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１．施設の概要 

 

（１）施設の名称 

道の駅「たがみ」 

 

（２）所在地 

新潟県南蒲原郡田上町大字原ヶ崎新田 3072番地 

 

（３）設置目的 

道路利用者等への良好な休憩場所の提供及び地域情報等の発信により町民と来訪者と

の交流を促進するとともに、地場特産品等の販売等による地域産業の振興並びに地域の

文化活動の拠点として町民の福祉の向上を図ることを目的とします。  

 

（４）施設の概要 

①敷地面積 11,469.45㎡ 

②建物（基本設計） 

（ア）情報発信・トイレ・休憩コーナー【情報発信施設】 

・構造   木造 地上１階 

・建築面積 288.00㎡ 

・延床面積 288.00㎡ 

 

（イ）農産物直売所・飲食コーナー・物販スペース【地域連携施設】 

・構造   木造 地上１階 

・建築面積 432.00㎡ 

・延床面積 432.00㎡ 

 

（５）管理する主な施設 

①建物（基本設計） 

（ア）農産物直売所・飲食コーナー・物販スペース【情報発信施設】 

・提供・休憩コーナー   106.30㎡     

・トイレ・おむつ交換室  165.38㎡ 

・授乳室          8.62㎡ 

・倉庫           7.70㎡ 

（イ）農産物直売所・飲食コーナー・物販スペース【地域連携施設】 

・農産物直売所       144.00㎡ 

・飲食コーナー        81.00㎡ 
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・風除室          18.00㎡ 

・物販スペース       189.00㎡ 

 

 

②屋外（基本設計） 

（ア）駐車場 

・駐車場             4,835.69㎡ 

（大型車７台、小型車 102台、２輪車 5台、福祉車４台、ＥＶ車２台） 

・進入路・サービス通路       874.00㎡ 

（イ）外構 

・雁木（アーケード）・歩行者通路  1,678.00㎡ 

・遊歩道・フラワーロード     約 3,000㎡ 

・憩いの広場            702.00㎡ 

 ・植栽              1,433.00㎡ 

※情報提供・トイレ・休憩コーナー・駐車場については年中無休、24時間利用可能です。 

※今後の設計検討等により、施設詳細（面積、便器の器数、駐車マス等）が変更となる

場合があります。  

 

２．指定の期間 

 

（１）指定管理者の指定  

・指定管理希望者として選定された者は、本町と協議のうえで覚書を締結し、開業準備

を行います。  

・その後、本町は指定管理希望者と指定管理業務を円滑に実施するための基本的事項を

定める協定にする協議を行い、議会の議決を経て、指定管理者に指定します。  

・議会での議決が得られない場合、又は議決を得るまでの間に指定管理者として指定す

ることが著しく不適当と認められる事情が生じた場合は、指定管理者として指定しま

せん。これらの場合、指定管理希望者が応募に関して負担した費用及び開業準備のた

めに負担した費用については、一切補償しません。  

 

（２）指定管理希望者の期間 

・平成 31年 2月から平成 32年 3月を指定管理希望者の期間として予定しています。  

 

（３）指定期間  

・平成 32 年 4 月から平成 37 年 3 月末までの５年を最初の指定期間として予定していま

す。 
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・開業は、平成 32年 7月を予定していますが、工事進捗等により変更となる場合があり

ます。その場合、変更となる時期について事前に協議しますが、本町はそれに伴う補

償は一切いたしません。  

・上記の指定期間における業務実績が一定の水準を満たしていると本町が認めた場合に

は、議会の議決を経て、指定期間の更新を行うことを可能とします。  

 

※指定期間は今後の協議により変更となる場合があります。 

 

３．管理運営方針 

 

指定管理者の創意工夫により質の高いサービスの提供と効果的・効率的な管理運営を行

うとともに、「道の駅基本計画」に示す整備コンセプト等の実現をめざすものとします。  

 

