要求する業務内容およびその基準

等を示すものである。 

 

１ 指定管理者が業務を行う区域 

  別添図面における宿泊研修館の区域とする。 

 

２ 宿泊研修館の施設および設備の提供に関する業務の基準 

 (1) 施設等の使用の承認に関する業務 

  ① 使用の承認 

        宿泊研修館の施設のうち宿泊室および会議室（付帯設備を含む。）を使用しようとする者は、   

指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとす   

るときも同様とする。このため、指定管理者は、承認を必要とする施設等の手続きについて、   

あらかじめ定めること。 

  ② 申請の受付期間 

        上記①の申請の受付は、原則として使用しようとする日の３月前から７日前までとする。 

    ただし、次の場合は、使用しようとする日の１年前から仮申込みを受け付けることとする。 

    ・長浜ドームの使用予約を取得している者が利用する場合 

    ・県下全域またはそれを越える地域を対象とした事業で相当数の利用者が見込める場合 

    ・宿泊研修館の会議室等を利用して宿泊を含めた生涯学習、研修等の事業を開催する場合 

    ・その他必要と認められる場合 

    ③ 使用の承認の制限に関する事項 

    指定管理者は、上記①の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、   

承認しないことができる。 

   ア 宿泊研修館における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められると    

き。 

   イ 宿泊研修館の設置の目的に反すると認められるとき。 

   ウ 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められ    

るとき。 

      エ 宿泊研修館の施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。 

   オ 申請に係る宿泊室および会議室が宿泊研修館の事業を行うために必要であると認められる    

とき。 

      カ その他宿泊研修館の管理上支障があると認められるとき。 

          また、指定管理者は、上記①の承認をする場合においては、宿泊研修館の管理上必要な限    

度において、条件を付すことができる。 

  ④ 使用の承認の取消し等に関する事項 

       指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、または使用   

を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。 

   ア 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。 

   イ  使用者が詐欺その他の不正の行為によって承認を受けたとき。 

      ウ  使用者が上記②の各号（オを除く。）のいずれかに該当するに至ったとき。 

   エ  使用者が滋賀県立長浜ドームの設置および管理に関する条例（以下「条例」という。）ま

たは滋賀県立長浜ドームの設置および管理に関する条例施行規則に違反したとき。 

      オ  使用者が承認の条件に違反したとき。 

      カ 承認に係る宿泊室および会議室が災害その他の事故により使用できなくなったとき。 

      キ その他指定管理者が特に必要と認めたとき。 
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 (2) 施設の使用に伴う付帯設備の貸出に関する業務    

   利用者が施設の使用に伴い付帯設備の貸出を望む場合、利用当日の申し出であっても真摯に対  

応し、貸出を行うこと。なお、貸出前には安全確認・動作確認等を行い、また使用後については、  

必ず点検を行い、不良箇所等がある場合は利用者に手直しをさせること。 

 (3) 施設の利用案内に関する業務 

   指定管理者は、各種使用のための申請書類および使用の手引書を作成し、電話による問い合わ  

せや施設の見学等に対応すること。 

   また、利用者の入館時に施設の利用方法や注意事項、病気やケガが発生したときの対応方法等  

を説明すること。 

     宿泊者等への食事の提供については、目的外使用許可している館内のレストランと連携して対  

応すること。 

   なお、施設内や案内パンフレット等に、指定管理者により管理運営されている施設であること  

を表示すること。 

 (4) 利用者に対する相談・助言に関する業務    

   指定管理者は、県民が施設を利用する際、必要な指導・助言を行うこと。 

   なお、宿泊研修館の運営に従事する職員は、名札を着用するなど、常に利用者に施設職員と分  

かるようにすること。 

 (5) 使用に係る料金の徴収に関する業務 

  ① 利用料金の設定 

       宿泊室および会議室（付帯設備を含む。）に係る利用料金は、条例で定める額の範囲内にお      

いて、指定管理者があらかじめ教育長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとす   

るときも、同様とする。 

    なお、指定管理者が利用料金を設定するにあたっては、施設の有効活用の観点および収支状      

況等を踏まえ、適切なものとすること。 

  ② 利用料金の徴収 

      ア 指定管理者は、利用料金を自己の収入として徴収する。また、利用料金は、承認に係る施    

設等の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場    

合は、この限りでない。 

      イ 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に    

係る施設等を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であって教    

育委員会の承認を得たときは、この限りでない。 

    ③ 利用料金の減免 

       指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ教育長の承認を得て、   

利用料金を減免することができる。 

 (6) 日報、帳簿類の作成 

      指定管理者は、日報、各種帳簿類を作成し、利用者数や利用料金等の施設運営の状況を記録す  

るとともに、一定期間保管し、教育委員会の求めがあったときには閲覧に供すること。 

 

３ 施設および設備の維持管理に関する業務の基準 

    指定管理者は、宿泊研修館の施設および設備の機能と環境を良好に維持し、サービス提供が常に 

円滑に行われるように、施設および設備の日常点検、保守および法定の保守管理業務を行うこと。 

  また、業務の詳細は、別添「滋賀県立長浜ドーム宿泊研修館施設および設備の維持管理に関する 

業務仕様明細書」に定めるとおりとする。なお、当該仕様明細書の内容は、現行の施設管理等の仕 

様であり、申請に当たっては、これを参考にして提案を行うこととなるが、別の仕様で業務を行う 

方がより施設管理の面等で優れていると思われる場合は、異なった仕様で提案しても差し支えない。  

ただし、その場合には、変更した箇所について、当該変更に係るメリット、具体的な提案等につい
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て説明を行うこと。 

 (1) 日常点検業務 

      施設および設備等について、目視等による巡回点検を行い、常に安全かつ良好な状態を保持し、  

異常を発見した場合は、速やかに適切な処置を行うこと。 

   また、建築設備等について、日常点検、法定点検、定期点検および清掃等を行い、状態、性能  

を維持すること。 

 (2) 保守管理業務 

   施設および設備等の適正な機能維持、安全で快適な利用環境を確保するため、保守管理を徹底  

すること。 

 (3) 植栽等管理業務 

   宿泊研修館全体の美化を図り、潤いある空間を確保するため、施設敷地内における樹木の剪定  

や草刈りなど、適正な緑化管理を行うこと。 

 (4) 清掃業務 

      施設等の環境を清潔で快適に維持し、利用者が安全に気持ちよく利用できるよう、清掃や消毒  

作業を行うとともに、施設利用者の支障とならないように十分配慮して業務を行うこと。 

 (5) 修繕業務 

   施設および設備等が破損・老朽化などにより、安全または管理運営上、支障が生じた場合には、  

直ちに修繕を行うこと。ただし、大規模な修繕を要する場合については、申請要項の規定を参照  

すること。 

 (6) 備品管理業務 

   備品の管理にあたっては、常に良好な状態で使用できるよう、日常の点検・補修を行うこと。 

      また、使用前後の個数確認と年１回の総点検を行うこと。 

 (7) 駐車場管理業務 

      構内の車輌が円滑に運行および駐車ができるよう、駐車場の管理業務を適切に行うこと。 

 (8) 保安警備業務 

   施設内の秩序を維持し、事故・盗難、破壊等の犯罪などの発生を警戒、防止し、財産の保全を  

図るとともに、利用者が安心して利用できる環境の確保に努めること。 

 (9) 防火・防災業務 

   火災や大地震など緊急時を想定した危機管理体制の構築・行動マニュアルの作成、避難訓練・  

職員研修等を充実するなど、防火および防災に万全を期し、利用者が安全に利用できる環境の確  

保に努めること。 

 (10) 維持管理計画等の作成 

   指定管理者は、年度当初に施設維持管理計画（点検整備、法令に基づく測定・検査、調査等）  

を作成し、教育委員会に提出すること。 

   また、計画に従って実施した点検・評価結果、整備状況、修繕等については記録を行い、翌年  

度の施設維持管理計画に反映させること。 

   なお、施設維持管理業務の実施状況を記録した書類については、一定期間保管し、教育委員会  

の求めがあったときには閲覧に供すること。 

 

４ 文化的行事の実施に関する業務の基準 

 (1) 公開講座の開催に関する業務 

  ① 目的 

       宿泊研修館を地域に開かれた施設として開放し、青少年をはじめ県民が気軽に生涯学習でき   

る機会を提供することを目的とする。 

  ② 内容 

   ア 公開講座として一般県民を対象に実施し、１回当たり５０名程度を対象に実施すること。   

イ 地域に関連した内容とし、県民が体験し、受講後にその体験を生かせるものとすること。   

ウ 講座内容中に、現代的課題を含むものとすること。 

   エ 開催場所は宿泊研修館とし、開催回数は年４回で１回につき２時間程度の講座とすること。 
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５ その他設置の目的を達成するために必要な業務の基準 

 (1) 青少年団体活動の支援に関する業務 

    目的外使用許可している青年団活動室については、青年団活動の拠点として利用されるよう配  

慮するなど青少年団体活動の支援に努めること。 

  (2) 施設の利活用促進に関する業務 

   指定管理者は、宿泊研修館の効用を最大限発揮するため、利活用促進に努めることとし、次の  

事項を実施すること。 

  ① 広報活動 

        指定管理者は、施設・イベントのＰＲおよび情報提供のため、以下の例を参考に、必要な媒   

体の作成、配布等を行うこと。 

      ア 宿泊研修館のホームページの更新 

      イ 施設案内パンフレットの作成・配布 

   ウ イベント情報誌等の作成・配布 

      エ パブリシティへの情報提供 

   オ 宿泊研修館の事業報告、事業概要、施設の業務等を紹介する資料の作成・配布またはホー    

ムページでの公開 

  ② 誘致活動 

    指定管理者は、学校、社会教育関係団体、青少年関係団体、企業等への誘致活動の実施や旅   

行業者との連携強化を図ること。 

  ③ 長浜ドームとの連携・協力等 

    指定管理者は、長浜ドームの指定管理者と情報を共有する場を設けて、広報面・営業面にお

ける長浜ドームとの連携・協力を強化するとともに、長浜ドームの利用者への宿泊研修館の利

用の働きかけや、長浜ドームの利用者が宿泊研修館に宿泊した場合のサービス等、宿泊研修館

の利用率向上につながるような対策を長浜ドームの指定管理者と連携して実施すること。 

 

６ 人員の配置等 

 (1) 人員の配置 

  ① 管理運営業務を実施するために必要な業務執行体制を確保するとともに、労働基準法等関係   

法令を遵守し、管理運営を効率的に行うための業務形態にあった適正な人数の職員を配置する   

こと。 

    また、職員の勤務体制は、施設の管理運営に支障がないよう配慮するとともに、利用者の要   

望に応えられるものにすること。 

  ② 宿泊研修施設での勤務経験、会計経理の実務経験を有する者を施設の管理運営責任者として   

常勤雇用で１名配置すること。 

    また、受付業務に常時１名以上配置し、利用者へのサービスに支障がないようにするととも   

に、夜間については、宿直者を１名以上配置すること。 

  ③ 防火管理者を置くこと。 

   ④ 利用料金の徴収、保管については、出納責任者および現金取扱者を置いて適正な管理を行う   

こと。 

  ⑤ 職員は、施設利用者に対して、施設備品の適切な取扱いや安全指導が行える者を配置するこ   

と。 

  (2) 職員の研修等 

      職員の資質の向上を図るため、研修を実施するとともに、施設の管理運営に必要な知識と技術    

の習得に努めること。 

 

 
 

 



 

 

滋賀県立長浜ドーム宿泊研修館施設および設備の維持管理に関する業務仕様明細書 
 

業務区分 業務内容 仕様・作業内容等 実施頻度 

 

 

 

 

 

 

 

施

設

全

体 

 

 

 

 

 

 

 

敷地・施設整備等一般管

理業務 

 

 

 

 

宿泊研修館を良好かつ安全な状態に保

つため点検を行う。 

 

 

 

 

点検、整備および修繕 

なお、１件１００万円未満の修繕等については、指定管理者に

おいて行う。 

１件１００万円を超える修繕等で教育委員会との協議を要する

修繕等については、必要な見積等協議に要するための事務手続

きを行う。 

毎日 

 

 

 

 

 

付帯設備、備品等管理修

繕業務 

 

 

 

 

付帯設備等の良好な状態を保つため修

繕、維持管理を行う。 

 

 

 

 

点検、調整、修繕および消耗品の補充 

なお、１件１００万円未満の修繕等については、指定管理者に

おいて行う。 

１件１００万円を超える修繕等で教育委員会との協議を要する

修繕等については、必要な見積等協議に要するための事務手続

きを行う。 

毎日 

 

 

 

 

 

機械設備運転・保安管理

業務 

 

 

 

 

照明、電源、空調、給排水、ボイラー等

機械設備の良好な運転を保つため点検

を行う。 

 

 

 

