
 

議案第８８号     

 

公の施設の指定管理者の指定期間の変更について（老人憩いの家 

   ふくら荘） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指

定管理者の指定期間を変更することについて、同条第６項の規定により、議会

の議決を求める。 

 

令和３年１２月２日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘  

 

 

記 

 

１ 指定管理者に管理を行わせている公の施設の名称 

   南あわじ市老人憩いの家ふくら荘 

    

２ 指定管理者である団体 

   所在地  南あわじ市福良乙７５８番地 

   名 称  福良老人クラブ連合会 

         会長  澤田 とよ子 

 

３ 指定の期間 

  【変更前】 平成２７年４月１日から令和７年３月３１日 

  【変更後】 平成２７年４月１日から令和３年１２月３１日 



 

議案第８９号     

 

公の施設の指定管理者の指定について（淡路人形浄瑠璃館） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指

定管理者として次のとおり指定することについて、同条第６項の規定により、

議会の議決を求める。 

 

令和３年１２月２日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘  

 

 

記 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

   南あわじ市淡路人形浄瑠璃館 

 

２ 指定管理者となる団体 

   所在地  南あわじ市市三條８８０ 

   名 称  公益財団法人淡路人形協会 

         理事長  正 井 良 德 

 

３ 指定の期間 

   令和４年４月１日から令和９年３月３１日 



【南 あ　 じ市淡路人・浄瑠　　】
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要項様式１号 （第３乗■鑛）

指定管瑶者指定串錆書

．
１
－

南あわじ市長 ｌき　本　寒　ｇム　 様・

令和３年１０　９１ ４日

所在加　南あわじ巾市Ｅ肖８８Ｑ

ＩＥＩ定管理者の指定を受けたいので、 次の とお りＥＦＩ請します。

指定を

受けよ

うとす

る団体

名 称

の
地

所務
在

事
所

管理 を行 おう とす，

るむの施設の名称

添付書類

（事務処ヨ欄）

２益財団法人　淡路人形協会

南あわじ市市五條８８０

南あわじ市淡路人形浄瑠璃館

　

□　 Ｓ人の活動内容、 縦営状Ｒ等
をＳＱ目する襴類

１；；レ 事業計Ｓ巻

口　 指定管理科提示書

口　 Ｓ帯保・人選任害 ・承諾書

□　 ＥＩヨ；Ｘ資格を破調する書・

Ｓ／ 収支計回書

ロ　 グループ結成届

５ｒ その他（・人概・害）



（要項様式３そ）

回体概要書

フ　 リ　 ガ　ナ

団体 名称

］ウエキザイダンホウジン　アワジニンギ ョウキョ ウカイ

む益財回法人　淡路人Ｓ協会　。

フ　 リ　 ガ　ナ

代表 者ち

゛リジヂョウ　マサイヨシノリ

理事長　ｉＥ井良晤

所　 在　地 ｜

電話 番号 ㎜ 回回｜圉
設ニｒフ二年 月日 平成 ２６ 年４ 月１日

主な事業活動

（沿 革等 ：）

゛Ｘべ

【沿革】

昭和 ３１ 年　財団法入京路人形芸術協会認可 （従来の二協会を合併：）
昭和５１ 年　淡路人形浄瑠璃が重要無形民俗文化財に・より指定
昭和 ５２年　財団法人淡路人形協会認ＩＩ

平成 ２４年　南あわじ市淡路人形浄瑠璃館完成

平成 ２６年　Ｓ益財団ま人淡路人形協台認可

【主な活動】

昭和５９年　　第１ 回湊路人形浄瑠璃後継者回体Ｒ表会生催
（Ｒ ３・ 第３８回まで圭ｔ）

４ｚま３～２５年　ｔ・人形きＳサミ ットｔｌａび参Ｓ （１ ３回）
ＩＺぼ２１～３０年文化庁の協力により淡路独自の人形芝居の復■Ｕ演

（延べ１ ３演目）

令和ラｉ年　　　淡路人Ｓ座フランス２演
令和２～３年　 淡路人Ｓ座新演目 「ほいた赤鬼」、 「ま舞４・」、

「ええとこどり或る夜の段」披露

団体の特色Ｒ

び経 営方針

５００年の伝統を有する古典芸能人形浄瑠璃芝居の保存Ｒび振興を
図り、もってわが国のま化の発展に寄与することを目的とする。この
目的を達成するために、次の事業を行う。

（へ ）人Ｓ浄Ｓ璃芝居の公演

（２）人ル遣い・ 浄瑠璃太夫ａび五味線弾きの養成
（３ ）人形浄瑠璃芝居の普及啓発

（４ ）人形浄Ｓ瑞芝居に関する調査研究

（５）その他この法人の目的を達成するために６Ｒな事業

免許 ・登録等
只庫崇重Ｒ無ｓＲ俗ニたィヒｓｍ定 （昭１１４６年４９１ 日）国璽要無ｓＲ俗文化財指定 （昭和５ １年５９ ４日）　　　　　　　　＼

構成 員数

（従業員数）

顧問８Ｓ、参与８名、 評議員１ ２名、ヨ１事１５名、 監事２名
人形座２０名 （ｉＥ規１６名　臨時４名）

指定管理

者制度担

・　　者

ａ　　　名 中村Ｓ年 担当部署 ・役職 事務局長

電話 番号 ＦＡ Ｘ番号 皿㎜｜皿題

メー ルアド

レ　　　　ス
そ　の　他

皿圖皿ｉ

※　 回体の組織図については、 別途添付する こと

○類似施設の管１１Ｓ営に関する実績（Ｓ回の類似施Ｓを含む）

施設の名称 所在地 業務の内容 管理運営の期間

大鳴ｒｌ橋記念館
南あわじ市福喪

丙９ ３６ －３
淡路人形浄瑠璃の上演

昭和 ６０ 年４ ｇから

ｘｉｚＳ ２４ 年６ ｇまで

２



む益財団法人淡路人形協会役員ネ儺 （豫不回 ・ａＳ４）
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衆議院議員

兵庫県議台議ｊａ

Ｊｉ１庫 ｉＳぬ議ａ

Ｊｉ庫県議ＳＳ員

淡路県Ｒ・長

・ｊｌｔ回ま入校Ｓ人・協会１！事Ｒ

ｉ財団Ｓ入校Ｓ入形恊■ｌ！本

体ｌｌ村南淡路総支・人

１１１あわじ市・会議・

南あわじ市ｌｌ会Ｓ務文教■ＥＳ．員会委ｊｌ１■

■本市議会Ｓｉ

湊路市議・・・

■本市教Ｗｉ

淡路市ＳＷ■

一般財団ま人校Ｓ島く にうみ協会９！事長

Ｓ土史家

南あわじ市ｉ

淡路市■

洲本市長

南あわじ市商工４４１

校Ｓ：タ：ｆヒ団体ｌ絡ＳＳ・会ｌｌ

淡路あ観光協会あ１会ｊｌ

Ｓ士史家

ｍｍ年交流の家ｊヲｉｔｉ

Ｍｌｉま株ｉｌこ■社会長

郷士吏家

泱Ｓ素義１１４１１事ｉ

淡路文化協会副会長

Ｓ土史家

ＥＳだんじり 唄保存会代表

四ｌ人形浄Ｓｇｉぎ年ｉｆ究会ｆｔ表

加美人Ｓｉｔｌ宋ｊｌ；会社４１

１＾１会社うづちほ４ ま店社・

南あわじ市・育・

校ＳだんじりＳｌｉ・■会Ｒ

鳥ＳａＲ館館１

株大会社オキフーズ代表取締・

南あわじ市国際交流協会ぬ員

Ｅ１１ヨ 株ｉｌ；１１社代表取縦ａ

福井子ａ会入・浄瑠ｊＳ部ｆｔ表

ｊ＝ＮＨＫ徳島放送ＪＩ長、ＳＮＨＫ交番楽回常務・事

Ｅｊ京文化協会会長

湊Ｓ人形座まＳ實ｆＥき

カジ ノプラスチック工業ａ締役会ｊｌ

ラｉｉＳＩＳ学校本Ｓ■



（要項様ｊＥＣ　６　号）

事　 業　計　画　書

Ｉ　 管１１運営の基本方針

１） 施設の管理運営をＳ施するにあたっての基本白１］な考え方

本施設の条例に基づき、国指定重Ｒ無ＳＲ裕：タニイヒ財 「淡路人形浄瑠璃」の保存：・ ら承、振興

を回 るた めに 、人形浄瑠璃ｔｇのな演Ａび普Ｗ賂をを行う とと もに．Ｒ承者の癢。成 を行 う。

また。本市の観光振興に寄与するための積極的ななり組み、また、 津波等災害発生時の－９

避難施ＲとしてｇＪＩする とい う目 的を達成するため、施ＩＲの適ｉＥな管９Ｊ営に努める。

２） 指定期間内における遠心目標

本施Ｒの建取急初に目標と していた入場者数８万人には達しておらず、 ・き ９年間の入場

希数は年々減夕している。 このため、入場料八び売店売上等の事業収益は伸び悩んでおり 、経

常的な赤字経售で非常に縦 しい状疣であ る。

現在、清ｙ＼あさみえがプロデュースする新演目 のぬ演をきっかけに「淡路人憾浄瑠璃」 の魅

力を広く発信させている。 また、アフターコ ロナにおける 「マイク ロツーリ ズム」や 「Ｇ ＯＴ

ｏト ラベル」 のを艦、 縦０ ５年の本格実施とその前年からプレが予定される ＪＲ グループと観

光事業者等が共回で旬、ち組む 「デフ、ティ ネーショ ンキャンペーン（ＤＣ ）」 に合わせ、観光客

に注 目さ れるぬ演の計画を行っ てい く。 さら に、 コロ ナ収束後のイ ンバ ウン ドの回復を見据

え、 令和 ７年に開催さ れる 大阪万博や令和８ 年緊催の ワールドマス ターズに 向けた新たな取

組み を実践し てい くこ とで入場者の増加を目 指し、事業収益を好転 させてい く。 一方、後継者

の育成やズイい峇術のＲ信など、イ云統奈能の伝承、 舞台ま術のＲ展には十分にＷ献しており、

今後も５ １き続き、入京浄万端館で後継者回体の育成にかかるき動を展開する。 具体蝎には、実

技指導、 Ｒ表台の事業、郷土愛の醸成、 情報発信事業 を実施す る。

※ 淡路入京浄囎諏館の目標入場者数（参考 ：Ｒ３年度の入場予定者数 ：１９， ７５７人）

Ｒ４

２５ ，０００人

科目

経常収益

経常費篦

差５ １額

Ｒ５

２８ ，０００人

Ｒ４

１１８

１１７

３１８

９４８

３７０

Ｒ６　。

２９ ，５００人

Ｒ５

１１ ９， ９９４

１１ ９， ９８４

１０

Ｒ７

３３ ，０００人

Ｒ６

１２ ２， ０５２

１２ １， １０２

９５０

Ｒ７

１２ ６， ２８４

１２ ４， ７１４

１， ５７０

Ｒ８

３３，０００人

（単位： 千Ｐヨ）

Ｒ８

１２６， ３９１

１２ ６， １５１

２４０

３） 各施設間の連携に関する事項

市甄の観光施設及び宿泊施鼈との情報ヨ眺有等連携を密に し。 市内各施設と の相乗効果を期

待しつつ、観光客がま尼ヽ して入場 しやすい よう 兼営 していく。

４） 上記以外で特別に記載する事項

特になし。

４



ｎ　 サービスの（氛上

へ） 指定期間における事業計ミの概要

５３ 「」紙収支計回書に記載

２） サービス向上の具体的なＲり組み

入場者情報を把握して統計表等を作成する。

また、ア ンケート等の実施によ り、 お客様のニーズを把握してサービス 『氛上につなげ、 改善

すべき点について は、 原因 を追究して積極的に改善を図る。

ｍ　 利ｍ者の施設禾１Ｊｊｉｌ に関する事項

１） 施ａｌＪｍの平等の確保への具体的なＲり組み

南あわじ市淡路人お浄瑠璃館条例を遵守し、 市民並びに観光客に対してむ平・匹Ｅに施設の

利用 を許鳫す る。

２） 施設利ＪＥ目者の増力０への具体的なＲり組み

地：Ｒ観光協会八び宿泊施鼈と のタ イア ップ事業については積極的に取 り組むこ とに より集

客効果の改善を図 る。

また、新 しい演目 の鵯作や多方ほｉに鸚けた ＰＲ戦鳬の実施に より 、利篦者層の拡大やフ ァミ

リ一層の増加を行い、 鼈入額の増加を図 る。

バッ クス テージ・ ツアーのブラ ッシュア ップをは じめ、淡路人形座なら ではの「体験型ワー

クシ ョッ プ」 の開をに取り 祖み、ツ アーを画商品 として各力Ｓへの営業強化を回 る。

３） 利用者の意見、要望等の把握の方法

利丿目者にはアンケー ト調査を実施 し、 お客様のニーズを把握する よう 努め る。 具体的は、マ

ーケティ ングの手法に より 、適リＪ な分析の下に改善案を計回 し、 実施する。所珮Ｐ ＤＣ Ａを実

施する。

また、直接苦情等があれば内容をよ く聴取し、座員全員でＥ具有し改善に努めていく。

４） 利ｍ者の苦情等への対処方法

利用に係るト ラブルについては、協会甄部（事務局と 現場）の適ｊＥＥな情報ｊ＝！ｉ有体制を構築

し、 組織的に誠意をも って対応 し、 解決する よう に努める。

５） 地域、関係機関、 ＮＰ Ｏ、 ボランティア団体等との協働・ 連携

肖協会は、兵車県、粫内３ 市をはじめ、 淡路人形芝居サポート タラ ブ、 淡路人形浄鳬端後継

者団体、 淡路Ｔｔ化会館、 人形浄万端街道連絡協議会等の人形浄瑠璃の保存伝承に関係する団体

と、 情報懴有を回 り協働・ 連携体制 を整えながら 、淡路入京浄蕚愾の普天・ 啓ＲをＷます ると

とも に、 それぞれの事業を推進 している。

６） 施設効用の最大化に関すること

常設館と して定期ぬ演を実施すると とも に、 開館時間ぶ外の時間帯や休館日 等に 自主興行

匚
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を実施し事業収入を確保するな ど、 施設を最大限活用する よう に努める。

具体的には、 後継者団体発表会や竹本駒之助師の特別ぬ演、素浄瑠璃会など、人形浄鳬端の

普八啓戛に関する事業や、 人形浄瑠璃八外にも落語、 講談等の他分蒭の伝統さおやＪ七城のウ九

発表会な どの 目的で貸館事業を実施 しており 、これか らも積極的なほ夕目に取り 組む。

了） 上記χｊ、外で特別にＥ載する事項

特にあり ません。

ＩＶ　組織体制、人ａＥ置等

１） 組織体制、人材の確保に関する具体策（採ｍ計ミ等）

施取ミ営並びに経営には、 施設 ・鼈備の管ミや経を、 企画、営業、 ま報など専ｍ生を有する

人材が必要である。今後、 採ＪＩ計画を策定し複数の人材を採用するこ とにより 、それらの専門

性や能力をカバー し、 相乗効果を生み芭せる組織を編成する。

２） 職員の配置計ミ

淡路人形協会は人形座がＰヨ滑にミ営できる よう 全面的にサポート でき る協力体制の強化を

回り 、市は人形座へ派遣職員と 民間から ２佑の経営人を入れ、 組織体制の改善を図っ てい き、

人形座甄の中を座員を中心に、 総務部・ 営業部・ 企薦部・ 皀、報部 ・育成部の５部を編成する

等必要な人員 を適切に配置 していく。

３） 人材育ぼ方針Ｒび職員研修に関する計ｍ等

特に若手育成のためのベテラン座員によ る稽古や指導の取組みや人形座のＰ Ｒ戦略を実施

していく うえで、 デザイン ・Ｈ Ｐ・ ｓＮ ｓな どの研修等に参加 させてい く。

また、技芸員のモチベーションをア ップさせるために、新演目へのチャ レンジ、 若手会、コ

ラボぬ演などの特ｊ３ １」ぬ演の実施、 他の芸能 との交流などを実施したい。

施設管ミや経ミ、 経営、企画、 営業、皀報な ど館のミ営のスキル［自］ 上に関しても 、外部人材

からの指導、 視察、組織内での書籍の輪読・ 討論などをｊ！し、計画的に実施し、着実なスキル

アッ プを図る。

４） 当該施℡において、現在勤務している臨時職員（パー ト含も） の戛昆の考え方

鼈益事業を充実させるためにち｜き続き販売担肖の匍聯職員を ２タ＝ミ置する。 また現在事務

担售の臨時職員を １佑採用 しているが、 本人が希望すればｍ規に転換するこ とを考えている。

営業担肖 について も採丿目 を考えている。

５） 人員確保にかかる地テ６Ｓ用について

座員の募集については、適材適所をむ掛け、 採夕目計画にＸづき地元を優先に採夕日 した い。

６） その他施ａを安定して管理運営を実施するための人員的なＩＥ法等

安定した職場環境 （給与面 ・休ＩＲ等） を整Ｅ備 し、 座員が安むして働けるよう サポート して

いく 必要がある。 そのため、採用計画に基づく人材の確保、人形協会ミ事が各部門に分かれ

てそれぞれにサポート する など、それら の能力をカバーし、相乗効果を生み出せ るよ うな組

織を作っ ていきたいと 考えてい る。

「
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Ｖ安全管９１への取り 組み

１） 施ａ ・設備に係る安全管理へのＲり組み

終業ゆには、 設備等の電源の確Ｓ■び利ＪＩ者のｇａ り等がないか常にま意をまムう。
Ｒ備にぞ備や損傷個所がないか適肓圦検 し、 安全ｌきに努める。
新型コロナウイルス感染拡大の予防について、施設の資材 （マスク 、体祖計、各種鴉毒資１オ

など）を確保 し、 また安兔チェ ツク リス トに より 安全が策を徹底してい く。

２） 災害や事惣、防止へのＲり組み

設備の日 常点検をぞｉい、 定期的に見回 りを実施 し、 事故 り［１罪を未然にＩＭｊぐ よう に努める。
また、日 々の施錠は必ず朽’う。

ｊｉｌにイキ う火χや津霰を９定した観客のｉき難卷Ｉ加１な どを実縦 し、 ａｊ４のめχｔ識と斐き１４
の対応能力を高める。 避難誘導に関するマニュアルを作成する。

３） 犯罪防止への取り組み

万 審ヽ者対応であると か、 突発的に起こ るこ とに関するケースに擶応マニュアルを作成し、兔
職員に１お］ し、 日ほからの危４幾管を意獵を高め、 筒応についてはイ メージト レーニングを して
おく。

また、職員にＭしては定期ＭＪに綱紀粛ｍを行い、適工Ｅな行動を促す。

４） 緊急時の対応

市の防災マニ ュアルに基づいた緊急時マニュ アルＲび緊急連絡表を作成 し、 対応翳練や定
期的な読み合わせ ・協議を行う こと によ り、 緊ｔ時に組織的な行動を冷静に行えるよ う日 頃か
ら準備を行い適切に筒完、する。

５） 上ＩＪ、外で特別にＥ載する事項

特になし。

ｖｌ 施設 ・設備の維持管Ｓ

Ｉ） 施設 ・設備の管理体制

協会がｆＥＥずる施ａ管ＪＩ貴社者が、 各部をを指揮 し、 全職員が縮歐的な管ｊｌに携わると ともに
人形協会事務局への報告業務を行う。

２） 施設 ・設備の適切な維持管理への取り組み

利ＪＩ者に不快感を与えな いよ うに清掃を適宜行い、 清潔な状態を維持する。
日常点検を行い、 施雅。のｊ吐を劣化を抑え るよ うに努め る。

また、苞市と を接な連瓶を 回り 、施戮の維持ｌきやｆｌＪ ＪＩ状Ｒを報告するこ とで、適り］な加ほ
のａ営に孥める。

３） 力率白！］な維鶚管理を蚕崑するため（匹えた（ｇ費のＲぽ）
施設 ・設備の管をに常にを意をキムい、 適切な職員の配置を行 うこ とで効率的な・きを回 り、

－
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を費縮癰につなげる。 また、完。期妁なメンテナンス と、 Ｘ害嶌の迅連なメ ンテナンスが結果白ｊ

に施設の匹蛎化と ま繕甎の抑鵯につなが る。

４） 外部委託にかかる市内発注の考え愬

淡路六万協会でできないもの、 タト部委だの方が安価にできる ものがあれば、人才Ｌの上、安全

管を上実績の ある 市鸚の業者にタト部委だす る。

５） 上記ぷ外で特別に記載する事項

特になし。

ｖｎ　 自主事業に関する事項

常設館での定期刪な価演を実施する こと で、 市の観光振興に寄与し、地域のき性化を推進して

いく 。また、 南あわじ市のコアカリ キュ ラムの授業や旌鸚の・」丶中学校への翳遣事業の実施によ り、

淡路人形浄瑠璃の振興や普及と とも に、 学校の教育カ アッ プに貢献する。

ＶＩＩＩ　 申請者の経售基盤

１） 財務諸表等による経営分析

令和 ２年度の ＪＥ味財ま増懴計算書では、経常収益１ 億３０８５万、経常費用１ 億３９２ １万、当期経

常増減額はム８３６万の赤字であった。 しかしながら、コ ロナ休業によ りＸ万丿調整助成金等のＩＲ

補あ金が ３５７０ 万であったので、 当搾丿一般ｉＥ味Ｊ４オｔ増減額は ２７２７ 万と なった。

令ラＦ口 ２年度は コロ ナ休業に より 、前年度 と吮較し事業１１又益が△ ４３ ２０ 万で あり 、市から の補助金

の増額や製作 ・指導料の増額でなんとか△８３６ 万の赤字でおさめるこ とができた。 また、ＸＷ僵

を助成金も大きく 悒僥一般を矢財産増減額の増加に寄与した。

犖聚］４ 年度八降、コ ロナ後の影響で入場者数と入場料鼈入が伸びＭむと考えられる。新弗９の
「

開発や営業常勤、 ＰＲ迅勤等を？ぶＲ化 し、 事業収益をイ申ばしていきたいと考えている。

２） 金融機関や出資者からの支援体制

「淡路人形浄万端」の保存 ・伝承、 振興を回るた め、 市から「淡路人お座ミ営補助金」と 「淡

社人形奔可愾イ呆售伝承事業補Ｊ４ヵ台」の ズイサに加え 、ズイヒかの俗殘ぬ鼈全のぬ募にも積極白り に申請

する等、 でき るほ り多 くの支援をいただける よう が）組んでい く。 また、万一の宍全手えに備え

て金融機関との連携も併せて計画してい く。

３） 上記以外で特別に記載する事項

特になし。

Ｄぐ　個人情報八び情報ノ血開に関する事項

１） 個人情報のぽ護に関する具イ本白１］なＲり組み

個人情報のお り扱いにあた っては、 鴇人の権が」か」益をｆｌ害するこ とのないよう 努め る。

事務に関 して 祕る こと ので きた個人情報 を他に漏 らさ ない。

χ　　八上を撒まするために、情報の取り 扱いに関するマニ ュアルな らびに研修を実施する。
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２） 情報公開に関する具体的な取り組み

財務諸表については協会事務所で一般ぬ開している。 また、を事会、評議員会な どでも本業報

告、 悵算報きなどを行い、 承認を受けている。

３） 上記覧外で特別に記載する事項

特になし。

ｘその他に関する事項

１） 広報活動に関する具体的な取り組み

ホームページやｓ Ｎｓ を禾｜」 夕日 して積極的に情報発イ肖をする とと もに、観光関崔等の各まき

媒体も積極的に活・してＰ Ｒしてい く。

また、観光協会等 と連携して観光客への煩丿加を回り 、南あわ じ市の観光地として笛、く ＰＲし

てい く。

２） リスクへの対応

常に リス クを念頭に置き、 リス クの発生をできる だけ最小限に食い止め るよ う、 常時座員と

の連絡・ 筒応体制 を密 に取 る。 またその筒応について の情報傴有を行う こと によ り、 突発的な

リスク対応能力を高める。

３） 地域活動への参加、貢献に対する具体的なＲり組み

福良 丿七区を拠点 とし て、 ｔ元各種回体や観光協会と のタ イア ップ事業 について積極的に取

り祖み、 地モ元のＲ展 ・活性化につながる施ほと なる よう 努める。 もっ てｊき域からまされる淡Ｓ

人形座と なる よう な取祖みを実加ｉする。

昨年 ５ＪＩか ら、 淡路人形座の座員は、 社会貢献活動 とし て、 毎・土曜 日のマ・朝、 ｊｔｊｉの瑰

掃自動に取り 組んでい る。

４） 上記以外で特別に記載する事項

特に なし。
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Ｒ補者の経ＳＩ状況を説ｌする　　（ ）

・令和２ 年度 公益財団也人淡路人形嶌会 財務諸表

貸借対照表

貸借対照表Ｆりｊ訳表

ｍ味財産増減計算書

ｍ味財産増減計算書内訳表

・令和２ 年度　假益財日］法人淡路人形協会事業報告
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Ｑ∃ＳａＥ財回法人淡路人ＳＳ会

一一 一一

＿＿＿　 ．・ノ叺●　 ＿」∃Ｌ＿
Ｉ　 資産の部

１． 流ｔ資産

現金預金
・ａ・益会計
収益会計
法人会計
商品
貯蔵ｉ
預け金
未収入金

流動資産合計
２　 固定資産

（１ ）基本財産
定期預金
ぞｉｌ欠特定財産

あ本財産合計
（２）特定資産

ａ職給付 ｇ¶ 自責産
人Ｓサミ ット準備特定預金

・彰碑準備特定預１！
特定資産合計

（３）そ の他固定資産
構乗物
車両運搬具

什器備品
預託金
出資金

その他固定　産きｌｔ
固定資産合計
資産合計

ＩＩ　 負債の部
１， 流動負債

未払金
預り金
未払法人税等
未祉ＩＳ■

流動負債合計
２， 固定負債

退職給付 １１ 自金

固定負債合計
負債合計

ｍ　 ｉＥ味財産の部
１． 指ｔ ｉＥ味財産

寄付き
指定 ｉＥ昧財産合計

（う ち基本財産への充当額）
（う ち特定資産への充当額）

２． 一般ｊＥｌｓ財産
（う ち基本財産への充当額）
（う ち特定資産への充 当額）

ｉＥ昧財産合計

．忿ＣｔびｉＥｌｌｉＰ　合き十

貸借夕１１１表

令和 ３年 ３ＪＥ１ ３１ 日現在

当年産

卜
卜
匚
に

４９，３７４，５３６１
２， ６８８， ４７５

ム１ ，３６９，８２３
ム１ 、３１８，６５２１

１， ６０７， ９１２
６７８． ２５２，
５５１， ２１４

１１ ，３６７　２８８

６３，５７９，２０２－． －　 ！，
１

（取位； ＦＩ）

加４ニユ二二ｉムｊＬ
１

２３ ，３３８，５５４

３， ７６３， ５５３
ム２，４２７，３９１
△１，３３６，１ ６２

１．　８９４・　２０８１１
７８４， ４９５１；
３５７， ７６０１

４， ３３５， ９０８１
３０ ，７１０　９２５１

３６，８５０，０００１　　　３６．８５０．０００１
９ぷトＴ蒹漸，讖
１７，９３３，畆　　　１９ ，００８，謚

２６．０３５．９８２

ム１ ，０７５，０７８
１， ０５７， ５６８

１７，５１０

ム２８６，２９６
ム１ ０６，２４３

１９３， ４５４
７， ０３１　３８０

３２　８６８　２７７

０
０

０
一一

，　　 １７，９３３，扈　　　１９ ，００８ ，７４５１　　ム１，０７５，４１ｓ３
レ１，６８８，４３０　　　　１． ６８８， ４１４　　　　　　　　１６１９ ３４８　　　　　 １９，３４８　　　　　　　　０

’－　　　　 回　　　　　　　　　 －　　　　　　　　　 －ｇ　 。・　 ｌｆ　 ・’

１９ ６４１０６０　 ２０ ７１ ６５０７ ムＩＪ７５４４７
’ＷＪ－ －Ｊ ミ　　　　　　　　　　　 ー－ 乙１ ふ’Ｊ－ 」， －　　 Ｚ’・　 －　・

９， ６４１， ０６０　　　 ２０，７１６．５０７　　 ムＩＪ７５， ４４７
’ＷＪ－－Ｊ　　　　　　　　　　　　 －－乙１ふ’Ｊ－」， －　　 Ｚ’●　 ．．

１， ４６２， ２１５　　　 １． ５５４． ５６５　　　 ム９２． ３５０１＼　　　　　　　１　　　　　　　０
９４４， ６４２１　　　　１， ３２７， ７２３　　　　ム３８３，０８１

」ほ
皿

１２２， ５０２， ２９０

１３，５７８，５０７
２９８， ７５２

７２，０００
１０５　５００

１４，０５４，７５９

１５．０２０
１０ ．０ ００

２， ９０７　３０９

６０，４７３，９６６
９１ ｊ８４　８９１

６， ２７８， ７１ ２１
１， ０２４， ８９３，

１１ ６， ５００，
１　，　４６０．　０００

－－

８ｊＳ１ ０５

０
０

ム４７５ ．４３１

ム１，５５０，８７８
３１　３１ ７， ３９９

７， ２９９， ７９５

ム７２６，１ ４１
ム４４． ５００

ム１，３５４．５００
５， １７４， ６５４

１７　９２９． ７９０．　　　 １９　００４， ！７１　　 ム１ ．０７５．０８５

ｊｉｉｊ　湎晶八入牡３１　９８４　５４９．　　 ２７．８８４．９８０　　　　 ４， ０９９， ５６Ｓ
ｆ‾　　　　　　　　　　　‾

ｉ

＿３８１　６０６，　８７２１　　　舁， ＿観１１，８１１６
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令和 ２年度　事業報き

１． 人Ｓ浄瑠鐫ほ演

（１）人形浄瑠璃ぬ演

①淡路人形座 （淡路人形浄瑠璃館） でのぬ湊

き業を縦線し、雇丿目 調ｌｌＥ助４金を取得。

・定時な演（１０　：　００、１１　；　１０、１３　：　３０．１５　：　００）、 Ｓ時ぬ演 ３０ 名ｇえ上 （９ ：００、 １６　：　００）
休館 日： 水曜 日（祝日 は営業、 翌日 休館）

３ｊ　１５ 日～３　ｊｌ　１９　日　 京舞十の舞台皐備のため、 １時４水餅。

演目は「傾城回Ｉ波の鳴Ｐ９順ネＬａの段」 ・「京舞」・ 「伊達娘恋緋鹿子 大の見櫓のａ」を上演。

※雇只ｌ贋作助成き受ぬのため 「戎舞」 とバ ツク ステージツアーの組み合わせを主に行っ た。

７　Ｊｌｌ　７　日南淡：ｔイヒ協会１３　：　３０　「本朝ｔ四孝　奥庭狐火の段」

８Ｊ１１ 日～３１ 日１ １： １０、１５： ００ 「生写朝顔日 記　大井川のａ」 とバ ック ステージツアー

○新ｉｌ コロナウイルス感染症によ る素き事ｔＬＴきへのが応

１回目　 ４Ｊ１６ 日～５ｊ　３１　日休館、 ６ｊ １日 より再珮

２回 目　 １　Ｊ：１　１８　日～２　ｊｊ　２８　日休館、 ３万 １日 より再回

※再開にあた りお客様 ・職員と もに、ガイドライ ンを遵守

（ま席数 ６０ 席、 十分な換気、 マス クきＪｌｌ、 検温、手指消毒、 チェ ック シー トｔ入９）
営業時回を短縮し、雇ｊｉｌＳ整助成金を取得

・特別企画

１． ゴーデンウィ ーク　 ５　Ｊｉｌ　２　白～５Ｊｉ　６日

１１　：　１０ ｊａ演後 「パ ック ステージツアー」 、１３　：　３０　「本朝ｔ回孝　奥庭狐火のａ」

２． 夏休み特ｊｌｒｊ企画　７　Ｊ１　２７　日～８　ｊｌ　３１　日

パッ クス テー ジツ アー

３． 淡路人形ぬり えチャレンジ ８Ｊ１１ 日～８Ｊｉｌ ３１日

ぬり えを持ってきてく れたお子様は入ｌｒ手額（保廈者回伴）
●

４． 島Ｒ無料企画　 ８Ｊｉ８～１０日

淡路島Ｒ無料入場者数　２２３名 （次回割５１券Ｅ布）

５． おｉＥｊｌ企画　 １ｊ ｌ～３日

「ｊｇに五番叟」 「大き解説」 「戎舞」 １４０　４；入場１

②出張ぬ演

７ｊ　 １日

７　Ｊ１　１５　日

７　Ｊｉ　１５　日

７　ｊ１　１９　日

９ｊ　２７日

６ｊ ～７ｊ

１１　Ｊ１　９　日

１２ ｊ　５日

１２　ＪＥ１　１１　日

１２　ｊｊ　２０　日

１ｊ　１８日

２ｊ　２４日

百濱大９搾　　　神社｛ムｌぬ演

萬勝寺　　　　　神社仏閣ぬ演

志筑八ゆｌ神社　 神社仏閣ぬ演

多聞寺　　　　　神社仏閣ぬ演

ち筑；ｌゆ社　　　　神社仏閣・ａ演

淡路人形芝ｇサポート クラブ会員　ま大きを持って挨拶回 り　 ４８件
国朦会議Ｓメりｔ４ヒ高年学校 （２ 回ぬ演〉

４庫県Ｓ術ま化センター

県棄芸術劇場 ・き宮市を怛宮東高等学校 （２ 回ぬ演）

４Ｒ芸術劇ｌｌ・ 福崎ＩＴエルデホール 日本神話講座

京都造形ｌｓ術大学・ 春秋座（ 日本Ｓ能史）

渋き回文化総合センター大加ｍ

リ



・し ゃべって唸っ て人形芝居（落莇・・ 浪曲 ・人形芝居）

３ｊ　１３　日　 県Ｒｌｉ術ＳＩ場 ・お りひめま化ホール

○コ ロナのた め延期・ 中上分

８　Ｊ１　２８　日　 草加市二之化会館 （ｌｉ期 ・令加３年予定）

１０　Ｊ１　３　日　 花みどり フェア・ イングラ ンドのｊｉ（Ｍ１期）

１０　Ｊ１　１４　日　 ロシア音楽団 ・オ リエンタルホテル （中止）

１０　ｊｌ　２２　日　 ・ＲＳ術劇場 ・搾Ｆ商業高等学校（中ま）

１０　ｊ　２３　日　 日中韓覩・会議晩餐会 ・ウ ェス ティ ンホ テル （中 止）

１０　Ｊ１　２９　日　 県ＦＵな術Ｓ場。 高察高等学校 （ＳＳ・ 令和 ３年予定）

１１　ｊ　１８　日　 ＳＲ；あ術まＩ場 ・搾Ｆ北高等学校 （キ１ヒ）

１１　Ｊ１　２９　日　 九州人形芝ｇフェスティバル（・期 ・令加３年予定）

③特ｉｊぬ濱

１０　ｊｉ　１８　日

「義経千本桜

１４ ：００～ 「和のよそおい、 大人のお出かけ」

道ぞテ初音旅」・ 人形着付けトーク ショ ー・ 『衣裳ロ』」 ３４あ

④まのにない手を育成する子ども向けコ ンテンツ制作事業 「泣いた赤鬼」を演

１２ 万２５日　南あわじ市き４ヒＦｒ万小学校

１２　ｊ　２６　日　 Ｓ本市ｔＳ本第一小学校

Ｌｇ　１４ 日　 淡路市：た志筑小学校

⑤泱Ｓ人形ａ　夜ぬ演「泣いた赤鬼Ｊ Ｆｋｌ覧４・ Ｘ９予上演・ を日 １７　：　３０～

１０　Ｊ１　２６　日（内覧会） ４６ち

１０　Ｊ１１　２９　日（肖覧会） ５８名

１１　Ｊ１　２８　日

１１　Ｊ１　２９　日

１２　Ｊｉ　１８　ＦＥ１

１２　Ｊｉ　２５　日

１２　ｊ　２６　日

２　ｊｊ　５， ２１，２５日

１１ぶ

２８名

４３名

５５名

４８名

コロナ感染症拡大のため、 キ止

⑥ｔみど りフェア開ＳＳ間　令加 ３年 ３　Ｊｉ１　２０　ロ～５　Ｊ１　３１　日

南あわじ市け１身、情ＪＩ Ｉあ さみｊＥｉ； によ るＳＳ人１９９１１璃プロデュースき品 「まＭ十」

３／２０ 花み どり オープニ ングイベント　 １６３　４Ｓ

トー クシ ョー　清Ｊ １１ あさ み・ 尾上松き出演

⑦ま化庁の補ＩＪ事業でのを演

・令加２ 年ま 「攵`化Ｓ術によ る子きの育成総合本Ｓ （巡回む演事隻）」

・ぬ演期回； 令和 ２年 １１ ｊ８ 日～１１　ｊｌ　２０　日

ぬ演ｔＫ ：大分４ ・鹿児あ４・ 神祖県の小中学校

実施数： ９ぬ演（うち １ぬ演コロナ中止、８公演）

※ｌ！加 １ぬＳ　令加 ３年 ２ｊ　１９　日　 甫あわじ市を辰美小手校

⑧貸館’