（１）管理運営にあたっての基本方針（基本計画より） 

①町民が快適に安心して利用できる道の駅 

・町民の日常生活をサポートするため、食料品などを販売・提供すること。 

・道の駅で取り扱う商品の品質管理を徹底し、食の安全確保に努めること。 

・農産物や商品を安心して購入してもらえるよう、出荷者や製造場所などの情報開示や

料理レシピの紹介、さらには試食の提供を行うこと。 

・利用者に気持ち良く施設を利用してもらうため、定期的な清掃や施設美化への努力、

施設の清潔感の保持に努めること。 

②田上町の顔となる道の駅 

・田上の農産物などの直売、食事メニューの提供を行うこと。 

・田上の魅力や取り組み、活動に関する情報発信の場としての運用を高め、町内外に対

して田上町を PR すること。 

・田上町の情報発信・提供を継続的、効果的に行っていくための体制づくりを行うこと。 

・田上町交流会館や憩いの広場を活かした町民の活動、活躍の場を提供するとともに、

交流人口の増加を図ること。 

③人と環境にやさしい道の駅 

・利用者の視点に立ったサービスを提供するため、施設内の案内・誘導表示の設置やユ

ニバーサルデザインを導入した施設づくりを行い「わかりやすく、使いやすい」施設

とすること。 

・簡易包装による商品提供やマイバッグ持参の呼びかけを推進するとともに、食品残渣

の堆肥化なども検討し、ごみの減量、削減に努めること。 

④町民とともに成長していく道の駅 

・施設内の美化や維持管理面において、町民から協力を得るための方策を検討すること。 
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・会員制度やポイントカードの発行など、リピーターやサポーターを増やすための取り

組みを行うこと。 

 

（２）維持管理・運営方針  

・施設の設置目的を踏まえ、行政の代行としての基本姿勢に立って適正な管理運営を行

うとともに、公の施設であることを常に念頭におき、施設の利用に関し公正・公平性

を確保すること。  

・道の駅の特性を十分に理解し、運営ノウハウを発揮しながら、適切な管理水準を確保

すること。  

・創意工夫のある企画や効率的な運営などにより、施設利用者の多様なニーズに応え、

質の高いサービスの提供を図り、施設全体としての統一的な魅力発揮を目指すととも

に、施設利用者や町民等の意見を運営に反映し、満足度の向上に努めること。  

・地元生産者や関係団体等との連携を図り、農林水産物や特産品等を継続的に供給する

仕組みや体制を構築するとともに、観光の拠点として魅力あふれる地域情報の提供を

積極的に推進すること。  

・施設や各種設備の位置・機能・特性を十分に把握し、全ての施設や設備を清潔かつ正

常に保持するとともに、誰もが快適かつ安全に施設を利用できるよう適正な維持管理

を行い、必要に応じて保守点検を行うこと。  

 

４．管理区分 

 

・指定管理者は、本書に記載の施設を対象に業務を行うものとします。  

・施設の管理区分（県及び町）については、今後協議予定の道路管理者と本町における協

定の内容に基づき、指定管理者が道路管理者から管理に関する業務委託を受ける可能性

も含め、管理方法を決定する予定です。  

 

５．営業時間及び休館日 

 

・地域連携施設（農産物直売所・飲食コーナー・物販スペース）は、原則年中無休、午前

から午後を通じて 6 時間以上の営業を基本とし、それを超える営業時間については、事

業者からの提案に基づき、本町と協議のうえ決定するものとします（季節によっての営

業時間の変更も可能とします）。  

・また、情報提供・トイレ・休憩コーナーは、24 時間利用可能としますが、その管理運営

方法については、事業者からの提案に基づき、本町と協議のうえ決定するものとします。  

・各施設は年中無休が原則ですが、館内清掃や設備メンテナンス、職員研修などの理由か

ら、定期的な休館日を設ける提案も可とします。  



7 

 ・指定管理者が特に必要があると認めたときは、町長の承認を得て、臨時に休館又は営業

時間を変更できるものとします。  

 

６．関係法令の遵守 

 

・指定管理者は、次に挙げる関係法令のほか、業務を遂行するうえで関連する法令がある

場合はあわせて遵守しなければなりません。  

  