点検、調整および修繕・交換等 

なお、１件１００万円未満の修繕等については、指定管理者に

おいて行う。 

１件１００万円を超える修繕等で教育委員会との協議を要する

修繕等については、必要な見積等協議に要するための事務手続

きを行う。 

毎日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施

設

・

設

備

関

係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自 

家 

用 

電 

気 

工 

作 

物 

点 

検 

業 

務 

 

 

 

 

 

電気主任技術者業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

関西電力㈱より受電している高圧６．６

ｋＶの受変電設備、低圧設備および制御

設備の適切、円滑な運転を維持するため

、関係法令および保安規定に基づき保守

点検、記録および報告等の業務を行う。 

 

 

 

電気主任技術者を選任し、電気事業法に基づき、電気工作物の

工事、維持および運用に関する保安、監督の職務を次の各号に

ついて行う。 

①電気工作物に係る保安教育に関すること。 

②電気工作物の工事に関すること。 

③電気工作物の保守に関すること。 

④電気工作物の運転操作に関すること。 

⑤電気工作物の災害対策に関すること。 

⑥保安業務（巡視点検）と記録に関すること。 

 月１回 

 

 

   

 

 

 

 

 

自家用電気工作物定

 期点検業務       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自家用電気工作物について、電気事業法

に基づく精密点検を実施し、報告書の作

成、報告を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

接地抵抗測定（ＥＡ、ＥＢ、ＥＤ）                    １式 

絶縁抵抗測定（高圧、低圧幹線、分電盤）       １式 

継電器特性試験（地絡方向性）            １台 

継電器特性試験（過電流）              ２台 

継電器特性試験（低圧漏電）             １台 

柱上気中開閉器点検（連動試験含む）         １台 

真空遮断器点検（連動試験含む）                      １台 

変圧器内部点検（３Φ３Ｗ ３００ＫＶＡ）            １台 

変圧器内部点検（１Φ３Ｗ  ５０ＫＶＡ）            １台 

絶縁油性能試験                  ２検体 

その他機器点検清掃                 １式 

点検報告書作成                   １式 

  年１回 

  年１回 

  年１回 

  年１回 

  年１回 

  年１回 

  年１回 

  年１回 

  年１回 

  年１回 

  年１回 

 年１回 

空調設備定期点検業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空調設備について、各設備機器の機能を

常に最良の状態に維持するため、技術員

による点検を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

空気熱源式ヒートポンプエアコン（室外機）  ２８ｋｗ４台 

空気熱源式ヒートポンプエアコン（室外機）２２．４ｋｗ３台

空気熱源式ヒートポンプエアコン（室外機）  １６ｋｗ５台

空気熱源式ヒートポンプエアコン（室外機）  １４ｋｗ１台

空気熱源式ヒートポンプエアコン（室内機）     ３７台 

ヒートポンプ式エアコン               １台 

ルーム型エアコン                                    ２台 

凍結防止用ヒーター                                  ３台 

全熱交換器                     ３台 

給気ファン                     ３台 

排気ファン                    ４０台 

 年４回 

  年４回 

  年４回 

  年４回 

  年４回 

  年４回 

  年４回 

  年４回 

  年４回 

  年４回 

  年４回 

給排水衛生設備機器点検

業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給排水衛生設備について、各設備機器の

機能を常に最良の状態に維持するため、

技術員による点検を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給湯用温水ヒーター（年１回分解整備を含む）       １台 

貯湯槽（年１回槽内清掃を含む）                      １台 

温水１次ポンプ                   １台 

温水２次ポンプ                   １台 

加圧給水ポンプ                   １台 

昇温用温水循環ポンプ                １台 

浴槽用ろ過装置                   ２台 

昇温用プレート式熱交換器              ２台 

大、小便器                    １８台 

洗面、手洗器                   ２５台 

掃除流し                      ２台 

各種水洗                     ４３台 

その他給排水衛生関連機器              １式 

  年４回 

  年４回 

  年４回 

  年４回 

  年４回 

  年４回 

  年４回 

  年４回 

  年２回 

  年２回 

  年２回 

  年２回 

  年２回 

自動ドア保守点検業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動ドアについて、各装置の機能を常に

最良の状態に維持するため、技術員によ

る点検を実施する。 

 

 

 

 

 

ナブコ ＤＳ－２１型                １台 

ＹＫＫ（人感センサー、タッチセンサーの切り替え式）  １台 

  ・ドアエンジン装置（本体） 

  ・ドアエンジン動力部装置 

  ・ドアエンジン制御部装置 

  ・ドアエンジン操作スイッチおよび制御スイッチ 

①定期保守点検 

②トラブル対応 

 

 

 

 

 

 

  年４回 

  随時 

エレベーター設備保守点

検業務 

 

エレベーター設備について、関係法令に

基づき、その機能が正常に維持されるよ

う定期的に点検する。(建築基準法に基

三菱電機 油圧間接式エレベーター（ＨＶＡ－ＹＢ）  １台 

           乗用（７５０ｋｇ ４５ｍ／ｍｉｎ ３停止） 

①定期点検 

 

 

 月１回 



 

 

 づく検査含む。) ②トラブル対応    随時 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施

設

・

設

備

関

係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防用設備法定点検業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防用設備について、消防法の規定に基

づく外観・機能点検および総合点検を実

施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①自動火災報知設備 

  複合防災盤 自火報 Ｐ－１級 １０Ｌ            １面 

    副受信盤      １０Ｌ                      １面 

    電鈴                      ４個 

    表示灯                     ４個 

    発信機                     ４個 

  作動式スポット型感知器            ４８個 

    定温式スポット型感知器                        ３６個 

    光電式スポット型煙感知器                        ８個

    ガス漏れ感知器                 ７個 

②誘導灯設備                                      １４灯 

③消火器具設備 

    １０型                    １９本 

    ２０型                                          ２本 

④避難器具                                          ２台 

⑤非常放送設備 

    防災アンプ（１２０Ｗ）                          １台 

  スピーカー                  ３９台 

  電源回路                    １式 

⑥消防機関へ通報する火災報知設備                    １台 

年１回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年１回 

年１回 

 

 

年１回 

年１回 

 

 

 

 年１回 

電話設備保守業務 

 

 

 

 

電話設備の定期試験または点検を行う

ほか必要な障害修理を行う。 

 

 

 

ＮＥＣ Ａspire ＩＰ１Ｄ－８ＫＳＵ－ＡＩ 

  多機能電話                    ５台 

  一般電話                    ２０台 

①定期試験または点検 

②障害対応 

 

 

 

  年６回 

随時 

車輌管理 

 

 

車輌を常に良好かつ適切な状態で運行

できるよう、必要な点検・検査を実施 

するとともに、保険へ加入する。 

車輌の維持（整備点検）・管理（車検・自賠責保険および任意

保険への加入等） 

 

定期・随時 

 

 

植栽管理業務 

 

 

 

施設美化のため、敷地内の芝生および樹

木等の管理を行い、緑化状態を保つ。 

 

 

①芝生管理 

 ・芝刈り、施肥、除草作業         １，３４０㎡ 

②樹木管理 

  ・剪定作業 

適宜 

 

年１回以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清

掃 

関

係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常定期清掃業務 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の環境を清潔で快適に維持し、利用

者が気持ちよく施設を利用できるよう、

館内の清掃を適切に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常清掃 

 宿泊室等の館内の床面、内装、衛生関係等の清掃 

定期清掃 

①ロビー、事務室、青年会館関係室、レストラン、エレベータ

 ー、トイレ 

  ・床面（Ｐタイル張）の塵埃除去、特殊洗浄およびワックス

  磨きによる仕上げ清掃 

  ・窓枠、ガラスの特殊洗浄および仕上げ清掃 

②２階廊下、会議室、談話室 

  ・床面（絨毯敷）の掃除機による塵埃除去、特殊雑巾による

  拭き上げ清掃 

  ・窓枠、ガラスの特殊洗浄および仕上げ清掃 

③１階外側、２階外側 

 ・ガラスの特殊洗浄および仕上げ清掃 

グリストラップ清掃 

 ・グリストラップ（１箇所）の清掃および廃棄処理 

毎日 

 

 

年２回以上 

 

 

 

 

年１回以上 

 

 

 

年１回以上 

 

   随時 

 

害虫防除業務 

 

施設の衛生管理を徹底するため、害虫 

防除作業を行う。 

施設の害虫等の防除 

 

年２回以上 

 

ゴミ収集処理業務 

 

 

 

施設の環境を清潔で快適な状態に保つ

ため、発生した資源ゴミ、可燃性および

不燃性ゴミの収集、処分を適切に行う。 

搬出日 

 

 

 

 毎日１回 

 

 

 

受水槽等の清掃業務 

 

 

 

受水槽の環境を清潔で安全な状態に保 

つため、清掃業務を適切に行う。 

受水槽 地上 １２立法メートル           ２台 

 

年１回以上 

 

浴槽水を清潔で安全な状態に保つため、

配管の洗浄を適切に行う。 

レジオネラ菌対策配管洗浄 

 

年１回以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

衛

生

健

康

管

理 

 

 

 

 

 

 

 

布団等乾燥業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿泊室の寝具等について、常に清潔に保

つため、布団等の乾燥およびベッドバッ

ド等のクリーニングを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①乾燥品目 

  ・掛布団                                        ５５枚 

  ・敷布団                                        ５５枚 

 ・ベッドスプレット                              １２枚 

 ・枕                                            ６７個 

  ・座布団                                        ５５枚 

②クリーニング品目 

  ・ベッドパッド                                  １８枚 

 ・座布団カバー                                  ５５枚 

③シーツ等クリーニング 

  ・洋室：シーツ、枕カバー、バスタオル、フェイスタオル、

     バスマット、浴衣 

  ・和室：シーツ、掛カバー、枕カバー、浴衣 

年２回以上 

 

 

 

 

 

年２回以上 

 

 

 宿泊毎 

 

 

 

寝具の賃貸借業務 

 

宿泊に係る布団等の賃貸借 

 

 

 

   年間 

 

水質検査業務 

 

 

簡易水道法定検査    年１回 

飲料水水質検査  年１回以上 

浴槽水質検査  年２回以上 

健康診断 職員の健康管理を適切に行い、施設の 定期健康診断 年１回以上 



 

 

  

 

運営を円滑に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

警 

備

保

安

関

係 

 

 

警備業務 

 

 

施設内の秩序を維持し、事故、盗難、破

壊等の犯罪および火災等の発生を警戒、

防止し、財産の保全を図る。 

 

 

 

  毎日 

 

 

駐車場管理業務 

 

 

構内の車輌が円滑に運行および駐車が

できるよう、駐車場の管理業務を適切に

行う。 

駐車場内の監視、巡回、点検 

 

 

   毎日 

 

 

危機管理業務 

 

 

 

 

 

 

 

①危機管理態勢の構築、緊急時の避難誘導、安全管理マニュア

 ルの作成常備 

②事故、事件発生および急病人発生時に病院搬送等の一時対応 

 を行う。 

   常時 

 

   随時 

 

 





  

 資料２   

                                                                       

                 過去３か年の使用料収入および減免の実績 

                                                                       （単位： 千円） 

  項     目 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

使 用 料 収 入 実 績           

 
２３，８０９ ２１，０６８ ２２，８２４ 

使 用 料 減 免 実 績           

 

               ― 

 

               ― 

 

               ― 

 

      

 

資料３  

                                                                       

 管理料参考額の詳細および過去３か年における収入・支出の実績および内訳 

 

     １ 管理料参考額の詳細                       （単位 千円）   

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

 

  

管理料総額 

 

年  度  別  内  訳 

平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 

 

 ９，８５７ ９，８５７ ９，８５７ ９，８５７ ９，８５７ 

 

うち１件100万円以上の

修繕または効用の増加

を目的とした改修に係

る維持補修費 

     

                          

 

      ２ 過去３か年における収入・支出の実績および内訳               （単位：千円） 

   

項     目 

 

平成２７年度 

 

平成２８年度 

 

平成２９年度 

収入合計 ３６，５６８ ３３，８３４ ３６，４２５ 

 

 

 

利用料金収入 ２３，８０９ ２１，０６８ ２２，８２４ 

指定管理料 １２，６３５ １２，６３５ １２，６３５ 

その他収入 １２４ １３１ ９６６ 

支出合計    ２９，１２２ ２８，９７１ ３１，９５２ 

 人件権費 ８,４８７ ９,９５８ １３，１４４ 

施設管理費 ２０,４８５ １８，７８５ １８，３３１ 

 事業費 １５０ ２２８ ４７７ 

  

 



                 資料４ 

 

 

○○施設に係る指定管理者情報セキュリティ遵守事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この遵守事項は、協定第○条第１項に基づき、○○施設における情報セキュリティ対策

を確実に行うために必要な事項を定めるものである。 

 

第１ 用語の定義 

 

この遵守事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１）情報機器 パソコン、サーバ等の何らかの情報処理機能を持つ機器のことをいう。 