８ｊ　２１　日 チェ コ・ フーグ人形劇団（コロナ中止）

⑨補助金 ・助成金 （新型コ ロナウイルス関 差`）

８



ＳＪｌｌＳ整助成金・ 緊急雇用安定助成を（耳．生労働省）、 持続ｆヒ給ｆ４‘金（経済産業省）
経営継続支援金（４庫ｊｌ ）、 稲き則‘団助成金 （稲盛財団）

⑩き業ｇＳ

Ｏ６　ＪＩ 再開ぶ降もツアー ・一を回体をてキャンセル

０１力間き業 は９／２～３ １＝ＪＩ Ｉ～ 回１Ｊｊ　１７ 仲営業のみ（南あわじ市ツ アーバス 案内）
９

○南あわ じ市ツアーパフ、受注、名古屋クラツー４木、大阪ク ラツー５本

神姫バス ５本、大阪府旅行業１１合 １０ 本、 高ｊａｌ新聞 ２本ツアーき両

○海上ホテルとの食事セッ トプラン （オータムプラン）提案営業

○兵庫Ｓ、大阪府大手旅行社の教育旅行１！肖者に修学旅行｜ｌｉｌ営業

ＯＧｏｏｇｌｅリ スティングぷ告予Ｓ３ 万ＰＩでスタート　７ＪＩス ター ト３ かｊｌで １５０ＳＵＰ

Ｇｏｏｇｌｅ リスティ ング広告の拡充（アクセフ、数 １． ８倍）

０２０２１～２０２３ 年に市鼈】１０～ １００　Ｊｉ１年を迎える市長宛て に、 ｊｌ１年行事に淡路人Ｓ座の肖張・！ａ演
を検９ｔしてもら うお願いを、 ぞｒ本市長、 ｊＥＪｔＳ事長の連名 で１８５　１Ｓき

０４庫Ｓの体・型 ・Ｊｉｌｌ遊滞在ｉｌ コンテンツ開９ま援補ＩＪ金に、・・Ｓパッ クス テー ジで
Ｊむ募してプ レミ アム コンテンツにＥ・ばれて上・１００ 万ＦＩ助成決定

○来年ま の＝ｌヒ九９１の 中学校（グランドニッ コーき？白） にｌｌ案。コ ロナ感染症予防の為、 ９回は

１！２１ えて電話メールにてのき業ＳＳに９］り 替えｔ九夕Ｈ の中学校でグラン ドニ ッコー予約、 仮予
約が入ってきた学校の旅む社に随ｌゆ修学兼むプログラ。ムを１１案。 ２校決定

○旅行業者等にメール ６００件、電話等でも営業

○海上ホテル食事セッ トプラン （オータムプラン ・３ 年と らふ ぐ） ｌｌ案営業。 ５件予約

○南あわじ市ツアーパス（２次募集）、 ４庫Ｓツーリ ズムバス助まをを使ってのを髑の

１１案きＳ。 Ｊｉｉ庫・Ｆｌｌ　１０　１１：、 ＳＪ ＩＩＳ　１８　回箇所き業

０３ Ｊｉ にスター トする奈ＪまＳ九とお博・きＳから ｉｌ石梅峡クノレーズと情ＪＩ Ｉあ さみｊＥｉとの

コラポ企画を合わせてｌ，案営業

○今年度 コロ ナの影響でｆｉ先 を変叉してま学鼈行で淡路あ利 Ｊｌｌ（ホテルａ リゾーツ、

グラ ンドニッ コー、ジ ョイ ポー ト、 ＳＳ．Ｂ念・・園）した実績データ をも らっ て・学

兼行プロ グラムを旅行社に提案

０４庫Ｓの体ａ１１！ ・ヌｌミ■滞在Ｓコンテンツ開発ま援補助１：の助成４をきＪｉｌ して、４ＳＳ
バッ クス テー ジのプロ グラ ム（料金一人 １０，０００　ＦＩ仗） を完成さ せて、ａ米豪の富裕層

爽】 けイ ンセンティブ旅行や、 富裕層１１１１けのパ ッケージ日本人の高額なツアーに１１案

コロ ナ感染症拡大によ り、 メニ ＝１ －提案に留ま っている

２。 人Ｓ遣い ・浄９璃が夫Ｒびヨ宋線弾きの養成
ｚ」ヽゆあ校の部き■ ・子｛ｌｔｉ会・ 社会人グループの湊Ｓ人形Ｇ承活・動や、関連のき動を支援

（１）指導者をＲき　　実施回数 ：きｌｉＳ・ Ｅ味線４ 回／ｊ、 人形遣い ３回／ｊｉｌ
①福井子供会人形浄ｉｌｌ璃部

師匠 浄ＳＳ； 竹本友庄

②南あわ じ市ｔ市小学校Ｓ土］Ｑ：｛ヒ部

師Ｅ　浄奪鵈： 鶴澤友弥

③南あわじ市ｉ：ＥＳ４１学校郷土部
師匠　浄Ｊ１３肖・ 五味線： 鶴澤友ｉ

④南あわじ市ｔ南淡中学校Ｓ土Ｓ能部

人形 ：吉日廣の助

人形 ：吉Ｅ日徳藏

１ ９



師匠　４ｇＳ・ 五味線： 鶴澤友吉　　 人形 ；吉 Ｅ日史興

⑤４庫県皿 Ｅ`罌、高等学校郷土部

師■　浄９璃・ Ｅ味線： 竹本友喜美　 人形 ：吉 Ｅ日新九朗

⑥淡路市ｔぶ筑小学校 ６年生

師■　語り ・太鼓： 竹本ｊ（箪希　　　人形 ：吉Ｅ日史興

（２）活動を助成

①袂Ｓ大きき瑠璃青年ｉｆｔ会

②狭・人形篆舞組

③淡路木９づくり 講座 （人形制作活動）

④淡ＳＥ原高校、 南淡中学校、 三原中学校（ｊ後継者回体の大形のま裳と手ｊｉｌ：の修き）

⑤淡路大き座 （あ Ｆｌｉ／ト中学校 レク チャーＪｌｌ 大Ｓ制作）

３． 淡路大き浄瑠璃の普１４９１．

（１）淡路人形絵画コ ンクール　コロナの影響で中１ヒ

（２）淡路大Ｓ浄ｌ鄒肖ぬ演ＳＳ】のＳ１１

（３）令加２年度 「ま化Ｓ術による子供育成総合事業」（派遣本業）の１１１施

小学校．・中学校 ・高校で人形ｉ・Ｆ瑠璃体験講座を行う．上半期実施 ２６ 校、 計３１回

（４）大Ｓ浄瑠璃に團する資料収ｔ・び展示

常ｌｌＵＩ大Ｓ、 ４装２着、かしら、年表１枚、 金ｔ板２枚、 歴史絵Ｓ、

パネル（に夫五味線の役割、Ｅ大遣いの大Ｓ遣いの役割、 かしらのｔｌ二掛け、

淡路大きの伝播． 昔の大Ｓ芝ｇのｊｌ景等）
を

（５）淡路人形絵画数ま令和３ 年３　ＪＩ１　２０　日・ ２１ 日　 南あわじ市肖小学ｔ８１参加
－

（６）淡路大ＳＳＩ璃アマチ．ア団体！ｌｙ：真贋（湊路人形浄ＪＩ璃資料館’〉

（７）甫あわじ市コアカリ キュラム　淡路大き座のかしら貸しけ１し

（８）ｚｏｏｌによる後丿鶸者団体交洸４のＳ施　１０　Ｊ１　２４　日（６校参加）、 ３　Ｊｉ１　２８　日（６桟１参カ１）

（９）ａ繼者回体撮影会の実施

（１ ０） ユーチューブ録画ＳＩ價　１２　Ｊ１　１２　１ヨ （松葉寿ｗｌ）． ライブＩＥ！價　２　Ｊｉ　１４　日

４、 淡路人形浄瑠璃の調査研究

（１）ＳＳま：Ｓ師ｒ寄Ｅ資料の櫚ま（大ほ市ｔ大学ＸＳ裕朗Ｓｄｌ）

（２）淡路人形座ぬ演の記録作成

賀集・ほ育Ｊヲｉでの レク チャー　 １　Ｊ１　２６　日、 辰美小学４までのニたりヤ事業学校ぬ演　２　ｊｌ　１９　日

（３）史料で・る淡尚人形搾珊ｌ爽改Ｆ版作成

５． その他

（１）「ニｔ化ｉｌ産Ｓ合？ｉ！ｉｉ推ま事業」 採択額　２９６， ０００　Ｆｉ

市民講座 「よ みがえる淡Ｓ座の遺慶一「淡路人形座」 の復きぬ演を覩るー」 オンライ ンＥｆａ

講師 ：大阪市ｉ：大学　タ、ｉｌ裕胡散ｌｉ　 ２回 （１２　ｊｌ　１　日～ １２　Ｊ１　１６　日、 Ｌｇ １日 ～Ｌｇ　１５ 日）

淡路人乗浄１１璃ま継ｔ未来塾によ る講座（Ｅ原中学校、 賀集小学校）

（２）「ふる さと南あわじ応援寄付金（ふる さと納税）」 の推進「４２６件案Ｆ」９）

（３）淡Ｓほ外の人形浄Ｓ璃保存回体への人形操 りの指導、人形・ お’裳修をヽ製６Ｅの協力
指導 ：八ＥＥ子車人形　西川柳ＥＥ　 ４　Ｊ１　１８　日～５　ｊ１　３１　日研修

熊本県清和ま楽、 長崎県東彼杵ｌ】‘

人形 ・ま装等修ＳＩ、 製邨協力 ：簒本県ＷＦロま■、 ま崎加東彼杵ｉｒ

０つ
乙





歳入

科目

事業収ＥＩ

補ｌ］ｔ等

寄附金

その他

゛去

コロ ナタｔ策等
補ａ金一 助成金

歳入合計

歳出

科目

人件１

事務費

事業費

管１１費 （協 会）

そのき雑費（振■顎〉

売上原価

歳ｌ合計

収差｜

差ｇｌ額

（演輸入Ｓ浄瑠　　　　　　決じ　ａび収まｊｌｉａ，）

３８，２８１ 人３４， ６６６人 ３３ ，０ １７人３６， ２１ ９人 ｊ　 ３１ ，８２１ 人１ ０， １８０人 １９ ，７ ５７人

Ｈ２７決算　　Ｈ２８決算　　Ｈ２９決算　　 Ｈ３０決算　　 ＲＩ ま算　　 Ｒ２決算　　 Ｒ３予算

１０６　１９２　８１ ６　８２ ，７４９　１１ ７　９４　９９９　０４ １　１０５、 １３ １， ８６６　８９　１５４　１０９　４５ 、９５０　９４２　３５ ，３７７　０００

２８　６３０　０００　４８ ，９７４　０００　４９　０１ ３． ６２０　４７　０４０　０００　４２ ，７２６ ，０００　６３　３３０　１４６　６５　０８８　０００

５， ０００　 １， ０００， ０００　　　　 ０　　 １０　０００　 ６２０， ０００　 ２， ０４０． ０００　　　　０

１１　５８９　７１ ６　１３ ，３ ７９ 、７８２　 ８　４９７　０８３　 ５． ７４０， ２６５　 ７， １６ ６　８７５　１９ ．５３０ ，４５８　 ６， ４３０　６５０

０　　　　　 ０　　　　　 ０　　　　　 ０　　　　　 ０３５， ６９５， ７１ ９　　　　　０

１４ ６． ４１ ７　５３２　１４６　１０２　８９９　１５２　５０ ９． ７４４　１５ ７， ９２ ２， １３ １　１３ ９，　６６ ６， ９８４　１６ ６， ５４７　２６５　１０ ６　８９ ５， ６５０

Ｈ２７決算　　Ｈ２８決算　　Ｈ２９決算　　Ｈ３０決算　　 ＲＩ 決算　　 Ｒ２決算　　 Ｒ３見ｉａ，

８４，９０６ ，６７５　９１　０１ ７　６２ １　９９　２３５　１９５　９５　９０２， ６３９　８４ ，９８０　２１ ８　８３ ．８８７ ．１ ７７　８５ ，９６８　６００

２１　４８２　３６４　２１　９２６　７６２　２２　０２９　０３８　２１ ，８４１　８７２　２１　７９７　３８４　２４　２９１， ９７７　２１　６９１　６１０

３３ ，２７６　２４８　２５　６９１　９５ １　２８　８６０， ７７０　３１　８２７　０２４　２３　２９３　５０３　２８　０３０． ９６７　１７ ．８６５ ，９３６

７４４　９７８　 １　１３７　８５２　　 ６９３． １９０　 １　１６０　２３７　　 ８４０　９８５　 １　３９３　４１ ３　 １， ００５　５００

５， ０００　０００　 ５　７１ １　３５９　 ３　６６３　８０ ６　 －５ ０Ｃ ，Ｃ １６　　 ５００　０００　　　　　　０　　　　　　０

５　３９８， ７７６　 ５， ５６１　４１ １　 ６， ０２４， ６４８　 ６， ４１ ６， ５０４　 ４， ６３４　０８７　 １　６７６　８２３　 ２　２４１　６００

１５０， ８０ ９， ０４ １　１５ １　０４６　９５６　１６０　５０６　６４７　１５ ６　６４ ８　２６０　１３ ６， ０４ ６， １ＴＩ　１３９　２８０　３５７　１２８　７７３　２４６

Ｈ２７決算　　Ｈ２８決算　　Ｈ２９決算　　Ｈ３０決算　　 ＲＩ決算　　 Ｒ２決算　　 Ｒ３見込

－４ ．゜ ０５ ７　 －乙 ９９６　９０３　 １　２７３． ８７ １　 ３　６２０， ８０７　 ２７　２６６　９０８　 ２　 Ｒ’ ７　５９６

つ
ん
」

「
ソ
に
」



：） じ市淡ド 人形沁

指定 ぶ理　 曷匹

令１ ４年 ４　Ｊ１　１　日

南あわじ　 ；・ ぺ声会
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Ｉ
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南あわじ市淡路人Ｓ浄瑠　館指定管Ｓ仕様

ｌ　　ｌ

この仕様書は、南あわ じ市のむの施設である 「南あわじ市ま路人Ｓ浄瑠璃館」（ぷ下 「施

設」 という。）の指定管・きが行う業務内容Ｒび詳細について 「淡路人ＲＩ浄ＥＩ璃館条例」

（ぷ下「浄Ｓ璃Ｓ条例」という 。） に定めるもののほか！ＳＳな事Ｊｉｌを定める。

｜｜

（１ ）こ の４士様書のほか、ｌｔ！３方 自治法、 条例 等、 規只り等を遵守するこ と。

く２）浄瑠璃館条例に規定する設置理念に基づき、管理運営を行なうこ と。

（３）施設利ＪＥ目者の安全確保を第一とするこ と。

（４）公の施設である こと を認識し、２平な管理運営 を行 うこ とと し、 特定の個人や団体

に対 して、有利又は不利になるようなＲ扱いをしない こと。

（５）利ｍ者の要・や意見を管ミほ営にａ映させ、１」■きにとって快３な施設であること

に努めること。

（６）サービス水準の維持向上に努め、 安定的かつ継続的なサフビスの提供がなされるよ

う管ミ運営を行う こと。

（了）効率的で効果的な管理運営を１モｉい、経費の節減に努めること。

（８）個人情報の保護を徹底するこ と。

（９）ごみの讖量等環境に配慮 した管ヨ運営 を１モｉ うこ と。

（１ ０） 適切な広報を５う など、施ａの１」用９進を積極的に 図る こと。

（１ １） 近隣住Ｒ等と良好な関係を維持 しながら、管理運営を行う こと。

（１ ２） 魅力ある自主事業を実施し、市民サービスの向上に努めること。

｜１１　 指定管ＩＩ者が実施する業務の

施設の管理運営を実施するにあたっての業務は次のとおり とする。

（１ ）施設の使用許可及び使用の制限に関ずる業務

（２）施ａの維Ｒｉ管 ＵＥｌａび兼営に 関するＭＳ

（３）使ＩＥ目者が施設又は付属施設を損傷 し、 又は滅央 した とき にお ける損害賠償請求の手

続きに関する業務

（４）利ｍ料金の徴収に関する業務

（５）施設の設置目的を達成するための事業に関する業務

（６）使ＪＥ目者の利便性を向上させるために必要な業務

（７）前各号に掲げるもののほか、 教育Ｓａ会が必要と認める業務

ＩＶ　施設の管Ｓ運営ａび利■に関する業務基準



へ　 施設又は設備の利用の許ｉｌｌに関すること

（１ ）浄Ｓ璃館条例等に規吏する使ｊＥ目の許‘■に「３ミける条項にａ触 した者又は明らかに抵触

すると認められる者に対しては、利用の許てＩＩをしない こと。

（２）浄瑠璃館条例等に規定する使ｍの制限に関する条ｌ回に抵触する者又は明らかに抵触

すると認められる者に対しては、許ｉｌｌした事項を変ｇｌし。又は許ＩＩをＲ り消 し、 きし

くは中止を命ずること。

２ 従業員の配　、研修等に関すること

（１ ）施設にかかる管理運営業務全般を統括する管ＥＥ責任者を１ 名配置するこ と。

（２ド甎ＪＪＩＲ台のＳｌａ、 ぼ綿、戦前祖丐についてａｉＥな皿うこ と。

（３）管理運営業務に基づく必要な資格を有する従業員を配置すること。但 し、 業務の一

部であって、 専ｒ！１的な知識又は技術を回し、 自ら運営することが困難なもの又は運営

上特に３；び〕果的であると認められるものについては、 教育委員会の承Ｓを得て、 再ＳＥ

することができるものとする。

（４）その他労働基準法、 労働安き衛生 ｉｉ！ｉ、その他労働関係法令を遵守し、施設の運営に

支障のないように従業員を配置すること。

（５）従業員の勤務万態は、、施設の運営に支障のないように定めるこ と。

（６）従業員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。

（７）防ｍ・ 防災対策等の緊急時対策や個人情報の保護、 情報の２開等につ いて は、 充分

研修するとともに、周知・ 徹底する こと。

（８）利用者の安全に充分注意を払えるよう従業員を配置すること。

（９）その他体制の整備に必要な従業員を配置すること。

３　 自主事業に関する業務

（へ）自圭事業を５う場台は、 施設の有力な禾１ＪＪＥ目を促まするとともに、 淡Ｓ人ＪＩＳ浄９璃の

振興、普及及び伝承者の養成ｊｌびに市の観光振興を図るものであるこ と。

（２）施設の２き時間やききスペースを活ＩＥ目 した自∃Ｅ事業を行う場合にあっては、 日程等

の調整を行うこと。

（３）自主事業を実施する際、 利ｍ者負担金等を徴収する場合にあ っては、 その金額の設

定か著しく高額なものにならないよ うにする こと。

（４）自主事業のま施 「；ち」 容については、事業ｌ十自書に記載 し、 収支Ｓ十自肅にその費ＪＥ目を計

上するととも に、 教育委員会の承認を得るこ と。

４　 利用料金に関すること

利ｌｉｌ料金の設定（浄瑠璃館条例等に規定する範囲で教育委員会の承認が必要 ：） 及び徴

収に関する業務を行うこと。

５　 利用料金の減額、 免除又は還付に関すること

（
ｈ
）
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指定管理者は、浄瑠璃館条例又は教育委員会が特に必要と認める場合、 利用料金の

全部又は一部を減額し、又は免除することができ る。 なお、教育委員会がむＳと認め

た場合については、減免された利用料金についてはこれを精算する。

６　 施設の情報ｆｌ信、広報に関すること

（１ ）パンフ レッ トの作成

指定管理者は、指定期間力において指定管理者の費用において施設にかかるパンフ

レッ ドを作成するｊｌ合、 デザイン、記載内容等においてあらかじめ、 教育Ｓ員会の承

認を得るもの とす る。

（２）市の各広報媒体の利ＪＥｌｌ

教育委員会が適当 と認めるとき は、 施設管理運営業務に関する事項においてケープ

ルテレビ、広報紙、ホームペー ジを利用することができる。

Ｖ　 ＳＳの維持管１１に関するＳ務ａＳ　　　　　　　　　　　　　レ

へ　 施ａａび設備機器の保９点検、 維持管Ｓ業務に関すること

ｍ指定管！Ｉ者は、施設を適切に管ＥＥ運営するために利ＪＥ目者が安全かつ快適に利ＪＥ目でき

るよう、 施設ａび設備機器 （ぷ下「施設設備等」 という。 ）の保全ａび美観を維持する

こと。

（２）施設設備等について は、 運転ａび操作に対 して充分なＭ］識を有する者が、故障のな

いように運転 ・操作するとともに、 動作確認、調整・ 整備等の日常点検を実施し、故

障を未然に防ぎ、 施設の供用に支障をきたさないよう努めなけれぱならない。

（３）各種法令に規定される点検及び報告にあっては、それらの関係法令を遵守 し、 指定

管ヨ者がＳ施する こと。

２　 施設の清掃、 警備 ること

指定管理者は、施設内及び敷地内、 敷地周辺について良好な衛生環境と美観の維持

にめがけ、施設と して安：１かつ快適な空間を保つために、清掃、 警備、植栽の維持管

理等の業務を実施すること。なお、 前ｊｌする業務に要する費ＩＥ目は、すべて指定管ヨ者

の負担とする。

①清掃業務

施設１カＲび敷地内、 敷地周辺においては、 衛生管理に充分留意し、利用者が安心し

て利ｍできるよう に清掃を実施する。

②警備・Ｓ

施設ｌカ及び敷地内の防犯、防火等に万全を期し、１」用者が安心して利用できる環境

の確保を目的とし、実施する。

③７１５Ｓ、 樹木、鉢植え等のＳＭｇｌｌＭＲ

敷地「ち及び敷地周辺の緑地帯 ・植栽について、 年間を通 じて美化に努める。

フ
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３　 施設、設備機械等の改修ａび修繕に関すること

へ件あたり５　０７ｊＦヨ（消費税相１額を含む。 ）を超える施設設備等の大規獵改修、改

造、 増築、修繕等に係る費目については、その負 担【Ｘ分 を市と指定管理者で協議する。

４　 施設に備え付ける備品 に関する こと

くへ】施設に備え付ける備品については、市Ｅ等の利用に支障が生 じる ことのないよ う常

に保守点検をｉｊ うと とも に、 不具合の生じ枇。備品 については、 次の各号に掲げるとお

り分類し取り 扱う。

①ＨＩ備品

教育・員会が無償で指定管ミ者に貸与する備ｎとする。なお、 経年ヨぢ イヒ等により管

理運営業務の実施の用に供することができなくな った場合、教育委員会と羝定管理者

との協議により指定管ミ者において購入又は調達すること。
１

②ｌプＷ愾品
Ｘ

指定管理者が指定管ミ料又は利用料金収入により管理運営業務の実施のため購入又

は調達したＩ 種備品ぷ外の備品 とする。 なお、経年劣化等によ り管理運営業務の実Ｓ

の用に供する ことができなくな った場合、教育委員会と指定管理者との協議によ りｍ

定管ミ者において購入又は調達すること。

③ｍＷ備品

①②にｍＬする備ｎＷ夕｜ヽで、ぢ四ミｔのＨ五回によｖＴｙ篦足ＷＷ犒又はおｍお１金収入

諮、外の財源にて購入又は調達 した備品 とする。

（２）前号の規定に基づき、指定管理者替購入又は調達した１ 種Ｗ皿種備ｎについては、

教育委員会に帰属するものとする。

（３）教育委員会が貸与する備品は、℡表３ に定める とお りと する。

５　 施設周；ＺＪの維持管理に関すること

指定管ｌｌ者は、 近隣住Ｒ又は地域自治会との良好な関係等を保つため、施設周辺の

維持管理 を行 うこ と。

¶

６　 保険の加入に関すること

（１ ）施設又は設備の不備又は梟疵によ り、 他人に損害を与えた場合の賠償金を担保する

ため、市において総合賠償補償保険に加入する。 なお、肖該保Ｒは、自主事業に起因

する賠償について適ｍされない

（２）施設に対する火災、 土砂災害、風水害等の損害を担保するため、 市において建物災

害Ｍ済に加入する。む し、 施設の分担金については指定管理者の負担とする。

了　 利用者の安全の確保に関すること

（１ ）利用者の安全対策、 監視体制等について訓練し、７ｊ全の注意を払う こと。

（２）施設利用者等における急な傷病等に適切に対応すること。

ｑ
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ＶＩ　 施Ｓの管　冫。営又は維持管　に付随する　務

１　 事業ｌ一回書、事業報き書等の作成に関すること

（１ ）事業ａｔＳ書に関すること

指定管・者は、次に掲げる事項を記載した計ｍ書類を基本協定書で定めるところによ

り教育委員会が指定する期日までに提・ し、 教育・員会の承認を得るものとする。なお、

事業の内容変１１ａび自主事業のＲ扱いについても、 同様とするこ と。

①■該年度め管ｌｌ業務の実施に係る事１１ 『施設の利ｍＲｉ！、み、 ｉ！』・料ｉａの収入 ・Ｓｇ

・Ｒみ、 修繕工事の実施ａｔＳ、環境への配慮に係るＲ組計画、自主事業取組計画等）

②■ａ年まのＷＳＳＳにかかるａ・予Ｓ・

③その他Ｓ育Ｓａ会がまめるＳＳ

（２）事業報告に関すること

①１年苞隻了■に堰たするＳ告Ｓ

指定管理者は、次に掲げる事項を記載した報告書類を基本協定書で定めるところに

より提出 し、 教育委員会の承認を得るものとする。

ア当該年度の管１１業務の実施状Ｓに回する事Ｉ回

イ当該年度の管理施設の利ＩＥ目状況に関する事項

ウ料金収入の実績、管Ｓ経費等の収支状Ｓ等

工自主事業の実施状Ｓとその収支状Ｓ

オ施設の利用等にかかる各ＩＩ統計書類

力当該年度の団体の経堂状Ｓを説・する書類

キその他教育！１員会が求める書類

②毎Ｊｌｊ終了後に提Ｓする報告書

指定管理きは、肖該Ｊｌｊの管理業務の実施状Ｒ報告書（施設の利用状況、 管１１業務の

実施状Ｓ、利ｍ料金の収入状Ｓ、修繕の実施状ｉＲ等：） を提・するものとする。

２　 Ｓａ回復の鵬務に関すること

指定管理者は、指定管理期間の終了までに施設及び設備、 備品について原状に回復し、

教育委員会に明け渡さなけれぱならない。原状回復に要する費用は、指定管！Ｉ者の負担

とす る。 なお、教育委員会が認めた場合には、指定管ヨ者は回状回復を １モｉわずに、・ａ

教育Ｓａ会が定める状態で教育委員会に対して明け渡すこ とができるものと する。

３　 利用者の要望 ・苦情処ヨに関すること

施設の管ヨに関して利用者その他の市Ｅからの要Ｓ、 苦情等は、指ｉｌ管！Ｉ者において

迅速かつ適切に対痂し、随時教育委員会に報告すること。 また、要望、 苦情等の対応上
ｌ

必要 と認める とき は、 指定管理者に対し報告を求め、 現地を調査し、又 は！ｇ要な指示を

行う。
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４　 その他管理運営に関し必要な業務

施設の管Ｓ運営に関するｇＳな許認９等の・得、 監督官庁へのＳ出業務、その他ＳＳ

書類の作成をｌｊ－う こと。

ＶＩ　ご任分担及び リスク分担

へ　 責任分担に関すること

施設の管理運営上利ＩＥ目 者等との問で生じた問題については、別表１ 「施設責任分担表」

のとおり とする。 分担表に定める事Ｘ肖で疑義がある場合又は特に定めのない事項につい

ては、協議の上責任分担を決定する。

２　 リスク分担に関すること

施設の管ヨ運営業務に 関するリ スク分担について は、 別表２「施設 リスク分担表」の

とおりとする。分担表に定める事項で疑義がある場合又は特に定める事１回ＩＭ外の不測の

リスクが生じた場合は、協議の上リスク分担を決定する。

ＶＩ　個人　報の保［、　 報Ｓ開に関すること

へ　 個人情報の保ｒに閧すること

指定管ｌｌｌ者がＲり 扱う個人情報について は、 個人情報保護条例 『：ｉｌｚ成 １７年南あわ じ市

ｌ・！』 ・１ ７ｇ）ａび皿皿の鼈定によ り、 ・人ＳＳの・ｊｉ、廬央又はきａの・止

その他保有する個人情報の適Ｑ］な管ｌｌのためにき顎Ｅな措置を講じるこ と。

また、指定管理者又は指定管理業務に従事する者は、 き１１該管ヨ業務により知り得た個

人情報を他人に知らせ、又は不・な目的に使用してはならない。

２　 情報の管理及び公開に関すること

指定管ＩＩ者 は、 むの施設の指定管Ｓ業務において指定管理者がＲ り扱う情報について、

南あわじ市情報公開条例（平成 １７年南あわ じ市条例第１ ８号）に基づき、 当該施設の管

理Ｓ営について情報２開請求がなされたときは、 これに協力しなければならない。

ＩＸ　　 ヒ　 指示、　　 、立入検

（１ ）教育委員会は、 必要に疝 じ、 施設 ・物品・ 各種帳簿等並びに管理運営の状Ｓに関し

報告を求め、 実地に調査・ 検査 し、 又は必要な指示を行う。指定管理者は、 合理的な

理由なく、これを拒否できないこととする。

（２）前号の規定に基づき、教育委員会から指示等があった場合に：は、速やかに改善等を

行うこと。

（３）教育委員会が要求するとき、 又は監査・ａが必要と認めるときは、指定管ヨ者が実

施する管ＩＥ１１１業務に係る・納関連の事務について監査の対象となる。

３０



（４）指定管ミ者 は、 施設の管Ｓ運営業務の実施に関 し、 各種法令等に基づいて実施され

る官む庁の立入検査等に立会し、検査官の賀同等に適ｔ；！〕に対処するとともに、 指摘事

項についてはｉＢ速に処理すること。

Ｘ　 市、 Ｗ甎委ｌ‾１会、 その他関連団似との協１７ミ＝、　　　レ

（１ ）指定Ｗ・き は、 この仕様書に規定するほか、指定管理者の業務の内容Ｒび処１１につ

いて、疑義がまじた場合は、教育委ａ会と協議し決定すること。

（２）指定管ヨ業務の遂１モｉ にあたっ ては、ｌｊ・き回 体、 地元 自治台等との良１１ＥＦな関係を維

持するこ と。

ＸＩ その他Ｉ　務を　 施するにあた っての注意　ｌｌ

（へ）指定管理者が施設の管理運営に係る各種規程等を作ａする場合は、教育Ｓ員会と協

議を行うこと。

（２）大規模災害がｇ生した場合においては、教育委員会が緊急に施設を使ｍする６要の

ある場合は、 教育委員会の指示により管理を行うものとする。

（３）業務のｔ部又はその主たる業務を一括 して第Ｅ者に下請けさ せ、 又は再委託するこ

とはできない。

（４）管理業務の実施にあたり 、人ａのＳＪｉｌ 、肖Ｓ託、物品の調達等をほう場合は、 市経

済の活性化と 市『メｉｌ企業の育まのため、 南あわじ市内での雇ｊｔｌ 、中小ｌｔ業 を最優宍 とし

て活用していただく。

（５）指定管ヨ１業務の実施に係る５１継きについて

①指定管・＝１は、教育委員会の指示により 業務の開始前までに事務の５１ 継ぎａび各業

務の習得を行うこ と。 なお、事務５ １継ぎ等にかかる費ＪＥ目 については、 指定管理者の

負担とする。

②指定管Ｓ者は、 指定期間満了の日 まで に、 ！ｇＳな事］１を記載 した業務 ＳＩ祖書等を１ヤ

成し、新たな指定管ＩＩ者との間で、ＦｇＳかつ支障なく 施設の管理業務を実施できる

よう、適 ｉＥな業務Ｓ Ｉ継ぎを５う こと。ま た、 新｜日指 ｉｌ管理者は、業務の ５１ 継ぎの完

了を示す書ｉｌを取り交わ し、 その写しを教育委員会に提出するこ と。

１（
づ



別表 １　 施設ご任分担表

口どｊ

一般住Ｅへの対応

利用者への対応

環境問題への対応

施設の整備、 改修

情報の管理

内容

き１１該施設にかかる設置 ・運営等に対する住Ｒ

要望、苦情等への対応

指定管理者が行う業務に関する苦情、要望等Ｓ
への対応　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
指定 管Ｓ者の業務範囲 内のサー ビス 内容等