（１）地方自治法（昭和 22年法律第 67号）  

（２）労働基準法（昭和 22年法律第 49号）  

（３）最低賃金法（昭和 34年法律第 137号）  

（４）個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）  

（５）消防法（昭和 23年法律第 186号）  

（６）食品衛生法（昭和 22年法律第 233号）  

（７）電気事業法（昭和 39年法律第 170号）  

（８）水道法（昭和 32年法律第 177号）  

（９）建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45年法律第 20号）  

（10）田上町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成 20年条例第 15号） 

（11）田上町外部委託等審査委員会設置規則（平成 20年規則第 18号） 

（12）田上町個人情報保護条例（平成 17年条例第 2号） 

（13）田上町情報公開条例（平成 17年条例第 1号） 

（14）その他の関係法令 

 

※施設管理に関する条例・規則等は今後制定する予定です。 

 

７．業務の範囲 

 

本募集により選定後、議会の議決を経て、「指定管理者」として指定されるまでの期間は、

「指定管理希望者」として、本町と協力しながら、道の駅の開業に係る各種調整・準備を

行うものとします。 

また、「指定管理者」に指定後は、施設の管理運営等に関する業務を行うものとします。  

 

（１）指定管理希望者が行う業務 

・指定管理希望者が行う業務は、以下の１）～７）とします。  

・指定管理希望者の期間については、担当者等の常駐は不要とします。なお、指定管理

希望者が行う業務に要する人件費や事務費等は指定管理希望者の負担とします。  
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１）施設計画の協議への参加 

・本町が別途進める実施設計等に係る協議に参加し、施設計画に関する調整を行うも

のとします。  

２）地域連携施設（農産物直売所・飲食コーナー・物販スペース）の管理運営に関する

検討・準備 

３）情報発信施設（トイレ・情報提供・休憩コーナー）の管理運営に関する検討・準備 

４）その他の機能の管理運営に関する検討・準備  

５）広報・告知の準備に関する検討・準備 

６）管理運営計画および収支計画に関する検討・準備 

７）その他、指定管理業務の実施に向けて必要となる検討・準備 

 

（２）指定管理者が行う業務  

・指定管理者が行う業務の範囲は、以下の１）～16）とします。  

・開業に向けた準備期間となる平成 32年４月（予定）から開業までの間に指定管理者が

行う業務に要する人件費や事務費等については、指定管理者の負担とします。  

・各業務の詳細については、本編に定めるほか、指定管理希望者の選定後、本町と協議

のうえ、決定するものとします。  

 

①施設の運営に関する業務 

１）地域振興拠点形成に関する業務（観光振興・特産品販売） 

２）にぎわい空間創出に関する業務（イベント開催） 

３）地域生活サービス拠点形成に関する業務（コンビニ設置） 

４）利用の許可、料金に関する業務 

５）農産物直売所・飲食コーナー・物販スペースの管理運営業務 

６）休館日又は開館時間の変更に関する業務 

・ただし、休館日又は開館時間を変更する場合には、あらかじめ町長の承認を得なけ

ればなりません。 

 

②施設の管理に関する業務 

７）施設等の保守管理業務 

８）施設環境の維持管理業務 

９）保安警備業務 

10）その他の維持管理業務 
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③その他の業務 

11）事業計画書及び収支予算書の作成 

12）事業報告書の作成 

13）防災・危機管理に関する業務 

14）自主事業の企画及び実施 

15）関係機関との協力と連携 

16）利用者アンケート等による自己評価の実施 

 

８．業務の内容 

 