（２）ネットワーク 情報機器を接続して通信するための装置および通信回線をいう。 

（３）システム 情報機器、ネットワークを使用した情報処理の仕組みをいう。 

（４）ウィルス等 コンピュータウィルスやその他の不正プログラムをいう。   

（５）ログ 情報機器やシステムの利用状況や通信状況を記録したデータをいう。 

（６）個人情報等 個人情報や滅失、き損、改ざん等により管理業務の円滑な執行に著し

い支障を生じさせるおそれのある重要情報のことをいう。 

（７）ソーシャルメディアサービス インターネットを利用してユーザが情報発信し、あ

るいは相互に情報をやりとりする情報の伝達手段のことをいう。 

（８）外部ネットワーク インターネット等の外部と接続可能なネットワークのことをい

う。 

 

第２ 管理業務で情報機器を利用する場合 

 

１ ウィルス対策 

管理業務で利用する情報機器を、ウィルス等から保護するため、次に掲げる対策を施す

（注） 
・本書は、「指定管理者制度における施設の管理に関する基本協定書」に基づき、指定

管理者が定める情報セキュリティに関する遵守事項の例を示すものである。 
・【推奨】と示している事項は、規定することが望ましいものである。 
・それ以外の事項は特段の理由がない限り規定すべきものである。 
・上記に記載のない内容を遵守事項として追加することも差し支えない。 



ものとする。 

（１）ウィルス等対策プログラムをインストールする。 

（２）ウィルス等定義ファイルの更新の有無を確認し、ウィルス等定義ファイルを最新の

ものに保つ。 

（３）ウィルス等検査機能を常時稼働させておく。 

（４）定期的（週１回度程度を目安）に完全スキャンを実施する。 

 

２ ウィルス感染時の対応 

 情報機器がウィルスに感染した場合またはそのおそれがある場合は、被害の拡大を防止

し、被害状況の分析を円滑にするため、次に掲げる対応を行うものとする。 

（１）直ちに情報機器からＬＡＮケーブルを抜く等、ネットワークからの遮断を行う（無

線ＬＡＮの場合は、電源をオフにせずに通信を行わない設定へ変更をする）。 

（２）画面を閉じずにそのままの状態で保持する。 

（３）当該施設の県の所管課に直ちに連絡をする。 

 

３ ソフトウェアの脆弱性対策 

 情報機器で利用するソフトウェアを安全な状態に保つため、次に掲げる対策を施すもの 

とする。 

（１）ソフトウェアの修正プログラム（例：Windows Update）が出た場合は、速やかに導

入する。なお、システムに関する修正プログラムについては、システムに不具合が発生

しないことを確認した後に導入する。 

（２）サポート期限が終了したソフトウェアは使用しない。 

 

４ バックアップの取得 

 情報機器に記録されたデータについては、データの滅失等の情報セキュリティ事故に備

え、次に掲げる対策を施すものとする。 

（１）データの重要度に応じて、取得頻度（年次、月次、週次、日次、随時）および保存

期間を設定し、定期的にバックアップを取得する。 

（２）独自に開発したシステムに関しては、プログラムの修正の際にプログラムのバック

アップを取得する。 

（３）バックアップデータは、情報機器とは別の筺体または外部記憶媒体に保存する。【推

奨】 

 

５ ユーザＩＤの管理 

 情報機器で利用するユーザＩＤについては、次に掲げる対策を施すものとする。 

（１）ユーザＩＤの登録および登録抹消手順を定め、適切なユーザ管理を行う。 

（２）利用していないユーザＩＤが放置されないよう定期的に点検し、必要に応じて登録

抹消を行う（特に異動・退職者等が生じた場合）。 



（３）他人にユーザＩＤを利用させない。また、複数の者で共有する場合は、共用する者

以外に利用させない。 

 

６ パスワードの管理 

 情報機器で利用するパスワードについては、次に掲げる対策を施すものとする。 

（１）パスワードの発行や初期化、変更を行う手順を定める。 

（２）パスワードに関する情報は厳重に管理する（パソコンの画面やキーボード等の目に

付きやすい場所にパスワードが記載された付箋等を貼りつけない）。 

（３）パスワードについて、数字と英文字を混在させる等、容易に推測されないものにす

る（１０文字以上推奨）。 

（４）パスワードを、定期的（３か月推奨）に変更するものとし、古いパスワードの再使

用を行わない。 

（５）情報機器にパスワードを記憶させない（オートコンプリート機能は使用しない）。 

 

７ ログの取得等 

 システムに関するログの取得等については、外部からの攻撃、不正行為、障害等の調査 

ができるよう、次に掲げる対策を施すものとする。 

（１）情報機器に関するアクセス記録、稼働記録、障害記録（以下、「アクセス記録等」と

いう。）のログを取得し、保管期間（１年以上を推奨）を定め、保管をする。 

（２）情報セキュリティ事故、不正行為、障害等が生じた際に、ログの内容をチェックで

きる体制を整える。 

（３）アクセス記録等のログを定期的に検査、分析する。【推奨】 

 

８ 盗難等防止措置 

 情報機器の性質や重要度等に応じて、部屋の施錠や機器の固定等の盗難防止や破損等を

防止するための対策を講じるものとする。 

 

９ ソフトウェアのライセンス管理 

 ソフトウェアの適正な利用を徹底するために、情報機器にインストールされたソフトウ

ェアのライセンスを台帳等で管理するものとする。【推奨】 

 

第３ 管理業務で電子メールを利用する場合 

 

１ 電子メール送信時 

 インターネットを利用した電子メールを送信する際には、誤送信の防止を図るため、次

に掲げる対策を施すものとする。 

（１）互いに面識がない複数の宛先に電子メールを送付する場合は、送信先が非表示とな

るＢｃｃを使用する（Ｔｏ、Ｃｃについては同報するメールアドレスが送信先に知られ



てしまうため使用しない）。 

（２）メールを送信する前に、宛先、送付方法（Ｔｏ、Ｃｃ、Ｂｃｃ）、添付ファイルに誤

りがないか確認を行う。 

（３）特に複数の宛先に同時に送信する場合は、複数名で確認を行う。【推奨】 

 

２ 電子メール閲覧 

 不審メールの閲覧によるウィルス感染や不正アクセスを防ぐため、電子メールの閲覧に

おいては、次に掲げる対策を施すものとする。 

（１）不審メールと思われる電子メールを受信した場合、添付ファイルを開いたり、本文

のリンクをクリックしない。 

（２）ＨＴＭＬメール（電子メールの本文を、ホームページのレイアウトなどに使うＨＴ

ＭＬで記述したもの）はメールを開いただけでウィルス感染する場合もあるため、メー

ルソフトの設定を変更し、ＨＴＭＬメールを利用できないようにする。 

 

第４ ホームページを管理する場合 

 

１ 新規構築、再構築時 

 ホームページを新規構築、再構築する場合は、次に掲げる対策を施すものとする。 

（１）情報処理推進機構（IPA）の「安全なウェブサイトの作り方」および別冊「安全な SQL

の呼び出し方」の最新版に準拠した実装を行う。 

（２）ホームページ上で個人情報等を取り扱う場合は、ＳＳＬ等による暗号化通信を実装

する。 

 

２ 運用保守時 

 ホームページを運用保守する場合は、「第１ 管理業務で情報機器を利用する場合」の対

策に加え、次に掲げる対策を施すものとする。 

（１）ホームページの脆弱性診断を実施し、ネットワーク機器、公開サーバおよび同サー

バ上で稼働するウェブアプリケーション等の脆弱性の有無を確認する。また、受診の結

果、脆弱性が検出された場合はその対処法を検討し、対策を実施する。【推奨】 

 

第５ ソーシャルメディアサービスを利用する場合 

 

１ ソーシャルメディアサービスのセキュリティ対策 

 ソーシャルメディアサービスを利用する場合は、次に掲げる対策を施すものとする。 

（１）ソーシャルメディアサービスの運用ポリシーを定め、当該施設のホームページ等に

掲載する。 

（２）情報配信が実際に当該施設のものであることを明らかにするために、アカウントの

自己記述欄等に運用組織を明示する等の方法でなりすまし対策を行う。 



（３）個人情報等に該当する情報はソーシャルメディアで配信しない（ただし、当事者の

了解が得られた場合は除く）。 

（４）ソーシャルメディアについては、利用に際してあらかじめ当該施設の県の所管課に

報告をする。【推奨】 

 

第６ 外部ネットワーク・無線ＬＡＮを利用する場合 

 

１ 外部ネットワークを利用する場合 

  外部ネットワークを利用する場合は、次に掲げる対策を施すものとする。 

（１）不正アクセスを防止するため、外部ネットワークの接続部分には、ファイアウォー

ルおよびルータ等を設置し、経路制御および接続制限等を行う。 

（２）外部ネットワークからの不正または大量アクセスによりサーバの利用に支障が出な

いようにするため、情報機器およびネットワークの冗長化や専用の対策装置の導入、

プロバイダ等が提供する対策サービスの利用など、可用性を確保するための対策を講

じる。【推奨】 

（３）外部ネットワークとの接続においてデータの漏えい、破壊、改ざん又はシステムダ

ウン等の情報セキュリティの問題が認められる場合は、速やかに当該外部ネットワー

クとの接続を遮断する。 

 

２ 無線ＬＡＮを利用する場合 

  無線ＬＡＮ（ローカル・エリア・ネットワーク）を利用する場合は、次に掲げる対策

を施すものとする。 

（１）接続に関する認証は「IEEE802.1X(EAP)認証」もしくは「PSK 認証」を使用する。な

お、「PSK 認証」を使用する場合は、 パスフレーズの文字数を２０文字以上で設定し、定

期的に更新を行う。 

（２）通信内容の暗号化の方式については、「CCMP 方式 」を使用する。なお、「WEP 方式」、

「TKIP 方式」については脆弱性があるため使用しない。 

（３）無線ＬＡＮを利用できる場所として設定した範囲を超えて電波が漏出しないよう、

電波の伝搬範囲を限定する。 

（４）無線ＬＡＮのアクセスポイントの管理用パスワードを適切に設定し、定期的に更新

を行う。 

（５）（１）～（４）の他、総務省が作成する別添「企業等が安心して無線 LAN を導入する

ために」を参考に必要に応じてセキュリティ対策を講じる。【推奨】 

（６）無線ＬＡＮについては、利用に際してあらかじめ当該施設の県の所管課の承認を得

る。【推奨】 

 

第７ その他一般事項 

 



１ 私物情報機器および私物外部記憶媒体の利用 

 私物情報機器および私物外部記憶媒体（以下「私物情報機器等」という。）については、

次に掲げる事項を遵守するものとする。 

（１）私物情報機器等の管理業務利用は原則行わない。やむを得ず使用する場合は、上長

の許可を得る。 

（２）私物情報機器等の利用を許可する際には、ウィルス対策、脆弱性対策の実施等の条

件を付す。 

（３）私物情報機器等の利用を許可した場合、許可する理由、期間等を台帳に記載し管理

する。 

 

２ 個人情報等を含むデータ等の外部への持ち出し 

 個人情報等を含むデータおよび情報処理に係る帳票（以下「データ等」という。）の外部

への持ち出し（電子メール含む。）については、次に掲げる事項を遵守するものとする。 

（１）データ等の外部への持ち出しは原則行わない。やむを得ず持ち出す場合は、上長の

許可を得る。 

（２）持ち出しの許可を得る際には、帯出簿に持ち出し先、期間等を記載し、上長に報告

を行う。 

（３）ＥＸＣＥＬ形式のデータを外部へ持ち出す際には、別シートや非表示になっている

箇所に個人情報等が入っていないか確認する。 

（４）持ち出しの際には、車上荒らしや置き忘れによる紛失等が起こらないように十分に

注意する。 

（５）紛失等が起こった場合に備え、個人情報等を含むデータには暗号化やパスワードを

施す。 

（６）データ等を持ち帰った際にも、上長に報告を行う。 

 

３ データ等の管理 

 データ等については、滅失、き損および情報漏えい等の防止を図るため、次に掲げる対

策を施すものとする。 

（１）個人情報等を含むデータを情報機器に保存する場合は、端末本体に保存せず、冗長

化したファイルサーバに保存する。なお、ファイルサーバは、ウィルス感染等による侵

害の拡大を防ぐため、ネットワークドライブに設定しない。【推奨】 

（２）データ等をファイルサーバ以外で保存する場合は、保存用の情報機器、外部記憶媒

体は、施錠保管するなど、適正な管理を行う。 

（３）個人情報等を含むデータを外部記憶媒体に保存する場合は、データの名称、外部記

憶媒体の種類（ＵＳＢメモリ、外付けハードディスク、ＣＤ等）、保存期間、保存場所等

を記した管理台帳を作成し、保管状況を把握する。 

（４）情報機器または外部記憶媒体を廃棄する場合は、データが復元できないように物理

的に破壊する等の処理を行う。なお、個人情報が含まれた情報機器または外部記憶媒体



を廃棄した場合は、管理台帳に廃棄日、処理内容等を記録する。 

 

４ 管理業務に従事する者への教育 

 管理業務に従事する者の役割および理解度等に応じた情報セキュリティに関する教育研

修および訓練を定期的および随時に実施し、情報セキュリティ対策を徹底するものとする。 

 