に対 する利ｍ 者か らの苦情ａび施設内にお

ける利用者間のト ラブルへの対処

上記以外の利用者から の苦情及び利用者間

のト ラブルへの対処

指定 管ＩＩＩ 者が行う 業務 に起 因す る有害物質

の排出・ 潤き、騒音、 振Ｓ、大気汚染、 水質

汚濁、光、臭気に関するもの

．ヒＥＵ 夕ｌヽで 教育委員会が １ラ う業務に起因す

るもの

・施設の劣化及び特定できない第Ｅ者による

行為 （予め取り決めた規模以下のもの）

施設の劣化Ｒび特定で きな い第Ｅ者 による

行為 （上記以外のもの）

指定管理者の責めに帰すべ き事由による事

故・ １ＡＩ災等による施設の損髷

教育委員会の責めによる事故・ 火災等による

施設の損傷

善良な管１１ 者と しての注意義務を怠つ たこ

とによるもの

指定管１１者の責めに帰すべき事由 による個

人情報等の外部流出

Ｓ育Ｓ員台の責めに９すべき事 ＥＩＥＩ による｜
人情報等の外部流出

（
／
乙

（
Ｊ

・
Ｊ

負担者

縦ｌｌｉ台　Ｉｘｉｌ刪１き

○

○

○

○

○

○

○
　
　
○

○

○

○

○
　
　
○



別表２
－

施Ｓ リスク９担表

種類

物価変動 リスク

金利変動 リスク

需要変動リスク

制度、法令等変更 リスク

管理運営 リスク

＼施設構造リ スク

＼

施設損傷リスク

・害ほＳ リスク

債務７Ｆ履行リスク

不可抗力 リスク

ｒり容

急激なイ ンフ レ、 デフ レ等 に伴 うコ スト によ

るもの

Ｘ人件費の変動に伴う もの

金利の変動に伴うもの

管理運営の実施計画の不備 （利用者数等の戮、

積誤り） によるもの

他施設との競合による収入の見積ｓ りによ

るもの

指定管理に伴う協定書締結時に予測できな

かった要因によるもの

帰責事由 が教育委員会ぷ外によるもの

管理運営業務にＲぽす制度、関係法令、 許認

可等の変・によるもの

指定管ヨ者の瑕疵によるもの

＼指定管理者の自主事業によるもの
ｌ

｜基本Ｓｔ９施ほ、ａ備、 機Ｓ等の ：；Ｆ備による

もの

管理上の瑕疵によるもの

施設の構造によるもの

施設 ・設備自体の瑕疵に起因するもの

施設 ・設備の保守メンテナンスに起因するも

の

管理者の瑕疵「こよるもの

施設、機Ｓ（制度導入時のもの）のぞ備によ

るもの

協定内容に伴 う教育ｔ員会の不履５による

もの

協定内容に伴う指定管理者の不履行による

もの

］Ｆ ｉｌｌ抗力（Ｅ天災地 変、 暴動など教育委員会Ｒ

負担者

１尉ｌｌｉａ　揣ｉｌ都１１き

○

○

○

○
　
　
○

○

○

び指定管理者のいずれの責めにも帰すこと　　○

のできない事由） に伴い、 発生するもの

（
″

ぺ
）

『
ｊ

注１

注１

○
　
　
○

○

－

注２

０

注３

０

０

注２

０

注２

○
　
　
○

注２

〇
　
］



Ｈｊｊ

第Ｅ者への賠償

セキュリ ティ

事業終了時の費用

内容

善良な管理者としての注意義務を怠 つたこ

とによるもの

上記以外の理由によるもの

警備不備による情報漏洩、 犯罪発生によるも

の

指定管理業務の期 間満 了又 は期間途 中にお

ける業務終了 （廃止） した場合の撤収費用

ａ担者

Ｓｌｌｌｉ　ｌｔｌｌき

○

○
ｆ

Ｏ
Ｘ

Ｏ

１１ １　 物価変・ リス クａ び］Ｆｉｌ抗 力等 によ るリ スク 負担は次 のと おり とし 、協 定：　に■ ｉａ する

ものとする。

（１）１本・ｌｊａ定締結日を基準日と して、ｔ務■統計ＪＩＳ発表の消費者Ｓ価指数又は１ｉ！ＩＥ労働１■

表の 最低賃金 が２ ０９そ、 １ａ上変勤し た場合は 、委託者受託者協議の上指定管 ｌｌ料を変更する

こと がで きる。

（２）天災加ｌ変等誰の責めでもない事ｉにより 、管１１Ｓ営に追加費丿目が発まし、・ 又は減Ｓした

場合 につ いて は、 委託者受託者協議の上 、指定管 １１料を 変更する こと がで きる。

ま２　 ま本白！ｌに は市の負担と する が。 指定管１１者 が、 施設構造や機器の フＦ備を認Ｓ して いるに

もか かわ らず 、市への報告など適切 な対応を 欠いてい る場合に は、 指定 管理者の リス クと

する。

ま３　 制度 ・法令変更に より 、管 １１運営 に追 カロ 費・が発 ！ｌ し、 又は減額 した場台 のリ スク 負担

は次のと おり とし、協定きに明記するものとする。

（１ ）税法（稾費税ａび地；ち消費税を除く 。） 又は社会保険料等の変更の場合、指定ｔｌｌ料は

変更 しな い。

（２）消費税ａび１自；ち消費税の税率の変更の場台、指定管１１料は消１税等に相当する金額を変

更す る。

（３）税法又 は社会保険料等な外の ま令の変 １１ の墸 台、 委託者９託者協’ の上指定 管理料を変

更するこ とができる

４
つ
つ



別表 ３　 教育：り員会が賞与するにｌ

品　　　名

上下げ窓調整工具

アルミサッシメンテナンス用　 開閉ハン ドル

ドア レバーハンドル　 増締め用六角 レンチ

玄関マッ トメンテナンスフ ック

タイルカーペ ット

東リ （品名ＧＡ４００、色番ＧＡ４０１ ９） ２０ 枚入

屋外給水バルブ開閉キー

シー リン グフ ァン リモ コン

座席下吹・し空調カバー　 本体

座席下吹・し 空調カバーダンパー

座席下吹出し空調カバー取外しフック

止水栓開閉工具

舞台照明

摘

２階事務所受付窓

３階稽古憊サ ッシ

要

｜き所ユニオン・
レバーハンドル

１、 ２階玄関マット

３階楽屋　亥

Ｌ二１，２７０

２階見所ヲｉ井内ファン

客席床（ 座席下）

客席床（ 座席下）

客席床（ 座席下）

各水回り止水栓

ＪＤ－へ００Ｖ－１００Ｗ／Ｐ／ＭＤ　 ＦＬ、ＬＨ、 ＵＨ、ＢＬ用電球

１００Ｖ－５００Ｗ　Ｂ／ＧＹＸ９．５

ＨＰＬ－１００Ｖ －５７５ＷＣ

ＪＰ－５００ＷＣ／Ｍ／Ｓ６／Ｅ

カラ ーフ ィルター

延長ケーブル

延長ケーブル

延長ケーブル

延長ケーブル

ー

ロアーホ リゾント ライト

フラ ッドライト

サスペンショ ン用電球

フロ ント 、シ ーリ ング、バ ック

用電球

フロ ント用電球

一部灯体に実装済み

Ｃ２０－Ｃ２０＊ へ０ｍ

Ｃ２０－Ｃ２０＊ ５ｍ

Ｃ２０－Ｃ２０＊２ｍ
１

Ｃ２０－Ｃ２０－ ２分岐

に（
べ
）

数　　　量

へ組

（２ ヒー ス）

２本

１本
爽

１本

３ケース

へ本

｜－
１組

６６個

５本

へ本

３４

４

２

１

５０枚

本
　
　

本
　
　

本
　
　
本

４
　
　

４
　
　

６
　
　
４

４台

８台



自動火災報知設備 ヒュ ーズ関連

ハン ドホール、マ ンホール蓋開閉用フック

雨水桝化粧蓋　開閉用フ ック

外構

外構

１式

へ組

１組



南あわじ市淡路人が浄瑠璃館

指定管き者ＪＩ本協定書（案）

令和４年４ｊ１１日

南あわじ市

７つ
こ



南あわじ市淡路人形浄瑠璃館指定管珊１者　Ｘ本協定書（案）

南あわじ市（莎下 「委託者」と いう 。） と攷益財団法人淡路人形協会（八下 ［受鼈者］と

いう 。） とは、南 あわ じ市淡路人形浄鴛璃館 （ぶ 下「 人形浄瑠璃館」と いう 。） 唖ミ運営に

関する事業（罧下 ［事業］ とい う。 ）について、 ぶ下のと おり 合意 したので、協定書 （ぶ下

「基本協定」 とい う。 ）を締結 し、 確認する。

（目 的）

第１ 条　ぷ本協定 は、 委貌者と 受貌者が相互に協力し、人形浄瑠璃館を適ｊＥかつドｊ常 に管

ミ運営す るた めに 必要 な基本的事項 を定 める こと を目 的と する。

（悵共性八び民竄事業の趣 旨の尊重）

第２ 条　受貌者は 、南 あわ じ市淡加入荀浄鷽、璃館条Ｍ（平成 ２３ 年南 あわ じ市条例第３０そ）

（曁下「条例」と いう 。） 第１ 条の設置理念に基づき 、適切な管をを営 を行 うこ とに より、

求め られ るか共性 を十分にミ解 し、 その趣回 を尊重す るも のと する。

（管理の基準）

第３ 条　 受託者は、基本協霆＿、亶、該事業年度にお ける 事項について ＳＩ」に 定め た協定（八下

「年度協定」 とい う。 ）、 条例八び施行規戮ｌ』 並びに関イ京法令、指導等 に従い、 事業 を実施

しな けれ ばな らな い。

（指定期竄）

第４ 条　基本協定によ る指定期間は、令ね４ 年４ １１ 日か ら令倣］ ９年 ３１ ３１ 日ま でと する。

（基本的な業務の範回）

第５ 条　受託者が行う 施設の管ぞＸ営の業務は次のと おり とす る。

（１ ）　 施設の使用許亘Ｖ攷び使万］の制ｍに関する業務

（２ ）　 施設の維持管そ攷びｊＥ営に関する業務

（３ ）　 禾｜洲料金の徴収 に関する 業務

（４ ）　 施籏の蓊置目 的を達成するための事業に関する業務

（５ ）　 使用者の利便ｔ生を向上させるために必要な業務

（６ ）　 前各号に掲げるも ののほか、市長が必■ と認める業務

（施宣な備等の維持管ミ費等）

第６ 条　 １件 あた り５ ０万 ［１］（消費税相 肖額を含む。 ）を糎え る施籏、 数備機器等（鑪下 「施

設設備等」と いう 。） の改造、 増築、移設及び修繕については、そ の負担区分を委ぼ者と

受貌者で協議する もの とし 、１ 件あ たり ５０ 万Ｆエ］ 以下 のも のについては愛社者が 自己の

費鴇と責任において実施す るも のと する。

２　 施鼈のやＪＩＪ営上、 必９な日 常経費、 物ａ１のぞ新に要する費万］、 大笑保険料等は殘簑

者の負担とするも のと する。

（イ蓊人情報のＷ護等）

第７ 条　受託者が取扱 う個人情報については、南あわ じ市個人ぼ報イ呆護条例（平成１７年

南あ わじ市条例第 １７ そ） の規定を 準只１し 、駆入情報の漏洩、滅失又 はき 損の 剔止 その

（
い
０

つ
。
）



ｔＳ有する個人情報の適り］な管きのために必要な措置を講じなければならない。

２　 受ａＥ者又は管き業務の一部又は１：部に従事する者は、 肖該管９業務によ り加 り得た

個人情報を社人に加ら せ、 又は ］Ｆ 肖な 目白りにｔＪＩし てはなら ない。

３　 加２ ＪＩにかかるぼ紬については． Ｓり記１ 「価｜人情報取扱事ＪＥ回」に大ｌ定する。

（管Ｓ業務にかかる情報のぬ回）

第８ 条　施Ｒの管き業務において受たきが取扱う 情報について、南あわ じ市情報む回条

例（平成 １７年南あわ じ市条例第１８そ）の趣旨 にの っと り。 情報のぬ開に 関してあＳ

な措置を講ずるよ うに努めなければなら ない。ヽ

（会計【Ｘ分】

第９ 条　 肖鉄管１１Ｚ営事業に係る会計Ｋ分は、 毎年 ４ｊｌ１ 日よ り１年３ ｊ　３１　日ま でと し、

独力：した９分経ＪＩを？ｉわなけれぱならない。

（事業計回書）

第１０条　受託者は、毎年度委まＩＥ者が指定する 期日 まで に事業計回書を１１１ し、 委Ｒ者の承

第を得な ければな らな い。

２　 委託者Ｒび受託者 は、 本業計画書を変Ｗ しよ うと する とき は、 委ａＥ者 と受Ｒ者の協議

によ り決定す るも のと する。

（事業報告書）

第１１条　受Ｒきは、南あわ じ市むの施ａのＥｍｔ管Ｓ者のｍｔの手続等に１３１１す る条例第 １０

条の規定にＸづき 、次に掲げる 事項を記載した規則で定める事業報告書を作成し、毎年

度終了ａ ５ｊｌ３１日 までにＳ託者にａａｌ しなければな らない。

（１ ）　 管Ｓ業務の実施状況

（２ ）　 利用状況Ｒび利ＪＩＩ拒否等の件数ｊ、ぴ事由

（３ ）　 利用料をの収入実績

（４ ）　 管Ｓに係る経費の效夊状Ｓ

（５ ）　 前号に掲げる もののほか、 市長がＳＩ』 に定める事亀

２　 受おＥ者 は、 ４又支に関す るｌｌＭそのｔ本業に４京 るＥＳを整備 し、 常に経ＳＩ状況を １３１１ らか

にしてお くと とも に、 委Ｅ者が必Ｓ と認める とき は、 その状況を報告しなければならな

ｌ， Ｘ。

３　 受託者は、事業の実施 に肖 たり 。事故等が生 じた とき は。 受Ｒ者の責に帰すべき 事Ｆｈ

によ ると 否と を「ｎｌわず、１１滞なく 委おＥ者にその状況を報告 しなければな らない。

（指定管Ｓ料）

第１２条　指定管ＪＩ料は、 支ｔムわないもの とする。

（ｊｆｌへ９ゆｔｌ汲又入の・ り扱い）

第１３条　受ＩＥ者は、 条例等に定めがあ る場合、 本施ａに係る利Ｊ４４ｊ料をを受ｇ者の鼈入とし

て、 １１又受する こと がで きる。

（利 丿目 料金の決定）

第１４条　利丿目料をは、ｔＲＩ・が 、条例に規定する 禾り Ｊｌｌｊ Ｒｉ：の範回 Ｆｊ９において定める ものと

する。ただし 、そ の決定及び改定についてはあら かじ め委託者の承諾を受け るも のとす

つ
）



る。

（財まの管を）

第１５条　受託者は、本業に係る財ｔを善良な管き者の注意を持って管を し、 事業の運営に

使ＪＴ］する ものとする。

２　 受託者は、委託者が支払う 対価 によ って受託者が取得 した備呂 について は速やかに財

産台帳にを載 し、 その状況 を明 らかにしておかな ければな らな い。

３　 受託者は、事業に係る財産を事業運営の 目的以外に使用してはなら ない。ただし 、委

託者の承認を うけ たと きは、こ の限 りでない。

４　 受Ｅ者は、事業に係る財産の形状、 形質等を変更 して はな らない。 ただ し、 委託者の

承認を受けたとき は、 この限り でない。

５　 受Ｅ者は、天災地変その他の事故により 淡路人形浄瑠璃館に係る財産を滅失 し、 又は

毀損したとき は、 速やかにその状瓦を委むＥ者に報告しなければならない。

（委託者のＸ木協定等の解ほ）
・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１

第１６条　委加者は、受Ｒ者が次の各９のいずれかに該售すると認められる場合には、 受託

者に対して書Ｓにより ｌ！知した上で、 基本協定攷、び年度協定を解除する こと ができる。

（１ ）　 受託者が受Ｅ者の責に帰する事日ヨ１により 基本協定又は年度協定に定める事項を履

行し ない とき 、又は履行の見込みがない と明 らかに認められる とき。

（２ ）　 受託者が基本協定、年度協定又は関係法令等の条項に違ｇ し、 かつ、委託者が相

苞の期間を定めて催告して も、 当該違反の状態が解消されないとき。

（３ ）　 受託者が協定を履行する上であ要と される資格の取消 し、 又は停止を受けたとき

並びに事業実施能力が無い と判断さ れた とき。

２　 委託者又は受だき は、 このＳｔを解ほし よう とす ると きは 、６ ヶＪＩ前 までに社Ｉ手方に

申し 出な ければな らな い。

（損害賠償）

第１７条　受託者又はその使篦人がその責めに帰する事副こ より 、委託者又は第ミ者に対し

損害を与えたとき は、 受だ者は、そのすべての損害を賠償しなけれぱならない。

（リ スク 分担）

第１８条　管ミ業務に関する リス ク分担については、天災・ 暴動等に よ４ り履行ぞ能な時は

委Ｅ者の負担 とす るが、その他管ｊｌ３営上の経費等の赤字に関しては、受託者が負担す

るものとする。

（脣、状回復義務）

第１９条　受託者はミ第 ４条に定める指定期間が満了したと き、 又は第１ ５条の規定に より

五木協定等が解除 されたと きは、葹該施設又はほ備を速やかに原状回復 しな ければなら

ない。ただし、市長の承認を得たと きは、この限 りではない。

（禁止事項）

第２０条　受託者は、ま木協定を締結 し生 じる権利義務によ る、 次の各やに該当する１予為を

してはな らない。 ただし、 委託者の許ｉ］゛を得たと きはこの回り ではない。

（１ ）第Ｅ者に対 し、 肖該施ａのｊ；ＪＩ、 転貸又はこの協ｔによ る権利を譲渡、継承ｔしく



は担保に供するこ と。

（２ ）肖該施設の模様替え等、 現状に変更を加える一切の行為

（信義則）

第２１条　委Ｅ者Ｘび受託者は、 信義を重んじ、誠実に基本協定を履行しなければなら ない。

（疑義等 の決定）

第２２条　基本協定に定めのない事項Ｘび基本協定に関 し疑義が生じたと きは、・Ｒ者 と受

ｌｌ者とは誠意を持って協議を行い、これを決定する ものとする。

（肖該事業年度における協定）　　　　　　‘

第２３条　 このＪＩ本協定のｇタＪに より 、售該事業年度における事亀については、Ｓｊに年度協

定書を締結す る。

委ｔ６者 と受Ｅ者 とは、こ のＪｉ本協定の締結を証するた め、 本書 ２通を作成し、ぶ方記名

捺印の上。それぞれ各 ｌｊｉを保有する。

令和　 ４年　 ４ｊｌ　 １日

委託者　　４家系南あわ じ市市善光寺 ２２ 番ｔ１

南あわじ市長　　 守　本　憲　私

受託者　　４庫県南あわ じ市市五條８ ８０

ぬ益財回法人淡路人形協会

ミ　 事　長　　 ｉＥＥ　 井　 良　徳



別記１

個人情報取扱事項

（基本的事項）

第１　 受Ｅ者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この協定に よる事務を実施するに苞

たっ ては、個人の権利利Ｕをイｌ害する こと のないよ う、 個人情報の旬、扱いを適ＷＪに行わな

ければならない。

（Ｕ又集の制笳、）

第２　 攷。託者は、 この協ｔによ る蓐務を行う ために個人情報を效集する とき は、 本務の日

蝎をま成するために必要な範回Ｆり で、 適まかつむｉＥな手ａによ り行わなければならない。

（目 的外利用 ・提供の制限）

第３　 受託者は、委託者の指示がある場合を除き、 この協ｔによ る本務に関して加ること

のできた個人情報を協定の 目的｀り、外の目 的に利万１し、又は委Ｅ者の承諾な しに第Ｅ者に提

供してはなら ない。

、（漏えい、 滅失八びき損の防止）

第４　受託者は、この協ｔによる事務に関 して加る こと のできた個人情報について、個人

情報の鶩えい、滅央Ｘびき 損の防止その他の個人情報の適ｉＥ な管ＪＩのた めに必Ｓな措置を

講じなければならない。

（廃棄）

第５　受託者は、この協ｔによる事務に関 して加る こと のできた個人情報について、ほ有

する必きがな くなった とき は、 確実かつ速やかに廃棄 し、 又は？肖ましなければなら ない。

（秘密の保持）

第６　 受託者は、この協定に よる事務に関 して加る こと のできた個人情報をみだり にｔ人

に加 らせてはなら ない。この協定が終了 し、 又は解除された後において も、 回様とする。

（複写又は複製の禁止）

第７　受託者は、この協定による事務を夕ａ１１するために委Ｅ者から５１渡された個人情報が

お録された資料等を委託者の承諾な しに複写又は複製 して はな らない。

（特ｔの４所な夕１ヽ、でのＲ扱いの禁止）

第８　 ・Ｅ者は、こ の協定に よる事務をＭミするために懾人情報をれ扱う とき は、 委託者

若し くは受託者の事務ｉヲｉ又は協定書 （加計回書に示す４ほを含む。 ）において定めた履行場

Ｅｇｉで行う ものとし、委託者が承諾した場合を除き、售該皿髟、外の場所で個人情報を取扱

って はな らな い。

（事務従事者への 周知）

第９　 受だ者は 、そ の事務に従事 して いる 者に 対し て、 在職中八びぷ職後 において もこの

協定によ る事務に関して知るこ とのできた個人情報をみだりに他人に知 らせ、又はぞ肖な

目的に使用してはならないこと など、個人情報の保護に必要な事項を周知させる ものとす

る。

「
／
」４



（資Ｒ等のｉｉＳ等）

第１０　 受Ｋ者は、こ の協ｔによる事務をＭきするために、委託者から提供を受け、 又は受

託者自らが収集し、若 しく は作成した個人情報が記録された資料等は、 この協定完了後直

ちに委託者にｉｉｊｌ し、 又はり｜ 渡すもの とする。 ただ し、 委Ｒ者が別に指示 した とき は售該

方法によ るも のと する。

（３Ｚ入調査）

第１１　 委ほ者は、受まｆＥ者が協定による事務の執４７に肖たり な扱っている個人情報の状Ｒに

ついて、 随時調をする こと ができる。

（事故素生時にお ける 報告）

第１２　 受Ｅ者は、こ の協定に違反する事態が生 じ、 又はをじ るおそれのあ るこ とを知った

とき は速やかに委ＳＥ者に報告 し、 委劃Ｅ者の指示に従う もの とする。

ご
り４



南あわじ市淡路人形浄瑠璃館

４＝回定管Ｓき年ま協定書 （案）

令和 ４年 ４ｊ １日

南あわじ市



南あわじ市淡路人形浄・璃館指定管Ｓ者　年度協定書（案）

南あわじ市（Ｊヌ卞「まだき」 とい う。 ）と財回ま人淡Ｓ人がｉ会 （ぷ下「■Ｋｔ」 とい う。）

とは、南あわ じ市淡路人が４ＳＥＥ肖Ｓ （Ｊ２え 下１ 本施ａ） とい う。 ）管週！Ｓ営専業の実施につい

て締結した南あわじ市淡路人形浄珮璃館指定管戛１１者基本協定書 （ＪＪ、下「Ｘ本協定」という 。）

に基づき 、肖該事業年度における協定書 （９、下 「年度協定」 とい う。 ）を締結する。

（年度協定の 目的）

第１ 条　年度協定は、 本施ほの管ＪＩ業務のを年度の業務内容Ｒび実施のが価と して支社、わ

れる指定管ｊｌ料を定める こと を目的とする ものである。

（年度協定の期戛）

第２ 条　 この年度協定の期戛は、令手口 ４年 ４Ｊ１１ 日か ら令加５ 年３ ｊｌ ３　１日 まで とする。

（業務内容）

第３ 条　委託者攷ｊｊヽ受託者は、 令和 ４年度の業務Ｆりさが、南あわ じ市淡路人が浄Ｓ璃館条

Ｍ（平成 ２３ 年南あわ じ市条例第３０１）（ぶ下 「条例」 とい う。 ）第 ４条‾反ぴま本協定第

５条に定める とお りである こと を確認する。

（指定管ミ料）

第４条　指定管Ｓ料は文才ムわないもの とする。

（疑義等の決定）

第５ 条　年度協ｔにｔめのない事項Ｒび年度協定に関 し疑義が生じたと きは、委託者 と受

託者とは崔意を持って協議を行い、 これを決定するも のと する。

委Ｒ者と受ｔ者と は、 この年度協定の鶤結ををするため、 本書 ２１１を作成 し、 虱方い＝、

捺印の上、それぞれを １ａを保有する。

令和　 ４年　 ４ｊ］１日

委Ｅ者 ４家系南あわ じ市市善光キ ２２ 番地１

南あ わじ市長　　 守　 本　憲　 Ｅ、

受Ｅ者　　 兵庫４南あわ じ市市‾ミ條 ８８０

む益財回法人淡路人蔡協会

理　事　長　　 ｉＥ　井　良　徳

［
に
｛
―
｝

４



議案第９０号 

 

公の施設の指定管理者の指定について（中央リサイクルセンター） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指

定管理者として次のとおり指定することについて、同条第６項の規定により、

議会の議決を求める。 

 

  令和３年１２月２日提出 

 

                    南あわじ市長 守 本 憲 弘  

 

 

記 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

   南あわじ市中央リサイクルセンター 

 

２ 指定管理者となる団体 

   所在地  南あわじ市広田広田１０６４番地 

   名 称  公益社団法人 南あわじ市シルバー人材センター 

         理事長  安 田 米 次 

           

３ 指定の期間 

   令和４年４月１日から令和９年３月３１日 



【南あわ じ市中央 リサ イク ルセ ンタ ー】

指定管ＩＩ者候補者ｉｌ定に関 する 資料

指定 管ａ 者指 定串 請書 ＰＩ

Ｐ１１

Ｐ１７

指定管ａ者候補者団体概要書・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・　 Ｐ２

指定管ａを行う施設の事業計回書・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・　 Ｐ３

指定 管ａ に係 る収 支計 回書 ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・　 Ｐ１０

指定 管ＩＩ業 務に 係る 基本 協定 書（ 案）　 ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・　 Ｐ１２

指定管ａ業務に係る年度協定書



様式第１ 号（第３条関係）

Ｓ

指定管ＩＩ者揚窓串請書

じ

指定を

受けよ

うとす

る団体

名　　　称 む益社団法人　南あわじ市シルバー人材センター

事務 所の

所　在　地
南あわじ市広Ｅ日広日ヨ１ ０６ ４番地

管理 を行 おう とす

るむ の施 設の 名称
南あわじ市中央リ サイ クルセンター

ｅ

添付書類

Ｉ　 団体の概要鼈明言

Ｉ　 収支計ｍ書

□　 その他

・　 事業ぎ十画害

・　 団体の活動実績書 （事業
報告書）

ゅ

（事務処理機）

１

－１－



ｚ／ Ｉ∝ ’｀ ’゛

（要項様式３号）

団体概要書

フ　 リ　 ガ　ナ

団　 体　 名　称

］ウエキシャダンホウジン ミすミアワジ シシルバ ザンザィセンター

公益社団法人　南あわじ市シルバー人材セ ンタ ー　　　　　　　　。

フ　　 リ　　 ガ　ナ

代　 表　 者　名
リジ チョウ　 ヤスダヨネツグ

ミ事長　 安ＥＢ　 米次

所　　 在　　地
南あわじ市広 Ｅ日 広ＥＢ１ ０６ ４番地

電　 話　 番　号 Ｆ　 Ａ　 Ｘ　 番　号

設立 年９日
平成１７年４月１日

主な 事業 活動

（沿 革等 ：）

南あわじ市合併に伴い、（社） 淡ｍ広域シルバー人材センターから＼日

４ｍのシルバー入尨センターがｌｚぼ｜ 了年４９ １日、（社） 南あわじ
市シルバー人材セ ンタ ーと して独が し現在の組織とな る。 その聞、 Ｘｌｚ

成２ ４年 ４月 １日、む益社団法大の認ＩＩを受け る。

家ぼ ・事戛所七共回体等より９ａ９様な業Ｒを■Ｒし業ｍつ
てい る。

団体の特色Ｒび

経　 営　 方　針

シルバー人材センター は営利法人では対応するこ とが困難な定年退

職者 （自゛笆業ｔを含む） 等の高齢胝の希２ ・体力・ 能力に応じたシル
バー人材センター事業の業務・就業の機会の確保と提供により、高齢
者のまさかいの充実、 社会参加の促進を回ることによ り、 高齢者の能
力をまかした活力ある地域社会づく りに寄与することを目的として
いる。

免許 ・登 録等

奈ちＲ３年１ ０９ １日京を

・普通自動車免許　　 １３ こ呂

・フ ォークリ フト運転技能講習修了者　　　 ５名

構　 成　 員　数

（従 業員 数：）

６２ ２　名

（１ ３名で）

指定管ミ省

制度担当者

氏　　　　　名 太ＥＢ・ 孝次 担当部署 ・役職 常務理事兼事務局Ｒ

電　 話　番　号 皿。－。 ＦＡ Ｘ番号 皿囂｜譖諞皿

メー ルア ドレ

ス ｜　 そ　 の　他
皿

※　 団体の組織図については、 別途添付すること

○類似施Ｒの管ミ亂営に関する実績 （民間の類似施設を含も）

施設の名称 所在地 業務の内容 管理運営の期間

南あ わじ 市老人

福祉センター 「亀

岡荘」

阿万上ＥＥ！１２０４２

番地

市の指定管ミを受けて、文化・ 教養・

福祉向上を目的と した維持管理運営
を行つている。

２７年４月から

３７年３月まで

年　月から

年　月まで
Ｓ　．

年　 月から

年　 丿目 まで

－２－



（要項様式第 ６号）

事　 業　 計　 画　書

Ｉ　 管ＪＩ運営の基本方針

１） 施設の管 Ｅｉｌａ営を実施する にあ たっ ての基本 白４Ｊな考え方

シルバー人材セン ター事業 のｊｌ念 は、 「自 主・ 自を ・族働・ 嵩助」です。 シルバー人材セ

ンタ ーは、高年齢者の雇ＪＩの安定等に 関す る法律「高齢法」 第４６条第１ 項にぶづ き事業を

行っ てお り、 現役 をリ タイ アし た方ガが何ら かの就業 を亟じて 、自 己の能力 を活用し 、そ

れに よっ て追加的 な収入を得る とと もに 、自 らが 生き がいや社会参加を希望する 高年齢者

に対 して 、ｔ域社会の 日常生活に密着し た仕事を提供 し、 地域社会 に活力を 生み 出し 、ひ

いて は加減社会活性化 につ なげてい きま す。 また 、働 く意欲と 能力 を待 った 高齢者で あれ

ば誰 にも 参加 の道 を戛 き、 自てＸ奥な祖織参加と 労働能力 をＲ揮す るこ とに より 豊かで積極

的な 高齢期の生ａ と社会参加に よる 生き がい の充実を 回ろ うと する もの です。

よっ て、 シルバー人材セン ターは上記の よう な珊１念で施設を管１１Ｓ営いたし ますので利

益を得る こと を目 的とする団体ではございません。さ らに、ぬ益社団法人と して非営利団

体で あり ます。よ って 、無駄な経費 を髱滅し安価な経費でミ営 をい たし ます。

また 、人員Ｅ置に ついては常に予備人員 を擁 して おり 業務 の繁忙に あわせた人員 ｉａ置が

でき ます し、 Ｈ随する 園内 の環境美化管ミ等 を適 ｉＥ な時期に行い ます。

セン ター の会員は雇用 を前提と した 労働 関係 の諸法規 の適用は あり ませんが 、会員が

色がな仕事を している とき に、 誤って他人の身体や財物に損害を与えた とき、あるいは事

故に あっ た場合な どは シルバー人材セン ター総合賠償保険で担保す るこ とと なっ てい ます。

よって会員も安心ヽして仕事に従事する こと ができます。 上Ｅのこ とを基本に、 指定管ＪＩの

趣回 に沿 い、 法令等を 遵守 し、 施鼈の管き目 的を 達成する ため施鼈を良好な状態 を保 ちな

がら 市Ｒサー ビス をモ ット ーに管ミ兼営いた しま す。

２） 指定期「ＵＩ 内に おける達成目標

指定管ｊｌを受けた前回の初年度の平成 ２９ 年度 と令和２ 年度 とにヒ較する と持 ちｉきま れる
１

物品のｔは４ ４％増加、資源ゴミの４考ｉきみ件数においても ２～ ３割増加 しています。 ‾叉、

蛍光れの 分Ｓ Ｉ」 作業、指定業者持ｉき の衣類におけ る手伝い など会員 がそ の対応に追われ、リ

サイ クルセン ター の作業従事者が手薄に なる 時笥帯がを生 して いる 。慢 ・｜生的 な持ｉム数回：の

増大 と併せて その対応 をど のよ うなぢで作業効率 を高 め、 スム ーズな事業ミ営が でき るか

が簒、題 であ ると 思い ます。ま ず、 リサイク ルセ ンタ ーで の回収物 心の適ｊＥな分加ＪＩ準を周

タＪ］さ せ、 整を整頓 に努 め、 質の よい ‾呉生資源の確保 を図 りま す。 次に 、人的な 問題であり

ます。作業なの多 い繁忙期 には人員 を増やす必要 があ りま すが 、Ｓ ＪＩ 大の身分の安定も考

えた 常備雇万１で事業 を実施の場合 は経費も かか ると 思い ます。し かし シルバー人材センタ

ーで は、 そう した 人員 の増減は 日が 自在であ り経費は、必ｔな だけ でｊ１り ますので、いわ
ｌ

ゆる 実費 で賄 えま す。 又、 作業 か。】容 に応 じた人員 の適‾Ｈま：に努 めま す。 後は、経常経費
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で、 これは機械のｔ朽化による修繕費等をいかに少な くするかを考えｊｌ営する こと だとｇ

いま す。

よってＳＩ」紙效支計匳書のと おり 推計し最小の経費で最大の効果を挙げられる よう 計画し

ます。翦生資源の利ルｊ促まのための分ｇｊをいかに経済的に夕１！珂１できるかを追‾反ｔます。

３） 各施設回の連携に関する事項

リサイク ルセ ンターの業務に関 し、 市関係部署と の連携を回り なが ら、 また、シルバー

人材センターの業務と 連携 しス ムーズな兼営を回 りま す。 また、他のぬＪｉ施鼈の関係事業

所と も必要な連絡を密にして事業ミ営を行います。

４） 上Ｅな外で特・にＥ載する事項

シルバー人材センター会員については、 会員相五の扶助、 福利厚生八び親睦事業を実施

しています。 よっ て、 会員のチームワークをもって仕事に従事する ことができます。

ｎ　 管３１運営体制と して組織に関する事項

（１ ）組織体制、 職員 （会 員） のＥ置計画

施鼈を管をＸ営するに当たっては、 管ＪＩＳ営責任者を中むに、９ 名のスタ ッフ を髱置し、

施鼈の管‾毀ま営、各作業を行います。 また、作業台の多曵に より シルバー人材センターの

人材豊富なメ リッ トを生か し、 仕事の繁忙を・て随慨増員 も回 りス ムーズな３售を行いま

す。

シルバー人材センターは、 会ａや発注者に対 して ：；Ｆ安の除去や安をの確保を回るためす

べてのａ程に関与 し、 ＥＩ場での管ｉｌ責任者との連絡、 指定管ｌｌ者担当部署との連絡等につ

いて は適切に 業務が遂行さ れる よう Ｅ盧 しま す。

（２ ）人材確保に関す る具体策 （採 Ｊｉｌ計画等）

シルバー人材センターは、 色が な技能の経験を寰つｔ年ｊ』！職者 （自 営業も含む。 ）等の高

年齢者の希望 ・体力・ 能力 に応 じた就業の機会を確保 し、 八びこれ らの もの に夕才し祖織的

に提供する等の援助を とお して、生きがいの充実、社会参加の促進を図っており 、約 ６２０

佑の会員がお ります。 現在、中央リ サイ クルに勤務している会員はほぼ固定化されていま

すが、市ｌ大１に在住するおおむね ６０ 歳八上の健康な高年齢者であって就業を希望する もので

あれば誰でも会員となって就業する こと ができます。 会員の募集については、市のま報に

有償で毎Ｊｊ ぶ告を出 しており 、また、 シルバー人材センターのホームページや会報シルバ

ーう ずしおを、年 ２回Ｒ行する とと もに説｜！１１会をｊ ２回開催して会員の募集を しておりま

す。

（３ ）人材育成方針、ａび職員 ｉｉ修に 関す る計画等

シルバー人材センターの事業は、就業の確保と提供を行う 等その就業を援助する こと、
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会員の祕識・ 技能を身につけるため、就業に関する情報の収集八び提供等を行ってお り就

業に必要 な講回会や会員の研修等も 行い ます。よ って 、会員は就業 に必要な加識 ・技能を

そ修 しま す。

また、会員は多瑰多様な技術や経験を待った人材がいますのでそれを生かせます。

（４ ）上Ｅな 夕｜ヽで 特Ｓ Ｉ』 にＥ載す る事ｇｉ

特に あり ません。

ｍ　 施設 ・設備の維持管Ｓ

（１ ）施設・ 設備の管Ｅ■体制 と維持管１１計画の適切さ

ｔ期的にシルバー人材センターと施鼈の管ＪＩ責任者が施鼈の鼈備、維持管ｊｌについて会

合を開き、施設ミ営上 ・リ サイ クル分ｊ３１」作業のほ題、安全就業、 ｊ加減と の課題、 就業人員、
・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