（１）農林水産物、特産品等の販売に関する業務  

・道路利用者や地元住民に、田上町（以下「本町」とする。）らしさを感じられる商品を

提供するとともに、本町内で収穫された品物（野菜等）を取扱うこと。  

・収穫時期や気候条件等から本町内農林水産物の供給が困難なものについては、消費者

ニーズを踏まえながら、他地域からの調達も含め十分な品揃えの確保に努めること。  

・本町で生産、製造・加工される新鮮な農林水産物や物産品の販売を通じて、本町の魅

力を PRするとともに、町内の生産者や商工業者の新たな販路確保や生きがいづくりに

配慮した運営を行うこと。  

・出品された農林水産物等の品質確認や適正な価格での販売を行うとともに、生産者に

対し衛生管理等の指導を行うこと。  

・商品構成の検討や欠品が生じないよう生産者等との緊密な連携を図り、栽培管理、生

産・出荷計画、品質管理等に関する連絡・調整を行うこと。  

・商品の陳列と合わせた観光情報（例：野菜が生産された畑での収穫体験）や生産者情

報の表示、調理・利用方法の提示、など地域情報の提供に努めること。  

・加工所を有効活用し、地場産品を使用した商品開発や地域住民・町内の商工業者等と

の連携による特色あるオリジナル商品の開発に努めること。  

・農産物直売所・飲食コーナー・物販スペース、憩いの広場等を使ったイベントを開催

するなど、農林水産物等の販売促進、広報宣伝及び生産者と消費者の交流促進を図る

こと。  

・販売データや出荷状況、販売手数料、現金（売上金・釣銭）等の管理を適正に行うこ

と。  

・農林水産物等管理用バーコードラベル作成及び納品・販売に関する対応を行うこと。  

・宅配便の受入等に関する対応を行うこと。  

・販売品目により、必要な営業許可を取得すること。  
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（２）飲食の提供に関する業務  

・地元食材（タケノコ等）を活かしたメニューや郷土料理等を提供することにより、地

産地消を推進するとともに、当地域の魅力を PRすること。  

・飲食コーナー及び憩いの広場等を使った食のイベントを開催するなど、集客や収益の

増加に取組むとともに、農林水産物の生産者や地元の料理人等と施設利用者の交流促

進、町内関係団体等との連携を図ること。  

・地元食材を手軽に味わえる弁当・惣菜や軽食、季節感を取り入れたスイーツ等の提供

に努めること。  

・常に季節感のある商品の提供に努めるとともに、わかりやすいメニュー、値段表示、

サンプル等を提示すること。  

・提供するメニューの食材や調理方法等の説明ができるよう努めること。  

・販売状況、販売手数料、現金（売上金・釣銭）等の管理を適正に行うこと。  

・食中毒等が生じないように、衛生管理を徹底すること。  

 

（３）観光情報及び地域情報等の発信に関する業務   

・地域の拠点施設としての機能を担い、観光情報や地域情報等の収集及び発信を行うこ

と。  

・営業時間内において１名以上（兼務も可）の職員を配置し、施設利用者に対する観光

案内等を行うこと。  

・電話やメール等による各種問い合わせに適切に対応すること。  

・観光等に関するパンフレットの配置及び配布を行うこと。  

・最新の情報や広域の観光情報を提供するため、本町や観光協会等の関係機関、周辺の

道の駅等との連携を密に行うこと。  

 

（４）地域交流の場の提供に関する業務  

①憩いの広場  

・ファーマーズマーケットや朝市、グルメの開催など、町民や来訪者の交流の場となる

よう努めること。 

・田上町交流会館で実施されるイベント等との連携を検討すること。 

 

（５）地域等との連携に関する業務  

・地域の農林水産物の生産者や地域生産者団体等と連携し、四季折々の物産品を提供す

るとともに、地域資源の６次産業化への取組みを推進し、新たなブランド特産品の創

出に努めること。   

・地域住民等と連携し、地域資源を PRするイベントや交流行事等の企画実施に努めるこ

と。 
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・北陸ブロック「道の駅」連絡会に参加し、他の道の駅と連携した取組みに努めること。  

・町内の各種関係団体（商工会、観光協会、地元農協等）との連携や相互協力を図り、

地域の活性化に貢献すること。  

 

（６）施設の利用促進に関する業務   

・本施設をより多くの人に利用してもらうため、施設の特色、イベント、史跡・観光地、

飲食物販等のそれぞれの情報を効果的な手法（ホームページ、広報誌、SNS、DM、ポス

ター、パンフレット等）により広報すること。  

・各種団体への誘致活動の実施や旅行会社との連携等による施設利用者誘致策を講じる

など、集客力の向上や収益の増加に向けた仕組みづくりに努めること。 

・田上町交流会館や役場利用者だけでなく道路利用者や地域住民も気軽に立ち寄れるス

ペースとなるよう雰囲気づくりに努めること。  

・訪れたいと思える道の駅であるために、常に施設利用者の声を収集・分析し、早急に

対処すべきものと今後の事業計画に反映させるものに分け、適切な対応を行うこと。  

・施設利用者の声の収集方法は、ホームページの掲示板等への書き込み、メール、意見

箱の活用等により実施すること。   

・憩いの広場等を活用した集客イベントの開催など、本施設の利用促進を図るための企

画・運営を行うこと。   

・自主事業を実施する場合には、本施設の設置目的に沿ったものとし、実施にあたって

は事前に事業計画書を提出し、本町の承認を得ること。  

 