５ 緊急時の連絡体制等 

 個人情報の漏えい等の情報セキュリティ事故や、不正アクセス等による侵害に対して、

適切な対応が図れるよう、次に掲げる対策を施すものとする。 

（１）関係者の連絡先、緊急時の対処手順をあらかじめ定めておく。 

（２）情報セキュリティ事故が発生した場合もしくはそのおそれがある場合は、直ちに必

要な措置を講ずる。また、不正アクセス等による侵害が発生した場合もしくはそのお

それがある場合は警察に通報する。 

（３）休日に緊急時対応が想定されるシステム（県民等への情報提供や申請・予約等の休

日においても利用が想定されるシステム）については、休日においても保守対応が可

能となるよう、その旨を保守委託業務の契約書・仕様書に明記する。 

 

６ ホームページ閲覧の留意事項 

 管理業務でホームページ閲覧を行う場合は、次に掲げる事項を遵守するものとする。 

（１）ホームページ閲覧には常にウィルス感染のリスクがあるため、管理業務と関係ある

ホームページ閲覧であっても必要最小限の利用とする。 

 

７ 特定個人情報の取扱い 

 管理業務で特定個人情報（個人番号を含む個人情報をいう。）を取扱う場合は、別添「特

定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政機関等・地方公共団体等編）」の「安

全管理措置」に基づいた対策を施すものとする。 
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資料５ 

 

滋賀県立長浜ドーム（宿泊研修館に限る。）の管理運営に関する協定（基本協定）（案） 

                                                                                         

 滋賀県教育委員会教育長 青木 洋（以下「甲」という。）と                （以

下「乙」という。）とは、滋賀県立長浜ドームの設置および管理に関する条例（平成４年滋賀県条

例第 24 号。以下「条例」という。）第 12条第２項の規定に基づき、滋賀県立長浜ドーム（宿泊研

修館に限る。）（以下「宿泊研修館」という。）の管理運営に関し、次のとおり協定を締結する。                     

                                                                                         

                                    第１章  総 則                                     

 （趣旨）                                                                               

第１条 この協定は、条例第 10条第２項の規定に基づき指定管理者に指定された乙が行う宿泊研修 

 館の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。                                     

                                                                                         

 （管理運営の基本方針）                                                                 

第２条 乙は、宿泊研修館の管理運営を実施するに当たっては、安全確保に努めつつ、自らの創意 

 工夫を活かし、宿泊研修館の利用者に対するサービスの向上および管理経費の縮減を図り、もっ 

 て県民福祉の一層の増進を図るようにしなければならない。                                 

                                                                                         

  （業務の内容）                                                                         

第３条  甲は、条例第９条第１項の規定に基づき、次に掲げる業務（以下「管理業務」という。） 

 を乙に行わせる。                                                                       

 (1) 宿泊研修館の施設および設備の提供に関する業務                                       

  (2) 宿泊研修館の施設および設備の維持管理に関する業務                                   

  (3) 文化的行事の実施に関する業務                                                       

  (4) その他宿泊研修館の設置の目的を達成するため必要な業務                               

２ 前項の管理業務の細目は、別紙１「管理業務仕様書」（以下「仕様書」という。）に定めると  

  おりとする。                                                                           

                                                                                         

 （管理物件）                                                                           

第４条 乙が管理する施設、設備および備品（以下「管理物件」という。）は、別紙２のとおりと 

 する。                                                                                 

２ 乙は、善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理するとともに、常に良好な状態に保つも 

 のとする。                                                                             

３ 乙は、管理物件を管理業務以外の目的に使用してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を 

 得たときは、この限りでない。                                                           

                                                                                         

 （指定管理者の責務）                                                                   

第５条 乙は、管理業務を行うに当たり、地方自治法（昭和 22 年法律第 67号。以下「法」という。）、 

 条例、滋賀県立長浜ドームの設置および管理に関する条例施行規則（平成４年滋賀県教育委員会 

 規則第 11 号）、その他関係法令ならびにこの協定およびこの協定に基づき、甲と乙が指定期間中 

 に毎年度締結する協定（以下「年度協定」という。）を遵守するとともに、善良なる管理者の注 

 意をもって、これを実施しなければならない。                                             

２ 本協定、滋賀県立長浜ドーム宿泊研修館指定管理者募集要項および事業計画書の間に矛盾また 

 は齟齬がある場合は、本協定、募集要項、事業計画書の順にその解釈が優先されるものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、事業計画書において仕様書を上回る水準が提案されている場合は、 

 事業計画書に示された水準によるものとする。                                             

                                                                                         

 （信義誠実の原則）                                                                     

第６条 甲および乙は、信義に従い誠実にこの協定を履行しなければならない。                 

                                                                                         

 （協定期間）                                                                           

第７条 この協定の期間は、指定の期間である平成 31年４月１日から平成 36年３月 31日までとす  

る。 
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２ 管理業務に係る事業年度は、毎年４月１日から翌年３月 31日までとする。  

                  

                           第２章 管理業務の実施に係る経費等                            

                                                                                         

  （管理料）                                                                             

第８条 甲は、管理業務の実施に要する費用として、毎年度、甲の予算の範囲内で管理料を乙に支 

 払う。                                                                                 

２ 指定期間における前項の管理料の総額は 49,285,000 円（消費税および地方消費税相当額を含 

 む。）以内とする。ただし、本協定の締結後に消費税および地方消費税の税率が改正された場合

は、当該改正による収入および支出への影響（条例別表に定める額が改正されたときは、当該改正

による収入への影響を含む。）を踏まえて管理料を再算定し、県と指定管理者で協議の上、管理料

を決定する。                                                                      

３ 年度ごとの管理料の額は、指定期間における各年度の管理料の合計額が、前項に規定する管理 

 料総額の範囲内となるよう、別途締結する「年度協定」により、毎年度定めるものとする。     

４  管理料の支払いは、各年度ごとに甲乙協議の上作成する支払計画書に従い、乙の請求に基づき、 

 甲が支払うものとする。                                                                 

５ 甲は、乙の正当な請求があった日から起算して、30 日以内に管理料を支払うものとする。     

                                                                                         

 （管理料の額の変更）                                                                   

第９条 前条第２項の管理料の総額を変更すべき特別な事情が生じた場合には、その都度、甲、乙 

 協議の上、定めるものとする。 

２ 大規模災害時等に、甲または市町が、施設を住民等の緊急の避難等の場所として利用する場合

は、当該利用により施設の通常利用ができないことによる利用料金収入の減少および不要となる

管理業務費用の減額、ならびに、当該利用により乙にあらかじめ定められた管理業務以外の業務

が発生した場合の当該業務に係る経費の増加を踏まえて管理料を再算定し、甲、乙協議の上、管

理料を決定する。                                                             

                                                                                         

 （管理料の精算）                                                                       

第 10 条 第８条第３項により定めた管理料は、当該年度における管理運営に要した経費または利用 

 料金その他の収入に増減があっても、増額または減額しないものとする。ただし、管理物件の修

繕または改修(見積額が１件当たり 100 万円以上の修繕または管理物件の効用の増加を目的とした

改修で、県との協議により指定管理者が行うこととなったものに限る。)に係る経費ついては、甲が

提示した募集要項に参考額として記載された管理料の内訳として示されている金額から増減した額

を、管理料に加算し、または管理料から減額するものとする。                                                  

                                                                                         

 （リスク分担）                                                                         

第 11 条 管理業務を行うに当たり、想定されるリスクの分担については、別紙３のとおりとする。 

２ 前項に定める事項で疑義がある場合または前項に定める事項以外の不測のリスクが生じた場合 

 は、甲乙協議の上、リスク分担を決定するものとする。                                     

                                                                                         

  （利用料金）                                                                           

第 12 条  乙は、条例第 14 条第１項に掲げる宿泊研修館の施設の利用に係る料金（以下「利用料金」 

 という。）収受し、これを乙の収入とするものとする。                                      

２ 乙は、条例第 14条第３項の規定に基づき、条例に定める額の範囲内において、あらかじめ甲の 

 承認を受けて、利用料金の額を定めるものとする。                                         

３ 乙は、利用料金による収入については、管理業務を遂行するために必要と認められる経費に充 

 当するものとする。                                                                     

４ 乙は、利用料金を施設の使用の開始までに徴収するものとする。ただし、乙が必要と認める場 

 合は、別に納期を定めて徴収することができる。                                           

５ 乙は、災害その他使用者の責めによらない理由により宿泊研修館を使用できない場合を除き、 

 一旦納付された利用料金は、使用者に還付しないものとする。ただし、乙が必要と認める場合は、 

 甲の承認を得て、利用料金を還付することができるものとする。                             

６ 乙は、特別の事情があると認める使用者に対しては、あらかじめ甲の承認を受けて利用料金の 

 減免をすることができるものとする。                                                     
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７ 乙は、利用料金の額、支払い方法等につき、利用者への十分な周知に努めるものとする。     

                                                                                         

 （利用料金の額の変更）                                                                 

第 13 条 乙は、前条第２項の利用料金の額を変更しようとするときは、額を変更しようとする日の 

 ３月前までに、甲の承認を得なければならない。                                           

                                                                                         

 （その他の収入）                                                                       

第 14 条 乙は、管理業務の実施に伴い、利用料金以外の収入がある場合は、甲の収入とすることを 

 条件として収入するものを除き、これを乙の収入とする。                                   

 

 （区分経理）                                                                           

第 15 条 乙は、管理業務に係る収入および支出について、乙の他の口座とは別の口座で管理し、指 

 定管理者としての業務に係る経理とその他の業務に係る経理を区分して整理しなければならな  

 い。                                                                                   

                                 第３章 管理業務の実施                                  

                                                                                         

 （管理運営目標）                                                                       

第 16 条 乙は、管理業務を行うに当たっては、次の管理運営目標が達成できるよう努めなければな 

 らない。                                                                               

(1) 利用率の向上、収入の確保に関するもの                                                

     指定管理期間中における各年間の宿泊室稼働率 55％をめざす。                            

(2)  県民サービスの向上に関するもの                                                      

   利用者のニーズ把握に積極的に努め、アンケート等による利用者の満足度を前年度より高め 

   利用者増をめざす。                                                                  

(3)  管理運営の効率化に関するもの                                                        

    利用状況に応じた柔軟な職員管理体制や省エネルギー対策の一層の推進・工夫などにより、  

     よりコスト削減を図る。                                                                

２ 乙は、毎年度、前項の管理運営目標の達成状況および目標の達成のために取り組む具体的内容 

 について、甲に報告しなければならない。                                                 

３ 甲は、必要があると認めるときは、管理運営目標の達成状況を把握するため、随時、乙に対し 

 て報告を求め、または実地に調査をすることができる。                                     

４ 甲は、前２項に規定する報告または調査の結果、管理運営目標の達成のために必要と認めると 

 きは、管理業務の改善等について指示を行うことができる。                                 

                                                                                         

 （開業準備）                                                                           

第 17 条 乙は、指定期間の開始に先立ち、管理業務の実施に必要な資格者および人材を確保し、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、指定期間の開始に先立ち、甲に対して管理物件の視察を申し出 

 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、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じな 

 ければならない。                                                                       

                                                                                         

 （事業計画書等）                                                                       

第 18 条 乙は、各年度ごとに、あらかじめ次に掲げる内容を記載した年度別事業計画書を作成し、 

 各年度の前の年度の７月末日までに（平成 31 年度の事業計画書については、本協定の締結後速や

かに）甲に提出し、その承認を得なければならない。             

  (1) 事業計画                                                                           

  (2) 人員配置計画                                                                       

  (3) 収支計画                                                                           

２ 甲は、前項の規定により提出された事業計画書について、必要があると認めるときは、乙に対 

 してその変更を指示することができる。                                                   

３ 乙は、第１項の規定により提出した事業計画書を変更しようとするときは甲の承認を得なけれ 

 ばならない。ただし、経費の配分の変更についてはこの限りでない。                         
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 （モニタリングの実施）                                                                 

第 19 条 甲および乙は、乙が行う管理業務の実施状況、乙の経理の状況等を把握し、宿泊研修館の

良好な管理運営を確保するために、次に掲げるモニタリングを実施するものとする。                                    

 (1) 乙は、管理業務の実施状況等について自ら日常的に確認するとともに、宿泊研修館の良好な

管理運営を確保するため、その結果を活用する。                                                                  

 (2)  乙は、県が別に定める事項について、月ごとの月例業務報告書を作成し、翌月 10日までに

甲に提出し、甲は、月例業務報告書および第 22条に基づく事業報告書をもとに、別に定める「○○

○○業務の基準」その他業務水準の実施状況を確認する。             

 (3) 甲は、必要があると認める場合、管理業務の実施状況等について、随時、乙に報告を求める。                    

２ 甲および乙は、前項のモニタリングの結果をもとに、毎年度、少なくとも年に２回以上、乙が

行う管理業務の実施状況、乙の経理の状況等について、実地に調査する。                                      

３ モニタリングの実施に伴い乙に発生する費用は、乙の負担とする。                         

４ モニタリングの結果、乙の業務が要求水準を維持していないと判断した場合、甲は、業務の改 

 善等必要な指示を行うものとする。                                                       

５ 乙は、前項に定める指示を受けたときは、速やかにこれに応じなければならない。           

６ 乙は、次に掲げる帳簿類を作成して常備し、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。                                 

  (1) 文書管理簿                                                                         

 (2) 業務日誌                                                                           

 (3) 出納簿                                                                             

 (4) 支出証拠書類簿                                                                     

 (5) その他甲が必要と認めるもの                                                         

                                                                                         