現場の状況把握等を行いこれらについて意見交換や改善策について協議 し、 適切な指導を

行いＳ営 しま す。

（２ ）効率的 な維持管１１ を実施す るた めの考え方（経費の節減）

シルバー人材センターの会員で維持管ミを行 う上で、 会員の適材適所を有効に活用しま

す。 また、作業の多い とき は、 大勢で、 夕ないと きは夕人数で実施します。 これによ り効

率白４Ｊ な維持管珊１を行い経費の節減を回 ります。 また施ａＦ’９の、剪定・ ｊＷメＩ』作業、 掃除 ・か

たずけ等は、 必要に応 じて分別作業者ぷ外の会員で短時翫にできる ものは、 それで行 うこ

とも でき ます。

（３ ）外部委託にかかる市 ｌ大ｌ発注の考え方

シルバー人材セン ターでで きないも の、 外部委ａＥの ほう が安価にでき るも のが あれば市

内で外部委Ｅ しま す。

（４ ）上Ｅな外で特■にＥ載する事項

特に あり ません。

ｌｖ　 ｌｊ ｍ者の施設手｜Ｊ ＪＩ とサービスの 『ａ』上

（１ ）サービスの 『ａ』上の具体的な取組み

利ＲＩ者 であ る市Ｒの ご意見を もと にサ ービ ス［ｆｉ］上 に努 めま す。 施ａ ｌ大］に 分１３１」方法に つい

て案内掲示を行う など、利用者の分Ｓりに対する認識をゆ］上する よう 指導します。
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（２ ）施設ｌｉｌＪＪｉｌ の平等の確保への具体的な １１又組み

南あわじ市リ サイ クル条例‾反び施行規則等を遵守しぬ平なＳＪＩ を行います。

（３ ）施設ｌｊＪｉｌ者の増加への具体白り なｌｉ又組み

分か りやすい施鼈利用や分別しやすいよ うに施鼈内の 随所に案内掲示を行う など施鼈利

夕日 者が快適 に利用で きる 環境づく りに 取り 組み ます。

（４ ）禾ｌｊ ｍ者の意見、 Ｓ望等の把握の方法

ご意見箱やホ ームページ等でぶ く市民の意見 を聞 き対応し ます。　 トラ ブル とな るよ うな

回様な質問はホームページ等でＱａＡを作り ぬ表し事前にを解を得るよ うに します。

（５ ）手りＪｌｌ 者の苦情等へのがＭ力’ま

苦情等の内容をよ く聴取し、誠意を持って説回をｆｉい、 ＪＩ解を得る とと もに、苦情の筒

むをｉＢ速に いた しま す。

（６ ）上Ｅｊａ外で特・にＥ載する事項

リサイク ル物 品の なかの回収時めフド純物の 問題 など の解消を 図り 、で きる だけ再生資源

の純度の 高揚に努 め、 粗大 ゴミ 等の不ま投棄 をで きる だけ なく すよ う市民に ＰＲ を行 う等

対策 を考 えま す。

Ｖ　 安１：ＩＥ■へのｌ又組み

（１ ）施設・ 設備にかかる安を管Ｅ■へのｌｌ又組み

就業する会員に施鼈の鼈備等の機能をを解させる とと もに、責任者によ るａＳ機器のマ

ニアルについて安全で適ｊＥな操作方法の加識八 び技能を習得 し徹底さ せま す。 また 、始業

前の安をＭ、検を必ず履行します。 さら に、 定期自刎こシルバー人材センターの安を教育の研

まや、交葹安をの研修、安を・ 適にＥ就業委 ａ会 のぶ視を行い安全就業指導に努 めま す。

（２ ）災害や事故、ｉ［！罪の防止へのミ組み

すべての就業 につ いて 、無事故 ・無・害 を目 標に定期的に安を：が策検討を行う とと もに、
－

就業会員 一人ひと り安全意識の徹底 と責任を持っ て仕事を遂行する よう 周加 を行いま す。

また、安を保護具の着用を徹追Ｅす ると とも に、 仕事中は もと より 、自 宅か らの范勤から帰

宅ま でのｉｉ 假丿途上の事故｜ジｊ止な ど常斃りど壼安をや施ＲＩヵ９ の安を確ｆｉ を念頭に行動する む構

えを指導 しま す。

事故から 自分 を守 るた めに絶えず「 自己啓Ｒ」を行い 、必要な お］ 識・ 技能 を身 につ け、

自己管を能力 を養 い就業の過程でを揮で きる よう 会員 に指導し ます。
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（３ ）Ｍ急時の対丿心

もし不測 の事態が 生じ たと きの 、緊急事態の対応策を シルバー人材セン ター では決めて

おり ますので、こ れに した がい施鼈での Ｓ急事態 の棄ｊ・応措置網 を作成し 、連絡等 をと り心

急措置を 取る こと どし ます。ま た、 会員 みん なが 承知 し誰でも いかなる とき も対処で きる

よう 指導 しま す。 （別図参 照）。

（４ ）個人情報ａび情報・Ｑ開に関する具体ｌｙｊな ＪＩ又組み

個人情報の保護に関する規程等によ り適ｊＥな個人情報の取扱を行 うと とも に事業の適４生

かつ Ｆ］ 滑な遅き を回 りつ つ、 個人の権利利益をｇ護 しま す。 また 、必９な情報む回 につい

てはルールに基づ き行いま す。

（５ ）上Ｅな夕１ヽで 特ｉｌｌｌにＥ載する 事ＪＩ

シルバー人材センターでは、安全・ 適ｉＥ就業委員会を設け、 珊１事・ 会員から ８名の委員

をＳ出し定期白りこ委員会を開催しています。ま た、 安全就業規約、安全・ 就業基準を鼈け、

就業現場の巡視を行い会員がＳ康で安全に就業できる よう 指導を行 うと とも に、 就業現４

の環境等を視察し事故のないよ うに事前にア ドバイスを行った り指示を した りしています。

また、戞庇者に改善を要請すべきものがあれば改善の要請をして安兔就業の確保に努めて

います。 また、万ヽ 測の事故が起こ った場合の検証や今後の安を対策な どについても協議し

事故 の‾呉発防止 に努 めて いま す。 「Ｚ Ｉ」 回参 照）

ＶＩ　 その他に関する事項

（１ ）自 生事業の実施につ いて

萢分の間は自主事業を行わず、 現在の事業を遂行します。 事業の進捗にあわせて、市民

のニーズや社会状疣を見ながら行政と連携を とり なが ら今後何をすべきか・ 何ができ るか

を考えていきたい と思います。 その中で収集する廃棄物・ 粗大ゴミ ・資源ごみ等を肖：生資

源と しての十分な‾Ｒ利丿目を應じて、 適ｉＥなぬＪＩ資源の有効利ＪＩを回るため、かつ生活環境

の保全に 寄与でき る必要な もの について採算 も考慮し たう えで 、夕 しで も収益に つな がる

もの を事業実施に ついて考 えま す。 （た とえ ば、 リサイク ル自 転車、リ サイ クル家具等修ＪＩ

補修 しての販売）

（２ ）広報活動に関する具体的な・組み

必要に応 じパ ンフ レッ トの髱布や市霍、報・ シルバー人材センターの会報等をｊ じて 行ｌ，

市Ｒ に周知し ます。

（３ ）リ スクへの対応

常に リス クについては念頭に置き、 現場責任者をはじめ会員に鶚祕する こと が必ヽ要 と考

えま す。 その上で 、リ スク の発 生を でき るだ け少 なく 日常 の就業を 行う よう 対応 しま す。
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（４ ）地域ほ動への参加・ 貢献、自 治会等各種回体と の協働・ 連帯への具体的な

縦組み

シルバー人材セン ター の会員は様が な形 でｊｔ域社会 と関 わり 、生 きが いの充実、社会参

加の促進を回るため市内の各地域での奉仕活動を組織的に支援しています。 具体的には、

市街丿加のル匹共施設の清掃花ｔの植栽、除草ボランティ ア、 福祉施鼈へのカラオケ・

餅つ き等の慰問き動、 高年齢者への給食Ｓ送 など福祉団体 と連携の もと ｇ動協力等の地域

活動を行っていま す。

（５ ）上２な外で特ｉ に記載する事項

特にあり ません

８



Ｃ）南あわじ市シルバー人材セ ンタ ー　 安全 ・適‾を就業組織体系図

事　務　局

安全 ・適 １ミ就業委員会

安全 ・適 工Ｅ就業委員会委員（ ９名）

Ｅ
Ｖ

Ｃ）緊急時の連絡体制

祖場パト ロールを行い指導

班長 ・リ ーダー
ふ　　　゜
７＝に貝

（救急車）

淡路ぶ域消防事務所

南淡分署 （５ ２－ ０１ １９）

‾甄淡ｍ張所 （３ お－ ０１ １９）

南あわじ警察署

（４２－ ０１ １０）

｜　理莠長　｜

ノ
ノ

＼

千
丁

事業所

南あわじ市ＳＣ

９

ペ市役所匹

＼

ノ
｜　会皿宅　＼

４５－０ １７１

常務 ・事務局長



（要項様式７ 号）

収 支 口
－／／／／｀Ｗ

項目 犬　年曵 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 合計 備考

収

入

指定 管ミ料 ２１ ，４６０ ２１ ，４６０ ２１ ，４６０ ２１ ，４６０ ２１ ，４６０ １０ ７， ３００

利用 料収入 ９， ０００ ９， ０００ ９， ０００ ９， ０００ ９， ０００ ４５ ，０００

前期繰越収支差額 ０ ０ ０ ０ ０ ０

そ　　 の　　他 ０ ０ ０ ０
Ｘ

０ ０

自主 事業 収入 ０ ０ ０ ０ ０ ０

収　 入　 合　計 ３０ ，４６０ ３０ ，４６０ ３０ ，４６０ ３０ ，４６０ ｀３０， ４６０ １５ ２， ３００

支

芭

人　　 件　　費 ２２ ，８００ ２２ ，８００ ２２ｊ８００ ２２ ，８００ ２２ ，８ ００ ｎ４ ，０００ 会員髱分金等

需

用

費

？肖 耗品費 １， ７１０ １， ７１０ １， ７１０ １， ７１０ １， ７１０ ８， ５５０ 鼈備用他

燃　 料　費 １， ２２０ １， ２２０ 、１，２２０ １， ２２０ １， ２２０ ６， １００ 車輛用燃料

光。 熱水費 １， ２２０ １， ２２０ １， ２２０ １， ２２０ １， ２２０ ６， １００ 電気 ・水道等

イ毎　 繕　費 １，４００ １， ４００ １，４００ １， ４００ １， ４００ ７， ０００ 車輛等

印刷 その他 １２０ １２０ １２０ １２０ １２０ ｀　 ６００ パンフ等

計 ５， ６７０ ５， ６７０ ５， ６７０ ５， ６７０ ５， ６７０ ２８ ，３ ５０

役
務
費

保　 険　料 ３２０ ３２０． ３２０ ３２０ ３２０ １， ６００
皐殀 ゜目 鯛卑 ＥＲ

瀋Ｓ

亟信 ミ搬費 ８０ ８０ ８０ ８０ ８０ ４００ 電；話代等

使Ｊ≡目料八び賃借料 ７０ ７０ ７０ ７０ ７０ ３５０
ま肖れ、 叉ｌムキ
社ら

計 ４７０
９

４７０ ，４７０ －４７０ ４７０ ２， ３５０

施

設
せ
理

費

委　 Ｅ　料 ４２０ ４２０ ４２０ ４２０ ４２０ ２， １００
ソフ ト、 怺ずた

ｊを 宙ぬかた９
＝

維持 管ミ費 ０ ０ ０ ０ ０ ０

備　 品　費 １００ １００ １００ １００ １００ ５００

計 ５２０ ５２０ ５２０ ５２０ ５２０ ２， ６００

自生 事業費 ０ ０ ０ ０ ０ ０

ぬ　　 課　　費 １， ０００ １， ０００ １， ０００ １， ０００ １， ０００ ５， ０００ ｉ肖費税等

雑　　　　　　費 ０ ０ ０ ０ ０ ０

支　 ｉ　 合　計 ３０ ，４６０ ３０ ，４６０ ３０ ，４６０ ３０ ，４６０ ３０ ，４６０ １５ ２， ３００

収　 支　 差　額 ０ ０ ０ ０ ０ ０

【１１又入増に『白］ けたｌｉ又組み】

質のよい分別をし、市の収入である売り払い価格の増と、 粗大ごみ受入ｔの増加にぢめる。

【経費縮減に『ａ］けた１又組み】

リサイクル物 品の分ぶ」の適ｍイヒを徹たすると とも に、 回収時の不純物を少なくするようＰＲし、

ｊＳＩ」の経費の縮減と、 機械類の修繕費等の経費を夕なくする。 また経常費用の縮減に努める。

分Ｓｊ等作業量に応じた人員祉置を常時考え、適ｌＥな作業人員で業務を処をする。
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１。 指定管ＩＩ者指定 串請者の指１　 ２む社回 ５ｉ！ｉ人南あわ じ市 シルバー 人キｊセ ンター
／

（非２募による一者指名）

２益社団法人南あわじ市シルバー人材センターは、高年齢者の就業を援助することによ
』

り、 これらの者の生きがいのある生■の実現と社会参加の推進を図り、 高年齢者の能力を
Ｉ

生かした活力ある地域社会づく りに寄与する団体であり、 ぎｉ該施設では、 平成 ２４ 年度の

指定管理者制度導入か ら現在まで、 同法人を指定管理者に指定 して いる。

現在のメ ンバーは当施設の設置目的であ る、 リサイクルの推進及びごみの分別、 減量に

対してのタミ［］識を有しており、 管理運営についてもこれまで指定管理者として豊富な経９と

実績を積んできて いる。

上Ｒ理Ｅｔｌにより、 同法人はこの施設の指定管理者として相応しく、 より効率的、 Ｍ果的

な運営が期待できるため、 回法人を非２募により指定管理者指定申請者として指名する。

なお、２益社団法人南あわじ市シルバー人材センターは、 指定管理者の指定手続等に関

するｇＳＳら １１ １１１に規ｔする 「２八白！」 回４本」 には当す る。

２． １定基準・び選定手法

非２募による選定のため、 指定管理者候補者の評価Ｒび選定にかかる実施要領第６条の

規定に基づき、指定管理者候補者Ｓ定委員会ｉ席委員の全会一致をもってＳ定する。 なお、

選定にあたっ ての審査項目 は概ね下記の とお り。

審査項目 審査内容
｀　　　　　　　　　　　　　　　　 ｉ　　　　．

備考

団　体　 の　 概　要

・事業者の概要

・財政基盤の安定性・ 健全性

・施設経営のノウハウの蓄積

運営 上の基本方針

・総合的な基本方針と将来展望

・管理運営事業に関する基本方針、 実施方法

・コ スト縮減等の経営方針

施設管理運営体制と

組織 に関 する計Ｓ

・適□］な人員配置とその特色 （法的に必Ｓな資格、施

設管理上必Ｒな有資格者を配置する こと）

利用 者へ 提供 する

サー ビス の計画

・４Ｚ等な禾１」用の観点から、管理運営業務におけるむ

平・ ＳｎＥ性の確保について

・サービスを向上させるための方針、具体策

Ｘ

安全確保の回 り組み

・防災等緊急時の危機管理の取 り組み

・利用者の安全確保について

・個人情報保護の措置について

収　 支　　き十　ミ ・収支計画の内容が適ｍであり 、安定した運営が咫能

１１
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南あわじ市中央リ サイ クルセンター

指定管き者ＪＩ本協定書（案）

令和 ４年　　 丿　　日

南あわじ市
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南あわじ市中央リ サイ クルセンター指定管垣！者　Ｊｉ本協定書 （案）

南あわじ市（ぶ下 「市」と いう 。） とぬ益杜回ま人南あわじ市シルバー人材センター （な

下［指定管週１者］と いう 。） とは 、南 あわ じ市 中央 リサ イク ルセ ンタ ー（な下 「中 央リ サイ

クルセン ター 」と いう 。） 喩を蓖営 に関する 事業 （な 下「事業」と いう 。） につ いて 、な下

のと おり 合意 した ので、協定書 （な 下「基本協定」と いう 。） を締結し 、確認す る。

（目 的）

第１ 条　 ‾羝本協定は、市 と指ｔ管ＪＩ者が相万に協力し、中央リ サイ クルセン ター を適ｊＥか

つＰミ１ 常に管を匿営するために必ｔなＪＩ本的事Ｊミ耿を定める こと を目 的とする。

（ぬ御｜生ｊ．びＲ間毎業の趣回の尊重）

第２ 条　指定管理１者 は、 南あわじ市リ サイ クルセンター条Ｍ （平成１７年南あわじ市条例第

２２０　１） （ぶ下「条Ｍ」と いう 。） 第１ 条のａ置」１念にＪぷづき 、適切な管理ＩＥ営を行う こと

によ り、 市民 の一般廃棄物 のリ サイ クルを推 し進 め、 ごみ減ｔ化を 図る こと を目 的とす

るも ので ある こと を十分に 週１解し、事業の 実施 に肖 たっ ては、そ の趣 回を 尊重する もの

とする。

（喩をのぷ準）

第３ 条　 指定管ミ者は 、ＪＩ本協定、售該事業年度に おけ る事項につい てＳ Ｉ」 に定めた 協定 （Ｊジ、

下「年度協定」と いう 。） 、条例八び施行規則並びに 関係也令、指導等 に従 い、 事業 を実

施しなければなら ない。

（指定期間）

第４ 条　 ＪＩ本協定に よる 指定期間 は、 令加 ４年 ４１ １日 から 令加 ９年 ３Ｊｊ３　１日 まで とす

る。

（基本的な業務の範囲）

第５ 条　 指定管Ｊミ者 がｔｉう 施ほの管ＪＩＳ営 の業務は次の とお りと する。

（１ ）　 施鼈の使ル］ お＝ ｉｉＩＡび使ＪＩ の制ｍに戛する業務

（２ ）　 施設の維持管ＪＩ八びｊｌＸ営 に関する 業務

（３ ）利ＪＩＩ料金の徴収に関する業務

（４ ）　 施設の設置目 的を達成する ための事業に関する業務

（５ ）　 使万］者の利便・ト生 を［ｉｌｉ］ 上さ せる ため に必ｔな業務

（６ ）　 前各号に掲げるも ののほか、市長が必要 と認める 業務

（施ａａＳ等の貧持管Ｊミ費等）

第６ 条　施鼈、設備機器等 （ぶ下「施設設備等」 とい う。 ）の改造、増築、 移設八び １件あ

たり ２０ 万ＰＪ（羝費税含 む） をお える 修繕 につ いて は、 市と 指定管ＪＩ者 が負 担ＩＸ分 を協

議す るも のと し、 １件 ２０ 万Ｆ］（翕費税含 む） ｀畆下の もの につ いて は指ぶ管を者 が自己

の９ ＭＩ と責任において実施するも のと する。

２　 施鼈の管 ｊｌＲ営 上、 必要 な日 常経１、 物品 の更新に 要す る費 用、 火災保険料等 は指定

管ＪＩ者の負担と する もの とす る。
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（イ翕人情報の保護等）

第７ 条　指定管Ｊミ者が取扱う個人情報については、 南あわじ市個人情報保護条例（平成

１７年南あわ じ市条例第１７そ）の規定を準Ｊ１１　Ｌぺ 個人情報の漏洩、 滅失又はき損の防

止その他保有する個人情報の適りＪ な管戔ＩＩのために必要な措置をほじなければな らな

ｌ，ｙ

２　 指定管ミ者又は管ＪＩ業務の一部又はを部に従事する者は、肖該管を業務により 加り

得た個人情報を社人に加らせ、 又は不 胞`な 目的にまＪＩ してはな らない。

３　 前２羅にかかる售細については、ｇｊＥ　１「個人情報取扱特Ｅ事瑕」に規定する。

（管ミ肖１業務に かか る情報のぬ回）

第８条　施ａの管を業務において指定管Ｊｌ者が旬、扱う 情報について、南あわ じ市情報ぬ

珮条例（平成１７年南あわじ市条例第１８号）の趣回にのっと り、 情報のぬ回に関して

必要な措置を講ず るよ うに努め なければなら ない。

（会計【Ｋ分】

第９ 条　 肖該管Ｗ蓖営事業に係 る会計区分は、毎年４ Ｊ１ １日 より 翌年 ３ｊ ３１ 日ま でと し、

独カ：したＫ分経ｊｌを行わなければな らない。

（事業報告書の作成八び４ｌｙ ｍ）

第１０条　指定管ミ者は、南 あわ じ市むの施ａの指定管週１者の指定の手続等 に回する 条例第

１０ 条の規定に基づき 、次に掲げる事項を記載した規則で定め る事業報告書を作成し、毎

年度終了後、 ２ヶ ｙＷ、れに市に提出しなければなら ない。

（１ ）　 管を業務の実施状況

（２ ）　 利用状況‾ｋび利用拒否等の件数及び事［ｔｌ

（３ ）　 利用料金の収入実績

（４ ）　 管塔１にイ奉 る経費の１１又支状疣

（５ ）　 前号に掲げる もののほか、 市長が別に定める事項

２　 指定管ｊｌ者は、 収支に関する帳票その他事業に係る記録を整備し、常に経ｊｌ状況を明

らかにしてお くと とも に、 市が必要 と認める とき は、 その状況を報告しなければならな

しｙ

３　 指定管ＪＩ者 は、 事業の実施に 肖た り、 事故等が生じたと きは、指定管１１者の責に帰す

べき 事日ＥＩ によ ると 否と を問わず、遅滞な く市にその状況を報告 しなければな らない。

第１１条　市は、中央リ サイ クルセンター管ＳＸ営業務実施の対価と して 、指定管瑕１者に対

して指定管ＪＩ料を支１ム う。

２　 指定管週１料は、 ｀吼途「年度協定」に定めるも のと する。

（利ｍ料金収入の取り 扱い）

第１２条　指定管ミ者は、条Ｍ等に定めが ある場合、本施数に係 る利ＪＴｊ料金を指定管１１者の

収入として、 収受する こと ができる。

（利用料金の決定）

第１３条　利ｍ料をは、 指定管ＪＩ者が、 条例に規定する利ＪＴ］料金の範囲Ｆ１９において定めるも

のと する。ただし、その決定八び改定についてはあら かじめ市の承諾を受け るも のとす
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る。

（財蓖の喩を）

第１４条　 指定管ミ者は 、事業にＢる 財産 を善良な管を者の注意 を戮つて 管ＪＩし 、事業の運

営に使Ｊ１１ する もの とする。

２　 指定管ＪＩ者は、 市が支ｔムう 対価によ って指定管現１者が取得した備品については査やか

に財産台帳に を載 し、 その状況 を明 らかにし ておかな ければな らな い。

３　 鬻ぼ塰を者は、事業にイ京 るｐオ産を事業運営の 目白４Ｊぷがヽに使ルｊしてはならない。ただし、

市の承認 をう けた とき は、 この 限り でな い。

４　 指定管垣１者は、 事業に係る財藍の万状、が質等を変更してはならない。ただし、市の

承認を受けた とき は、 この限り でない。

５　 指定管ｊｌ者 は、 天災 丿加変そ の他 の事故に より 中央 リサ イク ルセ ンタ ーに係る 財産 をぬ

失し、又はき損したと きは、速やかにその状況を市に報告しなければな らない。

（市の基本協定等の解除）

第１５条　市は、指定管１１者が次の各号のいずれかに該肖する と認められる場合には、指定

管ＪＩ者に対して書ｔｉに より 自知 した上で、基本協定ｊａび年度協定を解除するこ とができ

る。

（１ ）　 指定管ＪＩ者が指定管 ＪＩ者の責に帰す る事 日ヨ によ りＪｉ本協定又は年度協定 に定 める

事項 を履行し ない とき 、又 は履行の 見ｊきみ がな いと 明ら かにおめ られ ると き。

（２ ）　 指定管ＪＩ者 がＪＩ本協定、年度協定又 は関係法令等 の条項に違縦 し、 かつ 、市が相

当の期間 を定 めて催告 して も、 肖該違反の状態が解翕され ない とき。

（３ ）　 指定管ＪＩ者が協定を 履行する 上で必ガ とさ れる 資格 のＲｍし 、又 は停止を 受けた

とき 並びに事業実施能力が無い と判断さ れた とき。

２　 市又 は指定管を者 は、 この協定 を解除し よう とす ると きは 、６ ヶ１ 前ま でに相手力に

申し出なければな らない。

（損害賠償）

第１６条　指定管１ヨ１者又はその従事する者がその責めに帰する事曵により 、市又は第三者に

対し損害を与えた とき は、 指定管ＪＩ者は、 そのすべての損害を賠償しなければなら ない。

（リ スク 分担）

第１７条　 管戛ＩＩ業務 に関する リス ク分担については、天Ｘ・ 暴動等に よる 履行不能な戦は市

の甎担と する が、 その他管をＸ営上 の経費等 の赤字に 関し ては 、指定管を者が負 担する

もの とする。

（原状回復義務）
ｆ

第１８条　指定管ＪＩ者 は、 第４ 条に定め る指定期 間が満了 した とき 、又 は第 １５ 条の 規定に

より 基本協定等が解除 され たと きは 、亶Ｘ該施鼈又は設備 を速やかに原状回復し なければ

なら ない。た だし 、市長の承認 を得 たと きは 、こ の限 りで はな い。

（禁止事項）

第１９条　指定管理者は 、基本協定を締結 し生 じる 権利義務 によ る、 次の各やに該 肖す る行

為を して はな らな い。 ただ し、 市の盜７罵を得た とき はこ の覧 ちで はな い。

１５－



（１ ）　 第Ｅ者にがし、肖該施ａの族鴇、転貸又はこ の協定に よる 権利 を譲渡、 継承若し

くは担保に供する こと。

（２ ）　 肖該施鼈の模様替え等、現状に変更を加える 一切の行為

（信義則）

第２０条　 市八び指定管 ＪＩ者は 、信義を重ん じ、 誠実 に‾χｋ本協定を履行 しな ければな らな い。

（疑義等の決定）

第２ １条　 ｊＷ本協定に 定め のな い事珮攷びＪＩ本協定 に１１し疑義が生 じた とき は、 市と 指定管

理者 とは誠意 を持 って協議 を行い、 これ を決定す るも のと する。

（售該事業年度におけ る協定）

第２２条　 この基本協定の発効に より 、售該事業年度におけ る事項に ついては、別 に年度協

定書を締結する。

市と指定管Ｊミ者とは、こ のＪｉ本協定の締結を簒Ｅするため、本書２ １１ を作成し、刄方鬟鳬

捺印の上、それぞれ各 １ａを保有する。

令和 ４年　 ４Ｊｊ　 １日
Ｓ

（　　 市　　 ）　　 八庫県南 あわ じ市市善光キ ２２ 番Ｊｔ１

南あわじ市

代表者　南あわじ市長　　 守　本　憲　私

（指定管を者）　　 八庫県南 あわ じ市まｍ ぷ日］１ ０６ ４番ｔ

な益社回ま人南あわじ市シルバー人材セ ンター

垣１　事　長

１６

安　 ｍ　 米　次



南あわじ市中央リ サイ クルセンター

指定管を者年度協定書 （案）

令取１４ 年　 Ｊｊ　日

南あわじ市

１７



南あわじ市中央ジ サＬイク ルセ ンタ ー指定管ミ者　年度協定書

南あわじ市（ひ下 「市」と いう 。） とぬＥａＥ社回ま人南あわ じ市シルバー人材センター （ぷ下「指

吏管ＪＩ者」 とい う。 ）と は、 南あわじ市中央リ サイ クルセンター （以下「まａ」と いう 。） 管Ｊ１３

営事業（ぷ下 「事業」 とい う。 ）の実施について嶌結 した南あわじ市中央リ サイ クルセンター指定

菅垣１者・木協定書（ａ下 「ＪＩ本協定」と いう 。） にＪＩづ き、 肖該事業年度における 協定書（ぷ下 「年

度協定」 とい う。 ）を締結する。

（年度協定の 目的）

第１ 条　年度協定は、 本施鼈の管理１業務（な下 「本業務」と いう 。） の各年度の業務Ｆり容八

び本業務の実施の筒価 として支払われる指定管理れを定めるこ とを 目蝎とするものである。

（年度協定の期虱）

第２条　この年度協定の期回は、令１０ ４年４Ｊ１１ 日から令和５年３ Ｊ１ ３　１　日までとする。

（業務Ｆちｌ 容）

第３ 条　市ｊｌび指定管ｊｌ者は、 令和４年度の業務内容は、 南あわじ市リ サイ クルセンタブ条例 （平

成１ ７年南あわじ市条例第 ２２０ｔ）（ぶ下 「条例」 とい う。 ）第 ４条第２ ＪＪ｛八びＪぷ本協定第５条

に定 める とお りで ある こと を確認す る。
Ｉ

（指定管理１料）

第４ 条　指定管を料は、施ａの管１１運営業務実施の筒価 としてを ２　１，　４６ ０， ００ ０Ｐモｊ とする。

２　 市は、４ １と １０ ｊに上記を額の半額を指定管理１者に支払う もの とする。

（疑義等の決定）

第５ 条　年度協定に定めのない事ＪＥ回八び年度協定 ４こ 回し疑義が生 じた とき は、 市と 指定管理１者と

は誠意を持って協議を行い、これを決定する もの とする。

市と 指定せＳＩ者 とは、こ の年度協定の締結を籃する ため、本書２ 蒼を作成 し、 刄方Ｅ名 押印の

上、 それぞれ各ｌｊｉ を保有す る。

令和 ４年 ４ヂＪ１日

市　　）

（指定管ミ者）

兵庫県南あわ じ市市善光寺 ２２ 番地１

南あわじ市

代表者　南あ わじ市長　　 守　本　 憲　 りしム

兵庫県南あわ じ市なｍ広口ＬＬ ０６ ４番地

ぬ益社団法人南あわじ市シルバー人材セ ンター

ミ　事　長　　　　　　　安　 ｍ　 米　次

１８



 

議案第９１号     

 

公の施設の指定管理者の指定について（きらら・ウインズ） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指

定管理者として次のとおり指定することについて、同条第６項の規定により、

議会の議決を求める。 

 

令和３年１２月２日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘  

 

 

記 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

   南あわじ市障害者福祉施設「きらら」 

   南あわじ市障害者福祉施設「ウインズ」 

 

２ 指定管理者となる団体 

   所在地  南あわじ市八木寺内３７３番地１ 

   名 称  社会福祉法人 淡路島福祉会 

         理事長  八 木 康 公 

 

３ 指定の期間 

   令和４年４月１日から令和９年３月３１日 



 

南あわじ市障害者福祉施設「きらら」「ウインズ」 

指定管理者候補者選定に関する資料 

 

 

 

 

 指定管理者指定申請書（写し） ・・・・・・・・・・・・  Ｐ １ 

 指定管理者候補者団体概要書  ・・・・・・・・・・・・  Ｐ ２ 

 指定管理を行う法人組織図  ・・・・・・・・・・・・・  Ｐ ３ 

 指定管理を行う施設の事業計画書 ・・・・・・・・・・・  Ｐ ４ 

 指定管理に係る収支計画書  ・・・・・・・・・・・・・  Ｐ２７ 

 令和２年度収支決算書    ・・・・・・・・・・・・・  Ｐ２９ 

 平成２８年度～令和２年度収支決算額一覧 ・・・・・・・  Ｐ３３ 

指定管理業務に関する基本協定書（案）  ・・・・・・・  Ｐ３５ 

 指定管理業務に関する年度協定書（案）  ・・・・・・・  Ｐ４０ 



様式第１ 号（ 第３ 条関係）

指定管Ｓ者指定串請書

万口３年　１０Ｊ目　／日

荒あわじ市長　　守　本　憲　毬　　様

所在地南 あゎ じ市八木寺力 学池尻３ ７３

包称　 社会ネ１祉１を大 湊Ｓ島福｀

代表者の氏名　 ミ事長八木盲回　
指定管理者の指定を受けたいので、 次のとおり申請します。

指定を

受けよ

うとす

る団体

名　　　称

社会福祉法人 淡路島福祉会

事務 所の

所　 在　地

兵庫県戔あわじ市八木寺鸚字池Ｒ３ヮ３番地の｜

管理 を行 おう とす

る公の施設の名称

ｇ

あわじ陣害者予機能型施設 ウインズ

あわ じ障害者地域ラき勤ま援センターき らら

添付書類

・事業計ミ審

察団イ本の活動癢、績書

目その他

・団 イ本の概Ｒ説Ｅ回書

ＳＵ又まぎ十ミ書

（事務処理欄）

ＰＩ



（要項様式３号）

団体概要書

フ　　 リ　　 ガ　　ナ

回］　 体　 呂　称

シャ カイ フク シホウシ ン　 アワ シシマフ クシ カイ

社会福祉法人　 淡路島福祉会
フ　　 リ　　 ガ　　ブ

ベ　 表　 者　名

リシチヨ ウ　 ヤギヤスヒロ

理事長　 八木康む．

所　　　在　　地
兵庫県南あわ じ市八木寺内字尨尻３７３番地１

電　 話　 番　号㎜ Ｆ　 Ａ　 Ｘ　 番　号 霑１闇闇題
設　立　年　月　日

昭和６２年３月

主な 事業 ５呂 Ｉ力

（お 革等）
私紙のと おり

団体 の特色取び

経　 営　 方　 １十
別紙のと おり

免許 ・登 録等

構　 は　 員　な

（従 業員 数）

約３６０名

指定管理者

制度担当者

獸　　　　 呂　　　 藪脇　 ワ、臣　　　 苞当四い役ほ　　　　　瘋設Ｒ

㎝

－

※　 団体の組織図については、 別途添付すること

○類似施設の管ＥＩＩ運営に関する実績 （民間の類似施設を含も）

施設の名称 所在地 隻務の鶚容 管理運営の期間

あわ し障 秀貴多

饑能 型施 設ウ ィ゛

ンズ

兵庫 県南 あわじ

市鶚イ弋浦壁 １９９

就労継続支援Ｂ■ （定員４０名）

生活 介護 （定 員２ ０呂）

平成２９年４ｇ

から

令和４年３月

まで

あわ し障 害者地

域活動支援セン

ター きらら

兵庫 県南 あわじ

市神社浦壁１ ９８

番地１

地域活動支援センター

Ｂ阜言か目談 支援

平成 ２９ 年４月

から

令手口４ 年３月

まで

年　 月から

年　月まで

Ｐ２



































































南あわじ市障害者福祉施設 「き らら 」「ウィ ンズ」指定管理業務に関す
る基本協定書（案）

所あわじ市（ぶ下 「串」という 。） と社会福祉法人淡路島福祉会（以下 「指定管ミ者」という。）

とは、所あわじ市障害者福祉施設条例（平成 ２０ 年戛あわじ市条例第へ０号、χＵ、下「条例」とい

う。 ）の規定によ り、 所あわじ市むの施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成 １７

年所あわ じ市条例 ２０６号）第 ６条に定める指定管理者と して指定するものとし、所あわ じ市障
害者福祉施設 （匐、下 「施設」 とい う。 ）の指定管理業務について、次のとおり協定を締結する。

（施設の管理）

第１ 条　指定管ヨ者は、次に掲げる施設 （設備を含も。） の管ヨを？ラうものとする。

（１ ）所在　南あわじ巾神代浦壁１ ９８－へ

施設　南あわじ市障害者福祉施設 「きらら」

（２ ）所在　 南あわじ市神代浦壁１ ９９

施設　南あわじ市障害者福祉施設 「ウィンズ」

２　 指定管理者は前項に掲げる施設の土地、 建物、工作物Ｒび設備備品 （以下「財産」という）

の維持管理に関する業務を行う。

（運営業務）

第２条　 市は、条例第 ５条の規定により 、施１匹甎Ｊｍして行う次の業務を指・管■者に‾ＪモＸわせる

ものとする。

（へ）障害福祉サービス

ア　 生活介護に関すること。

イ　 就労継続支援に関すること。

（２）地域生活支援事業

（３）前 ２号に掲げるもののほか、 憊ぬの設置の目的を達成するために必要な事項に関するこ と。

（指定期間）

第３ 条　指定管ミ危と しての指定期間は、令和４年４月へ 日から令禾［］９年３ ９３１日までとす

る。

（施設の管理規定、運営業務の事業計画）

第４ 条　指定管Ｅｐ者 は、 第２ 条業務を行う にあたっ て、 法令、条例、 規則等に従う ほか、施設の

設置 目的及び事業 目的 が効率的 に達はされるよう 、サ ービスの向上 に努めな けれぱな らな い。

２　 指定管・きは、第 へ条 に掲 げる財産の維持管ミに 関する規定Ｒび第 ２条に掲げるＳ営業Ｓの

事業計ｍを「きら ら」、「ウィ ンズ」施設別に定め、 市の承認を得るものとする。

（指定管理料）

第５条市は、 第１ 条、 第２ 条に規定する施鼈に要する経費 を市 と指定管理者が協議の うえ、巾が

支払う指定管ｎＰ料、 自な支援給付費Ｒび地域生活支援事業費等をもって運営するものとする。
２　 前項に規定する指定管理料の支払い等詳細については、別途「年度協定」に定めるものとす