（７）施設及び設備の維持管理に関する業務  

・本施設及び設備を良好な状態に保つため、実施設計完了後に定める仕様書に基づき、

維持管理業務を行うものとする。  

①植栽管理業務  

・本施設内の植栽及び花壇等の維持管理にあたっては、良好な環境及び美観の維持がで

きるよう、必要な措置を講じること。  

②清掃管理業務  

・施設等の清掃については、消耗品が常に補充された状態にし、良好な衛生環境及び美

観の維持ができるよう必要な措置を講じること。  

③保守点検業務  

・本施設の設備及び機械等の保守点検の実施にあたっては、安全性、確実性及び経済性

に配慮し、施設の維持管理に努めること。  

・指定管理者は、関係する全ての法定点検を実施すること。  

④警備業務  

・営業時間内においては、施設内を適宜巡回し、不審者、不審車両の発見及び進入防止、
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各室の異常の有無の確認及び各所の火災予防点検を実施すること。  

・不審者、不審物等を発見した場合は適切に対応すること。  

・営業時間外においては、機械警備を基本として、必要に応じ巡回警備を行うこととし、

異常の発生に際しては速やかに対応できるよう体制を整えること。  

⑤日常巡回点検業務  

・日常の点検、整備を基本とし、設備機器等の正常な運転、使用状態を確認すること。  

・設備機器等に故障及び異常を発見した場合は、速やかに適切な応急対応を行うととも

に、被害を防止するための適切な措置を講じること。  

⑥廃棄物処理業務  

・清掃等で発生した廃棄物は、分別を行い、施設内に集積した後、関係法令に準じて適

切に処理すること。  

・施設で発生した廃棄物は、可能な限り減量化や再資源化に努めること。  

⑦修繕業務  

・施設及び設備等が経年変化などにより、き損・損壊することも見込まれるが、次年度

以降の計画的な修繕で対応可能な場合は、原則として年１回、必要な修繕項目（内容・

方法・経費・優先順位等）を整理し、本町に提出するものとする。本町と指定管理者

は協議のうえ、計画的に実施する修繕項目を選定し、基本協定に基づき、適切な時期

に修繕を実施するものとする。  

・施設及び設備等が短期間のうちに破損、損壊すると見込まれ、安全確保及び適切な管

理運営のため、応急的な修繕を行う必要がある場合は、速やかに修繕方法の検討及び

見積作成等を行い、本町に提出するものとする。本町と指定管理者は、協議のうえ、

速やかに修繕を行うものとする。  

・台風、豪雨、降雪、地震等の災害によるき損・損壊に対する修繕については、内容及

び費用等を、本町と協議のうえ実施するものとする。  

・修繕を実施した場合は、その後の施設管理に活かすことを目的として、修繕台帳に記

帳すること。なお、修繕台帳への記帳に併せ、修繕箇所の写真を残すよう努めること。

また、修繕台帳の写し、設計書及び写真等については、事業報告書の提出と合せて、

本町に提出すること。  

⑧記録等保存業務  

・管理運営及び経理状況に関する帳簿類は常に整理すること。  

・指定業務の会計年度終了後、管理運営及び経理状況に関する帳簿類を 10 年間保存し、

本町から請求があった場合、速やかに提示できるようにすること。指定管理期間終了

後も同様とする。  

（８）防火・防災対策等の安全管理に関する業務  

・安全管理に十分配慮し、火災等の事故を防止するとともに、施設利用者及び職員の安

全確保に努めること。  
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・指定管理者は、職員の中から防火管理者を選任し、施設の消防計画を作成すること。  