 （施設利用者満足度調査等の実施）                                                       

第 20 条 乙は、施設利用者の利便性の向上等の観点から、施設利用者の意見・苦情等を聴取すると

ともに、施設利用者に対する満足度調査を年に 1回以上実施し、その結果および業務改善の状況に

ついて甲に報告するものとする。 

 

 （意見交換の実施） 

第 21条 甲と乙は、宿泊研修館の管理業務の実施に必要な調整、情報および課題の共有等を目的と

して、定期的に意見交換を実施するものとする。         

                                                                                         

 （事業報告書）                                                                         

第 22 条 乙は、甲が別に定める事項について、毎年度終了後 30 日以内に事業報告書を作成し、甲

に提出しなければならない。     

２ 乙は、年度の途中において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して 30

日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を甲に提出しなければならない。             

３ 前２項の事業報告書に記載する事項は、次のとおりとする。                               

 (1) 管理業務の実施状況                                                                 

 (2) 管理業務に係る収支状況                                                             

 (3) 宿泊研修館の利用状況                                                               

 (4) その他甲が別に定める事項                                                           

４ 甲は、必要があると認めるときは、事業報告書の内容またはこれに関連する事項について、乙 

 に対して説明を求め、または実地に調査することができる。                                 

                                                                                         

 （委託等の禁止）                                                                       

第 23 条 乙は管理業務を行うに当たり、当該業務の全部または一部を第三者に委託し、または請け 

 負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けた場合は、当該業務の一部を第三者に 

 委託し、または請け負わせることができる。                                               

２ 前項の承認を受けて、乙が管理業務の一部を第三者に委託し、または請け負わせる場合は、全 

 て乙の責任および費用において行うものとし、当該業務に関して、乙が委託し、または請け負わ 

 せる第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害および追加費用については、全て、乙の責め 

 に帰すべき事由により生じた損害および追加費用とみなして、乙が負担するものとする。 
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   （委託契約等における暴力団の排除措置） 

第 24条 乙は、管理業務を行うに当たり、相手方が暴力団または暴力団員と知りながら、委託契約

や物品購入契約等を締結してはならない。        

                                                                                         

 （秘密の保持）                                                                         

第 25 条 乙は、管理業務の実施に伴い知り得た情報をみだりに第三者に知らせ、または不当な目的 

 のために使用してはならない。指定の期間が満了し、または指定が取り消された後においても同 

 様とする。                                                                             

２ 乙は、その使用する者に対し、宿泊研修館の管理業務に従事する期間または従事しないことと 

 なった以後の期間においても、管理業務の実施に伴い知り得た情報をみだりに第三者に知らせ、 

 または不当な目的のために使用しないよう、必要な措置を講じなければならない。             

                                                                                         

 （個人情報の保護）                                                                     

第 26 条 乙は、管理業務を行うに当たり、個人情報（生存する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ができ、それ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。）を取り扱う場合には、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならな 

 い。  

 

 （情報セキュリティ対策の実施） 

第 27条 乙は、管理業務を行うに当たり、情報セキュリティに関する遵守事項を別に定め、これに

より、情報セキュリティ対策を講じなければならない。 

２ 前項の遵守事項を定めるに当たっては、乙は、甲と協議するものとする。当該遵守事項を変更

する場合も同様とする。                                                                                 

                                                                                         

 （適正な行政手続）                                                                     

第 28 条 乙は、管理業務の執行に当たっては、滋賀県行政手続条例（平成７年滋賀県条例第 40 号） 

 の規定に基づいた手続により行うものとし、同条例の規定に基づき審査基準、標準処理期間およ 

 び処分基準を定めておかなければならない。                                               

２ 乙は、前項の規定により審査基準、標準処理期間および処分基準を定めたときは、これらを事 

 務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。               

                                                                                         

 （文書の管理・保存）                                                                   

第 29 条 乙は、管理業務の実施に伴い作成し、または取得した文書、図画、写真および電磁的記録 

 （以下「管理文書」という。）について、文書の管理に関する規程等を別に定め、これにより、 

 適正に管理・保存することとし、指定の期間が満了し、または指定の取消を受けた後に甲の指示 

 に従って引き渡すものとする。                                                           

２ 前項の規程等を定めるに当たっては、乙は、甲と協議するものとする。当該規程等を変更する 

 場合も同様とする。                                                                     

                                                                                         

 （情報公開）                                                                           

第 30 条 乙は、乙が管理している管理文書の公開については、情報公開に関する規程等を別に定め、 

 これにより行うものとする。                                                             

２ 前項の規程等を定めるに当たっては、乙は、甲と協議するものとする。当該規程等を変更する 

 場合も同様とする。                                                                     

                                                                                         

 （管理物件の現状変更）                                                                 

第 31 条 乙は、管理業務を実施するために管理物件の新設、増築、改築、移設、改造その他の現状 

 変更をしようとするときは、あらかじめ甲の承認を受けた上、乙の負担で実施するものとする。 

２ 前項の場合において、乙は、当該現状変更部分について、将来にわたってその権利を主張しな 

 いものとする。                                                                         

                                                                                         

 （管理物件の維持補修）                                                                 

第 32 条 管理物件の本来の効用を維持するために必要な修繕（次条第１項に規定する長期保全



- 6 -

計画に基づく修繕等を除く。）については、見積額が１件当たり 100 万円（消費税および地方

消費税を含む。以下同じ。）以上のものについては甲の負担と責任において実施するものとし、

１件 100 万円未満のものについては乙が自己の負担と責任において実施するものとする。                                      

２ 管理物件の効用の増加を目的とした改修および次条第１項に規定する長期保全計画に基づく

修繕等については、甲の負担と責任において実施するものとする。                                                                                

３ 前２項の規定により、甲の負担と責任において実施するものとされる修繕等または改修につい

ても、 

 管理業務と一体として実施することが適当と認められる場合は、甲乙協議の上、甲の負担におい 

 て、乙に実施させることができる。 

 

 （予防保全） 

第 32条の２ 甲は、宿泊研修館において計画的に実施する予防的な修繕等について、その内容およ

び時期を定めた計画（以下「長期保全計画」という。）を作成する。 

２ 甲は、修繕等の対象の劣化状況その他の事情により、長期保全計画を適宜変更することができ

る。 

３ 乙は、長期保全計画に定める修繕等の対象物件について修繕等を行おうとする場合には、予め

甲と協議し、甲の承認を得なければならない。ただし、施設の管理上緊急を要するときは、この

限りでない。 

４ 乙は、前項後段の規定により甲の承認を得ずに修繕等を行ったときは、修繕等の実施後、速や

かに甲に報告するものとする。 

 

（保守点検） 

第 32条の３ 管理業務として行う各種保守点検については、「滋賀県県有施設点検マニュアル」に

示す点検内容と同等以上の点検を毎年１回以上行い、その結果を毎年８月末日までに県に報告す

るとともに、施設の実情に応じた適切な保守点検業務を行うものとする。 

                                                                                                                                              

 （備品の取扱い）                                                                       

第 33 条 第４条の規定により乙が管理する備品が、経年劣化等により管理業務の用に供することが 

できなくなった場合は、当該備品と同等の機能および価値を有するものの見積額が１件当たり                                           

100 万円以上のものについては、甲の負担と責任において購入または調達するものとし、１件当た

り 100 万円未満のものについては、乙が自己の負担と責任において購入または調達するものとする。              

２ 乙は、前項の規定に基づき備品を購入または調達したときは、速やかに甲に報告しなければな 

 らない。                                                                               

３ 乙が第１項の規定に基づき購入または調達した備品（ただし、リース等により借り入れた物は 

 除く。）の所有権は、甲に帰属するものとする。                                            

                                                                                         

 （管理物件のき損等）                                                                   

第 34 条 乙は、管理物件が滅失し、またはき損したときは、直ちにその旨を甲に報告しなければな 

 らない。                                                                               

２ 乙は、前項に規定する滅失またはき損が自己の責めに帰すべき事由による場合は、乙の負担で 

 速やかに原状に回復し、またはその損害を賠償しなければならない。                         

                                                                                         

 （保険契約）                                                                           

第 35 条 甲は、甲の所有に属する施設のうち必要なものについて、火災保険契約（火災、落雷、破 

 裂および爆発による損害ならびにこれに関連する損害を対象とする保険契約をいう。）を締結す 

 るものとする。                                                                         

２ 乙は、管理業務の実施にあたり、次の保険を付保するものとする。                         

 (1) 施設賠償責任保険                                                                   

                                                                                         

 （第三者の損害の負担）                                                                 

第 36 条 乙は、管理業務の執行に当たり、乙の責めに帰すべき事由により宿泊研修館の利用者その 

 他の第三者に損害が生じた場合には、その損害を賠償しなければならない。                   

２ 前項の場合において、損害を受けた第三者の求めに応じ、甲がその損害を賠償したときは、甲 

 は乙に対して、賠償した金額およ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 
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 する。                                                                                 

                                                                                         

 （事故の報告）                                                                         

第 37 条 乙は、宿泊研修館において利用者の被災、災害その他の事故等が発生したときは、直ちに 

 必要な措置を講ずるとともに、その状況を甲に報告しなければならない。                     

                                                                                         

 （県内事業者への配慮）                                                                 

第 38 条 乙は、管理業務を行うに当たって、第三者との取引を行う場合は、県内事業者を優先する 

 よう努めるものとする。                                                                 

                                                                                         

 （環境への配慮）                                                                       

第 39 条 乙は、管理業務を行うに当たっては、次のとおり環境への配慮に留意するものとする。   

(1) 環境に配慮した商品・サービスの購入（グリーン購入）を推進し、また、廃棄に当たっては、 

 資源の有効活用や適正処理を図ること。                                                   

(2) 電気・ガス・ガソリン等のエネルギー使用量の削減に向けた目標を設定し、取組を推進するこ 

  と。                                                                                   

(3) 有害化学物質・廃棄物等のリスク管理を行い、環境や人に影響を及ぼす事故を防止すること。 

(4) 業務に関わる者に対して、環境の保全および創造に関する教育および学習の推進に努めること。 

                                                                                         

 （雇用における配慮）                                                                   

第 40 条 乙は、職員の採用に当たっては、本人の適性、能力以外の事項を条件にすることなく、幅 

  広く応募できるよう配慮するものとする。                                                 

２ 乙は、障害者の雇用について、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年法律第 123 号） 

 に基づき、国および地方公共団体に義務づけられている雇用率と同等の雇用率を達成できるよう 

 努めるものとする。                                                                     

                                                                                         

 （人権への配慮）                                                                       

第 41 条 乙は、公正な採用選考、人権研修の実施その他人権に配慮した業務遂行に努めるものとす 

 る。                                                                                   

                                                                                         

 （管理業務の継続が困難となった場合の措置等）                                           

第 42 条 乙は、管理業務の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、直ちにその 

 旨を甲に申し出なければならない。                                                       

２ 乙の責めに帰すべき事由により、管理業務の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、甲は、乙に対して改善勧告を行い、期間を定めて、改善計画書の提出およびその実施 

 を求めることができる。                                                                 

３ 不可抗力その他甲または乙の責めに帰することができない事由により管理業務の継続が困難と 

 なった場合は、甲と乙は、管理業務の継続の可否について協議するものとする。               

                                                                                         

                       第４章 指定期間満了以前の指定の取り消し等                        

                                                                                         

 （指定の取消しおよび業務の停止）                                                       

第 43 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、法第 244 条の２第 11項の規

定に基づき、その指定を取り消し、または期間を定めて管理業務の全部もしくは一部の停止を命

じることができる。                                                                       

(1) 乙が、乙の責めに帰すべき事由により、この協定もしくは年度協定に定める事項を履行しない 

 とき、または履行できる見込みがないと認められるとき。                                   

(2) 乙が、関係法令、条例および規則またはこの協定の規定に違反したとき。                   

(3) 指定管理者の指定手続きまたは管理業務の実施に当たり、乙に不正の行為があったとき。     

(4) 乙が、正当な理由がないのに管理業務に関する甲の指示に従わないとき。                   

(5) 乙が、前条第２項の改善勧告に対し、定められた期間内に改善計画書を提出せず、または改善 

 計画書に定められた事項を実施しなかったとき。                                           

(6) 乙が、管理業務に関して甲が求めた報告を行わず、もしくは実地調査等を拒否または妨害した 

 とき。                                                                                 
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(7) 倒産（破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、整理開始もしくは特別清算開始の申立ま 