る。

３　 巾は、指定管ヨ者が第 １条、第 ２条に規定する施設の健全な管理運営業務を実施 した にもか
かわらす、法匹＿Ｅ等において著しい変化が生じた屋台は、市と指定管理者が協議のうえ、指定

管理料と して 交付する こと ができる。

４　 指定管理者は、指定管理料を第 へ条及び第２ 条に規定する業務以外に使用してはならない。

Ｐ３５











南あわじ市障害者福祉施ａ 「き らら 」、 「ウ インズ」 指定管Ｓ業務に関する年度

協定書（案）

南あわじ市（以下 「市」という。） と社会福祉法人淡路島福祉会（句、下「指定管ミ者」 とい う。）
とは、令和４ 年４ Ｊ目 １日 に南あわ じ市障害者福祉施設「きら ら」、「 ウイ ンズ」の管ミに関 して締結

した南あわじ市障害者福祉施設 「きらら」、 「ウインズ」 指定管ミ業務に戛する基本協定書（句、下「基
本協定」 とい う。 ）に基づき、 南あわじ市障害者福祉施設 「き らら 」、 「ウ インズ」 の指定管ミに関
する年度協定 （詼下「年度協定」と いう ｏ） を締結す る。

（年度協定の 目的）

第１ 条　年度協定は、 南あわじ市障害者福祉施設 「きらら」、 「ウィンズ」 の管理Ｒび運営に関する
業務 （χｊ、下「管ミ業務」と いう 。） の各年度の業務Ｆち宕Ｒび管理業務の実施の対価 として支払わ

れる指定管理料を定めるこ とを 目的 とする。

（年度協定の期間）

第２条　 この年度協定の期間は、令和４年４Ｊ回１１ 日から令和５年３９３１日までとする。

（指定管理料）

第３ 条　市は、管理業務の実施の対価と して、金 １３ ，０ ００ ，０ ００ ＲＥＩ（消費税Ｒび地力５肖費税
を含む。 ）を支払うものとする。

２　 前項の対価は、指定管ミ者の請求に より 年４ 回の分割にて次の各号のと おり 支払 うものと する。

（餡第１ 期　 令和　４年　４月　　５，０００，０００円

（２）第 ２期　令和　４年　７月　　３，０００，０００ＦＩヨ

（３）ｍ ３期　兔和　４年 へ２ 月　　３，０００，０００ＦＩヨ

（４）第 ４期　令和　５年　 ３ＪＥｊ　　２，０００，０００Ｐヨ

３　 前項の規定に 関わ らす、基本協定第 ５条第３ 項に より 障害者総合支援法等の制度改ｍｉに より、

指示管理ぞ１の令Ｋ］ ３年度啗決算１犬 ５ＲにおいてＭ費の不足が生じたＳ台は、市と指定管ミ者が協議

するもの とす る。

（疑義等の決定）

第４条　年度協定に定めのない事項について は、 ｉ一義的には基本協定によるものとする。基本協
定にも定めのない事項 について は、 市と指定管ミ者が協議の上、これを定めるものと する。

この年度協定の締結を証するた め、 本書 を２ ３作成し、市、指定管理者がそれそれ記名押 叺］ の上、

吝１ 通を保有する。

令和 年　　月 日

発注者

受注者

兵庫県南あわじ市市善光寺２２番地１

南あわじ市

代表者　 南あわじ市長　守　 本　 憲　弘

兵庫県南あわじ市八木寺内宇池尻３７３ 番地へ

社会福祉法人　淡路島福祉会

ミ事長　ハ　木　康　血

Ｐ４０



議案第９２号 

 

公の施設の指定管理者の指定について（国民宿舎慶野松原荘） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指

定管理者として次のとおり指定することについて、同条第６項の規定により、

議会の議決を求める。 

 

  令和３年１２月２日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘  

 

 

記 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

   南あわじ市国民宿舎慶野松原荘 

 

２ 指定管理者となる団体 

   所在地  南あわじ市阿那賀志知川１４番地１ 

   名 称  有限会社うめ丸 

         代表取締役 藤川 啓治郎 

 

３ 指定の期間 

   令和４年４月１日から令和７年３月３１日 

  



 

 

 

【南あわじ市国民宿舎慶野松原荘】 

指定管理者候補者選定に関する資料 

 

 

 

 指定管理者指定申請書（写し） ·················· Ｐ１ 

 指定管理者候補者法人概要書 ··················· Ｐ２ 

 指定管理を行う施設の事業計画書 ················ Ｐ３ 

 指定管理に係る収支計画書 ··················· Ｐ３１ 

 指定管理業務にかかる基本協定書（案） ············ Ｐ３３ 



（要項様式２号）

指定管ａ者指定串請書

キ

指定を

受けよ

うとす

る法人

名　　　称
有限会社　うめ丸

事務 所の

所　 在　地

南あわじ市Ｗ臨賀志駄］川 １４番地へ

管理を行おう とす

る厄、の 施設の名称
南あわじ市国Ｒ宿舎慶Ｈ松原を

添付書類

［ゾ ミ大の活動覬容、 ｍ凱太況等
を説明する書類

／事業計画霾
ざ玉大のＷ芭伏況を説回する篶

類

□　 その他（　　　　　　　　）

ゾ申込資格を確認する害類

ｙＷ牡十ｍｓ

ログルーブ結攷届

ダその他 （連帯保証人資料）

（事務賠ミ欄）

－１－



（要項様式３号）

法人概要書

フ　　 リ　　 ガ　ナ

法　 人　 名　称

ユウゲンガイ シャ ウメマル

有限会社うめ丸

フ　　 リ　　 ガ　　ブ

代　 表　 者　名

フジカワケイ ジロウ

藤川啓治郎

所　　 在　　加

□

ヽ

電　 話　 番　号
圜皿Ｉ皿

Ｆ　 Ａ　 Ｘ　 番　号 ｜㎜

設立 年丿回１日
１９７２年１ ０月２日

主な 事業 活動

（沿 革等）

１９６３年１ ２月２８日うめ丸創業

へ９７２ 年１ ０Ｊ目１ ２日有限会社うめ丸設立

１９９８年４ＪＥ目２９日別館海市飃オープン
２００２年１ ２Ｊ目２２日 有馬 くつろぎ家開業

２００７年了丿目３日サンセツ トビユーホテルけひの海開業
２０ １８年４Ｒ１ １日 ■Ｅ宿舎慶野松原荘指定管ミ開始

法人の特色Ｒび

経　 営　 方　針

創業当初より、鯛のＳき造り、 宝楽焼きを中もに、淡路島の季節の
旬の食材を提供し、加えはじめ京阪神、 登ミよりのお客様に喜ばれ

る。

「く つろぎと美味 しさをうめ丸で」 をモ ット ーと し、 スタ ッフ一丸

となり、 おもてなしに励んでいる。

免許 ・登 録等

旅館業： うめ丸　兵庫県指令環第ヘ ヘ－ １－３２号

ホテル営業： けひの海　淡路 （洲健） 第８１－２号

法人番号 ：マ １４０００２０６９６９０

構　 成　 員　数

（従 業員 数）

１６０名

指定管理者

制度担当者

氏　　　　　名 藤Ｊ ＩＩ龍介 担当部署 ・役職 ダ

電　話　番　号㎜ ＦＡ Ｘ番号

メールア ドレス
皿 そ　 の　他

？Ｓ９　 法人の組織図については、 別途添付すること

○類似施℡の管ミ運営に関する実績 （Ｒ間の類似施℡を含も）

施設の名称 所在地 業務の内容 管理運営の期間

慶野松回荘 南あわじ市 旅館
Ｈ３０年４Ｊ目から

Ｒ４年３ｊ目 まで

年　 月から

年　ＪＥＩまで

年　ＪＥＩから

年　ＪＥ目まで

－２－

ぺ
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Ⅰ 管理運営の基本方針 

１)施設の管理運営を実施するにあたっての基本的な考え方 

昭和 44 年に 7月設立され、長きに渡って多くの観光客、そして地元の方々の憩いの場として愛され

てきた慶野松原荘。 

かつての旅行・会食共に団体中心であったいわゆる大量送客、大量消費の時代を経て、旅行・会食

の形態は個人中心へと変遷しています。 

慶野松原荘が今後も多くの方に愛され、南あわじ市のいちシンボルとして存在感を出し続けるため

にも、そして現在の持続可能な社会に対応するためにも、今の時代、これからの時代を見据えた運

営を行って参ります。 

地域産業との連携 

地元の瓦業界と連携し、南あわじが瓦の大産地であることを広く知っていただける様、施設内に瓦

の展示・解説を行うコーナーを設置致します。瓦の様々な展開(箸置き・コースター等)を行なって

いる若手瓦業者との連携協力で瓦に愛着を持っていただける機会の場を提供します。 

 

温泉 

うずしお温泉利用の大浴場・露天風呂を大いに活用し、市民・滞在利用者の癒しと健康に貢献しま

す。 

運営方針の基本 

指定管理者(民間)と公共施設のもつ公共性の良さを十分に発揮し、地域の良さと、施設の魅力を発

揮できる施設にしていきます。 

また、安全が全てに優先されるということを重視致します。 

1. 食の安全管理、施設管理、危機管理の徹底を致します。 

2. 仕様書に掲げられた「指定管理者が実践する業務」を的確に実践致します。 

3. 利用者に満足度の高いサービスを提供するとともに、コンプライアンスの遵守を徹底致します。 

4. 利用者への公正平等を確保致します。        
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維持管理の基本 

日常の館内・設備・外構・外回りの点検と素早い対応により、維持管理を徹底致します 

1. 近隣のグループ施設と連携し、グループ設備担当者による日常的な点検・対応による維持管理に

努めます。 

2. チェックリストによる日常の施設管理を行うことで、点検の明確化（見える化）を図り、スタッ

フが施設の状況情報を共有できる様にします。 

3. 利用者の安心・安全な滞在のため、専門業者による、防虫・殺虫の実施の定期的な実施を行いま

す。 

4. 防災管理は、主に防火管理者の指導のもと、消防訓練・防災訓練を行い、更に消防設備の点検・

整備を消防署・業者と連携して定期的に行います。 

5. 駐車場・庭等の外部はチェックリストを作成し設備担当者が日常的に点検し、また業者との連携

により、常に使いやすい状態を維持します。 

２)指定期間内における目標達成 

利用客数・売り上げ 

現在の松原荘利用者ならびにグループ利用者への案内、および HP・SNS 等をフルに活用すること

で、年 10％以上の売り上げ増加を目指します。 

 

売り上げ目標   

令和 4 年は宿泊利用者約 18,600 人  

宿泊単価 7,418 円（消費税・入湯税込）を目標に致しました。  

 
 Ｒ４年 Ｒ５年 Ｒ６年 

宿泊客数 18,603 19,533 20,509 

  単位：人 

 

  令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 

宿泊料 105,313 107,419 109,567 

休憩料 52 53 54 

食事料 48,618 49,590 50,581 

酒及び飲み物料 1,100 1,122 1,144 

配膳料 500 510 520 

入湯税 2,722 2,776 2,831 

自主事業料 22,000 22,440 22,888 

合計 180,305 183,910 187,585 

単位：千円 
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経費の削減 

生産性の向上 

費用対効果を中心に考え、マルチタスク・個々のスキルアップを図り業務効率を上げる事で人件費

の削減を行ないます。大幅な人員削減はサービス低下をもたらす要因となるので、適正な人員配置

と就労意欲の向上にて満足度の高いサービスを目指します。 

SDG's を念頭にサスティナブルな循環型社会に対応するように取り組んでまいります。  

     

仕入れの削減 

適正仕入れ量を管理するために、仕入れフォームの作成を行います。また必要量の把握を徹底する

ことによるロスの少ない仕入れで経費削減をいたします。グループ仕入れを行える物品を増やす事

で仕入れ価格を抑え、ロスを少なくいたします。 

光熱費削減 

チェックアウト後の速やかな消灯、空調設備の適正管理、温度設定の適正化等による節電、および

基本契約の適正化を図ります。節水バルブの設置、節水意識の徹底による節水を行います。 

ゴミの減量 

ロスの少ない調理、紙類の無駄のない利用等、排出するゴミの削減を図り、環境に配慮いたしま

す。 

 

３)各施設間の連携に関する事項 

近隣施設との連携を図ります。 

西淡社会教育センター 

テニス合宿、体育館利用合宿…合宿プランの作成 

慶野松原キャンプ場 

キャンプ場利用の案内…キャンプ場利用への問い合わせ対応 

４)上記以外で特別に記載する事項 

気軽に利用してもらえる安全な施設であることを基本的な運営方針とします。公の施設であること

を認識し公平な管理運営を行うこととし、特定の個人・団体に対して有利・不利になるような取り

扱いはないように致します。 

近隣住民や駐車場・地権者等と良好な関係を維持しながら管理運営を行います。 
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Ⅱ 管理運営体制と組織に関する事項 

(１)組織体制、職員の配置計画 

＜組織体制・職員配置図＞ 

 

組織体制 

効率を優先し、全体的にマルチタスクを組むことで円滑に業務を進めます。 

法的に必要な資格者、管理上必要な資格者に関しては社内現有資格者を配置します。 

職員の配置計画 

管理責任者として支配人は「サンセットビューホテルけひの海」現支配人、泊 浩司を予定してお

ります。 

泊 浩司は「サンセットビューホテルけひの海」支配人として 8年間従事しております。 

以前は会員制リゾートホテルを運営するリゾートトラスト株式会社で１４年間勤務しており、宿泊

業に精通しており、指定管理施設の支配人として適任でございます。 

調理責任者としては、現料理長 原 信弘を引き続き予定しています。 

以前は株式会社うずのくに南あわじで 30年、やぶ萬で４年調理に携わりキャリア、技術は勿論地元

食材に精通しております。 

また近隣施設でもある「サンセットビューホテル けひの海」との連携を図り、スムーズに業務が

行えるよう配慮致します。 

防火管理者には、有資格者である藤川 龍介が担当致します。 

施設営繕は河辺 恭一を配置予定です。現在、グループの施設管理責任者であり修繕等、経験も豊

富です。 

             

             

  

 

運営本部

支配人

総務・営業本部

リザベーション

顧客担当

営業企画

WEB・広報

経理

フロント

営繕

施設清掃・外構

料理飲料部

サービス 厨房

スチュワード

副支配人
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(２)人材確保に関する具体策(採用計画等) 

現在採用されている慶野松原荘職員については、引き続き継続して雇用致します。 

また、新規採用に関してはできる限り市内の方の採用を行います。 

年齢・性別を問わず採用致します。 

(３)人材育成方針及び職員研修に関する計画等 

人材育成方針 

南あわじ市条例の把握及び安全衛生の徹底管理。南あわじ市公共施設、慶野松原ならではのホスピ

タリティマインドを定め、これを研修を通じて職員に浸透させます。 

基本理念となる『３つの約束』を徹底し、絶えずおもてなしの心を大切にゆきとどいた心温まるサ

ービスを提供できる人材育成に努めます。 

また施設・地域活性化に向けた島内外への告知 PR 手法も研修内容に組み込み、観光誘致に取り組ん

で参ります。 

(絶えず、WEB,SNS を活用し地域情報を島内外に向けて発信できる職場環境を整える) 

≪基本理念≫３つの約束 

1. コンプライアンスを遵守しお客様の立場になった行動 

2. リスクマネジメント(安全・衛生の徹底管理) 

3. マインド＆スキルアップ(絶え間ない自己啓発) 

≪ホスピタリティマインド≫ 

市民が利用しやすい地域密着型の笑顔溢れるサービス 
(子供からお年寄りまで、誰でも気軽に立ち寄れる憩いの空間の提供) 

研修実施内容(基本スキルを身に着ける) 

研修過程においては部門別ではなく、全部署の実施を致します。(厨房除く) 

公共施設の条例関連法規の把握と南あわじ市条例を理解し、創業１９６３年、５０年以上に渡り地

元を大切にし地元に愛され続け伝統と格式を守り続ける老舗旅館、うめ丸グループの運営ノウハ

ウ、ホスピタリティなどを OJT、毎朝のロールプレイングを通じて習得します。 

＜ブラザー・シスター制度＞ 

研修期間中は毎朝のロールプレイングとグループディスカッションに加え段階を踏みながら研修施

設の先輩社員について OJT を実施、実際の業務を通じて肌で感じながら実践に向けてトレーニング

を実施致します。またブレインストーミングにより個人の属性を見抜き、その能力を活かす個別ト

レーニングも実施致します。 
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＜研修部署＞ 

1. フロント・リザベーション業務(ナイトスタッフ含む) 

お出迎え・お見送りの立ち振る舞い、チェックイン、顧客情報に基づくアサイン手法、電話対応

に伴う言葉使いなど基本的なスキルを身に付けます。 

2. 厨房 

HACCP に取り組み安全衛生の徹底管理、地産地消を念頭に料理開発スキルを身に付けます。 

3. 客室清掃 

クリーンリネスを念頭に連携のとれた効率の良い行き届いた空間の演出をします。 

タスクワークで業務効率向上を目的とし、PDCA のサイクルを高回転させます。 

＜主な研修名称＞ 

1. 公共施設運営に伴う南あわじ市条例関連研修 

コンプライアンスと南あわじ市条例を中心に公共施設としての平等性を学んで頂きます。研修過

程で筆記テストの実施、研修施設配属までに習得します。 

2. スキルアップ研修 

業務に必要なスキルを身に付けて頂きます。運営開始までの期間で配属された施設の先輩スタッ

フに習い、技術を習得します。 

3. マインドアップ研修 

自己の心の管理、自己成長を促す気づき、平等性等、コミュニケーション能力を主に磨きます。 

4. ブラッシュアップ研修 

週一度、習得したスキルを更に向上させるため、ロールプレイングを交えて実施します。自己研

鑽によりお客様に安心して頂ける接客・対応技術をプロのレベルに引き上げます。 

5. リーダーシップ研修 

マルチタスク体制での運営のため、どの部署にシフトしてもリーダーシップを発揮できるよう業

務の進め方、組織のまとめ方等、管理能力を学びます。 

6. 危機管理研修 

火災・災害・食(ノロウィルス)等の危機管理能力を身につけます。 

研修は新規採用者、既存スタッフ共に実施するものとします。 
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Ⅲ 施設・設備の維持管理 

(１)施設・設備の管理体制と維持管理計画の適切さ 

管理体制 

 
漏洩点検チェックシート・浴槽水質点検・空調設備機器点検・衛生設備点検の結果を施設・設備管

理責任者に報告し、対応できる範囲で修繕・修理を行います。業者対応が必要なものは設備責任者

に報告し、南あわじ市担当者と協議し対応致します。 

また、全ての管理報告は施設責任者が統括致します。 

日常点検については、常駐スタッフ及びうめ丸グループ施設管理者が日常的に行います。 

維持管理計画 

施設・設備の維持管理の基本は予防保全であり、日常・定期的な保守点検計画が必要です。常駐ス

タッフによる日常点検とグループ施設管理者による定期点検、さらに業者帯同による業者点検を行

います。 

日常点検計画 

全てのスタッフが常に施設・設備の不具合ないかチェックする事で、予防保全を図ります。浴槽の

水質点検(塩素濃度・よごれ等)は、水質点検票に基づき毎日行うこととします。また、施設・設備

点検者によるボイラー室・ポンプ室の動作確認を行います。 

定期点検計画 

大浴場・循環ろ過機の逆流洗浄を行います。 

1. 空調機・厨房機器のフィルターの洗浄・清掃・点検による機器の維持管理(２週毎) 

2. 冷凍機・空調機器の冷媒漏洩点検・整備をチェックシートによる点検(３ヶ月毎) 

3. 燃料タンクの漏洩点検(毎週)  

4. 施設外観の目視による点検(随時) 

 

 

 

設備責任者(支配人)

施設・設備管理責任者

スタッフ及び日常点検者

設備管理業者

南あわじ市担当者

(チェックシート等) 
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専門業者による点検計画 

1. 浄化槽の維持管理・清掃(毎週) 

2. 空調・厨房機器の調整・洗浄・メンテナンス及び冷媒の漏洩点検(年１回) 

3. 害虫駆除の定期点検(２ヶ月毎) 

4. 消毒・洗浄(年２回) 

5. 消防設備の定期点検(年１回) 

これらの全ての施設・設備の維持管理に関わる点検等のチェックシート、管理運営業務の実施状

況、修繕状況を南あわじ市に報告致します。また、日常の基本清掃を各スタッフが入念に行う事に

より、維持管理の認識を強く持つように致します。 
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(２)効率的な維持管理を実施するための考え方(経費の削減) 

維持管理業務を安定的に実施できるよう、指定管理仕様書の施設の維持管理に付随する業務の考え

方を踏まえ、事業計画書・維持管理業務年間計画書を作成し南あわじ市に提出し確認して頂きま

す。 

維持管理の具体内容は、人的効率化によるものとチェックシート、マニュアルのシステム化、省エ

ネ商材を取り入れる事により行えると考えられます。 

人的効率化 

担当者のスキルアップ、マルチタスク化による効率化を行います。 

チェックシート、マニュアルのシステム化 

施設管理チェックシートを活用し、さらに効率の良い手順をマニュアル化することで、手順良く施

設・設備のチェックを効率的に行えるようにします。 

チェックシートにおいては、チェック毎のデータの推移を検証する事で、異常箇所・劣化等を知る

事ができ、予防保全を図る事ができます。 

（参考資料参照） 
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参照資料：チェックシート 
 
 
 

  
 

 
              

漏洩点検チェックシート（３ヵ月点検用） 

衛生設備機器表 

空調設備機器表 

浴槽の水質点検 
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省エネ商材の導入 

省エネ商材の導入については南あわじ市と実施計画・環境への配慮に係る取組み計画の予算計画・

削減見込みを提出し、指示を仰ぎます。 

具体案 

1. 電球の LED 化による省エネ推進による電力削減 

2. 外灯などタイマー制御点灯による電力削減 

3. 節水コマ導入による大浴場・配膳室などの節水 

4. 施設西面ガラスへの遮熱シート貼付による空調使用量軽減 

5. デマンド設置による基本電気料のコントロールと、節電意識の徹底 

 

軽微な修繕 

日常の維持管理のなかで、軽微な破損、不具合については、施設管理担当者が、速やかに対応し、

費用軽減を図ります。その為の基本的な部品などを館内、または近くのグループ施設にストックし

ておきます。 

 

(３)外部委託にかかる市内発注の考え方 

設備・施設の修理、補修等で委託する案件が発生した際には、市内発注の可能なものについては南

あわじ市内の業者に発注いたします。また、修理・補修用の部品等の調達、社内でストックするパ

ーツについても、可能なものについては市内業者に発注いたします。 

(４)上記以外で特別に記載する事項 

植栽・芝の維持管理に関しては近くのグループ施設で植栽・芝の管理を行っているスタッフと連携

して日常の点検を行い、工事が必要な場合には、南あわじ市と協議の上対応します。 

大型台風や地震などの大きな災害発生があった際には速やかに施設等の臨時点検を行い、その結果

を南あわじ市に報告致します。万一危険箇所がある際には、危険を回避すべく立ち入り禁止等の処

置をし、南あわじ市と協議の上速やかに補修・修理を行います。 

施設、設備の大規模修繕に関しては南あわじ市と協議の上、500 万円未満の修繕については指定管理

者がいたします。 
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Ⅳ 利用者の施設利用とサービスの向上 

(１)現指定管理者が受けている予約者への対応について 

現在の施設で受けている予約の全ては予約受付時の条件と同条件で引き継ぎます。今後ともリピー

ターとなっていただけるように対応いたします。 

(２)サービス向上の具体的取り組み 

キーレス・チェックインレスの導入によるサービス向上 

カードキー、モバイルキーを利用し、宿泊利用客が直接客室へ向かい、チェックイン・チェックア

ウトまで全て自身で完結する事を可能にします。対人、対物いずれも接触機会が減少するため、衛

生面の向上はもちろんの事、利用客の心理的安心にも繋がると同時に、業務効率化によって ES 向上

にも繋げる事が可能になります。 

また現在増加傾向にあるワーケーションでの利用や、ロードバイクの利用者にとっても利用の簡易

性から利用増が見込めます。（南あわじ市と協議のもと進めたい） 

 

地域との連携によるサービス向上 

地域と共に運営するという事を念頭に置き、各産業や地域の方々との連携・要望を積極的に取り入

れ、来館者のサービス向上に努めます。 

 

観光施設の案内サービス 

1. 地元の農地での農業体験見学や、漁業体験見学案内のサービスを行います。 

2. 南あわじ市内の様々な観光施設への案内サービスを行います。 

利用者の声を活かすサービス向上 

アンケート等の実施により利用者のニーズを把握し、その内容をひとつひとつ検討し実行可能なこ

とから行います。施設に係る事の際には、市と協議を行い対応致します。 

スムーズな予約でのサービス向上 

予約受付フォームによる予約を行うことで、スムーズな予約受付を行います。ネットでの予約は同

じように予約フォームを簡潔化する事で利用しやすく致します。 

メールでの予約確認を実施し、更に一週間前の予約確認を行い、利用者と予約内容の食い違いが無

いように努めるサービスを行います。 

安心滞在サービスの向上 

消防署主催の救急法に職員が参加することで、緊急時の対応(AED の利用法等)を習得し、利用者の安

心サービスの向上に努めます。 
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(３)施設利用の平等の確保への具体的な取り組み 

施設利用に際しては、全ての利用者の性別・年齢・国籍・障がいの有無等に関わらず、平等にサー

ビスを提供致します。平等の確保を図るべく職員の意識づけを行います。 

車いすの用意、部屋割りの配慮（エレベーター近く等）などで高齢者・障がい者の方に利用しやす

くいたします。           

             

             

             

             

             

      

(４)施設利用者の増加への具体的な取組み 

 

1. 地元飲食店との連携による一泊朝食化 

松原荘を南あわじ市における旅行の拠点的存在として位置づけ、夕食利用については地元の飲食店

を積極的に案内します。施設で全てを完結させるのではなく、市内に点在する多くの飲食店に赴

き、その良さを知っていただくことで南あわじのファンを増やし、リピーター獲得増にも繋がり、

利用の利便性により幅広い世代、形態に対応可能となります。 

2. ワーケーションの積極的誘致 

ワーケーションスペースを充実させることで宿泊客のみならず市民のワーケーション利用を増やし

ます。 

3. サイクリストの拠点に 

ロードバイクスタンドの増設やメンテナンス機器の貸し出しを行うことで、サイクリストにも多く

利用していただける施設にします。 

4. 地域との連携 

ロビー部分をフリースペースとして解放し、ホテルエントランスというよりはカフェのような配置

にすることで、宿泊者はもちろんの事、地元の方も気軽に来館して談笑できる場を設えます。 

又、簡易的なワーケーションブースを設置し無料で開放します、そして地元の農産品・水産品の朝

市を生産者と連携して行います。朝とれ野菜や魚等を施設の軒下、もしくは売店にて朝市・地元の

新鮮産品として販売致します。 

5. 会議室・宴会場の有効利用 

利用機会が減少している会議室にフィットネスマシンを置き、宿泊者・地元の方々が気軽に利用出

来るようにします。 

また宴会場の一部にワーケーションスペースを設置し、地元の方がワーケーション利用を行いたい

際にも活用していただきます。 

地元の方の利用については日帰り温泉と併せての安価な月額利用料金を設定し、ウェルネスの向

上、暮らしの質の向上に繋げます。（南あわじ市と協議のもと進めたい） 
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6. 日帰り客の宿泊化 

現在淡路島には年間 1,000 万人以上の日帰り客が来島しています。日帰り客に 1人でも多く宿泊し

てもらい、滞在時間を増やしてもらうことで、観光客にとっては魅力の新たな発見に繋がり、地元

施設には収益増に繋がります。宿泊に対するハードルを可能な限り下げ、気軽に宿泊していただく

ことで、2回・3回とリピート回数を増やし、松原荘のみならず「次はこの施設に泊まろう」と目を

向けていただくための足掛かりとします。また単価がハードルとなり宿泊を敬遠していた 20 代層や

今後増加が期待されるインバウンドに対しても幅広く利用していただきます。新たな層が増加する

ことにより、SNS を通じての淡路島の魅力をより発信していただけることが期待されます。 

7. SNS を使って発信の強化 

ホームページや SNS を積極的に活用し、商品やイベント情報を途切れる事なく発信致します。また

公営国民宿舎ホームページ（http://www.kokumin-syukusya.or.jp）の掲載情報を精査し魅力的なも

のにすることで予約数増を図ります。 

8. 様々なイベントとの連携による利用者増加 

慶野松原で行われる様々なイベント(ビーチバレー、ジェットスキー、花火大会)との連携・協力を

行い、宿泊に結びつけ、利用者増加を図ります。 

9. プロポーズ街道を活かしたプラン 

あわじ瓦に愛の誓いを刻み、プロポーズ街道に設置する宿泊・日帰りプランを作ります。このプラ

ンでは、瓦業者と連携し新しい取組みとしてミニプロポーズ瓦のプレゼントを予定しています。 

 

 

10. 修学旅行などの団体旅行の誘致 

現在、丸山地区・伊毘地区で行われている分宿・漁業体験修学旅行との連携を図り、慶野松原での

地引き網体験に勧誘します。また、単独で地引き網体験を主とした修学旅行の勧誘を積極的に行

い、利用者増加を図ります。 

 

-19-



国民宿舎慶野松原荘 事業計画書(様式６号) 

有限会社うめ丸  18 

(５)利用者の意見、要望等の把握の方法 

意見・要望の把握の方法は利用者アンケートの実施、サイトへの書き込み意見、チェックアウト時

の聞き取りを中心に行います。利用者アンケートについては、宿泊利用の際は部屋にアンケート用

紙を用意し、様々な項目についてご意見・ご要望を頂きます。 

サイトへの書き込みは、施設 HP・じゃらん・楽天等への書込・評価を連日チェックします。 

利用者にチェックアウト時に感想や要望を伺います。難しい言葉ではなく、「ご滞在はいかがでし

たか？」「なにかご希望ございますか？」など、気楽に声をかけるように致します。 

これらの意見・要望は全て総務で集約しスタッフミーティングにてひとつひとつ検討し、改善に努

めるようにします。このアンケートの原本検討結果共掲示するなどで職員全員が共有するように致

します。 

利用者の意見・要望は施設・運営・企画の宝であり、最も重視したいと思います。 

(６)利用者の苦情等への対処方法 

利用者の直接の苦情、アンケートによるもの、間接的に伝わるもの、どの苦情も施設運営・サービ

ス向上の糧となることです。真摯に受け止め素早く対応・対策をとります。苦情については、施設

に対して、食事に対して、サービスに対して、その他多岐にわたることもあります。施設・設備に

ついては、その場で解決できるものであれば即時に対応しますが、修理等が必要と思われ時間が要

する際には利用者に不便をおかけすることを事前に伝え、他のサービスで補えるかどうかを検討

し、納得していただけるよう努めます。修理箇所については南あわじ市と協議し対処致します。 

サービス等の苦情 

スタッフの過失が起因する苦情については、現場で速やかにお詫びし責任者が陳謝し利用者と対応

策を協議いたします。 

スタッフ過失かどうか判断しかねる場合には、責任者が利用者に話を伺ったうえで適切に判断し、

納得いただけるよう対処します。 

あらゆる苦情においても指定管理者であることを念頭に置き、市の印象を損ねることのないよう対

処致します。すべての苦情の対処内容についてはフォームに記入し、スタッフ全員が閲覧できるよ

うに致します。またこの内容を市の担当者にも連絡し、状況によっては対応策を協議致します。(施

設・設備等)  

(７)市内他の公共施設との連携強化によるサービス向上への取組み 

南あわじ市の公共施設と連携を図り、互いに協力し利用者の増加を目指します。近隣の西淡社会教

育センターとは体育館・テニスコートを利用した合宿の誘致等を致します。 

慶野松原海水浴場とはイベント等での利用者のサービス向上に努めます。 

観光施設のイングランドの丘・人形浄瑠璃会館とも連携を図り、利用者への案内を積極的に行いま

す。その他公共施設とも連携を図り、案内をするなどサービス向上に努めます。 
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Ⅴ 安全管理への取組み 

(１)施設・設備にかかる安全管理への取組み 

施設・設備の安全管理は、日常のチェックによる予防の徹底が最も重要です。チェック機能の充実

とマニュアルに沿って行います。チェックにより、発覚した問題箇所への対応の素早さも重要で

す。常にご利用者の安全を考え安全管理を徹底致します。 

チェック機能 

安全管理責任者は支配人が行い、設備担当者が日常のチェック業務を担当致します。チェックシー

トによる主な点検箇所のチェックと、各部署から気付いた箇所の報告をチェックシートに記入し、

責任者と討議し素早い対応を致します。修繕が必要と判断した際には、その程度が軽微であれば、

指定管理者が行います。 

また、大規模な改修等が必要と思われる箇所がある際には、南あわじ市に連絡の上協議致します。 

修繕箇所の明示 

修繕箇所や危険箇所については利用者の安全のため、その箇所の表示を現場・フロント・HP で明示

します。 

(２)災害や事故、犯罪の防止への取組み 

ご利用者の安心・安全にための防災・防犯は最も重視されます。 

警察・消防等と連絡を密にし、防災・防犯体制の指示を頂き、スタッフ全員が防災・防犯意識を強

くもって利用者の安全滞在に努めます。また不慮の事故による対応には、館内の AED 設置・スタッ

フの救急法習得、近隣医療機関との連携を図ります。 

防災 

自然災害については、事前に予測される自然現象(台風など)については、気象情報、各種の注意

報・警報をチェックし、利用予定者への情報連絡を取るなどして安全を図ります。 

地震・津波については、次のような平常時対策を致します。 

1. 避難対象地区における要避難の趣旨を徹底させる為の標識の設置、防災マップ等の配布 

2. 避難所・避難ルートの周知と誘導体制確保と訓練を実施 

火災災害については消防署の指導のもと、避難訓練の実施を定期的に行うとともに、自主避難訓練

を行います。また、禁煙の徹底によりたばこ火災を未然に防ぐように致します。火を使う部署で

は、消火の指差し確認を徹底し防火に努めます。 

防犯 

施設利用者以外の入館をチェックできるよう、人的には常に玄関付近への人員の配置を致します。

また、夜間の宿直者による定時の館内及び駐車場への見回りの実施を致します。 

防犯設備として市と協議の上、館内各所、駐車場への防犯カメラの設置を致します。 
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(３)緊急時の対応 

様々な緊急事態を想定し、その際の素早い対応、全てに優先する安全の確保を行えるよう訓練、意

識付けを普段からスタッフ全員が行います。 

地震・津波等の避難誘導 

1. どこへ誘導するのか(西淡中学) 

2. 避難を要するのは何人か 

3. 誰が誘導するのか(全スタッフ) 

4. 情報伝達機器は何か(携帯・トランシーバー) 

これらを的確に判断・実行できるよう平常時から避難訓練を通じて意識付けを図ります。 

火災時の対応 

日常の訓練に基づき、ご利用者の安全確保を優先して図るように致します。 

 

次ページに参考資料として当社の火災発生時対応資料を掲載 
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参考資料：火災発生時対応資料 

 

その他の対応 

様々な緊急事態を想定し、それぞれにマニュアルを作成し、スタッフ全員が認知するように致しま

す。人命第一の考えから、AED 利用法を含む救急法の講習会参加をスタッフ全員に義務付けます。 

緊急時連絡網 

南あわじ市の消防・所轄警察に緊急時にもスムーズに連絡がとれるよう、各担当部署と連絡体制を

構築します。また、社内緊急時連絡体制を整備し、スタッフ全員に周知徹底するように致します。 
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(４)個人情報及び情報公開に関する具体的な取組み 