・消防計画に基づき、関係者と協力し、消防訓練を実施すること。  

・事故等の発生に備え、あらかじめ緊急時における対応マニュアルを作成し、本町に提

出すること。  

・事故や急病等が発生した場合には、負傷者、急病人の救護などの応急措置を講じるほ

か、状況に応じて関係機関に連絡をとり対処すること。  

・地震、火災等の災害が発生した場合には、迅速かつ的確に情報を施設利用者に伝達す

るとともに、適切な避難誘導、安全確保を行うこと。  

・年少者、高齢者、障がい者等への配慮を怠らないこと。  

・盗難事故及び事件の防止措置を講じること。  

・事故等については、直ちに書面にて本町に報告し、その指示に従うこと。  

 

（９）人員の配置  

①総括責任者と職員の適切な配置  

・指定管理者は、施設の管理運営に係る業務の適切な遂行並びに総合的な把握及び調整

を行う総括責任者として常駐する駅長を配置すること。  

・駅長の休日には、その代理となる能力を有する者を配置すること。  

②駅長の役割  

・駅長は、指定管理者業務の代表者として、全部門を統括し、本施設の円滑な管理運営

を行うこと。  

③責任体制の確立  

・各事業部門における責任体制を確立するとともに、部門間が円滑に連携した管理運営

を実現すること。  

④勤務形態  

・職員の勤務形態は、施設の管理運営に支障のないように配慮するとともに、施設利用

者の要望に応えられるものとすること。  

・指定管理者は、業務にあたる職員に対する労働関係法令による責任を負うこと。  

⑤資質の向上  

・職員の資質を高めるため、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

技術の習得並びに地域の観光情報や歴史等を説明できるように教育すること。  

⑥その他  

・職員の雇用にあたっては、地元からの積極的な雇用に努めるとともに、本施設が果た

すべき役割・機能を考慮し、地域・観光情報等に精通する者など必要な知識及び技能

を有する者を雇用すること。  

・業務マニュアルを作成するなど、各業務が安全かつ安定的に実施できるよう努めると

ともに、夜間等の緊急時に速やかに対応できる体制を整えること。  
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・各職員に対し、業務に適した服装と名札を着用させること。  

 

（１１）再委託  

・指定管理者は、清掃や設備の保守点検といった個々の具体的業務を第三者に委託して

実施することは差し支えないが、本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け

負わせることはできないものとします。  

・農産物直売所・飲食コーナー・物販スペースの運営については、指定管理者による直

接運営を基本とし、必要に応じ本町と協議することとします。 

 

９．業務の引継ぎ 

 

・指定期間が終了したとき又は指定が取消されたときには、原則として、施設及び設備を

原状に復して速やかに本町に引渡すとともに、次期指定管理者又は本町が円滑かつ支障

なく業務を遂行できるよう、施設の管理運営に必要となる書類や情報等を提供するなど、

十分に業務の引継ぎを行うものとします。  

・業務の引継ぎに関する費用は指定管理者の負担とします。  

・備品については、本町と指定管理者それぞれの所有を明確にした備品台帳に基づき、引

渡すものとします。  

 

１０．指定管理料 

 

（１）指定管理料 

・指定期間の各年度における指定管理料の上限は５００万円とします。 

・消費税等の税率については、８％として計上して下さい。税率改正があった場合は町

と指定管理者の協議により指定管理料に加算します。 

 

（２）経費の支払い 

・会計年度（４月１日から翌年３月 31日まで）ごとに支払います。提案の金額がそのま

ま指定管理料になるわけでなく、予算の範囲内で協議し決定します。なお、支払い時

期や方法は協定で定めます。 

（３）管理口座 

・指定管理者は、管理運営に係る経費事務を行うにあたり、団体自体の会計とは別の会

計を設けて下さい。また、収入及び支出は、本施設専用の口座で管理して下さい。な

お、指定管理者は、会計に関する帳簿及び書類等を、指定期間終了から１０年間保存

するものとします。 
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（４）町が支払う経費に含まれるもの 

①憩いの広場・駐車場・情報発信施設等に係る清掃をはじめとする維持管理業務に関

する人件費 

②道の駅の運営に関わる施設管理者（駅長等）の人件費 

③諸経費（指定管理業務に係る一般管理費） 

 

（５）指定管理業務会計の収入として見込まれるもの 

①指定管理料 

②利用料収入 

③指定管理者の自主事業実施に伴う収入 

④指定管理者独自の申請による補助金等 

 