 たは手形交換所による取引停止処分をいう。）もしくは財務状況が著しく悪化したことによって 

 管理業務の遂行が困難と認められ、または著しく社会的信用を損なう等により指定管理者として 

 ふさわしくないと認められるとき。                                                       

(8) 乙が、申請要項に明示した申請資格を満たさなくなったとき。                             

(9) 乙から指定取消しの申入れがあったとき。                                               

２ 前項の規定により指定を取り消し、または期間を定めて管理業務の全部もしくは一部の停止を 

 命じた 場合において、乙に損害・損失または追加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わ 

 ない。 

３ 乙は、第１項第１号から第８号までに該当すると認めるときは、直ちにその旨を甲に申し出な

ければならない。                                                                                 

                                                                                         

 （管理料の返還）                                                                       

第 44 条 乙は、前条の規定により指定を取り消されたとき、または期間を定めて管理業務の全部若 

 しくは一部の停止を命じられたときは、甲の請求により管理料の全部または一部を返還しなけれ 

 ばならない。                                                                           

                                                                                         

                                第５章 指定管理者の交代                                 

                                                                                         

 （施設等の引渡し）                                                                     

第 45 条 乙は、指定管理者の指定期間が満了し引き続き指定管理者として指定されなかったとき、 

 または第 43条により指定管理者の指定を取り消されたときは、管理物件を甲の指定する期日まで 

 に原状に回復した上で甲に引き渡さなければならない。ただし、甲が認めた場合には、乙は管理 

 物件の原状回復を行わず、別途甲が定める状態で甲に引き渡すことができるものとする。       

２ 前項の場合において、乙は、甲に対し管理物件に投じた必要費、有益費その他の費用の償還を 

 請求しないものとする。                                                                 

                                                                                         

 （管理業務の引継ぎ）                                                                   

第 46 条 乙は、指定管理者の指定期間の満了後、もしくは指定管理者の指定の取消し後において、 

 宿泊研修館の運営が遅滞なく円滑に実施されるよう、甲が定める期間内に甲または甲が指定した 

 者に対して管理業務の引継ぎを行わなければならない。ただし、乙が引き続き指定管理者となる 

 場合は、この限りではない。                                                             

２ 甲は、必要と認める場合には、指定期間の終了に先立ち、乙に対して甲または甲が指定する者 

 による管理物件の視察を申し出ることができるものとする。                                 

３ 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申し出に応じ 

 なければならない。                                                                     

                                                                                         

                                     第６章 その他                                      

                                                                                                                                                                             

 （管理業務の範囲外の業務）                                                             

第 47 条 乙は、宿泊研修館の設置目的に合致し、かつ管理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、自主事業を実施することができるものとする。                       

２ 乙は、自主事業を実施しようとする場合は、甲に対して自主事業実施計画書を提出し、事前に 

 甲の承認を受けなくてはならない。その際、甲と乙は必要に応じて協議を行うものとする。     

３ 甲は、乙が自主事業を実施するに当たって、実施条件を付すことができるものとする。       

４ 乙は、自主事業を実施するために宿泊研修館を使用する場合は、使用に係る施設の利用料金を 

 負担するものとする。                                                                   

                                                                                         

 （ネーミングライツ） 

第 48条 甲は、指定期間内に宿泊研修館においてネーミングライツを導入する場合は、その旨を乙

に通知するものとする。 

２ 前項の通知があった場合、乙は、ネーミングライツパートナーが定める愛称の定着に努めるも

のとし、乙が行う宿泊研修館の広報等において当該愛称を用いるとともに、イベント等の広報等に

おいて愛称が使用されるよう、主催者や施設利用者等に徹底するものとする。 
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（損害賠償）                                                                           

第 49 条 乙は、管理業務の執行に当たり、乙の責めに帰すべき事由により甲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 乙は、第 43条により指定を取り消され、または管理業務の全部または一部の停止を命ぜられた 

 場合において、甲に損害が発生したときは、その損害を賠償しなければならない。             

                                                                                         

 （重要事項の変更の届出）                                                               

第 50 条 乙は、定款、事務所の所在地、代表者の変更等を行ったときは、遅滞なく、変更したこと 

 を証する書類を添付の上、甲に届け出なければならない。                                   

                                                                                         

  （年度別の協定）                                                                       

第 51 条 年度別の管理業務の内容およびこれに係る管理料等必要な事項については、毎年度締結す 

 る年度協定において定めるものとする。                                                   

                                                                                         

 （権利義務の譲渡等の禁止）                                                             

第 52 条 乙は、この協定によって生じる権利および義務を第三者に譲渡し、もしくは承継させ、ま 

 たはその権利を担保に供してはならない。                                                 

                                                                                         

  （協定の改定）                                                                        

第 53 条 宿泊研修館の管理に関し、特別の事情が生じたときは、甲乙協議の上でこの協定を改定す 

 ることができる。                                                                       

                                                                                         

 （管轄裁判所）                                                                         

第 54 条 この協定について訴訟等が生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第１審 

 の裁判所とする。                                                                       

                                                                                         

 （疑義等の解決）                                                                       

第 55 条 この協定に定める事項の解釈について疑義が生じたときまたはこの協定に定めのない事

項で必要があるときは、その都度甲、乙協議して定めるものとする。                           

                                                                                         

                                                                                         

  この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれその１通を 

 所持する。                                                                             

                                                                                         

    平成  年  月  日                                                             

                                                                                         

                                                                                         

               甲  滋賀県大津市京町四丁目１番１号                         

                                                                                         

                  滋賀県教育委員会教育長  青 木  洋              

                                                                                         

                                                                                         

                         乙  
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別記   個人情報取扱特記事項                                                           
                                                                                         
 （基本的事項）                                            
第１ 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、管理業務を行うに当たっては、個人の権利利益を 
 侵害することのないよう適正に行わなければならない。                   
                                                                                      
  （秘密の保持）                                         
第２ 乙は、管理業務を行うことにより知り得た個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。 
２ 前項に規定する義務は、指定の期間が満了し、または指定が取り消された後も有効に存続する 
 ものとする。                                                                   
                                                                                         
 （委託の禁止）                                                                         
第３ 乙は、個人情報を取り扱う業務は自ら行うものとし、第三者に委託し、または請け負わせて 
 はならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。                   
２ 乙は、甲の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を委託し、または請け負わせる場合は、 
 甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を第三者に求めなければ 
 ならない。                                                                             
                                                                                         
 （安全確保の措置）                                       
第４ 乙は、管理業務を行うために甲から引き渡された個人情報を滅失、き損および改ざんしては 
 ならない。乙自らが当該業務を行うために作成し、または取得した個人情報についても、同様と 
 する。                                                                                 
                                                                                         
 （取得の制限）                                                                         
第５ 乙は、管理業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的の範囲内で適法か 
 つ適正な方法により行わなければならない。                                               
                                                                                         
  （目的外使用の禁止）                                      
第６  乙は、管理業務を行うために個人情報を取り扱う場合には、甲の指示または承諾がある場合 
 を除き、個人情報を当該業務の目的以外に使用し、または第三者に提供してはならない。       
                                                                                         
  （複写、複製の禁止）                                      
第７ 乙は、管理業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾な 
 しに複写し、または複製してはならない。                                                 
                                                                                         
 （資料等の返還等）                                       
第８ 乙は、管理業務を行うために甲から引き渡され、または乙自らが作成し、もしくは取得した 
 個人情報が記録された資料等は、管理業務終了後直ちに、甲に返還し、または引き渡すものとす 
 る。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。                         
                                                                                         
 （管理業務に従事する者への周知および監督）                                             
第９ 乙は、管理業務に従事している者に対し、在職中および退職後において、当該業務に関して 
 知り得た個人情報の内容を第三者に漏らし、または不当な目的に使用してはならないことその他 
 個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。                               
２ 乙は、管理業務を行うために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう必要かつ適切な監 
 督を行わなければならない。                                                             
                                                                                         
 （調査）                                            
第 10 甲は、乙が管理業務を行うために取り扱う個人情報の状況について、定期および必要に応じ
随時に調査をすること 
 ができる。 
２ 乙は、前項の調査について、甲の求めに応じて、前項の状況を甲に報告しなければならない。                                                                            
                                                                                         
 （指示）                                                                               
第 11 甲は、乙が管理業務を行うために取り扱う個人情報の状況について、不適正と認めるときは、 
 乙に対して必要な指示を行うことができる。                                               
                                                                                         
 （事故発生の報告）                                                                     
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第 12 乙は、管理業務を行うために取り扱う個人情報の漏えい、滅失またはき損等があった場合に 
 は、遅滞なくその状況を甲に報告し、その指示に従わなければならない。                 
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別紙１ 

 

管理業務仕様書 

１ 宿泊研修館の施設および設備の提供に関する業務の基準 

 (1) 施設等の使用の承認に関する業務 

  ① 使用の承認 

        宿泊研修館の施設のうち宿泊室および会議室（付帯設備を含む。）を使用しようとする者は、   

指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとす   

るときも同様とする。このため、指定管理者は、承認を必要とする施設等の手続きについて、   

あらかじめ定めること。 

  ② 申請の受付期間 

        上記①の申請の受付は、原則として使用しようとする日の３月前から７日前までとする。 

    ただし、次の場合は、使用しようとする日の１年前から仮申込みを受け付けることとする。 

    ・長浜ドームの使用予約を取得している者が利用する場合 

    ・県下全域またはそれを越える地域を対象とした事業で相当数の利用者が見込める場合 

    ・宿泊研修館の会議室等を利用して宿泊を含めた生涯学習、研修等の事業を開催する場合 

    ・その他必要と認められる場合 

    ③ 使用の承認の制限に関する事項 

    指定管理者は、上記①の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、   

承認しないことができる。 

   ア 宿泊研修館における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められると    

き。 

   イ 宿泊研修館の設置の目的に反すると認められるとき。 

   ウ 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められ    

るとき。 

      エ 宿泊研修館の施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。 

   オ 申請に係る宿泊室および会議室が宿泊研修館の事業を行うために必要であると認められる    

とき。 

      カ その他宿泊研修館の管理上支障があると認められるとき。 

          また、指定管理者は、上記①の承認をする場合においては、宿泊研修館の管理上必要な限    

度において、条件を付すことができる。 

  ④ 使用の承認の取消し等に関する事項 

       指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、または使用   

を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。 

   ア 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。 

   イ  使用者が詐欺その他の不正の行為によって承認を受けたとき。 

      ウ  使用者が上記②の各号（オを除く。）のいずれかに該当するに至ったとき。 

   エ  使用者が滋賀県立長浜ドームの設置および管理に関する条例（以下「条例」という。）ま

たは滋賀県立長浜ドームの設置および管理に関する条例施行規則に違反したとき。 

      オ  使用者が承認の条件に違反したとき。 

      カ 承認に係る宿泊室および会議室が災害その他の事故により使用できなくなったとき。 

      キ その他指定管理者が特に必要と認めたとき。 

 (2) 施設の使用に伴う付帯設備の貸出に関する業務    

   利用者が施設の使用に伴い付帯設備の貸出を望む場合、利用当日の申し出であっても真摯に対  

応し、貸出を行うこと。なお、貸出前には安全確認・動作確認等を行い、また使用後については、  

必ず点検を行い、不良箇所等がある場合は利用者に手直しをさせること。 

 (3) 施設の利用案内に関する業務 

   指定管理者は、各種使用のための申請書類および使用の手引書を作成し、電話による問い合わ  
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せや施設の見学等に対応すること。 

   また、利用者の入館時に施設の利用方法や注意事項、病気やケガが発生したときの対応方法等  

を説明すること。 

     宿泊者等への食事の提供については、目的外使用許可している館内のレストランと連携して対  

応すること。 

   なお、施設内や案内パンフレット等に、指定管理者により管理運営されている施設であること  

を表示すること。 

 (4) 利用者に対する相談・助言に関する業務    

   指定管理者は、県民が施設を利用する際、必要な指導・助言を行うこと。 

   なお、宿泊研修館の運営に従事する職員は、名札を着用するなど、常に利用者に施設職員と分  

かるようにすること。 

 (5) 使用に係る料金の徴収に関する業務 

  ① 利用料金の設定 

       宿泊室および会議室（付帯設備を含む。）に係る利用料金は、条例で定める額の範囲内にお      

いて、指定管理者があらかじめ教育長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとす   

るときも、同様とする。 

    なお、指定管理者が利用料金を設定するにあたっては、施設の有効活用の観点および収支状      

況等を踏まえ、適切なものとすること。 

  ② 利用料金の徴収 

      ア 指定管理者は、利用料金を自己の収入として徴収する。また、利用料金は、承認に係る施    

設等の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場    

合は、この限りでない。 

      イ 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に    

係る施設等を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であって教    

育委員会の承認を得たときは、この限りでない。 

    ③ 利用料金の減免 

       指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ教育長の承認を得て、   

利用料金を減免することができる。 

 (6) 日報、帳簿類の作成 

      指定管理者は、日報、各種帳簿類を作成し、利用者数や利用料金等の施設運営の状況を記録す  

るとともに、一定期間保管し、教育委員会の求めがあったときには閲覧に供すること。 

 