取り扱う個人情報については、南あわじ市の個人情報保護条例(平成 17年度南あわじ市条例 17 号)

を遵守し、個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止を図り、保有する個人情報の適切な管理を行いま

す。また情報公開請求がなされたときは、南あわじ市情報公開条例(南あわじ市第条例 18号)に基づ

きこれに協力致します。 

個人情報保護については、当社「個人情報保護方針」をもとに管理し南あわじ市の担当部署と協議

の上、適切な対応を致します。 

具体的な取組み 

1. 個人情報の取得 

旅館業法第六条に定めるところにより、利用者の個人情報を取得致します。 

2. 個人情報の利用目的の公表 

個人情報を取得する際は、原則として個人情報を提供して頂く方へ利用目的をお知らせします。 

3. 個人情報の利用 

個人情報を提供していただいた方にお知らせした利用目的の達成に必要な範囲で個人情報を利用

します。また提供していただいた方の同意を得る事なく、個人情報を第三者に提供いたしませ

ん。 

4. 個人情報の安全保護 

提供いただいた個人情報の漏洩・滅失・毀損等を防止するため適切な安全管理処置を講じます。 

5. 従業員の周知 

個人情報の安全管理が図れるよう、管理業務に従事している職員に対して必要かつ適切な監督を

行います。また知り得た個人情報の漏洩、不当な目的への利用など、個人情報の扱いに対して周

知させます。 

6. 南あわじ市の調査 

南あわじ市が個人情報の取り扱い状況について調査等ある際にはこれを受け入れます。また個人

情報の取り扱いにおいてトラブルが生じた際は南あわじ市に報告し、指示に従います。 
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参考資料：個人情報保護方針 

個人情報保護方針 
 
当旅館は旅館業法の趣旨に従いお客様より個人情報を頂いております。 
お客様の個人情報の保護とお取り扱いにつきまして個人情報法の規定に従い記します。 
 
⑴個人情報に対する当旅館の基本姿勢 
当旅館は、個人情報保護法の趣旨を尊重し、個人情報保護方針、個人情報保護対策を定め。実行して参ります
。 
＊旅館業方では、旅館等で感染症が発生した場合など感染経路調査等を目的として宿泊者名簿を備え、氏名・
住所・職業その他の事項を記載する事が規定されています。 
＊旅館業法第六条  
①営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業を記載し、当該官吏又は吏員の要求があっ
たときは、これを提出しなければならない。 
②宿泊者は、営業者から請求があったときは、前項に規定する事項を告げなければならない。 
 
⑵当社が保有する個人情報 
当社は以下の機会に取得したお客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・職業・メールアドレス等)を保有して
おり管理台帳及びデータベースに登録しています。 
 
⑶お客様の個人情報の利用目的 
以下の目的でお客様の個人情報を利用させて頂く時は必ず事前にお客様の了承を得てから行います。それ以外
には利用致しません。 
・ご予約に関して必要な確認・お知らせをするため 
・催事、優待情報等のお知らせをDM(e-mail)で発送するため。 
・キャンセル料金、その他賠償請求のため 
・行政指導のもとに行われる個人情報の確認のため 
 
⑷お客様の個人情報の安全管理 
・当旅館の従業員に対して個人情報保護の為の教育を行い、お客様の個人情報を厳重に管理致します。 
・当旅館はお客様から頂いたお客様の個人情報を重要なものと認識し厳重に保管致します。 
・お客様の同意がある場合、及び法令に基づき要請があった場合以外は第三者にはお客様情報を提供又は開示
致しません。 

 

 

(５)上記以外で特別に記載する事項 

保険への加入 

仕様書に表記されている賠償責任保険については、今以上の保証内容で加入を致します。被保険者

は南あわじ市及び指定管理者が範囲となるように致します。 

南あわじ市で加入している建物災害共済について指定管理者が負担致します。 
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Ⅵ その他に関する事項 

(１)自主事業の実施について 

地元農水産業と連携した自主事業、地元産業と連携した自主事業、淡路島の特徴をいかした商品販

売を行います。 

地元農水産業と連携した自主事業 

地元の農産品・水産品の朝市を生産者と連携して行います。朝とれ野菜や魚等を施設の軒下、もし

くは売店にて朝市・地元の新鮮産品として販売致します。南あわじの食材の豊かさを感じて頂くこ

とも含めた事業を行います。 

地元産業と連携した自主事業 

瓦を利用した様々な手作り体験事業を行います。箸置きやコースターなど身近なものや、置物な

ど、若手瓦業者と連携して定期的に開催し、瓦への感心を持って頂く事を含めた事業を行います。 

 

 
 

淡路島の特徴ある商品販売 

地元でとれた野菜類、時期限定のいかなごや釘煮、瓦製品、鳴門鯛の加工品、南あわじの銘酒であ

る都美人など主に南あわじの産品を中心に販売を行います。 
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(２)広報活動に関する具体的な取組み 

広報活動は印刷物とインターネットで行ないます。 

印刷 

施設独自のパンフレットは松原荘の案内のみならず松原の紹介にも触れ、県・市の広報場所に設置

依頼を行います。また商工会などの地元の会報誌配布に同封致します。その他、グループ施設、旅

行社にも設置を依頼します。 

イベントやキャンペーンパンフレットに関してはその都度タイムリーに制作し、商工会配布資料同

封や近隣の方々にできるかぎり手渡し配布を行います。特別なイベント等がある際には、新聞折り

込みや新聞広告掲載も検討致します。 

インターネット 

施設ホームページを活用し、施設・地域案内を行なうと共に、スタッフによるブログ、また地域の

方々にも取材を行い、地域の声として発信していきます。これにより、地域イベント・産業の紹介

をしていきたいと思います。国民宿舎ホームページ上においても新しい情報を載せて頂きます。ま

た、SNS としてフェイスブックのページを開設、日々の様々な情報を発信致します。フェイスブック

には多くの参加者を募り、多くの書き込みをしていただけるよう、ホームページ以上のスピードあ

る情報を提供致します。 

(３)リスクへの対応 

責任・リスク分担の考え方 

仕様書の施設責任分担表・施設リスク分担表に基づき、協定書を作成致します。 

指定管理者の負う主な施設責任分担 

1. 指定管理者が行う業務上で発生する、苦情・要望、利用者間のトラブル。 

2. 指定管理者が行う業務上での有害物質の排出・漏洩・騒音・振動・大気汚染・水質汚濁、光・臭

気に関するもの。 

3. 指定管理者の責めに帰すべき事由による事故・火災などによる施設の損傷 

4. 指定管理者の責めに帰すべき事由による個人情報等の外部流出 

指定管理者が負う主な施設リスク分担 

1. 指定管理者の自主事業によるもの 

2. 施設・設備に保守メンテナンスに起因する損傷 

3. 管理者の瑕疵による施設構造・賠償責任リスク 
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(４)地域活動への参加・貢献、自治会等各種団体との協議・連携への具体的な取組み 

自治会・各種団体へは継続して参加連携していきます。地域の一員であることを踏まえ、イベント

や企画についても強く連携していきます。 

1. 観光協会・南あわじ市商工会に継続して参加し、その活動に参画することで市の商工振興に寄与

致します。７月の海開き、花火開催時の商工会青年部・婦人部へのイベント等への連携・協力を

致します。慶野松原海岸で行われる各種イベント(ビーチバレー、ジェットスキー)への連携・協

力を致します。 

 

2. 地元自治会・各団体に協力または加入し、その活動を支援致します。 

自治会主催の４月の春祭り、６月の溝さらえ(溝掃除)等にも、協力をしていきます。 

3. 古津路土地組合他各駐車場地権者との良好な関係を維持し、土地の賃料については指定管理者が

負担致します。 

4. 南あわじ温泉郷協議会に参加をし、地域の温泉 PR に努めます。 
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(５)上記以外で特別に記載する事項 

慶野松原・松原海岸のこれから 

 
 

 

 

 

柿本人麻呂がこのように詠んだこの美しい地を、もっと多くの方々に訪ねていただけるよう、地域 

の方々、市・県・国と共に創っていく拠点が慶野松原荘であると思います。 

4km にも渡る白砂青松の砂浜と松原があり、夕暮れには海へと沈み行く夕日を眺めることができる。 

この様な場所は全国、全世界を探しても稀であります。この素晴らしい場所にもっと多くの人に訪

れてもらいたい、地元の方々にもこの素晴らしさを再認識していただき、地域の誇りに思っていた

だきたい。 

そのために松原荘が中心的拠点を担って参りたいと考えています。 

慶野松原荘はこの 52 年間、地元と密接なつながりで地元商工会、青年部、各組合等に愛され、親 

しまれてきた地元が誇れる施設です。地元で共に生きて来た私共は、地元に愛され、さらに多くの 

方々が気楽に利用できる施設であり続けるために、発展的成長を続けることを目指します。 

飼飯(けひ)の海の 庭よくあらし刈薦(かりごも)の 

乱れ出づ見ゆ 海人(あま)の釣船 
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（要項様式7号）

収　支　計　画　書
年度 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 合計 備考

105,313 107,419 109,567 322,299

52 53 54 159

48,618 49,590 50,581 148,789

1,100 1,122 1,144 3,366

500 510 520 1,530

2,722 2,776 2,831 8,329

22,000 22,440 22,888 67,328

180,305 183,910 187,585 551,800

26,025 26,285 26,547 78,857

1,433 1,447 1,461 4,341

17,350 17,523 17,698 52,571

4,390 4,433 4,477 13,300

178 179 180 537

300 303 306 909

150 151 152 453

14,584 14,729 14,876 44,189

330 333 336 999

8,275 8,357 8,440 25,072

6000 6,060 6,120 18,180

20,828 21,036 21,246 63,110

24 24 24 72

300 303 306 909

1,231 1,243 1,255 3,729

704 711 718 2,133

746 753 760 2,259

20,000 20,200 20,402 60,602

8,540 8,625 8,711 25,876

5,000 5,050 5,100 15,150

25 25 25 75

6,972 7,041 7,111 21,124

2,722 2,776 2,831 8,329

17,379 17,535 17,693 52,607

818 826 834 2,478

979 988 997 2,964

10,946 11,072 11,162 33,180

176,229 178,008 179,768 534,005

4,076 5,902 7,817 17,795収 支 差 額

雑 費

減 価 償 却 費

消 費 税

支 出 合 計

食 糧 費

公 課 費

修 繕 費

通 信 運 搬 費

保 険 料

広 告 宣 伝 費

手 数 料

賃 借 料

交 際 費

委 託 料

洗 濯 費

負 担 金

補 償 費

食 料 材 料 費

酒 飲 物 材 料 費

備 消 耗 品 費

燃 料 費

光 熱 水 費

退 職 給 付 金

法 定 福 利 費

厚 生 福 利 費

旅 費

被 服 費

施 設 使 用 料

項目

収
入

宿 泊 料

休 憩 料

食 事 料

酒 及 び 飲 物 料

配 膳 料

入 湯 税

自 主 事 業 料

収 入 合 計

印 刷 製 本 費

支
出

従 業 員 給 与

従 業 員 手 当

ﾊ ﾟ ｰ ﾄ ･ ｱ ﾙ ﾊ ﾞ ｲ ﾄ賃金
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【収入増に向けた取組み】 

① 地元飲食店との連携による一泊朝食化  

松原荘を南あわじ市における旅行の拠点的存在として位置づけ、夕食利用については地元の飲食店を積極的に案

内します。市内に点在する多くの飲食店に赴き、その良さを知っていただくことで南あわじのファンを増やし、

リピーター獲得増にも繋がり、利用の利便性により幅広い世代、形態に対応可能となります、集客を増やし収入

増を目指します。 

② 会議室・宴会場の有効利用  

利用機会が減少している会議室にフィットネスマシンを置き、宿泊者・地元の方々が気軽に利用出来るようにし

ます。また宴会場の一部にワーケーションスペースを設置し、地元の方がワーケーション利用を行いたい際にも

活用していただきます。地元の方の利用については日帰り温泉と併せての安価な月額利用料金を設定し、ウェル

ネスの向上、暮らしの質の向上に繋げ利用者増、収入増を目指します。 

③ 日帰り客の宿泊化  

現在淡路島には年間 1,000 万人以上の日帰り客が来島しています。日帰り客に 1 人でも多く宿泊してもらい、

滞在時間を増やしてもらうことで、観光客にとっては魅力の新たな発見に繋がり、地元施設には収益増に繋がり

ます。宿泊に対するハードルを可能な限り下げ、気軽に宿泊していただくことで、2 回・3 回とリピート回数を

増やし、松原荘のみならず「次はこの施設に泊まろう」と目を向けていただくための足掛かりとします。また単

価がハードルとなり宿泊を敬遠していた 20 代層や今後増加が期待されるインバウンドに対しても幅広く利用

していただきます。新たな層が増加することにより、SNS を通じての淡路島の魅力をより発信していただける

ことが期待され宿泊者増、収入増を目指します。 

【経費縮減に向けた取組み】 

① 人的削減 

費用対効果を中心に考え、マルチタスク・個々のスキルアップを図り業務効率を上げる事で人件費の削減を行な

います。大幅な人員削減はサービス低下をもたらす要因となるので、適正な人員配置と就労意欲の向上にて満足

度の高いサービスを目指します。 

② 仕入れの削減 

適正仕入れ量を管理するために、仕入れフォームの作成を行います。また必要量の把握を徹底することによるロス

の少ない仕入れで経費削減をいたします。グループ仕入れを行える物品を増やす事で仕入れ価格を抑え、ロスを少

なくいたします。 

③ 光熱費削減 

チェックアウト後の速やかな消灯、空調設備の適正管理、温度設定の適正化等による節電、および基 本契約の適

正化を図ります。節水バルブの設置、節水意識の徹底による節水を行います。 

④ ゴミの減量 

ロスの少ない調理、紙類の無駄のない利用等、排出するゴミの削減を図り、環境に配慮いたします。 

（注１）単位は『千円』、会計年度は４月１日から翌年３月３１日とします 

 

-32-



 

 

 

南あわじ市国民宿舎慶野松原荘 

 

指定管理者基本協定書（案） 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年  月  日 

 

 

南あわじ市 

 

  

-33-



 1

南あわじ市国民宿舎慶野松原荘指定管理者 基本協定書 

  

南あわじ市（以下「発注者」という。）と有限会社うめ丸（以下「受注者」という。）とは、

南あわじ市国民宿舎慶野松原荘（以下「国民宿舎」という。）管理運営に関する事業（以下

「本件事業」という。）について、以下のとおり合意したので、協定書（以下「基本協定」

という。）を締結し、確認する。 

 

（目的） 

第１条 基本協定は、発注者と受注者が相互に協力し、国民宿舎を適正かつ円滑に管理運営

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。 

（公共性及び民間事業の趣旨の尊重） 

第２条 受注者は、南あわじ市国民宿舎条例（平成 28 年南あわじ市条例第 52 号）（以下

「条例」という。）第 1条の設置理念に基づき、適切な管理運営を行うことにより、市民

の保養、休養、研修、宿泊及び健康増進を図ることを目的とするものであることを十分に

理解し、事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。 

（管理の基準） 

第３条 受注者は、基本協定、条例及び同施行規則及び関係法令、並びに発注者の指導等に

従い、本件事業を実施しなければならない。 

（指定期間） 

第４条 指定期間は、令和４年４月１日から令和７年３月 31 日までとする。 

２ 受注者ないし発注者は､前項の規定にかかわらず、この基本協定を継続できないやむを

得ない事由が生じたときは、６ヶ月前までに文書により相手方に対し基本協定の中途解

約を申し出ることができる。 

（基本的な業務の範囲） 

第５条 発注者が受注者に管理を行わせる施設は、条例第２条に掲げる施設（以下「本件施

設」という。）とし別表第１のとおりとする。受注者が行う本件施設の管理運営の業務は

次のとおりとする。 

（１） 本件施設の使用許可に関する業務 

（２） 本件施設の使用に係る利用料金の徴収に関する業務 

（３） 本件施設の設備、器具等の維持管理に関する業務 

（４） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

（施設の維持管理費等） 

第６条 本件施設の修繕、改造、増築、移転等の維持管理費に要する費用については、１件

につき 500 万円（消費税含む）を超えるものについては、その負担区分を発注者と受注者

で協議するものとし、１件 500 万円（消費税含む）以下のものについては受注者が負担す

るものとする。 

２ 本件施設の管理運営上必要な日常経費、物品の更新に要する費用、火災保険料等は前項

の区分にかかわらず、すべて受注者の負担とするものとする。 
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３ 本件施設の管理運営にかかる上下水道使用料・ガス使用料・電気使用料については、受

注者が供給者と直接契約を締結するものとする。 

４ 受注者は、遵守すべき各種法令に規定される点検及び検査等を実施し、それに要する費

用を負担するものとする。 

（個人情報の保護等） 

第７条 受注者が取扱う個人情報については、南あわじ市個人情報保護条例（平成17年南あ

わじ市条例第17号）の規定を準用し、個人情報の漏洩、滅失又はき損の防止その他保有す

る個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 受注者は本件施設の管理業務の一部または全部を従事する者についても、当該管理業

務に基づき知り得た個人情報などを他人に知らせたり不当な目的に使用してはならない。 

３ 前２項にかかる詳細については、別記１「個人情報取扱特記事項」に規定する。 

（管理業務にかかる情報の公開） 

第8条 受注者は、本件施設の管理業務に伴い取扱う情報について、南あわじ市情報公開条

例（平成17年南あわじ市条例第18号）の趣旨にのっとり、情報の公開に関して必要な措置

を講ずるように努めなければならない。 

（会計区分） 

第９条 当該管理運営事業に係る会計区分は、毎年４月１日より翌年３月 31 日までとし、

独立した区分経理を行わなければならない。 

（施設使用料） 

第 10 条 受注者は、宿泊収入・休憩収入・飲食収入・配膳収入の合計額（以下「基礎収入

額」という。）により算定した金額を施設使用料として発注者に支払うものとする。 

２ 施設使用料は、年４回（７月、10 月、翌年１月及び翌年３月）の分割にて発注者に支払

うものとする。 

（事業報告書の作成及び提出） 

第 11 条 受注者は、南あわじ市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第 10条

の規定と同規則に基づき、次に掲げる事項を記載した事業報告書を当該年度終了後速や

かに発注者に提出しなければならない。ただし、第 16条の規定により基本協定が解除さ

れたときは、解除の日から起算して 60日以内に、当該年度の事業報告書を提出しなけれ

ばならない。 

（１） 管理業務の実施状況 

（２） 利用状況並びに利用不許可等の件数及びその理由 

（３） 利用料金の収入実績 

（４） 管理に係る経費の支出状況 

（５） 前号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項 

基礎収入額が１億２千万円以下 基礎収入額×13％ 

基礎収入額が１億２千万円を超え

る場合 

（基礎収入額－１億２千万円）×５％＋１億２千万円

×13％ 
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２ 受注者は、翌月 15日までに、次に掲げる事項を記載した月次報告書を発注者に提出し

なければならない。 

（１） 本件施設の利用状況並びに利用不許可の件数及びその理由 

（２） 使用料又は利用料金の収入実績 

（３） 管理にかかる経費の支出状況 

（４） 前号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項 

３ 受注者は、本件事業にかかる収支に関する帳票その他の記録を整備し、発注者が必要と

認めるときは、経理の状況を報告しなければならない。 

４ 受注者は、本件事業の実施に当たり、事故等が生じたときは、受注者の責に帰すべき事

由によると否とを問わず、遅滞なく発注者にその状況を報告しなければならない。 

（業務監査及び業務改善指導） 

第 12 条 発注者は、受注者の当該管理業務が適正に行われていることについて業務状況並

びに経理状況を適宜監査する事ができる。 

２ 発注者は、受有者の事業報告書、月次報告書並びに前項の業務監査に基づき、業務並び

に財務の改善を指導することができる。 

３ 受注者は、前項の規定により業務並びに財務の改善指導を受けたときは、速やかにその

改善に取り組まなければならない。 

（利用料金収入の取り扱い）  

第 13 条 受注者は、条例等に別途の定めがある場合には、本施設に係る利用料金を受注者

の収入として収受することができる。 

（利用料金の決定）  

第 14 条 利用料金は、条例に規定する利用料金の範囲内において、受注者が定めるものと

する。ただし、その決定及び改定に際してはあらかじめ発注者の承諾を受けるものとする。 

（財産の管理） 

第 15 条 受注者は、事業に係る財産を善良な管理者の注意を持って本件事業にかかる財産

を使用するものとする。 

２ 受注者は、発注者の負担により受注者が取得した備品については財産台帳に速やかに

記載し、その状況を明らかにしておかなければならない。 

３ 受注者は、本件事業にかかる財産を本件事業の目的以外に使用してはならない。ただし、

発注者の承認をうけたときはこの限りでない。 

４ 受注者は、本件事業に係る財産の形状、形質等を変更してはならない。ただし、発注者

の承認を受けたときは、この限りでない。 

５ 受注者は、天災地変その他の事故に起因して本件施設に係る財産を滅失し、又は毀損し

たときは、速やかにその状況を発注者に報告しなければならない。 

（発注者の基本協定の解除） 

第 16 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときには、受注

者に書面により通知した上、基本協定を解除することができる。 

（１） 受注者が受注者の責に帰する事由により基本協定に定める事項を履行しないとき、
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または履行の見込みがないと明らかに認められるとき。 

（２） 受注者が基本協定又は関係法令等の条項に違反し、かつ、発注者が相当の期間を定

めて催告したにもかかわらず、当該違反の状態を解消しないとき。 

（３） 受注者が第 12 条の規定により業務改善ないし財務改善の指導を受けながらその改

善に取り組まないとき。 

（損害賠償） 

第 17 条 受注者またはその使用人がその責めに帰する事由により、発注者または第三者に

損害を与えたときは、受注者は、そのすべての損害を賠償しなければならない。 

（リスク分担） 

第 18 条 管理業務に関するリスク分担については、天災・暴動等による履行不能な時は発

注者の負担とするものの、その他の事由に起因して管理運営上に赤字を生じても、すべて、

受注者が負担とする。 

（連帯保証人） 

第 19 条 受注者は、この基本協定締結に当たり連帯保証人を立てることとする。連帯保証

人は、受注者の責に帰すべき事由により、業務の継続が困難となった場合に、次の指定管

理者への引継ぎが行われるまでの間、受注者を支援するとともに、受注者の損害賠償金、

施設使用料等の支払いを保証するものとする。 

２ 連帯保証人は、前項の内容の履行に必要な資力並びに能力を有する者とし、発注者が不

適当と認めたときは、受注者は変更をしなくてはならない。 

（原状回復義務） 

第 20 条 受注者は、第４条に定める指定期間が満了したとき、又は第 16 条の規定により

基本協定等が解除されたときは、受注者の負担と責任において本件施設設備を速やかに

原状回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときはこの限りではない。 

（禁止事項） 

第 21 条 受注者は、次の各号に該当する行為をしてはならない。ただし、発注者の許可を

予め得たときはこの限りではない。 

（１）第三者に対し、当該施設の共用、転貸すること。 

（２）第三者に対し、この協定に基づく権利の一部または全部を譲渡、継承もしくは担保に

供すること。 

（３）本件施設の模様替え等、現状に変更を加える一切の行為 

（信義則） 

第 22 条 発注者と受注者は、信義を重んじ、誠実に基本協定を履行しなければならない。 

（疑義等の決定） 

第 23 条 基本協定に定めのない事項または基本協定に疑義が生じたときは、発注者と受注

者とは誠意を持って協議を行い、これを決定するものとする。 

（当該事業年度における協定） 

第 24 条 当該事業年度における事項に関して別に定める事項がある場合は、別に年度協定

書を締結する。 
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発注者と受注者とは、この基本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、双方記名

捺印の上、それぞれ各１通を保有する。 

 

 

 

  令和４年  月  日 

 

発注者   兵庫県南あわじ市市善光寺２２番地１ 

      南あわじ市長 守 本 憲 弘 

 

 

受注者   兵庫県南あわじ市阿那賀志知川１４番地１ 

    有限会社うめ丸 代表取締役 藤 川 啓治郎 

 

 

連帯保証人 兵庫県南あわじ市阿那賀志知川１４番地１ 

      有限会社うめ丸 取締役 藤 川 ひとみ 
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別表第１(第５条関係) 

名称 面 積 位置 

南あわじ市国民宿舎慶野松原荘 
敷地面積 

4,593.16㎡

南あわじ市松帆古津路970番地67 

１階 ロビー､レストラン、事務所等 1,568.11㎡

２階 客室、宴会場、大浴場他 1,744.13㎡

３階 客室、給湯室他 1,239.16㎡

Ａ駐車場 2,908㎡

Ｂ駐車場 995㎡

Ｃ駐車場 611㎡

Ｄ駐車場 463㎡
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別記１ 

個人情報取扱特記事項 

（基本的事項） 

第１条 受注者は、個人情報（個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識

別され得るものをいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この協定による業務を実施

するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱

わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２条 受注者は、この協定による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らして

はならない。この協定が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

（収集の制限） 

第３条 受注者は、この協定による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務

の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならな

い。 

（適正管理） 

第４条 受注者は、この協定による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、滅失

及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならな

い。 

（利用及び提供の制限） 

第５条 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この協定による業務に関して

知ることのできた個人情報を協定の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはな

らない。 

（複写又は複製の禁止） 

第６条 受注者は、この協定による業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報

が記録された資料等を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

（再委託の禁止） 

第７条 受注者は、この協定による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、

発注者が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。 

（資料等の返還等） 
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第８条 受注者は、この協定による業務を処理するために発注者から引き渡され、又は受注

者自らが収集若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに発注者

に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に

従うものとする。 

（従事者への周知） 

第９条 受注者は、この協定による業務に従事する者に対して、在職中及び退職後において、

この業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、協定の目的

以外の目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関し必要な事項を周知するも

のとする。 

（実地調査） 

第10条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者がこの協定による業務の執行に当た

り取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。 

（事故報告） 

第11条 受注者は、この協定に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知った

ときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 
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国民宿舎慶野松原荘及び駐車場位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

慶野松原駐車場 



 

議案第９３号     

 

公の施設の指定管理者の指定について（バイオマス利活用施設） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指

定管理者として次のとおり指定することについて、同条第６項の規定により、

議会の議決を求める。 

 

令和３年１２月２日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘  

 

 

記 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

   南あわじ市バイオマス利活用施設神代センター 

   南あわじ市バイオマス利活用施設北阿万センター 

 

 

２ 指定管理者となる団体 

   所在地  南あわじ市八木養宜上１０２９番地８ 

   名 称  南あわじ市バイオマス利活用施設管理組合 

         組合長  増 田 健 治 

 

３ 指定の期間 

   令和４年４月１日から令和６年３月３１日 

  



バイ オマス利活１ヨ目 施設 （２ 施設）

指定管ｌｌ者候補者選定に 関す る資料

指定 管ａ 者指 定串 請書 ＰＩ

Ｐ８

指定 管ＩＩ者 候補 者団 体概 要書 ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・　 Ｐ２

指定管ＩＩを 行う施設の事業計回書 ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・　 Ｐ５

指定 管ＩＩに 係る 収支 計画 書● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●　 Ｐ７

指定 管ＩＩ業 務に かか る基 本協 定書 ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・　 Ｐ１６



指定管１１者指定串蘭書

｜

南あわじ市長 守　 本　 憲　弘 様

令和３年 １０月２ ５日

指定管理者の指定を受けたいので、 次のとおり串請します。

指定を

受けよ

うとす

る団イ本

呂

事
所

称

務所

在
の
他

管理を行おう とす

るとの施設の名称

添付書類

（事務処理欄）

南あわじ市バイオマス獸」活用施設管理覓合

南あわじ市八木養言上 ’１ ０２９泰治８

南あわじ市バイオマス利活用施設神代セ ンター

南あわじ市バイオマス利活用施設北岡万センター

□
】

□
】

［Ｅ］

団体等の活動内容、経営へ犬Ｒ

等を説明する書類

事業計ミ書

団体等の貉．営伏ミを説明す

る書類

その他（団体概要書　　　）

［え］ＥＥおき肩ｔｇをほ認する書類

図　収３た？ｌ十Ｗ孰

ロ　 グル ープ結成届



回体概要書

フ　　 リ　　 ガ　　プ

回］ 体　 名　称

ミすミアワシう　　ハｙｊマス　　リカツヨ ウシセツカンリクミアイ

圉あわじ市バイオマス利活用施設菅佐覓合

フ　　 リ　　 カ　　ブ

代　 表． 者　名

マスヂ　 ケンデ

組合長　 増田　 イ副台

所　　 を　　他 南あわじ市八木質宜七 １０２９泰治８

電諾癨号 ｜　 ＦＡＸ番号 ㎜

設立年月日 平成１８年４月１日

主な事業ミ動

（沿革等）
工居残さ処理施設の運営、 管理に関すること。

団体の特色及び

経営翁針

適Ｕミな蓮ｔ管理によ り、 生活環境、む衆衛生の向上 を回 り農菜飯
興を図る。

免許 ・登録等

構攷員数

（構成団体数）
淡路工葱商業協同縮合 （３ ７）

指定 管理

者制 度担

当　　　者

氏　　　　　　呂

電　 話　 番　号

／Ｘ

｛コ

メー ルア ドレス

芬　 団体の絽織図について は、 別途添付する こと

○類似施設の管理運営に関する実績 （民間の類似施設を含む）

施設の名称 所在地 業務の内容 管ミ運営の期間

ハバ リス利活用施

設神代センター

神代社家８３２ て匹残さ 炭イ じ施設の運営 ・管理 ２０年４月から

令和 ４年３月 まで

ハツ オマ ス利活用施

設北阿万センター

北岡 万伊 賀野

４８６－４

こ五 居残 さ炭化施設の運営 ヽミミ ２０年４月から

令和 ４価こ３ ＪＥ目まで

２



○組織回

○緊急時の連絡体制

と回とド→

南あわじ市農業振興協議会

（事務局 南あわじ市農林振興課）

バイオマスｌミｌｌ活Ｊｉｌ施設Ｓ営委ａ会

（事務ＪＳ５ 南あわじ市農林振興課）

バイオマスｌ；ｌｊｊｉｊｉＥＩ施設管１１組合

（事務Ｒ 淡路２五悪商業協回組合）

３

南あわじ市

施設管ミ組合

統括ｉイＥＥ者

警察署、 湫防暑（火ま ・救急）

報道機関

請負 業者等

北阿万セン



淡路工葱商業協同組合組合員竡簿
２０２↓ ．４ ．↓

Ｎ０． 組合員名 住所

１
－　 ‥一一一一

２

㈱赤椎商店 圉あわじ 巾神代鴇脂

朝日 物産㈱ 南あわじ迅神代が歇方

５ 訣氈剔「鶚剔先㈱ 圉あ わじ市市二條

６ ㈱旭で匹路 圉あわじ巾八本朧宜上

Ｔ８ 鳥胆 青果 南あわじ巾加代浦壁

２０ 高い＼商店 南あわじ毋貨集福井

２３ 鵈翳物産㈱ 圉あわじ古賀集

２６ 富永商事㈱ 南あわじ市榎‾氈へ、榎孥」

３０ 中日」青果㈱ 圉あわじ串賀生野鵈

３２ 堤青果㈱ 圉あわじ肝市徳長

３９ ㈱籐本青果 圉あ わじ市ス万乗町

４４ 訣氈中央冷蔵㈱ 圉あわじ 「↑１市 「］‾へ只今

４６ ㈲車中古巣 南あわじ部凩万坦坦ｙ

４７ ㈱近藤青果商店 圉あ わじ市凩罘賀

４９ 仲鴇青果 圉あわじ古市

５３ 窪「χ．］青果 圉あわじ石八水≒鸚

６１ 先中 青果 洲本市安手り平安浦

６２ 蝪］ け」 青果 洲本市上 内膳

６３
一一一－一一

６５

㈱仏本商店 圉あわい＝ＮＸ賀集八幡中

㈱イーダリーン塩浜 南あわじ市祖列太祖孥」

６７
‥－　一一一一一一

７３

赤徳育果冷蔵㈲ 南あ わじ 巾ド万千ｙ

㈱鈴木商店 南あわじ府ぼ万泉上ｙ

７５ ㈱カ ネカ ツ堀 い＼ 青果 南あわじ古市徳長

７６ づｍ］青果 南あわじ示市二條

７７ ㈱広瀬六果 圉あわじ市八 木養宜上

７８ ㈱原 目］ 漑来 南あわじ京北ｙ万福目圉

７９ 兼二面店 南あわじ帽夙万泉上り

８２ ＼Ｘ」鴇 商賜 南あ わじ市八木人 日］

８３ ㈱打者 南あわレＤ八本人 ヘイ杲

８５
一一一一一一一一

８６

㈱物‾圉箭朶ネット 南あわじ市神代社家

㈲新家漑聚 沮｜ 本市天色到鮎原中邑

８７ ㈲二 日］ 古栗 南あわじ示佐夕｜』大佐ス

８８
一一‥

８９

東俟冷蔵㈱ 圉あわじ市市徳長

㈱淡路フィール 南あわじ市八木寺鸚

９０
一一一一

９１

９２

㈱ロＪ蜃」青果 淡路 市室津

㈱蝠い＼青果
一一　 一一　 一一 一一 一一　　 一一 一一‥　 一一一一 一‥－

島育ち青果

南あ わじ市松帆志 で回 ＼＼
一一 一一 一一　　 一一一一 一　　 一一一　　　　 一一 一　　　　　　　　　 －一一

洲本市六万

－４



管ａ運営の基本方針

事　業　計　回　書

１） 施設の管理運営を実施するにあたっての基本的な考え力

・バイオマスｌｊ活ｍ施設の適：ｉＥなＳ営管ミによ り、 生活環境、む衆衛生の『ａ』上 を回 り、 農業振興に資

する こと を目的と してＷミａ営を行 う。

２） 指定期間内における達成目標

・神代セ ンタ ー年間１ ，４５０ トン処ミ、北阿万センター年『Ｕ１ １， ４５０ト ン処ｌミＩ

（１ 日当 り、 各施設５ トン を上限に運Ｊ≡目 して いる 。）

１１　 利ｊＥ目者の施設利用に関する事項

（へ ）施設利用の平等の確保への具体的な取組み

・市広報ａび施設利ｍ チラ シ等の１１ｉ！布 を実施す る。

（２ ）施設利用者の増加への具体的な取組み

・農家ａび淡路ＥＥ葱商恊組合員への１］手びかけを実施する。

（３ ）利ｍ者の意見、 Ｗ颪等の把握の力法

・各センターにおいて とり まと め、 毎ＪＥＩ の１ミｌｊｍ実績と併せて報告する。

（４）利用者の苦１戔等への対処力法

・基本的に各センターで対応し、市へ報告する。

｜｜ ｜　 組織体制、人員配置等

（１ ）組織体制、 人材の確保に関する具体策

・現在管ミ組合において常勤職員がおり 、管ミｌａ営を統括する。

（２ ）職員の配置計ミ

・各施設に１ ４５ を常勤職員と して ｌｉ ｉＥ！置する。

（３ ）人材育燉あ針Ｒび職員Ｍ修に関する計画等

・防き［！、 防災対策等の緊急時の対１む等において随時９修を実施す る。

（４）人員確保にかかる地元雇用について

・Ｅ脱在雇Ｆ目している職員はすべて、 ｊｉｊｉｌ雇ｍであり 、今後も継続して地ｊｌＪｉｍを実施する。

（５ ）その他施設を安定して管理運営を実施するための人員的な手法等

一管ｌｌ組合において連携を図る。

ＩＶ　安ｔ管ＩＩへの取組み

（１ ）施設・ 設備にかかる安全管理への取組み

・現在策定している安を９ミマニュアルに添ってなり組んでい く。

（２）災害や事故の防止への取組み

・現在策定してい る｜びｉ災マ ニュ アルにほ って ＩＩ又り 組んでい く。 なお、災害、 事ａ等がｉｌ生した場台

は、 南あわじ市長へ直ちにその状２を報告すると ともに安をを第１ 義と して考え対応する。

５



（３ ）緊急時の対応

・設備機器における緊急時の対応については、市内設備会社と年間メンテナンス契約を締結し、実施

する。ま た、 緊急時の連絡体制を整える。

Ｖ　 施Ｓ ・設備の維持管Ｓ

（へ ）施設・ ℡備の管理体制

・統括者 １１ 、各施設常勤 １４５．　Ｒ常発生時は、市Ｒび設備会社等各方ｉｉ連絡。

（２）施設設備の適切な維持管理への取組み

・市｜大ｌ設備会社と年間メンテナンス契約を締結し、実施する。

（３）効率的な維持管理を実施するための考え方 （経費の縮減）

・施ａ管ＩＩ にお いて は、 定期的な メンテナ ンス を計画吻 こ実施す るこ とが経Ｒ節減につ ながるた め、

市｜大ｌ設備会社 と年間メ ンテナンス契約を締結 し、 修繕費の抑制につなげる。

ＶＩ　個人情報に関する事項

（１ ）個人情報の保護に関する具体的なＲ組み

・令和２ 年４ ＪＩ に市と締結している「南あわじ市バイオマス１ミｌ」 活ＪＩ施設の管ａａ営に関する協定書ｉ

記『個人情報ＪＩ又扱特２事項』」 を５ １き続き遵守する。

６



収 支 Ｓ十　　画　　書　 （神代センタ ーと北阿万センタ ー合Ｉ十）

項目　犬　 年度 Ｒ４ Ｒ５ 合計 備考

収

入

利　 用　 料　収　入 ３４ ，８ ００ ３４，８ ００ ６９ ，６ ００ １２，０００ 円＊２，９００ｔ

前期繰越収支差額

自主 事業 収入

指　定　 管　 理　料 ９， ７００ ９， ７００ １９ ，４ ００

そ　　　 の　　　他

収　 入　 合　計 ４４ ，５ ００ ４４，５００ ８９ ，０ ００

支

出

人　　　 件　　　費 １５ ，６６４ １５ ，６ ６４ ３１ 高２８ オペレーター

宍４
費

消　耗　品　費 １００ １００ ２００ 事務用品等

光熱 水費 ３， ８４７ ３， ８４７ ７， ６９４ 電気 ・水道

修　　繕　　費 ５４０ ５４０ １， ０８０ 軽微なもの

そ　 の　他 １， １０８ １ｊ ０８ ２， ２１６ 燃ち・薬品・ 車両 ・施設

役　　　 務　　　費 ６２ ６２ １２４ 建物共済保険

Ｗ
保　守　点　検 ６００ ６００ １ユ００ 設備点検、検査

修　　繕　　費 ９， １００ ９ｊ ００ １８ ，２ ００
伺牛 ５０　‾瓦Ｆ心、下の修

繕

そ　 の　他

使用 料・ 手数料 １１ ，６ ００ １１ 宀００ ２６ ，６ 処理費・ 衛生費

自　 主　 事　 業　費

施　 設　 便　 用　料 ｔ， ７４０ １， ７４０ ３， ４８０ ５４０千円Ｘ ２　他

そ　　　 の　　　他 １３９ １３９ ２７８

支　 出　 合　計 ４４ ，５ ００ ４４，５ ００ ８９，０００

収　　支　　差　　額 ０ ０ ０

【収入増に向けたＲ組み】
処ＥＥＩ量は企業努力と協力により安定的に計Ｓ数量を達成しており、 能力分操業している。

※年間処ヨ計Ｓ２，９００ｔ。 実績 ：令和ｊｉ年度５，２ ６０ｔ、 令和２年度４，９　６　３ｔ。

【経費縮減に向けた取組み】
日ノマの清掃等メ ンテナンスに努め故障回数を少なく し、 修繕費を減らす。

（注 １） 単位は『千Ｆ９』、会計年度は ４只 １日 から １１年３ Ｊ１ ３　１　日と します
（ま ２） 『施ａ管１１費』 には、『保でｒぬ検』、『維持管１１費 ・業務委ａ費』等を２入してく ださい
（ＩＥ３ ）『役務費ｊ には、『通信費』、『広告料』、『手数料』、Ｉｒ保険料』等を２入してく ださい