・指定管理者は、指定管理料を指定期間中に縮減することを目標に収益性の向上に努め

るものとします。指定管理料の縮減に向けた計画については、年度ごとの売上目標を

検討しつつ、「収支計画書」により提案してください。  

・指定管理料の額は、指定管理者の提案に基づき、本町と指定管理者が協議のうえ決定

し、年度ごとに締結する年度協定書において定めるものとします。  

 

１１．管理運営に要する費用（指定管理者の事業収入） 

 

・指定管理者は、本町が支払う当該施設の管理運営事業に要する委託料のほか、運営する

農産物直売所等の収入等を自らの収入とすることができます。 

 

１２．町への納付金等 

 

・指定管理者は、年度ごとの経営状況に応じて、一定目標額以上の利益が生じた場合は、

指定管理者からの提案をもとに、目標額超分の売上に対する歩合で、その利益の一部を

納付金として本町へ納入できるものとします。  

・納付金の計算方法及び金額想定については、年度ごとの売上目標を検討しつつ、「収支計

画書」により提案してください。  

・実際に納入する納付金の計算方法や納付方法については、指定管理者の提案に基づき、

本町と指定管理者が協議のうえ決定し、年度ごとに締結する年度協定書において定める

ものとします。  

・指定管理者については、法人町民税、事業所税等の納税義務を負う場合があります。税

については田上町役場町民課税務係、国税については三条税務署、県税については三条

地域振興局県税部にお問い合わせください。  
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１３．物品の管理等 

 

（１）備品の定義  

・備品とは、比較的長期間にわたって、その性質及び形態を変えることが少なく、使用で

きるもので、購入金額 1 万円以上の物品とします。ただし、印章等については購入金額

を問わないものとします。  

 

（２）備品等の購入  

・本施設の管理運営のために必要な備品のうち地域連携施設内の備品に関しては、必要に

応じ本町と協議し購入又は調達するものとします。 

・備品を使用するうえで必要となる消耗品の購入は、全て指定管理者の費用負担により行

うものとします。  

 

（３）備品の管理  

・指定管理者は、備品台帳を整備するとともに、備品の点検・保守を行い、不具合の生じ

たものについては、随時、修繕更新を行うものとします。  

 

１４．事業報告書等の提出  

（１）事業計画書等の提出   

・指定管理者は、指定期間における事業計画書及び収支計画書を作成し、本町に提出す

るものとします。なお、次の場合は本町と協議のうえ、事業計画書及び収支計画書を

修正し、再提出するものとします。  

① 事業計画書等の提出後、記載内容に変更があった場合 

②本町により、事業計画書等の記載内容が不適切と判断された場合  

 

・指定管理者は、毎年度２月末までに、次年度の管理運営計画書を本町に提出し、内容

等について協議のうえ、承認を得るものとします。なお、管理運営計画書の主な内容

は、次のとおりとします。  

①業務実施計画（方針・工程等）   

② 人員配置計画（体制・雇用計画等）  

③自主事業計画  

④ 収支計画  

⑤管理運営上の目標  
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・事業計画書の対象となる事業年度の指定管理料の金額、町への納付金の計算方法、想

定金額及び納付方法についても、売上目標を検討しつつ、管理運営計画書の中で提案

するものとします。  

 