２ 施設および設備の維持管理に関する業務の基準 

    指定管理者は、宿泊研修館の施設および設備の機能と環境を良好に維持し、サービス提供が常に 

円滑に行われるように、施設および設備の日常点検、保守および法定の保守管理業務を行うこと。 

  また、業務の詳細は、別添「滋賀県立長浜ドーム宿泊研修館施設および設備の維持管理に関する 

業務仕様明細書」に定めるとおりとする。なお、当該仕様明細書の内容は、現行の施設管理等の仕 

様であり、申請に当たっては、これを参考にして提案を行うこととなるが、別の仕様で業務を行う 

方がより施設管理の面等で優れていると思われる場合は、異なった仕様で提案しても差し支えない。  

ただし、その場合には、変更した箇所について、当該変更に係るメリット、具体的な提案等につい

て説明を行うこと。 

 (1) 日常点検業務 

      施設および設備等について、目視等による巡回点検を行い、常に安全かつ良好な状態を保持し、  

異常を発見した場合は、速やかに適切な処置を行うこと。 

   また、建築設備等について、日常点検、法定点検、定期点検および清掃等を行い、状態、性能  

を維持すること。 

 (2) 保守管理業務 
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   施設および設備等の適正な機能維持、安全で快適な利用環境を確保するため、保守管理を徹底  

すること。 

 (3) 植栽等管理業務 

   宿泊研修館全体の美化を図り、潤いある空間を確保するため、施設敷地内における樹木の剪定  

や草刈りなど、適正な緑化管理を行うこと。 

 (4) 清掃業務 

      施設等の環境を清潔で快適に維持し、利用者が安全に気持ちよく利用できるよう、清掃や消毒  

作業を行うとともに、施設利用者の支障とならないように十分配慮して業務を行うこと。 

 (5) 修繕業務 

   施設および設備等が破損・老朽化などにより、安全または管理運営上、支障が生じた場合には、  

直ちに修繕を行うこと。ただし、大規模な修繕を要する場合については、申請要項の規定を参照  

すること。 

 (6) 備品管理業務 

   備品の管理にあたっては、常に良好な状態で使用できるよう、日常の点検・補修を行うこと。 

      また、使用前後の個数確認と年１回の総点検を行うこと。 

 (7) 駐車場管理業務 

      構内の車輌が円滑に運行および駐車ができるよう、駐車場の管理業務を適切に行うこと。 

 (8) 保安警備業務 

   施設内の秩序を維持し、事故・盗難、破壊等の犯罪などの発生を警戒、防止し、財産の保全を  

図るとともに、利用者が安心して利用できる環境の確保に努めること。 

 (9) 防火・防災業務 

   火災や大地震など緊急時を想定した危機管理体制の構築・行動マニュアルの作成、避難訓練・  

職員研修等を充実するなど、防火および防災に万全を期し、利用者が安全に利用できる環境の確  

保に努めること。 

 (10) 維持管理計画等の作成 

   指定管理者は、年度当初に施設維持管理計画（点検整備、法令に基づく測定・検査、調査等）  

を作成し、教育委員会に提出すること。 

   また、計画に従って実施した点検・評価結果、整備状況、修繕等については記録を行い、翌年  

度の施設維持管理計画に反映させること。 

   なお、施設維持管理業務の実施状況を記録した書類については、一定期間保管し、教育委員会  

の求めがあったときには閲覧に供すること。 

 

３ 文化的行事の実施に関する業務の基準 

 (1) 公開講座の開催に関する業務 

  ① 目的 

       宿泊研修館を地域に開かれた施設として開放し、青少年をはじめ県民が気軽に生涯学習でき   

る機会を提供することを目的とする。 

  ② 内容 

   ア 公開講座として一般県民を対象に実施し、１回当たり５０名程度を対象に実施すること。   

イ 地域に関連した内容とし、県民が体験し、受講後にその体験を生かせるものとすること。   

ウ 講座内容中に、現代的課題を含むものとすること。 

   エ 開催場所は宿泊研修館とし、開催回数は年４回で１回につき２時間程度の講座とすること。 

４ その他設置の目的を達成するために必要な業務の基準 

 (1) 青少年団体活動の支援に関する業務 

    目的外使用許可している青年団活動室については、青年団活動の拠点として利用されるよう配  

慮するなど青少年団体活動の支援に努めること。 

  (2) 施設の利活用促進に関する業務 

   指定管理者は、宿泊研修館の効用を最大限発揮するため、利活用促進に努めることとし、次の  

事項を実施すること。 
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  ① 広報活動 

        指定管理者は、施設・イベントのＰＲおよび情報提供のため、以下の例を参考に、必要な媒   

体の作成、配布等を行うこと。 

      ア 宿泊研修館のホームページの更新 

      イ 施設案内パンフレットの作成・配布 

   ウ イベント情報誌等の作成・配布 

      エ パブリシティへの情報提供 

   オ 宿泊研修館の事業報告、事業概要、施設の業務等を紹介する資料の作成・配布またはホー    

ムページでの公開 

  ② 誘致活動 

    指定管理者は、学校、社会教育関係団体、青少年関係団体、企業等への誘致活動の実施や旅   

行業者との連携強化を図ること。 

  ③ 長浜ドームとの連携・協力等 

    指定管理者は、長浜ドームの指定管理者と情報を共有する場を設けて、広報面・営業面にお

ける長浜ドームとの連携・協力を強化するとともに、長浜ドームの利用者への宿泊研修館の利

用の働きかけや、長浜ドームの利用者が宿泊研修館に宿泊した場合のサービス等、宿泊研修館

の利用率向上につながるような対策を長浜ドームの指定管理者と連携して実施すること。 

 

５ 人員の配置等 

 (1) 人員の配置 

  ① 管理運営業務を実施するために必要な業務執行体制を確保するとともに、労働基準法等関係   

法令を遵守し、管理運営を効率的に行うための業務形態にあった適正な人数の職員を配置する   

こと。 

    また、職員の勤務体制は、施設の管理運営に支障がないよう配慮するとともに、利用者の要   

望に応えられるものにすること。 

  ② 宿泊研修施設での勤務経験、会計経理の実務経験を有する者を施設の管理運営責任者として   

常勤雇用で１名配置すること。 

    また、受付業務に常時１名以上配置し、利用者へのサービスに支障がないようにするととも   

に、夜間については、宿直者を１名以上配置すること。 

  ③ 防火管理者を置くこと。 

   ④ 利用料金の徴収、保管については、出納責任者および現金取扱者を置いて適正な管理を行う   

こと。 

  ⑤ 職員は、施設利用者に対して、施設備品の適切な取扱いや安全指導が行える者を配置するこ   

と。 

  (2) 職員の研修等 

      職員の資質の向上を図るため、研修を実施するとともに、施設の管理運営に必要な知識と技術    

の習得に努めること。 

 

６ その他 

 (1) 平成 31 年３月 31 日以前において、既に使用承認のあった施設利用や実施が決定している事業

については、これらを引き継ぐこととする。 

 (2) レストラン、青年団活動室、自動販売機等に係る教育財産の目的外使用許可に関する業務は、

教育委員会が行う。 

 (3) 宿泊研修館の業務に必要な車輛を公用車として次のとおり貸し付けるので、当該車輛の適切な

管理に努めること。 

軽自動車 滋賀５８０ ね ４４１０ ダイハツ テリオスキッド ６５０cc 

 
 

 



 

別紙２                                                                                  

             管 理 す る 施 設、設 備 お よ び 備 品                             

                                                                                                       

１ 管理する施設および設備の概要                                                         

 (1) 施設の名称        滋賀県立長浜ドーム宿泊研修館                                       

 (2) 施設の所在地   滋賀県長浜市田村町 1411－１                                         

  (3) 設 置 年 月          平成４年 10月                                                       

 (4) 施設設置の目的・役割                                                               

    宿泊研修館は、長浜ドーム利用者等の宿泊利用とともに、青少年をはじめ広く県民文化の向 

  上のための拠点として、また、湖北地域における青少年団体活動の拠点施設として活用される 

  ことを目的に設置したものである。                                                     

 (5) 基本的な運営方針                                                                   

      宿泊研修館においては、青少年の健全な育成と広く県民文化の向上に寄与することを基本方 

  針として、隣接する長浜ドームとの連携を図り、長浜ドーム利用者等の宿泊利用を確保すると 

  ともに、青少年を中心とした自主的かつ創造的な活動の場や、文化・教養の場、研修の場を提 

  供することとする。さらに、指定管理者自らの創意工夫により魅力ある事業を企画・実施し、 

  より一層効果的かつ効率的な管理運営に努めることとする。                               

 (6) 施設の規模                                                                         

① 敷地面積 ４，３６８㎡（長浜ドーム敷地の一部であり、別添図面のとおりとする。)  

  

 

  

  

②  建物 長浜ドーム宿泊研修館 プ ロ パ ン 庫 

 

 

 

構造 鉄筋コンクリート造、地上２階建 コンクリートブロック造、地上１階建 

建築面積          ６７３．４４㎡            ２４．００㎡ 

延床面積        １，４４９．２３㎡            ２４．００㎡ 

③  平面図 別添図面のとおり 

 (7) 施設の内容                                                                         

    ①  １階                                                                             

        会議室：利用定員 ８１名（机対応）                                               

          会議室Ａ・・・定員４５名                                                      

         会議室Ｂ・・・定員３６名                                                       

        事務所、トイレ（男子用、女子用、障害者用）、ロビー等                              

    ②  ２階                                                                             

        宿泊室：利用定員 ５４名（最大 ６７名）                                         

         洋室（バス・トイレ付）・・・１室２名（最大３名）、６室                           

         和室（１２帖）・・・・・・・１室６名（最大７名）、７室                           

      浴室（２箇所）、談話室、トイレ・洗面所（男子用、女子用）等                        

    ③ 屋外                                                                             

        駐車場、樹木・植栽等                                                             

    ④  宿泊研修館の目的外使用を許可している施設                                         

     ア レストラン（１階）                                            

     イ 青年団活動室（１階）                                            

     ウ 自動販売機                                                                                                                             

       飲料水自動販売機（１階）   １台                                           

                                                                                         