－７－



バイ オセ ンタ ーａ 去実 績表

単位：ｋｇ

年度 し６レ ｉ大Ｉ農家助成合計 神ｆｔセンター １メ；ｌ農家ｌ】成 北阿万センター ｌヌ；ｌ農家助成 備考

Ｒ２ ４，９６３， ８６１ ２８５，８９１ ２，０３５， ９４０ ６０，０３０ ２， ９２ ７，９２１ ２２ ５，８６１ 年間実績

ＲＩ ５， ２６ ０， ３８１ １６ ５， １４６ ２，６６４，２６２ ７２ ，５ １８ ２， ５９ ６， １１９ ９２，６２８ 年間実績

Ｈ３０ ３， ８９ ９， ４７２ ６７ ，５ ８０ ２， ３６ ３， ９８７ ４７ ，１ ８５ １， ５３ ５， ４８５ ２０，３ ９５ 年間実績

Ｈ２９ ３， ０３ ３， ８８０ ６７ ，１ ８５ ２， ３１ ４， ３１２ ５３ ，５ ０５ ７１ ９， ５６８ １３ ，６ ８０
年間実績 （神 イｔが苦情のため １　１　ｊＥＩか ら３ ＪＥＩまで施設停止し 、ｊヒ阿

万センターの場所を借 りて処９をｆｉ・ つた 。）

Ｈ２８ ３， ６６ ２， ８６１ ２１ ８， ３００ ２， １３ ５， ０３５ １３ ６， ６１０ １， ５２ ７， ８２６ ８１ ，６ ９０ 年間実績　 べと病大発生

Ｈ２７ ２， ６５ ４， ４２１ １１ ，０ ３０ １，４５ １，８６２ １１ ，０３０ １， ２０ ２， ５５９ ０ 年間実績

Ｈ２６ ２，５３６，７２２ １９，４７０ １， ５３０，５３３ ８，９５０ １，００６， １８９ １０，５２０ 年間実績

Ｈ２５ ２，０６９，７５９ ３９ ，４２５ １，０４０，６９３ ２，２９０ １，０２９，０６６ ３７，１ ３５ 年間実績 （他 にＷ集炭 イヒ ４８ ，４４〇 、八木炭 ４ヒ １０ ０， ６６ ５）

Ｈ２４ ２，２０７，３７０ ４１ ，００６ ２，４８１ ３８，５２５ 年間実績 （５施設での処ミ量）

Ｈ２３ ２，４８３， １７０ ３８，２３０ 年間実績 （５施設での処ミ量）

Ｈ２２ １，５３３，７５０ 牡４３９ 年間実績 （５施設での処Ｓ量）

Ｈ２１ ７５０，０２０ １４，２９１ 年間実績 （５施設での処ミ量）

Ｈ２０ ３１ ５， ５５０ １０，２５４ 年間実績 （３施設での処ミ：ｌ、倭ま・ 賀集 ・ゴヒ阿万）

案 脱水機の１時間ｉたりの処ミ能力１ ．２ ㎡≒６００ｋｇｘ ８時間× ３００日 ×２施設で計算

２，８８０，０００　　　　　　　ｋｇより ，年間処ＳＩ計画目標を２，９００ｔとする。

－８－



収 支　決　算　書 （令和２ 年度）
項目 予算額（ 千Ｆヨ） 神代 （円） 北阿７ｊ （ＦＩヨ） 利５呂用 組合 （Ｆ］） 決算頷（千Ｆヨ） 対比 備考

収

入

利　　用　　料　　収　　入 ２７ ゐ００ ２７，９５４，７ ５０ ３６ ，９ ０８ ，２ ８０ ６４ ，８ ６３ ２３ ５． ９Ｓ

前期 繰越 収支 差額 ３２７， ７Ｔ２ ３２８

自　 主　 事． 業　 収　入 ０

指　 定　 管　 ミ　料 ９， ７００ ９， ７００， ０００ ９， ７００ １００． ０ぢ

そ　　　　 の　　　　他 １２ ，０ ００ ，０ ０９ １２ ，０ ００

収　　 入　　 合　　計 ３７，２００ ２７，９５４，７５０ ３６，９０８，２８０ ２２ ，０２７，７２１ ８６，８９１ ２３３． ６９６

支

出

人　　　　 件　　　　費 １０ ，９ ５０ ９， １１０添８８ １４，４８７，２６８ ２３ ，５ ９８ ２１ ５． ７嫣

需

用

費

消　　耗　　品　　費 １５０ １３６， ６７６ １１ ，８ ３２ ！４９ ９９．ぬ

光　　熱　　水　　費 ４， ０００ ２， ７２０， ６２０ ２， ２９ ２， ９９３ ５， ０１４ １２５．願

修　　　　組　　　　費 ９， ８１５ ２１ ０， ８９２ ３３ ０， ８８０ ２０涵７７， ７２１ ２１ ，１ １９ ２１ ５． ２Ｓ

そ　　　 の　　　他 ３， ０６ ７， ６５５ ３， ６１ ８， ２８０ ６， ６８６

役　　　　 務　　　　費 ０

施
設

管

理

費

保　 守　 点　 検　費 １， ２８５ ５４４， ７３２ ５４５ ４２ ．ぬ

維　 持　 管　 理　費 ０

業　 務　 委　 託　費 ０

そ　　　 の　　　他 ０

使用 料・ 手な料 １１ ，０００ ９， ０３ ５， １５２ １１ ，６３０，８９２ ２０，６６６ １８７． ９Ｓ

自　　主　　事　　業　　費 ０

施　 設　 使　 ｍ　料 １ユ００，０００ ５４０， ０００ １， ７４０

そ　　　　 の　　　　他 １淬１１ 昌１１ １宀８１ ユ８５ ８， １４０ ３， ００１

支　　 出　　 合　　計 ３７，２００ ２６，７９２，９９４ ３４，５ ８１ ，６９８ ２１ ，１ ４２，４２５ ８２，５ １８ ２２ １． ８Ｓ

収　　 支　　 差　　額
０ １， １６ １， ７５６ ２， ３２６， ５８２ ８８ ５， ２９６ ４， ３７３

－９－

神イ大

北阿 ７ｊ

２， ０３ ５． ９４０　ｋｇ

２，９２７．９２１　ｋｇ

負担金、 歟」息

福利豫生贄、 厚生贄、 社会保険料

電気代、 上下水道代

工事費

燃料費、 通信費、 薬品費、 施設費、 備品、車両費

検査費

全幄建℡、寺の堆肥センター、 衛生贄、 処理費

不動産施設費、家賃

保険料、 減価イ售却費、手数料、租税む課、
支払報酬、交際費、雑費



令加２年度バイオマス施数稼働鼈支計算書

ぐづに怦び］ け匹翕お］３ 年３ いけ匹　　　　　　　　　　　　　　　南あわじ資源センター

ｅ収 入の郎 上顯計 ド期計 佰眥 仮僕羝費悦

項目 金翳 （ト巾 金額臼ェＪ） 金額 （円） 金額（鵈）

次号特辻

壮大仰協

農家特バ

農宇頤賍

１６ ｊり 卜１００
一一一　　　 －　　 －　　－

づ， ７０ ４， １８０

４ッ リ， ７５０

４宍 り， ７５０

１３ ヅ０２う５０

－８ ８０ ，１ ７０

ｊム ８１５

七， ８１５

Ｙ］ り， ５り ふ９ ５０

Ｙ－ ム５バ４ ｊ５０

Ｙ１ ７ム ５７５

Ｙ・ ロ］ ，５ ７５

合計 １５ ，５４６ ，７１０ 回，４０へ０２０ ｙｊ ７円ふ１ ，７ ５０ ム５４１ ，３ ４１

ｅ支出の部 上顯針 下顯計 ／ｋき
口口 汳払庶教叛

ｊＴ副Ｘ 全能 （円） 壮部 （八） 奎額げ气） 全損（口）

づ賺

計

３， ６８ ４， ド００

１ユｎ，１００

２，隔に７２

５３ ｙ３ ０６

Ｙフユ貼Ｏこ

ＹＩ ，７ ７０ ，７ ０６

べ旅ここ００ ４ｊ ８４ ，５ ７８ い， １０ ６７羂

谷賜費

計

｀ふう害！罔６
一一一一一

り３ １ご囲

掣８９０ ，６５６

５７０， ０９２

Ｙ７ ，八に， ＶＩこ

ＹＩ ，５ ０に怛０

４， ４５ 利口４ こレ拓０ ．７ ４８ Ｙ即ル１ ，ト回乙 ８１ ０，４４２

弌大 八燃費

計

７１ ムフ ご凵

３う 尚之疔

３００， ０００

６７ ８， ０１６

ｊ７ ７， ５６４

３００， ０００

Ｙ】 ツ９ ０． ７郛

Ｙ７ Ｄ、 ぺ旧

Ｙ６ ００ ，０ ００

１ｊ ６５ ，０ ４０ １， ｊ５ ５， ５８０ Ｙ判Ｔに０叙こ０ ２４ ７， ３２９

しトドドげ

計

２７０， ０００

３３ ０， ０００

凹０ ，０ ００
・〃ｊ　 －㎜㎜

監執０００

Ｙ５ ４０ ，０ ００
一一一

Ｙ６ ６０ ，０ ００

６００， ０００ ６０ ０， ０００ ＹＸ ，１ ００ ，０ ００ １０９， ０９１

言ヤ 售「 ギズ嫉籏 ４０ １、 ９卵 ｊ７ ９， ４５２ Ｙ７ドｌ ｊ１５ ７１ ，０ ３８

ド繕費 １り りｊ ＯＯ　 囗， ７９２ Ｙコ ０， ８り］ １９ ，１ ７２

⑤いこ言售 １０ ６， ６ご７ ３０ ，０４９ Ｙｌ ‘ぬ，６ ７６ １２ ，４２５

ｊ廚ｙ 費 娠０００ ６， ９８０ Ｙに 、り ８０ Ｉ， １８０

衛上頏 ８ム フり０ ニ汀 ，５ ００ Ｙに０， １９０ １０ ，９ ３５

薬品倣 １ユ（ル６４０ ｙ０７げ２０ Ｙム ］７ ３ツ ６０ ］０ ６， ６６０

優婉回 ０ 箚，６４０ Ｙら ７， ６４０

万徽付 □， 郛０ つ１０ Ｙこレ１ ４０ ２， ０４０

竪玉 ご課 ６， ０００ ０ ＹＧ ，０ ００

ヅ牛費 ３， り１０ ０ Ｙｙ ９１０ ３５５

帽与太厂 ７う賄 ８ｊ２４ Ｙ１ ６， ０１４ １， ４５６

万牡 頃刧戮 ０ ０ ＹＯ

雜椴 ０ 日Ｇ ，０ ００ ＹにＧ， ０００ １６ ，０００

合計 １３ ，３ ７０ ，別０４ 回， つ瓲縦， こＴ隔 Ｙ］ う、 ７５ ９． ７７７ １う０８ ，１ ２４

消費映額ｄ

１， ０３ ３， ２１７収入 計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ａ　　　 ２７ ，９ ５４ ，７ ５０

支出計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１　　　 ２５ ，７ ５９ ，７ ７７ 宣ゾ鴇竺 ｃ－ｄ

１， １６ １， ７５６差ちＮ計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｃ　　　　　　２， １９４， ９７３

－ｍ－



やお］２年まバイオマス施Ｒ稼働収支計算書

＜令和２年４９１ 日～令和３年 ３Ｊヨｉ ３１ 日＞
収入

北阿万八イオマス （高 ＪＩ Ｉ商き）

項目 単位 心
口 ｆ・消費税

総持２ｓ ニｌニ ｋｇ ２，９２７，９２１

妣収入 １５ ４３，９ １８，８ １５

商協持き ｋｇ １，２０９，３９０
値ｇｌき ３ ３， ６２ ８ｊ ７０

農家持２ ｋｇ ２２５，４９１
７．５ １，６９ １， １８３

農家Ｍぼ ｋｇ ２２５，４９１
７．５ １， ６９ １， １８３

その他 ｋｇ ０

１５ ０

収人台計 ３６ ，９ ０８ ，２ ８０ ３，３５５，２９８

支■

項目 縦払丿費Ｒ
人件敬 １２，９４０，９６０

社台保険料 １， ３０６，３０８

福Ｍ厚生費 ２４０，０００

処ｊｌ費 １１ ，６３０，８ ９２ １， ０５ ７，３５４
水道光熱賛 水道 ５４９，４８８ ４９，９５３
水道光熱費 電気 １， ７４３，５０５ １５８，５００

家賃 ５４０，０００ ４９ ，０ ９１

燃料費 ８１ ９，０７０ ７４，４６１
薬品費 １，６８２，６１０ １５２，９６５

車両貧 ５７６，０００ ５２，３６４
修繕費 ３３ ０， ８８０ ３０ ，０ ８０

施設Ｒ １０５，６００ ９，６００
備ａｌ ４３５，０００ ３９，５４５

支ｉ合計 ３２，９００，３ １３ １， ６７ ３， ９１３

愾費税額
入 １，６８ １，３８５

支
計
ｊ

ホ

一口－



（令和２年度） 南あわじ市バイオマス利痼鴇施設管理組合 会計帳簿

支鴇

番号
摘要 収入額 支出額

振迅手

数料
支出額計 予算残額 収入または支払先 起案日 支払方法

① 繰越金 前年氈繰越金 ３２ ７， ７１２ ３２ ７， ７１２ 前年度繰越金

② 指定管理料 指定管理料 ９， ７０ ０， ０００ ０ １０ ，０ ２７ ，７ １２ 南あわじ市

１ 検を費 ４ＪＩ水質検 査イ犬（ ネ中 代・ 北鍋万） ２６ ，４００ ２２０ ２６ ，６２０ １０ ，００凪０９２ ㈱サ ンスイ 令和２年び１ ５日 口座振迅

２ 工事費 ネ中代・北Ｍ万破砕機・資材修繕（一部支社） ５， ００ ０， ０００ ５， ０００， ０００ ５， ００ １， ０９２ 淡路鉄工㈱ 令和２年リ３ １日 口座振迅

３ 工事費 工葱 コンポス ト施設・ 排水処ミ施設 工事 、牝 阿万ぷ井戸ポンプ工事 ２， ０４４， ４６０ ４４０ ２，０４４， ９００ ２， ９５ ６， １９２ 藤原電工㈱ 令加 ２年 ４万 ３０日 口座振迅

４ 検査費 ５Ｊ］水質検査代 （ネ中代・北ス万） ２６ ，４００ ２２０ ２６ ，６ ２０ ２， ９２ ９， ５７２ ㈱サンスイ 令和２年５ｊ １８日 日生振迅

５ 工事費 背佐ドダ ・消泡剤 りぐンプ取替等（聯代・牝ス万） １， ６３ ８， ０３２ 値０ １， ６３８， ４７２ １， ２９ １， １００ 藤原電工㈱ 令和 ２年 ５ｊ ３１日 口座振迅

６ 需要費 バイオマス利皿目嵬設管ミ組合 ゴム印代 ４， ０００ ５５０ ４， ５５０ １ユ８６ ，５ ５０ ㈱森下せ紀な 令ね ２年 ６１ ８日 口座加え

７ 検ま費 ６ナ１水質検査代（神代 匐ヽ隰万） ２６ ，４ ００ ２２０ ２６ ，６２０ １， ２５ ９， ９３０ ㈱サンスイ 令和２年り１６日 口毀髻］込

８ 工事費 北阿万フォークリフト 修加代 １４ ７， ７０８ ８８０ １４ ８， ５８８ １， １１ １， ３４２ コマツ淡路㈱ 令和２年６が ３０日 口座振ｍ

９ 工事費 水量計・ メーター設置、撹拌機電気工事等 ４３５， ３８０ ４４０ ４３ ５， ８２０ ６７ ５， ５２２ 藤翳電工㈱ 令和２年６１ ３０日 日隹振迅

１０ 検査費 フヂ］水質検査代 （神 代・ 北阿 万） ２６ ，４００ ２２０ ２６ ，６ ２０ ６４８， ９０２ ㈱サンスイ 令七年７ １１ ５日 口座振込

③ 利息 決算禾ｌｍ、 ７ ０ ６４８， ９０９ 貯金利息 令ね２年８１ １６日

１１ 検を費 ８ＪＩ水質検査代 （ネ中代 べヒ 禍万） ２６ ，４ ００ ２２０ ２６ ，６ ２０ ６２ ２， ２８９ ㈱サンスイ 令和２年８ｊ １７日 口座振七

１２ 検ま費 ９１ 水質検査代（搾代 ・北 ｙ万） ２６ ，４ ００ ２２０ ２６ ，６２０ ５９ ５， ６６９ ㈱サンスイ 令和２年９１ １８日 口座振史

１３ 工事費 マンホールポンプ修ミ、炭酸カルシウム投入代 ８９ ，６ ５０ ４４０ ９０ ，０９０ ５０５， ５７９ 藤原電工㈱ 令和２年９ｊ ３０日 口座薤込

１４ 検査費 １０１水質検ま代 （神代２回・榎夕Ｊ２回リヒｙ万１ 回） ６６ ，０ ００ 植０ ６６ ，４４０ ４３ ９， １３９ ㈱サンスイ 令れ２年１０ よ４ １４日 口座振迅

１５ 検ま費 １ｍ 水質検査代（搾代 ・榎 タＩト北ｙ万） ３９ ，６ ００ ２２０ ３９ ，８ ２０ ３９ ９， ３１９ ㈱サンスイ 令和２年，！ Ｕｊ ２０目 口座振迅

１６ 検ま費 神代 べヒＭ万フォークリフ ト車検代 １２ ２， ３３２ 驍０ ！２２， ７７２ ２７ ６， ５４７ トヨ タＬ ａＦ 兵庫株式会社 令和２年１けｊ３０目 口座加え

１７ 検を費 １２ チ］ 水質検査代（神代 ・北 Ｍ万） ２６，４００ ２２０ ２６ ，６ ２０ ２４ ９， ９２７ ㈱サンスイ 令れ３年げ８日 口座振込

１８ 需が費 悍Ｎ生ソ ーダ凍結 防止 用断熱マ ット （神代り ヒド 万） ７， ８３２ ５５０ ８， ３８２ ２４ １， ５４５ ＤＣ Ｍダィキ株笂会社 令和 ３年 １ｊ １５日 口座振迅

１９ 検査費 八木賃検査代 （ネ中イ犬・ 北Ｍ 万） ２６ ，４ ００ ２２０ ２６ ，６ ２０ ２１ ４， ９２５ ㈱サンスイ 令和３年１ｊ ２７日 日生振込

２０ 検査費 フォークシフト荷を計付け替え （賀集犬匹万） ２２ ，０００ ２２０ ２２ ，２ ２０ １９ ２， ７０５ トヨタＬ＆Ｆ兵庫株式会社 令和 ３年 Ｌ日 ３１日 口座振迅

④ 利息 決算利息 ２ ０ １９２， ７０７ 貯金利息 令和３年２ｊ ２１日

２１ 検を費 ２ｙｘ水質検束代 （ネ中代 ・ｔ Ｍ万） ４４ ，０ ００ ２２０ ４４ ，２２０ １４ ８， ４８７ ㈱サ ンスイ 令和３年２Ｊ１２２口 口座振迅

⑤ 負担金 南あわじ市負担金 １２ ，０００ ，０００ ０ に１ ４８ ，４８７ 南あわじ市 令和３年３万 ３１日

２２ 工事費 淡路鉄工㈱工事費末社い分 ８， ３５２， ７９１ ４４０ ８， ３５ ３， ２３１ ３， ７９５， ２５６ 淡路鉄工㈱ 令和３年３Ｅ ３１日 口座振七

２３ 工事費 藤罌胤工㈱工事費未払い分 ２， ８６ ９， ７００ 驍０ ２， ８７ ０， １４０ ９２ ５， １１６ 藤罌嵬工㈱ 令和３年３ｊ１３ １日 口座振迅
２４ 検査費 ３ナ１水質検査代 （神代２ リヒ阿万） ３９ ，６ ００ ２２０ ３９ ，８２０ ８８ ５， ２９６ ㈱サンスイ 令和３年３ｊ ３１日 口座振七

２２ ，０ ２７ ，７ ２１ ２１ ，１ ３４ ，２ ８５ ８， １４０ ２１ ，１ ４２ ，４ ２５ ８８ ５， ２９６

検査費 ５４４， ７３２

工事費 ２０ ，５ ７７ ，７ ２１

需要費 １１ ，８ ３２

合計 ２１ ，１ ３４ ，２ ８５

残金　　　　　　　　　　　　　　　 ８８ ５， ２９６

回－



収　支　決　算 回 （平成３ １年度）
項目 予算額（ 千日） 神代 （Ｆヨ） 北阿７ｊ （円） れ」ミ用組合 （円） 決算額（ 干Ｆヨ） 対比 備考

収

入

れ」　 用　　料　 収　入 ２７ ，５ ００ ３１ ，３９６，１ ０９ ３１ ，０ ５５ ，７ １６ ’～　 ６２，４５２ ２２７．膳

前期 繰越 収支 差額

自　 主　 事　 業　 収　入

指　　定　　管　　理　　料 ９， ７００ ９， ７００， ０００ ９， ７００ Ｔ００． ０参

そ　　　　 の　　　　他

収　　 入　　 合　　計 ３７ ，２ ００ ３１，３９６，１０９ ３１，０５５，７ １６ ９， ７００， ０００ ７２，１５２ １９４． ０９６

支
出

人　　　　 イ牛　　　　費 １０ ，９ ５０ ９， ６３ ９， ２２３ ８， ４３ ５， ５５７ １８ ，０ ７５ １６ ５．ｍ

需

用

費

消　 耗　 品　費 １５０ １， ００８， ４１７ １， ００８ ６７ ２． ０Ｓ

光　　熱　　水　　費 ４， ０００ １， ８７６， ０１８ １， ４１ ０， ０２４ ３， ２８６ ８２．２Ｓ

修　　　　績　　　　費 ９， ８１５ １， ３９ ４， ８０２ ８， ２６０， ０００ ７， ６１ ４， ６３０ １７ ，２６９ １７ ５． ９参

そ　　　 の　　　他 １， ４４０， ００８ ７２０， ０００ ２， １６０

役　　　　 務　　　　費

施

設

管
理

費

保　 守　 点　 検　費
１， ２８５ ９６０， ５１４ ９６１ ７４．８Ｓ

維　 持　 管　 理　費

業　 務　 委　 託　費

そ　　　 の　　　他

使用 料・ 手数料 １１ ，０００ １１ ，１ ０２ゐ６９ ９， ９９３， ７３２ ２１ ，０ ９６ １９ １．ぬ

自　　主　　事　　業　　費

施　 設　 使　 ｍ　鎬 １ユ００，０００ ５４０， ０００ １， ７４０

そ　　　　 の　　　　他 ３， ４１ ３， ０１６ １， ０２０， ０００ Ｔ， ４２ １冷８０ ５， ８５５

支　　 出　　 合　　計 ３７，２００ ３１ ，０７４，０５３ ３０ ，３ ７９ ，３ １３ ９， ９９６， ７２４ ７１ ，４５０ １９２．售

収　　 支　　 差　　額
０ ３２ ２， ０５６ ６７６， ４０３ Ａ　２９ ６， ７２４ ７０２

－１ ３－

神代

北岡万ｊ

２，６６４．２６２　ｋｇ

２，５９６． へ　１９　ｋｇ

法定福利 ・福れ」厚生費含も

電気代、 上下水道代

燃料 費、 通信 費、 リー ス料 （バ ッカ ン）

全淡建設、寺内堆肥センター

借地料、 施設使用料

保険 料、 減価償却 費、 手数料、 租税 公課、
支払報誰、交際費、雑 費、 ｍ内会費等



！収入の部

平成 ３１年度バイオマス施鼈稼働效支計算書

＜平成３ １年４七 日～令加２年 ３万 ３１ ロン

項目 金額 重量 （ｋｇ） 単価（Ｒ） 備考

業者持込
八　 ♂八　　 ¶＝

淡玉商協
㎜㎜ ＝　　　　　　 ＝＝　 Ｗ　　　　　　　　 ♂♂

敷家持迅
－‥　－

農家稍攷

３８，５７４ ，４９５円
心－－¶〃ｍ　一一一一一一Ｒ♂ 丶Ｗ　　 ¶＝

う， ０６ ７ぷごＰ∃
♂　 ♂　　＝

６９４， ７１８　Ｆり

６９４， ７１８円

２， ５７ １，６３３ ！５．００

－３ ｊ３
♂７ ㎜㎜㎜

７．５

乙５

２， ５７ ！， ６３３
９メ１まで－４円
１０ ｊｌ 力ふ －３円

９２，６２９
〃　 ・Ｖ ｊ♂　　　 ・－　 ｜　 り｜

９２，６２９

パイプライン ５０ ０， ０００円

合計 ３１ ，３９６，１ ０９　Ｆｊ ２， ６６４， ２６２

！支出の部

項目 蜃額（税抜） 鸚ち等

人件費

計

９， ５０ ５， ９７ １円

１３３， ２５２　Ｆ！Ｊ

法定福利費含む
－心　　ふ

福利厚圭費

９，６３９，２２３円

還元処ミ費等

計

１０，２５７ ，４０８ Ｆヨ

８４５， ｉ６ １　Ｐニ］

寺内堆肥センター

衛；生費等

１！ ，１ ０２ ，５６９　Ｐヨ

光熱費

計

１， ０４２，６５２　Ｆ∃
－

８３ ３， ３６６　Ｐヨ

ミ気代
＝－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《

上下水道代

１， ８７６，０１ ８　Ｆ９

耳聡産在京費

計

５４ ０， ０００「气

６６０， ０００円

借上げ料負担金

施筱使篦料（さｍ商事）

１ユ００，０００円

燃料費 ９９ ４， ８０２円 ガソリン代（岡本執范）

消耗あ費 １、 ００ ８， ４１ ７円 資材等

通俗費　　　　　 ，－ ３４ ７， ３５８Ｆリ 携帯 、吼手

修繕費 １， ３９ ４， ８０２　刪 リフト、 車両。バッカン、 ボブキャット笞

リース料 ９７ ，８４８　Ｒ バッカンリースアッブ買収

保皸料 ２３ ２， ５２０　Ｆ９ 車両、傷害

減価償却費 ４１ ８， ３１ ８　Ｒ 車両、ソフトウ７了幃

示談料 １， ２６９， ７４０　Ｆ９ パイプライン、上原氏、運鼈イ气

祖税ぬ課 １， ００４， ０５０　Ｐヨ 確定消費税。 自臘車視

駅払報獸 １６ ５， ００ ０　Ｆ９ 会計士報琺

交際費 １４ ６， １８ ８Ｆ９ 上原獸等

雑費 １７７， ２００　Ｆ９ 本社経費等

合計 １凪０７４，０５３　Ｐｊ

収入計

支出計

差回 ｜計

３１ ｊ９６， １０９円

３１ ，０７４，０５３　Ｆ３

３２ ２，０５６　鵈

同一

令和２年５万 １１日

南あわじ資源センター

代表坪串：菊すれ 真樹



令和え年度バイオマス北回丿万施ａ稼働収支計算書
（平成３１年４万 １日 ～令禾ｒ）２年３Ｊヨｉ３１日）

ｌ』な１　ｒ７` １ さＲ

項目 会ａ ｒ大ｌ容 儂男

？た り上げ

ｅｇ ｌき

こ宋 持；２Ｓ

市糀Ｍ■

３８ ，９ ４１ ，７ ８５

－８．９ ７３，８２７

５４ ３， ８７９

５４３，８７９

１５００ ０Ｆヨ／ トン （２ ５９ ６． １１ ９１ トン）

Ａ４円／゛。 ｉｌ き１ ，１ ８５ ，４７０ Ａ３ ＦＩ ／゛。モ；｜ き｜ ，４ １０，６ ４９

７．５Ｒ／キロ

７．５Ｒ／キロ

合計 ３１ ，０ ５５ ．７ １１６

支皀の部

項目 金額 １大１容 備考

人件費 ６， ３９ ５， ５５７

１， ８０ ０， ０００

２４０，０００

作業オペ レーター

人ＭＩミ・請求処ミ事務

福利犀生

計 ８，４３ ５， ５５７

光熱水Ｒ ９９ １０ ２７

４１ ３， ９９７

７２ ０， ０００

電気 使Ｊｉｌ量

上下 水道使ＭＩ暈

燃料Ｒ

計 ２， １３ ０， ０２４

修糖費 ０

６０，０ ００

３， ４００，０００

２， ４００，０００

２， ４０ ０， ０００

その他（５万 Ｆヨ な下）

消耗ａ

リフト購入５［台ｉ・

場内ｉステンレスバツカン整備５１ 肖金

バツキま憺ＩＥ営見ｉ２Ｓみｇ ｌ肖金

計 ８， ２６ ０， ０００

むａ費 ９， ６９ ３． ７３２

３００．０００

タマネギリサイクルセンター利ｍ料

新たな堆１１Ｂイヒ施設へのｇｌ頼費用

計 ９， ９９ ３， ７３２

ま設使ＭＩｌ

ｉ！Ｉ内き費

Ｒ税Ｑａ

５４ ０ぶ００

２０．０００

１， ００ ０． ０００

施設賃料

伊ｎｎ回Ｔｉ大ｉ会ダ１

消Ｒ税など

支■ 合れ ３０ ，３ ７９ ，３ １３

二。＿二コ二二つ

虱鴇商店 高ｊ ｌｌ 泰絃

－７ ５－

な支差額 ６７６，４０３



南あわじ市バイオマス利き夕日施鼈の管週１兼営に関する協定書（案）

南あわじ市（八下 「殫 」と いう 。） と南あわ じ市バイ オマ ス利活篦施設管社組合 （賢

下「 乙」 とい う。 ）と は、 南あわじ市バイオマス利活用施鼈（罧下 「施鼈」 とい う。 ）の

管理ミ営 に関する 業務 （勁、下 「管 ‾χ１業務」 とい う。 ）につい て、 次の事項 によ り協定を

締結する。

（趣 回）

第１ 条　 この 協定 は、 南あ わじ市悵の施設にびる 指定管ミ者の指定手続 きに 関する

条例 （‾凖成 １７ 年南 あわ じ市条例第２ ０６ 号） 第６ 条の規定 によ り指定管理者に

指定された乙が行 う施設の管ミ業務に関 し、 必ぢな事項を定めるも のと する。

（管ミ業務）

第２ 条　 躅が 乙に 管ミを行わせ る施設は 、ｙ３１」表 に掲 げる 施設 とし 、乙 が行 う業務の

範回 は、 南あ わじ 市バイオマス利恬鴇施設条例（平成 １８ 年南 あわ じ市条佃丿第 ２４

号。 八下 「条例」 とい う。 ）第 １０ 条第 ２項の規定に‾嵬づき 、次のと おり とす る。

（１ ）崔肢の利Ｗ。］の許可‾瓦びその 耿示 し並びに施設の維持管理に 関す るこ と。

（２ ）利万］ 者が施数の效備を損傷 し、 若し くは滅失 した とき にお ける 損害賠償の手

続き に関する こと。

（３ ）前 ２号 に掲 げる もの のほ か、 市長 がｙ３１」に 定め る業務

（指定管理者の責務）

第３ 条　 乙は、加方自 治法その他の 関係法令八び条例その他の関係規定並びにこの

協定の定める とこ ろに従い信義 に沿って誠実にこ れを履行 し、 施效がト［］ 脆に運営

されるよ うに管Ｊミしなければなら ない。

２　 乙は、施設を常に善良なる管ミ者の注意をも って管ＪＩしなければなら ない。

３　 乙は、施ぶとイ吏 万］ 者の被災に対する 第一次責任を有し、施設又は施ぶイ吏鴇者に災

害が あっ た場合は 、迅速かつ適切な対応 を行 い、 速やかに 「ＴＩに 報告 し、 ＦＰ の指示

に従 うも のと する。

４　 乙は、管ミ業務の継続が困難と なっ た場合又はそ の恐れが生じた場合に は、速

やかに跼 に報告し 、殫 の指示に従う もの とす る。

（指定期 間）

第４ 条　 殫が 乙に指定管理者と して指定する 期間 は、 令和 ４年 ４ナ］１ 日か ら令ね６

年３ １３１日 までとする。

２　 管ミ業務にかかる事業年度は、 毎年 ４ナｊ１ 日か ら翌年３ １３１日 まで とす る。

（指定管ミ料）

第５ 条　 乙が 第２ 条に規定する 管理業務 に対する 指定管垣１料の額 は、 ９７０万 ト９ とす

る。

［利 万］ 料金）

第６ 条　 施設の利夕日 料金につ いて は、 条例第１１条 の規定にＷづ き、 乙が徴収するも

－１ ６－



のと する。

（施鼈数備等の維翕管ミ費等）

第７ 条　 １件 あた り５０万 口（翕費税相 当額 を含 む） を麭える 施鼈、設備機器等 （ぷ

下「施設鼈備等」 とい う。 ）の改造、増築、 移京大び修繕については、 その負

担区分を 「ＦＩ、 乙で協議する もの とし 、１ 件あたり ５０ 万鴇ふ下のも のについて

は乙が自 己の費万」と 責任において実施する もの とす る。

２　 施鼈の管理運営上、必要な 日常経費、物砿の更新にキする費鴇等は乙の負担と

する もの とす る。

（瞿熈報告）

第８ 条　 乙は、毎 犬丿 終了後１０日 八内］に 、次 に掲げる 事項を跼 に報告し なければなら

ない。

（１）業務の ｙ］ｊ報

（２）実施した鸚容八び実績

２［Ｔへは、 管ミ業務の適七を期するた めに 乙にがし前項に掲げる もののほか、 管理

業務教、び経ＪＩの状況に 関し、必要に応じて臨時に報告を求 め、 実地に調査し、又

は、 必要な指示をする こと ができる。

（事業報告）

第９ 条　 乙は、毎事業年度終了 後、 ２箇 大ｊ リ、 内に 售該施設に関する 次に揚げる事項

を記載した事業報告書 を「ＴＩ に提ｉし 、そ の承混を得な ければな らな い。

（１）管ミ業務の実施状況

（２）施設の 利ＸＸ］ 状況攷び利万］拒否等 の件数‾ル、び事 け］

（３）利ナｔ］料曼の収入実績

（４）管理に翳る経箙の収実状況

（指 定の 取消 し等）

第１０条 ［ＴＩは 、乙が次の各号の一に該当 する と認めた とき は、 指定管ミ者の指定を

取消 し、 又は業務の兔部又 は一部を停止 させ るこ とが でき る。

（１）本協定に違縦し たと き。

（２）業務の処理が著 しく 不適 拮と 嘉め られ ると き。

（３）前 ２その他乙が施設の管ミ者 として管ミ業務を継続する こと が適当でないと

認め られると き。

２　 乙が、こ の協定を指定期間内に解除 しよ うと する とき は、 その ３箇ナ］ 前までに

ＦＴ］の承諾を得なければなら ない。

３　 ｑ］ は、 第１ 頓に定め る場合の他、 必戛があ ると きは、業務の全部又は一部 を廃

止す るこ とが でき る。 この場合において は、 Ｆ↑］は 、廃止し よう とす る日 の３０日前

までに乙 に通知し なければなら ない。

４　 前２ 頓に より 、指定管ＪＩ者の指定が取消さ れた場合にお ける損害の賠償につい

ては、「Ｐ乙協議 して定め るも のと する。
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（損害の賠償）