（２）事業報告書及び業務報告書の提出   

①事業報告書（年次報告書）  

・指定管理者は、毎年度業務終了後 30日以内に、事業報告書を本町へ提出するものと

します。  

・事業報告書の主な内容は、次のとおりとします。なお、本町は当該事業報告書の記

載事項について、本町の業務に必要な場合は、公開できるものとします。  

１） 管理業務の実施状況（運営状況、施設及び設備の維持管理状況、自主事業の

実施状況、事故・苦情等の状況等、課題と分析等）  

２） 利用状況及び利用料金等の収入実績   

３） 管理経費の収支状況  

 ②業務報告書（月次報告書）  

・指定管理者は、日常又は定期的に行う管理業務の実施状況のほか、施設の利用状況、

利用料金等の収入実績、苦情・要望等の内容及びその対応について、業務日誌に記録

し、翌月 10日までに業務報告書を本町に提出するものとします。  

・業務報告書の主な内容は、次のとおりとします。  

1) 管理業務の実施状況（運営状況、施設及び設備の維持管理状況、自主事業の実

施状況、事故・苦情等の状況等、課題と分析等）  

2) 利用状況及び利用料金等の収入実績   

3) 管理経費の収支状況  

③管理業務の総括評価（自己評価）  

・指定管理者は、施設利用者等の意見や要望をアンケート調査等を通じて把握し、管理

運営に反映させるよう努めるとともに自己評価を行い、毎年度業務終了後 60日以内に、

業務総括評価表を本町に提出するものとします。  

④専用口座の開設  

・指定管理者としての業務に係る会計については、他の会計と区分して経理し、「道の駅

指定管理業務専用口座」を設けて管理するものとします。  

 

１５．事業の継続が困難となった場合における措置 

 

（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適切な管理運営が困難となった場合、又は指

定管理者の財務状況が著しく悪化し、指定に基づく管理運営の継続が困難と認められ
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る場合は、本町は、指定管理者の指定を取消し、又は期間を定めて業務の停止を命じ

ることができるものとします。  

・この場合において、本町に損害が生じた場合には指定管理者は、本町に対し賠償する

ものとします。  

 

（２）不可抗力等による場合  

・災害その他の不可抗力等、本町又は指定管理者の責めに帰することができない事由に

より管理運営の継続が困難となった場合、本町と指定管理者は管理運営の継続の可否

について真摯に協議を行うものとします。   

・その結果、事業の継続が困難であると判断した場合は、本町は指定管理者の指定を取

消し、又は期間を定めて業務の停止を命じることができるものとします。  

 

１６．協定等の締結 

 

・本町と指定管理者は、田上町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成

20年条例第 15号）に基づき、協議のうえ、事業を円滑に実施するために指定管理期間全

体に効力を有する基本的事項を定めた基本協定書と、当該事業年度における事項につい

て定めた年度協定書を締結するものとします。  

・協定の内容については、指定管理希望者募集時の提案に基づき、本町と指定管理者の協

議により定めることとします。 

・基本協定及び年度協定の主な内容は、次のとおりとします。  

  

＜基本協定＞  

① 管理業務の内容・範囲・実施条件・事業年度等  

② 遵守事項  

③ 使用料金、指定管理料、その他の収入に関する事項  

④ 管理業務のリスク分担に関する事項  

⑤ 事業計画書等の提出に関する事項  

⑥ 定期報告に関する事項  

⑦ 事業報告書の提出に関する事項  

⑧ 秘密保持、個人情報保護、情報公開に関する事項  

⑨ 管理業務の継続が困難となった場合の措置に関する事項  

⑩ 指定取消し等に関する事項  

⑪ 損害賠償に関する事項  

⑫ 指定期間の更新、施設等の引渡し、管理業務の引継ぎに関する事項  

⑬ 災害発生時の施設使用に関する事項  



19 

⑭ その他町長が必要と認める事項  

 

＜年度協定＞  

① 管理業務の内容に関する事項  

② 指定管理料に関する事項  

③ 町への納付金に関する事項  

④ その他町長が必要と認める事項  

 

１７．留意事項 

 

（１）個人情報保護  

・指定管理者は、本業務を実施するうえで知り得た個人情報について、適正な管理のた

めに必要な措置を講じるほか、田上町個人情報保護条例（平成 17 年条例第 2 号）、そ

の他の関係法令を遵守するものとします。  

 

（２）情報公開  

・指定管理者は、業務を行うにあたり作成し、又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、田上町情報公開条例（平成 17 年条例第 1 号）、その

他の関係法令に従って適正な情報公開に努めるものとします。  

 

（３）公平性の確保   

・施設の設置目的を踏まえ、行政の代行としての基本姿勢に立ち、適正な管理運営に努

め、町民の信頼に応えるよう努めるものとします。施設利用に際しては、平等かつ公

平な取扱いをするものとします。  

 

（４）本町からの要請への協力  

・本町から、本施設の管理運営及び現状等に関する調査、又は作業の指示等があった場

合には、迅速、誠実かつ積極的な対応を行うものとします。   

・その他、本町が実施又は要請する事業への参加、支援、協力、実施を積極的かつ主体

的に行うものとします。  

・本業務仕様書に記載のない事項については、本町と協議を行うこととします。  