２ 管理する備品                                                                         

      別添「滋賀県立長浜ドーム宿泊研修館貸付備品一覧表」のとおりとする。 









　　　　　　　　　　　　　　　　　　長浜ドーム宿泊研修館貸付備品一覧表　　　　　　　　　　(2018.4.1現在)　別添

物品番号 品目名 品名補記 形状規格 取得年月日 単価

94004148 日本画 琵琶湖周航の歌 宮村　長 1992年12月18日 468,650

94014027 テーブル
Ｗ１５００－Ｄ９００－
Ｈ７００　ＫＸＭ－

1992年9月28日 86,600

94014028 テーブル
Ｗ１５００－Ｄ９００－
Ｈ７００　ＫＸＭ－

1992年9月28日 86,600

94014029 テーブル
Ｗ１５００－Ｄ９００－
Ｈ７００　ＫＸＭ－

1992年9月28日 86,600

94014030 テーブル
Ｗ１５００－Ｄ９００－
Ｈ７００　ＫＸＭ－

1992年9月28日 86,600

94014031 テーブル
Ｗ１５００－Ｄ９００－
Ｈ７００　ＫＸＭ－

1992年9月28日 86,600

94014032 テーブル
Ｗ１５００－Ｄ９００－
Ｈ７００　ＫＸＭ－

1992年9月28日 86,600

94014033 テーブル
Ｗ１５００－Ｄ９００－
Ｈ７００　ＫＸＭ－

1992年9月28日 86,600

94014034 テーブル
Ｗ１５００－Ｄ９００－
Ｈ７００　ＫＸＭ－

1992年9月28日 86,600

94014035 座机 座卓
オリバー　ＺＴ－６６
Ｗ１２００－Ｄ７５

1992年9月25日 40,800

94014036 座机 座卓
オリバー　ＺＴ－６６
Ｗ１２００－Ｄ７５

1992年9月25日 40,800

94014037 座机 座卓
オリバー　ＺＴ－６６
Ｗ１２００－Ｄ７５

1992年9月25日 40,800

94014038 座机 座卓
オリバー　ＺＴ－６６
Ｗ１２００－Ｄ７５

1992年9月25日 40,800

94014039 座机 座卓
オリバー　ＺＴ－６６
　Ｗ１２００－Ｄ７５

1992年9月25日 40,800

94014040 座机 座卓
オリバー　ＺＴ－６６
Ｗ１２００－Ｄ７５

1992年9月25日 40,800

94014041 座机 座卓
オリバー　ＺＴ－６６
Ｗ１２００－Ｄ７５

1992年9月25日 40,800

94014048 テーブル 折りたたみ ＭＴＯ　１５６０　ＳＰＷ 1992年10月1日 36,153

94014049 テーブル 折りたたみ ＭＴＯ　１５６０　ＳＰＷ 1992年10月1日 36,153

94014050 テーブル 折りたたみ ＭＴＯ　１５６０　ＳＰＷ 1992年10月1日 36,153

94014051 テーブル 折りたたみ ＭＴＯ　１５６０　ＳＰＷ 1992年10月1日 36,153

94014052 テーブル 折りたたみ ＭＴＯ　１５６０　ＳＰＷ 1992年10月1日 36,153

94014053 テーブル 折りたたみ ＭＴＯ　１５６０　ＳＰＷ 1992年10月1日 36,153

94014060 テーブル ワークテーブル １２００×７５０×８５０ 1992年9月17日 77,250

94014061 テーブル ワークテーブル １２００×７５０×８５０ 1992年9月17日 77,250

94014062 テーブル ワークテーブル １２００×７５０×８５０ 1992年9月17日 77,250

94014077 テーブル ナイトテーブル Ｈ２３４　Ｌ 1992年9月29日 119,800

94014078 テーブル ナイトテーブル Ｈ２３４　Ｌ 1992年9月29日 119,800

94014079 テーブル ナイトテーブル Ｈ２３４　Ｌ 1992年9月29日 119,800



物品番号 品目名 品名補記 形状規格 取得年月日 単価

94014080 テーブル ナイトテーブル Ｈ２３４　Ｌ 1992年9月29日 119,800

94014081 テーブル ナイトテーブル Ｈ２３４　Ｌ 1992年9月29日 119,800

94014082 テーブル ナイトテーブル Ｈ２３４　Ｌ 1992年9月29日 119,800

94014083 テーブル
Ｗ６００－Ｄ９００－
Ｈ７００　７８０ＬＧ

1992年9月28日 33,300

94014084 テーブル
Ｗ６００－Ｄ９００－
Ｈ７００　７８０ＬＧ

1992年9月28日 33,300

94014085 テーブル
Ｗ６００－Ｄ９００－
Ｈ７００　７８０ＬＧ

1992年9月28日 33,300

94014086 テーブル
Ｗ６００－Ｄ９００－
Ｈ７００　７８０ＬＧ

1992年9月28日 33,300

94014090
肘付回転
椅      子

オカムラ　２８４３　ＣＺ 1992年9月16日 33,200

94014092
肘付回転
椅      子

オカムラ　２８４３　ＣＺ 1992年9月16日 33,200

94014093
肘付回転
椅      子

オカムラ　２８４３　ＣＺ 1992年9月16日 33,200

94014094
肘付回転
椅      子

オカムラ　２８４３　ＣＺ 1992年9月16日 33,200

94014120 ラック
３段ファイル
引出し

ＢＳＷ－０９１１Ｓ－３ 1992年9月28日 37,492

94014121 ラック
３段ファイル
引出し

ＢＳＷ－０９１１Ｓ－３ 1992年9月28日 37,492

94014182 寝台 ホールド イースタン 1992年9月29日 66,600

94014183 寝台 ホールド イースタン 1992年9月29日 66,600

94014184 寝台 ホールド イースタン 1992年9月29日 66,600

94014185 寝台 ホールド イースタン 1992年9月29日 66,600

94014186 寝台 ホールド イースタン 1992年9月29日 66,600

94014187 寝台 ホールド イースタン 1992年9月29日 66,600

94014188 寝台 シングル ＭＢコンホール 1992年9月29日 48,600

94014189 寝台 シングル ＭＢコンホール 1992年9月29日 48,600

94014190 寝台 シングル ＭＢコンホール 1992年9月29日 48,600

94014191 寝台 シングル ＭＢコンホール 1992年9月29日 48,600

94014192 寝台 シングル ＭＢコンホール 1992年9月29日 48,600

94014193 寝台 シングル ＭＢコンホール 1992年9月29日 48,600

94014194 寝台 シングル ＭＢコンホール 1992年9月29日 48,600

94014195 寝台 シングル ＭＢコンホール 1992年9月29日 48,600

94014196 寝台 シングル ＭＢコンホール 1992年9月29日 48,600

94014197 寝台 シングル ＭＢコンホール 1992年9月29日 48,600



物品番号 品目名 品名補記 形状規格 取得年月日 単価

94014198 寝台 シングル ＭＢコンホール 1992年9月29日 48,600

94014199 寝台 シングル ＭＢコンホール 1992年9月29日 48,600

94014214
テープ
レコーダー

ＲＸ－ＤＴ５０５ 1992年9月30日 30,800

94014220 電気冷蔵庫 ＭＲ．１１Ｋ 1992年9月30日 38,900

94046824 調理台 ダイニングボート ＭＫＭＧ－５３ 1992年11月20日 110,000

94046832 カメラ
ミノルタ
α－７ｘｉ

ＡＦＸＩ２８～１０５・
１００～３００

1992年5月13日 173,000

94046835 雑誌架
パンフレット
スタンド

ＺＲ－ＰＳ５０ 1992年10月5日 30,797

94046839 物置
イナバ　多雪地型ＭＤ
Ｎ１２０型

1992年11月2日 499,550

94046840 金庫 耐火 ３０３－２１２０ 1992年9月29日 154,500

94046841 傘立て ＵＳ－１８１ 1992年10月6日 30,694

94046842 書庫 スチール引違い書庫 ＢＳＷ－０９１９Ｈ 1992年9月28日 31,415

94046844 流し台 オフィスキッチン ＯＫ３－ＩＶ 1992年9月28日 36,900

94046845 流し台 ビジネスキッチン
３１８－１２６０
２６Ｗ型

1992年9月30日 42,900

94046846 戸棚 １５００×３５０×８００ 1992年9月17日 43,260

94046849 その他椅子類 オカムラＣＡ４３ＺＲ 1992年9月16日 55,300

94046850 演台 ＷＡ－１２Ｍ 1992年10月5日 69,319

94046852 ラック
並行移動用
ベース

ＮＢＷ－２３ＢＢ－２３ 1992年9月28日 134,724

94046855 物置台 レジ台 マルカツ　７１０５ 1992年10月2日 43,500

94046856 調理台 ダイニングボード ＭＫＭＧ－５２ 1992年11月20日 55,000

94046866 映写スクリーン オフィススクリーン
３５７－２６０１・５ＰＳ
－１４３０グレ

1992年9月28日 93,936

94046878 テーブル ＫＢＤ１８９０－ＯＡ 1992年9月28日 41,663

94046881 アンプ ワイヤレスアンプ ユニペックスＷＡ３０２Ｃ 1992年9月30日 52,200

94046890 パネル
ミルキーウェイ
８５０－６００

1992年10月9日 35,000

94046896 パネル
プリンセスクラブ
６００－８５０

1992年10月9日 35,000

94046897 パネル レインボーウェディング 1992年10月9日 35,000

94046901 パネル コンサート 1992年12月18日 30,000

94046904 パネル ホリデェイ８５０－６００ 1992年10月9日 35,000

94170861 映写スクリーン 投影スクリーン ２６６－１２３７ 1992年9月28日 32,000

94176382 ブラインド ロールスクリーン
スプリッグ　１１０５
２１７０－２６００

1992年9月26日 47,071



物品番号 品目名 品名補記 形状規格 取得年月日 単価

94176383 ブラインド ロールスクリーン
スプリッグ　１１０５
２１７０－２６００

1992年9月26日 47,071

94176384 ブラインド ロールスクリーン
スプリッグ　１１０５
２２５０－２６００

1992年9月26日 47,071

94176385 案内板
移動式案内
表示版

1993年3月17日 72,100

96003697
その他電気情
報通信機器類

電気冷凍庫 ＧＳＳ－３０６５Ｆ３ 1996年8月29日 216,300

98021183 梯子 避難はしご ＯＡ１１０２ 1999年3月15日 54,000

7003894 電話交換機 電話設備機器
ＮＥＣ　Ａｓｐｉｒｅ
基本主装置

2006年3月27日 472,500

7003895 電気冷蔵庫 冷蔵庫 フクシマＥＥＤ－６０ＲＥ 2006年3月30日 262,500

7003896 電気冷蔵庫 冷凍庫 フクシマＥＸＤ－３４ＦＭ 2006年3月30日 241,500

7003897 ブラインド ロールスクリーン
遮光
Ｗ１９６０Ｈ２１００

2006年3月28日 31,839

7003898 ブラインド ロールスクリーン
遮光
Ｗ１９６０Ｈ２１００

2006年3月28日 31,839

7003899 ブラインド ロールスクリーン
遮光
Ｗ１９６０Ｈ２１００

2006年3月28日 31,839

9003183 テレビ
デジタルテレビ
（２０型）　東芝

１９Ｒ９０００ 2010年2月25日 38,850

9003184 テレビ
デジタルテレビ
（２０型）　東芝

１９Ｒ９０００ 2010年2月25日 38,850

9003185 テレビ
デジタルテレビ
（２０型）　東芝

１９Ｒ９０００ 2010年2月25日 38,850

9003186 テレビ
デジタルテレビ
（２０型）　東芝

１９Ｒ９０００ 2010年2月25日 38,850

9003187 テレビ
デジタルテレビ
（２０型）　東芝

１９Ｒ９０００ 2010年2月25日 38,850

9003188 テレビ
デジタルテレビ
（２０型）　東芝

１９Ｒ９０００ 2010年2月25日 38,850

9003189 テレビ
デジタルテレビ
（２０型）　東芝

１９Ｒ９０００ 2010年2月25日 38,850

9003190 テレビ
デジタルテレビ
（２０型）　東芝

１９Ｒ９０００ 2010年2月25日 38,850

9003191 テレビ
デジタルテレビ
（２０型）　東芝

１９Ｒ９０００ 2010年2月25日 38,850

9003192 テレビ
デジタルテレビ
（２０型）　東芝

１９Ｒ９０００ 2010年2月25日 38,850

9003193 テレビ
デジタルテレビ
（２０型）　東芝

１９Ｒ９０００ 2010年2月25日 38,850

9003194 テレビ
デジタルテレビ
（２０型）　東芝

１９Ｒ９０００ 2010年2月25日 38,850

9003195 テレビ
デジタルテレビ
（２０型）　東芝

１９Ｒ９０００ 2010年2月25日 38,850

10001553 テレビ
液晶テレビ
(３２型)　シャープ

LC-32E7-B 2010年12月9日 49,800

10002182 軽自動車 ダイハツテリオスキッド J111G-051422 2011年2月23日 500,000

94079175
その他室内装
飾用具類

少女の像 1976年5月29日 70,000

16002863
パーソナルコン
ピュータ

HP14-ac00 2015年8月7日 57,024

16003096
パーソナル冷
蔵庫

SJ-H12Y 2016年4月16日 37,584



物品番号 品目名 品名補記 形状規格 取得年月日 単価

16003097
パーソナル冷
蔵庫

SJ-H12Y 2016年4月16日 37,584

17004238 製氷機 FTC-A25KT 2017年4月5日 246,240

17004239
パーソナルコン
ピュータ

東芝15.6型ノートPC 2017年10月10日 67,608



 

平成 31年度における滋賀県立長浜ドーム(宿泊研修館に限る。)の管理運営 

に関する協定書（案） 
 
 

滋賀県教育委員会教育長  青木  洋（以下「甲」という。）と  （以 

下「乙」という。）とは、平成  年  月  日に締結した「滋賀県立長浜ドーム（宿泊研修館に限る。） 

の管理運営に関する協定（基本協定）」（以下「基本協定」という。）第８条に基づき、平成 31 

年度における滋賀県立長浜ドーム（宿泊研修館に限る。）の管理業務の実施に当たり、次のとおり 

協定を締結する。 

 
（趣旨） 

第１条  この協定は、平成 31 年度における滋賀県立長浜ドーム（宿泊研修館に限る。）の管理業務 

の実施に当たり、必要な事項を定めるものとする。 

 
（協定の期間） 

第２条  この協定の期間は、平成 31 年４月１日から平成 32 年３月 31 日までとする。 

 
（事業計画） 

第３条  平成 31 年度における管理業務の内容は、別紙に定める計画書のとおりとし、乙は計画に沿 

って管理業務を行わなければならない。 

２  乙は、事業計画、人員配置計画または収支計画の内容を変更しようとする場合は、甲の承認を 

得なければならない。ただし、経費の配分の変更についてはこの限りでない。 

 
（管理料） 

第４条  基本協定第８条に基づき甲が乙に支払う平成 31 年度の管理料は、年額  円 

（消費税および地方消費税を含む。）とする。 

（疑義の決定） 

第５条  この協定に関して、疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 
 
 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれその１通を 

所持する。 

 
平成  年  月  日 

 
 

甲  滋賀県大津市京町四丁目１番１号  

滋賀県教育委員会教育長  青  木  洋 
 
 
 
 
 

乙 