第１１条　乙は、施設の管理業務の履行に あた り、 乙の責に帰すべき 事け］に より 「ＦＩス

は第二者 に損害を 与え た場合は 、損害を賠儒 しな けれ ばな らな い。

２　 前項の場合におい て、 損害を受 けた第ミ者の求め に応 じ殫が損害賠償したとき

は、 鵈ま乙にがして求償権を有する もの とする。

（再委託の禁止）

第１２条　乙は、管ミ業務を他に委託 し、 又は請け負わせて はな らな い。 ただ し、あ

らか じめ 躅の書面によ る承ミを得た場合は、 この 限り でな い。

（個人情報の保護）

第１３条　乙は、管理朧営業務を実施する に售たっ ての個犬嶌報の癩、扱いについて

は、 ＳＩ」お 「個 人情報扉羝特記事項」 を厳守し なければなら ない。

（協定の改定）

第１．４ 条　施設の管 ｊｌ業務に回 し、 事情が変ぞしたと き又 は特ＳＩ」な事情が生 じたと

きは、躅乙協議の上、 この協定を改定するこ とができ る。

（協議）

第１５条　この協定に関 し疑義が生じたと き又 はこ の協定に定めのな い事項につい

ては、その都度りヨ乙協議 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ぷを作成し、ＦＦＩ 乙記名押印の 上、 各自 その

１通を所持する。

令和 ベドドいい目

リョ

乙

兵本草南あわ じ市市善光寺 ２２ 番地１

圉あわじ市長 守　本　憲　弘

兵庫翳南あわ じ市八木養宜上１０２９番地８

圉あわじ市バイオマス訓示用施設管理組合

組合員　　　　　増　 日］ 健　治
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別記

個人情報取扱特笆事項

（基本的事項）

第１ 条　 乙は 、こ の協定に よる 個人情報 「個 人に関す る情報で あっ て、 特定の個人が識ＳＩ」さ

れ、 又は識ＳＩ」 され得る もの をい う。 噸、下鶚 じ。 ）の取扱いに 范た って は、 個人の権利和益

を加害するこ とのないよう 努めなければなら ない。

（秘密の保持）

第２ 条　 乙は、こ の協定に よる 事務 に関 して 慨］ るこ との でき た個人情報を他に漏ら しては

なら ない。

２　 前項に規定する義務は、指定の期限が満了し、又は指定を取り 消された後も有効に存続

する もの とす る。

（再委託 の禁止）

第３ 条　 乙は、こ の協定に よる事務を自 ら処ミするも のと し、 やむを得ず他に再委託すると

きは殫の氷諾を得るものと する。

（目 的外収集 ・利用の禁止）

第４ 条　 乙は、こ の協定に よる事務を処理するた め、 個人回報を収集し、又は利用するとき

は、 受毀事務の目 的の範を甄で行う もの とする。

（第二者への提供の禁止）

第５ 条　 乙は 、こ の協定に よる 事務 を処理す るた めに収集 し、 又は作成 した個人情報が記録

された資料等を、 殫の承諾なしに第ミ者に拮Ｅ供 してはな らない。

（複写、 複製の禁止）

第６ 条　 乙は、こ の協定に よる 事務 を処理す るた めＦＰか らｔ禁供 された個人ぽ報が笆録 され

た資料等を殫の承諾な しに複写 し、 又は複製 してはな らない。

（適正管理）

第７ 条　 乙は 、こ の協定に よる 事務 を処理す るた めｑｊか ら提供を受け た個人情報の滅失及

び損傷の防止 に努 める もの とす る。 乙自 らが 肖該事務 を処Ｊミする ため に牡集した個人纎

報についても、回禄とする。

（資料等 の返ぷ等）

第８ 条　 乙は、こ の協定に よる 事務 を処班Ｘする ため に、 「Ｔ」か ら提供を受け 、又 は乙 自ら が収

集し 、お しく は作成し た個人ｈな報が記録さ れ胱資翦等は、こ の契お完了後 栽ち に『Ｆに返ぷ

し、 スは り｜ き渡すも のと する。ただし。り｜力乃３ １』 に指示したと きは葹該方法によ るも のとす

る。

（事故の場合の措置）

第９ 条　 乙は、こ の協定に違反する事態が生 じ、 又は生ずる恐れがある こと を加った とき は、

速やかに ＦＴＩに報告 し、 「Ｐ の指示に従う もの とす る。

（損 害賠償）

第１０条　乙が故意又は過失によ り個人情報を漏えいしたと きは、乙はそれに より 生じた損

害を賠憤 しなければな らな い。

・１ ９－



別表 （第 ２粂 関係）

先　　　　称 所　 在　地

圉毎分）し市バイ オマ ス刊俎鴇施設

神代センター

南あ めこ 市神代社家８３２

南あわ工市バイオマス利活用施設

九回万こレター

圉あめ匸京北ス万伊賀Ｗ　４８６－４

２０



南あわじ市バイオマス利活用施設の
指定管ＥＥＩ 業務 に関する年度協定書（案）

南あわじ市（勁、下「ｑヨ」という。） と南あわ じ市バイオマス利堡晶施設管理組合 （ぷ下「乙」
とい う。 ）と は、 名和 ４年 ４万ｊ１ 日に 、南あわ じ市バイ オマ ス利活用施設 （χｊ、下「施設」とい

う。 ）の管ミ運営に関 して締結 した、南あわ じ巾バイ オマス利活用施設の管ミ運営に関する協
弓

定言 （句、下 「基本協定」 とい う。 ）に基づき、 施設の指定管理業務に関する年度協定（功、下「年

度協定」 という。 ）を締結する。

記

（肓。度協定の目的）

第へ条　 年度協定は、 施設の管理Ｒび運営に関する業務（ぶ下 「管理業務」 とい う。 ）の各年度

の業務内容及び管理業務の実施の対価と して支払われる指定管理料を定めることを目的と

する。

（年度協定の期間）

第２ 条　 この年度協定の期間は、令 ５ＦＤ４ 年４ｇｊ １日 から令享［］ ５年３Ｊ目３ １日 まで とす る。

（指定管理翦）

第３条　 ＥＩヨは、別表第 １に規定する施設の管理業務の対価として金９，７００，０００Ｆ¶ヨ （消費税Ｒ

び地方消費税を包も。 ）を支払 うものと する。

２　 前項の逎胞は、乙の請求に より 、必要に応じて分割にて支払う もの とす る。

（疑義等の決定）

第４条　 年度嘔定に定めのない事項について は、 第一義白Ｓ］ には基本協定によるものとする。基

本協定に も定めのない事項につ いて は、 ｑヨ と乙の協議の上、 これ を定めるもの とす る。

この年度協定の締結を証するため、 本書 を２ 通作成し、ｑヨ、 乙がそれぞれ記名 ・押印の上、

各１ 通を保有する。

２１－



翁九回年 へ鴇桂ヨ

別表第一１（第３ 杲関 係）

ｑヨ　　兵庫泉南あわ じ市巾善光寺２２番地１

南あわじ市長　　守　 本　 憲　弘

乙　　 兵庫県南あわ じ市八木養言上１ ０２９番地８

南あわじ市バイオマスルＥ！Ｅｉｍ施設管理組合

Ｍ１ 合Ｒ　　　 増　 日ヨ　健　治

呂　　称 所　 在　抽

南あわじ市バイオマス利活用施設

神代 セン ター

南あわじ市神代社家８３２

南あわじ市バイオマス利活用施設

北匹ヤン ター

南あわじ市北阿乃伊賀Ｆ　４８６－４

－２ ２－



南あわじ市バイオマス 禾｜」活丿手］施設（ ネ申 代センター・ 北Ｒ万センター）
施設 ・設備の改修、・新八び備品の新規購入に係る費只１ 負担に関する巾規

（趣 卮）

第１ 条　 この 内規は、 南あわじ市バイオマス利活ＪＩ 施設 （神代センタ ー・ 北回万センター）の

施設 ・設備の改修、更新‾ｋび備品の新規購入に係る費只１負担に回し、必まな事朿を

定め るも のと する。

（改 修、 戛新のが象施設・ 設備）

第２ 条　 南あわじ市バイオ マス 利活 ＪＩ 施設 （神 代セ ンタ ー・ 翫訊万セ ンタ ー） において 。改 修、

戛新の氣象となる施設 ・設備については、顕下のとおりとする。

（１ ）ＥＥ葱残渣 処ミ棟（ 鉄骨 スレ ート造） 、ガス庫 （鉄 骨ス レート造）

（２ ）ＥＥ葱残渣 破砕機、 脱水機

（３）汚水Ｂミ設備（令手口え年度新設か）

（４）希釈混合槽、放流槽

（５）汚水処ミに係るＲ管類

（６ ）マンホールポンプ（神代センター）

（新規購入の対象備品）

第３ 条　 南あわじ市バイオ マス １ミ｜Ｊ ＳＪＩ施設（ ネ４１代セン ター ・気阿万センター ）に おい て、 新規

購入の対象となる備品については、 は下のとおりとする。

（１ ）薬品類の保管タンク

（２）薬品類の格納庫 （鍵 付き）

（３）水中ポンプ

（４）　 バッカン

（費用負担の判断）

第４ 条　 南あわじ市と指定 管Ｊミｌ 者との間で事前に協議をれ い、 必まと判 断した場合は、第 ２条に

規定する施設 ・設備の改修、更新費羆こついては、南あわじ市が負担できるものとする。

２　　 南あわじ市と指定管理者との聞で事前に協議をれい、 必まと判 ほした場合は、第 ３条に

規定する備品の新規購入費Ｒこついては、南あわじ市が負担できるものとする。

３　　 但し、第３条にｔ載の無い備品についても、 南あわじ市と指定管ミ者との間で事前に協議
を行い、 必娶と判ほした場合は、新規購入費ｎｌ については、 南あわじ市が負担できるものと
する。

（その他）

第５条　 この内規に定めるもののほか、 この ｒ大１規の施６・に回し心まな事東は、 南あわじ市にて

別に定めるものとする。

（附粘）

この 鸚規は、 令和 ３年 ２Ｊ≡］ １日 から施行する。

－２シ



 

議案第９４号     

 

公の施設の指定管理者の指定について（あわじ島まるごと食の拠 

   点施設「農畜水産物飲食施設」） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指

定管理者として次のとおり指定することについて、同条第６項の規定により、

議会の議決を求める。 

 

令和３年１２月２日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘  

 

 

記 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

   あわじ島まるごと食の拠点施設「農畜水産物飲食施設」 

 

２ 指定管理者となる団体 

   所在地  南あわじ市八木養宜上１４０１番地 

   名 称  南淡路農業公園株式会社 

         代表取締役  馬部 総一郎 

 

３ 指定の期間 

   令和４年４月１日から令和７年３月３１日 



 

 

南あわじ市あわじ島まるごと食の拠点施設 

「農畜水産物飲食施設」 

指定管理者候補者選定に関する資料 

 

 

候補者：南淡路農業公園株式会社 

 

 

 指定管理者指定申請書（写し） ·················· Ｐ１ 

 指定管理者候補者団体概要書 ··················· Ｐ２ 

 指定管理を行う施設の事業計画書 ················ Ｐ６ 

 指定管理に係る収支計画書 ···················· Ｐ11 

 候補者の経営状況を説明する資料（決算報告書） ········· Ｐ12 

 過去収支実績表 ························· Ｐ21 

 指定管理業務にかかる基本協定書（案） ············· Ｐ22 

 指定管理業務にかかる年度協定書（案） ············· Ｐ31 

候補者の選定基準 ························ Ｐ34 

 



指定管ＩＩ者指定串請耄

指定を

受けよ

うとす

る団体

佑　　　称 南淡路農業ぬ回株す意社

本豈所の

所　 在　地
孤庫県甫あわ じ市八木養宜 上１ ４０ １番地

管ミを行 ぉう とす
ｔ

るぬの施 設の 鳬称

甫あわじ市あわし極まるごとｔの拠点施鼈のうち
農瀚水産物飲食施設

添付書類
口車業計膃書　　　口回体の概要説胴書
口回体の恰動実績書

（事務処理欄）

－ｌ



（要綱様式３号）

団体概要書

フ　　 リ　　 ガ　　ナ

団　 体　 先　称

ミナ ミア ワゾノドヨウ コウェンカデシキガイ シヤ
南淡路羆業ぬ回株式会社

フ　　 ナ　　 ガ　　ナ

イ犬　　表　 考　兔

ダイ ヒョウトリシマリヤク ノぐ へづウイヂロウ
代表取締役局 部統 一郎

所　　　在　　　地 兵庫県南あわじ市八本塵宜 上１ ４０ １番地
－

電　 話　 番　倚 ｜㎜凰 Ｆ　 Ａ　 Ｘ　 番　号皿

設　 立　 年　力　日 平成 １２年１ ２月 ４日

主な 事隻 活動

（１ ）レ スト ラン 、カ ルチ ャー施設等のを営
（２）貴か乱、輸入脆、酒類、 農畜産物等の製造 ・加 工・ 販売
（３）櫨物の展示販売
（４）遊圉地八び遊戯施設の経営
（５）体験崟滔むの管万篷営
（ら）展示会、催事場等のを圃八び製作運営
（７）不勤蒐の売買、 Ｔ震貸、 仲介、斡旋、 暼ミ業等
（８ ）前各号に附帯す る一頑の本業

ｌ

団体の特色Ｒび経
営　　　方　　　針

平成 １３ 年４万、 農業の振興と地域の活性化、長泉の体験 ・学習夕流
拠点施設 をめ ざして整備さ れた Ｆ淡 路フ ァー－ムパー クイングランドの ｊヒ」
を経営するために、南あわじ市 （｜目こ京回丁） 、敷業回イ本ユ開な泉が共
鶚芭資し設匹九株式会社である。

售該施設の悵共性を重視し、懸いややすらぎを提供する場として、ま
た地域の活性化や農業をテーマとした南あわじ市の観售あ点として、そ
れぞれの有する経営ノウハ ウを発揮八安定勵なを営を 目指す。

また、兵庫県の財産であるコアラをはじめとする特殊勵植物の管ミ、
展示には最大限の注意を払い、 適頑な管ミにっとめる。

団体 の組 織図 別紙のと おり

構　 成　 員　数

（従 業員 数）
６３ネ　　 （２０２士年９ｊ １日 現在）

指定 管え慝制 度担

当　　　　　　　省
産業嵬願部

－２－



南淡路農業な園株笂会社組織体制
－Ｉ－

＼　　　株圭総会 他售取締役

耿　 締　役

監査役
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管Ｓ運営の状況

管き運営の現状
ｌ　　 ｐ・ ら－ ・－４　 ゛が Ｗ　 Ｉ゛｀

管理遥售主体 南淡路羆業づ獸株式会社

瞰　 員　 Ｅ　置 約６３名

開　　　　　館

（休 館日 等）

午前９時３０分から午後５時までバ市長が特に仏要かおると認めるとき 。）

某　務　 内　容

【基本自ちな業務の範囲】

①施設の使用の許可八び使用の制限に関する業務

②施設の鴇覬管を八び兼営 に緊する乗務

③利万古か崔設スは嫣羆施設を損傷レスは崔矢したときにおける換言賠償請求
の手続きにＭする業務

④歸」刑 犒金の徴 戛に笥する業務

⑤施設の設置 目鵬を達成するための事業にＭする業務

⑥利用慝の利便小生を『覬上させるために必要な業務

⑦粘俗昜に掲げるもの のぼか、 市獸が必要と認める業務

利　　 川　　料

入商科大人１ ，０ ００ Ｆヨ ノ」 ヽ人 ２００兄

※「 大人 ］と は、 高校生以 上をいう ／／」、 人」 とは 、４歳か ら中 学圭までをい う。

施設利用科

農休漁業体験施設　 体験 実回 室１ 日１ 室につき　　　４５ ，０ ００円
体験準備室　　　ノノ　　　　　　　　　　　５，０００「９

実習準備ま　　　フノ　　　　　　　　　　　６， ０００鵈

展示室　　　　　ぢ　　　　　　　　　　　４， ０００口

フラワーホール　　　 体験教ま１　　　　ノメ　　　　　　　　　　１０ ，０００口
体験教ま２　　　 ／ノ　　　　　　　　　　１０ ，０００口

工作ま　　　　　／／　　　　　　　　　　　６， ０００口

４



２　 収支の状況
（単位：千Ｆエ｜）

頂　　　　　　　　　　目
互年度決算額 （単位： 千日） 本年度于篥額

２０ １８年度 ２０ 仞年次 ２０ ２０年度 ２０ ２１ 年度

収
入

入　 圉　抖　等 入８ ７， ５６０ ２０ ２， ３０９ １５ ５バ ３４ ｎ０ ，０ ００

物誨フ阪見舞 ］． ８３ ，４５３ １８ １， ２４７ １２ ｙ９４１ １３ ８ｊ ０００

飲食 販光背 １６ ９， ５４６ １７ ８， ４９８ １０ ６， ４６９ １２ ８， ０００

体　 験　　料 ３９ ，２６６ ４１ ，２ ７７ ２２ ，３ ３４ ２８ ，０００

そ　　 の　　他 １０ １， ２２４ ｎ６ ，０ ２８ ９８ ，３ ８８ ９０ ，０ ００

委　　託　　料 ８７ ，４８０ ８８ ，２ ９０ ８９ ユ００ ８め００

営案 外鴃益 ５ ４ ２１ ，７ １９ ０

合　　　　　　計 ７６ ８， ５３４ ８０ ７， ６５３ ６１ ９， ６８４ ６３ ９， ８００

支
出

原　材　れ　費 １８ ７， ５４７ １９ ５， ８９０ １４ ６， １５３ １５ ８， ０００

人　　伴　　費 Ｕ≒０１１ ２り ４， ３３４ ２６４， ２ｎ ２７８， ０００

経　　　　　費 ２６ にｎ６ ２８ ２， ９６６ ２１ ２， ７７９ ２４ ８， ３００

施設 使鴇料 ２８ ，０吭 ３０ ぶ５５ ２３ ，３ ３８ ２５ ，５ ００

営業 ㈲費用 １２４ １２７ １２４ ０

合　　　　　　計 ７５ ０， ０４２ ８０ ３， ６０２ ６４ ６， ６０５ ７０ ９， ８００

経　　 常　　 利　　益 ぽ４９２ ４， ０５１ －２ ６， ９２１ －７ ０， ０００

利用 の状況

循　　　　　　　　　　目
／へ

長年度 本年度Ｕし

゛２ ０１ ８年度 ２０ １９牛氈 ２０２０年度 ２０２１牛曳

利用者数 ３８ ４， ９１ ６人 ３８ ９， ４３７人 ２７ ２， ０７ １人 ２９２， ２００人

５



「あ わじ礼ま るご と食の拠点施設」

指定管理者指定申 諸事業計執書

（殆和４ 年４ １１ 日　 ～　 個和 ７年 ３ナｊ　３１　日）

南淡路農案恆回株犬会社

６



事業牡簑書①

ミ営上の基本方針

【総合蝪な先本俯鴃と 将東監望】

南淡路農業ぬ圉株式会社は、現在ぬの施設である 「淡だフ ァー ムパーク イング

ラン ドの七ご」を平成 ２６ 年４ 大１ １日 から令和 ４年 ３大ｊ　３１　日ま での ８年間南あわ

じ市より 指定管理を受けて管理運営を実施していると ころであ りま す。 南あわ

じ市が整備し た「 あわ じ氈まる ごと 食の拠点施設」の ２階のレ スト ラン部分に

ついて、 リ｜ き続き指定ＷＪミ を受けた く申請致 します。

運営上の基本的な方針は、 平成 ３０ 年９ ｊに提ぷ した 「淡路フ ァー ムパークイ

ング ラン ドの ｌｉ 」事業提案書のと おり とし ます が、 ここ では特に ［あ わじ 島ま

るご と食の拠点施設］ での レス トラ ンミ営の方釟につ いて提案致し ます。

運営にあたっ ては、「南あわじ市あわじ島ま るご と食の拠瓱施欲条偈」」第 １条 「淡

路島の農畜水産物 （罧下単に「農畜水産物」 とい う。 ）等の販売八び農畜水産物

を使った飲食物の提供を亟じ、 生産者蓼、び消費者相互の交流を回 り、 並びに農

畜水産物八び淡路鉐の観光資源に関する 情報を発信するこ とに より 、市の農漁

業振興、 ひいては市全体の活性化を 目的 として、 南あわじ市あわじ島ま るごと

食の拠点施設 （莎下「食の拠点施鼈」と いう 。） を鼈置する。 」と の趣翕を念頭

に置き適蹣な管ｍｔ営に取 り組みます。

「レ スト ラン　キッ チンユーカリ が五二」 は『淡氈鉐の食オ才を たっ ぷり とたった

ご肖 ｊセ メニ ューがま しめ る自 然隹 レス トラ ンぷ カフ ェ』 をコ ンセ プト にを営を

行います。が元食材をふんだんにな り入れ、 淡路乳の食材の良さを味わってい

ただ き、 のど かな ロ］ 園風景を 眺め なが ら、 食べ物本来の 自然 な味わいや回みを

感じ てい ただ きま す。 喫茶 メニ ュー も豊富に 取り 揃え 、ま たキ ッス コーナーも

併設 し、 主婦屑や女性客を重視 し、 いつでも気軽に立ち寄れる店と して地域の

憩いの場としての役割も果たしていきます。

メニ ュ一鶚発 にあ たっ ては、地万元食材 をふんだんに 取り 入れ季節感の ある メニ

ューを提供致 します。 また、来店いただいたお客様の ご意見な ども メニュー開

発に役立てて行き ます。曁サラ ダ・ サク ラマスな ど行政主体のプロ ジェ クトに

髱参回しなが ら、 他施設等の連携を強め、食材をいか した メニ ュ一瞿発に取り

組んで行きま す。

７



レス トラ ンの食材謳達先と して は、 １階の「農畜水産物直売施鼈」 を最優先 し、

安心 ・安兔ヽ新鮮な食材を 調達致し ます。

Ｉ階に整備さ れ、た「農畜水産物直売施設」 の管ミＸ営を 予定 して いる 「あ わじ

島ま るご と株矢会社」 とはイベント 連携 ヽ皀告宣伝・ 目‾χ体予約状況等綿密な連

携を 行う 必要 から 、定期的 に連絡調整会議を 開イ社し 、相互協力に より 効率 よく

ミ営でき るよ う努めます。 また、常 日頃から情報交換を行いミ営致 します。

さら に、 「食の拠点施鼈」 を訪れたお客様が 「淡路フ ァー ムパーク イン グラ ンド

のＥ」へ入園 して頂け るよ う、 又、 逆に 「淡路フ ァー ムパーク イン グラ ンドの

Ｅ」 を訪れたお客様が 「食の拠瓱施覈Ｘ に壑：ち 寄っ て頂ける よう 案内や誘導・

ＰＲ を行い「相乗効果を発揮し八存共栄に繋がる よう 提案致します。

営茶時顋は、 あわ じ剔まる ごと 食の拠点農畜水嵬物産宛所 と協議致 しま 卞。

イ本館日 は、 あわ じ剔まる ごと 食の拠点呉音水産物‾糺宛所と 協議 しま す。

将来展望 とし ては 、飲食店のあ り方 も、 新型 コロ ナウ ィル スに より 大き く変わ

りま した。メ ニュ ーの提供方法やテ イク アウ トメ ニュ ーな ども 随時考え ながら

ミ営 を行 い、 お客様が安む して飲食でき るよ う取 り組んで行き ます。ま た、今

まで鉢上に直売所との連携を強化したメ ニューを構成 し、 相互にＰＲできるよ

うな店舗展愾を行いま す。 生産者支援と いう 観点から も、 直売所と の食材の供

給を重視致し ます。

【Ｗ ＪＩぶ営業務に関するを木力ま十、 実施方法】

・南あわ じ市あわ じ氈まる ごと 食の拠点施鼈条例八び指定管ミ者協定書に从づ

き、 適リＪな 慟舊］盖営を 行う。

・施亘ヽ設備の管ＪＩについて は、 利八］者の安全筒策を優先に考え、 適時修繕を実

施する。 また、衛生面にな意を払い適切な限ミにっと める。

・利用者の安全確保に努め 、安全笥策、 監視体制 、肺炎、 接客等の職員研修 を実

施し、事故や トラ ブルを起こさ ないよう に最大限努力する。

・ｊ加域連携事業については忠実に履行する。

・食品衛生法等のＭＲ法令を遵守する。

８



【こコス ト縮東西経営大社】

・七万人員を 見極 めて 、人件背 け最ヤ漲に抑 える 努力 をす る。

事業計舊書②

施鼈管理運営体制 と組織に 関す る計画

【皸員雇鴇計画、 入翕育成牡尚】

・アルバイト雇用 にあたっ ては、で きる かぎ り地ニ瓦を優先雇が］ し、 雇ル｜促進に協力す
９

る。

・アルバイト職員には必要な研修を行い、お客様のニーズに対応できる 人材育成を行

つていく。

事業計羈書③

農普水産業の振興にＭする計画

【農畜水産物 （ｊ七元特産晶） のＰＲに関するこ と】

・南あわ じ市の農も水産物飲食施設 としての役割を認縦し、地ニ礼でと れ、 る特産品 ［］１七

葱、 白菜、キ ャベツ、 レタ ス、 乳製脆、 牛為、魚等） を垢ＷＸし、 いろいろなメ ニュ

ーの愾発や特産品を恬鴇したイ ベン トをな羆ヽ韭案し、来店者にｔ礼特産品の魅力

を味わっ ていただ きつつ、 効果的なＰＲに努 める 。ま た氛時に食育 も図 る。

【他施縦や地元と の塵携に 関す るこ と】

・美菜恋来覧 （直売所）、 南淡路農業改良普‾九万ング一等と 連携を図 ると とも に、共

同イ ベン トを 愾催する。

事業計聡書④

利用者へ提供するサー ビスの計画

「平等な 禾｜」鴇の観鰥か ら、 管Ｊミ運営キ務に おけ るな 平・ ぬぞト生 の確保につい て】

・ぬの施艱である こと を念頭に置いた管ＪＩ遅售を行 う。

９



【サ ービスを ［自］上 させ るた めの方針、具体策 （来店者への対ホ ）】

・常にお客様の二－ズに答えサービス向上に努め るレ

・新鶚折迅を利万１し た皀告やテレ ビな どの メデ ィア を活只」 した 定、告宣伝を行い、施設

の魅力や南あわじ市長畜水産物の句の情報を伝え る。

【肺薑馬緊急毀の秕機管ＪＩの取組み（緊急毀の連絡体覬）】

・市の肺炎マ ニュ アルに基づい た消防計画に より 、お客様の安全を確保する。

・消防計画に基づき訓練を実施する。

・市 との連絡体制 を整えた緊急時の連結表に より 迅連な行動を とる。

【来氛者の安全を確保する 取組み（事加あ止笥策等）】

ヽ欲備の 日常点検を行い、 事故防止にっ とめ る。

・事な等によ りお客様が負傷された場合、直ちに追加な措置を施す。

［イ梟］ 人情報の保護の措置について】

・個人情報の取扱いに 肖た って は、 個人の権利利益を侵害する こと のないよ うつ とめ

る。

・事務に関して祕るこ とのでき た個人情報を他に漏ら さない。　　　　　　　　犬

１０



あわじ島まるごと食の拠点施設

農畜水ｔ物飲食施設　１１又ま き十回書

（単位： 人、 千Ｐヨ）

項　目 令和４年度 令手口５年度 令和６年度

勵Ｊ ｍ人数 へ２ ，５ ００ へ３ ，０００ １３ ，５ ００

を上高 ２バ）００ ２２ ，０００ ２２ ，８ ００

支
皀

項
目

原材料 ７， ３００ ７， ７００ ８，０００

労務費 ９， ６００ １０ ＪＸ００ １０ ，５ ００

経費 ３， ８００ ３， ８００ ３， ８００

支芭合計 ２０ ，７ ００ ２１ ，６ ００ ２２ ，３ ００

収支 ３００ ４００ ５００

□



第　 ２１　期

決　 算　報　告　書

令私　２年　４力　 １日 から

令加　 ３年　 Ｓ　ｙｘ　３１　日まで

南淡 Ｍ農 ・な 回　 鶚、式会社
－・ 一一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

（法人番号： ６１４０００１０８５８４７）
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齎示口丿 年炭　圉淡路獸菜言回株式氈社本巣報告

総　　括

本年氈は、新型コ ロナ ウィ ルス の感染拡大に伴い、４／１ ０～ ５／３１ まで と１ ／１ ９～３／４ま での火・ 水・
木９ 日は臨嶌休園いた しま した。６ １ぴほは、感染症筧策 を実施し なが ら售業いたし まし た。緊
急事態宣言化での休園の影響が大き く、 來回者数 も３０万人を割り 込みまし た。 ４　ＪＩ　～７　ＪＩ　の入園
は非常に苦戦いた しま した が、 ＧＯ ＴＯ トラ ベルキャ ンペーンやマ イク ロツ ーリ ズム 「近場の観
光」 とだ外施設＝安全 ・安 心と いう こと もあ り、 ８ｊ ～１ １力 の入回音数は前年 より 増售いた しま
した。

コロ ナ祖でのまき でし た娯、獸 るい ニュ ース もご ざい まし た。 コア ラみ どり 長寿ギネ ス世界記
Ｗ認定、 恥。１育員が質問 に答 えま す、 羊な どでマス メデ ィア の聚材も 多く 、動物Ｍ連の話９ と癒し
を提供するこ とができ まし た。 また 、花みど りフ ェアイベントでは、１ ０万本の コス モス 畑、 さつ
まい も収穫体験な どの農業体験、淡路日 本遺産のキャ ラク ターを使用した、 はじまり の島謎解き
ゲーム、 村万４Ｉ』氏プロ デュース によ る庭豐灑工な どを行い、南あわ じ会場の役魅を充分に果た
すこ とができ ました。

南あわじ市と の連携では、 「が んば ろう 南あわじ キャ ンペーン」。 「南 あわ じ市眤、援Ｐ ａｙ Ｐａ
ｙ２０％キャ ンペーン」・ 「ジモ得プレ ミアム商品券」・ 「じ やらん一？白 ２日 ３遊 ４食キャ ンペーン」
など に参画し、地元の食材のＰ Ｒや提供がで きま した。
ちれ］３ 年度は回回２０周年と なり ます。コ ロナ禍での感染症為策 とコ ロナ後を見据えたＷ営を

行い悵の施敷の指定管を者であ るこ とを常に念頭に置きま す。 來回 して頂いたお客様の貴重な意
Ｂやニーズに筒応 じ、 お客様に満筅＿していただ き、 何度 もリ ピー トし たく なる 施設 を常 に目 標と
し、 計画蝪かつ効奨めな修繕や リニ ューアルを実施し、南あわ じ市の観光の拠畆として交流人口
の増加や、鳬霖貢献に寄与でき るよ うに努めてま いり ます。

実績報告

う
シ

う
う

１
　

７
″

り
Ｉ
　
４

ぐ
ぐ

ぐ
ぐ

來互音数

売上泉

雇用の状況

主な事業

（５）展示
［３ 力末現在］

（６）施設増強

（フ）崔浪イぼ繕

２７２， ０７ １人／３６５ 日「前年」ニヒ６９． ９％）
５９５，９６４， ８６７ド］／３６５日 （前年Ｊニヒ フ３ ．８ Ｍ）

社員　４７ 人、 パー ト　 １５ 人、 アルバイ ト１ ０５ 人（最大時：　１１ ３人）
①皀報宣伝　 ・犬冢衙、急バス駅電照看板・ ＳＡ看板 ・市役所看板 ・Ｈ ＰＴりぎ新

・テ レビ ・新 戛・ マス コミ 旬、材、 雑誌 の掲載　 など

②連携事業

③収穫体験

④随　時

①こユア ラ・

②勤　物

淡路花祭 ２０２０ 春、 美菜恋来屋連携、 技術センターふれあい
Ｄａｙ、 淡路花み どり ２０２０ 秋プ レイ ベン ド、 あわ じ旅すごろく
スタ ンプ ラリ ー参画、 生し らす ・サ クラ マス ・バ ーガー連携、
Ｗの港おみやげ販売、 ふる さと 納税執と提供
南あ わじ市Ｒ入閣 無料 ・び ょう ごつ 子コ コロ ンカ ード参画
粫鸚Ｗ牡所に年回パス ポー トＲあ、 宿？白施設と 入回セッ ト券
ＪＡ Ｆ、 伊藤回な どを業と の連携イ ベン トなど

・イ チゴ 、ト マト 、玉ねぎ 、さ つま いも 他季嶌賢菜の 效穫体験
・体験教室、 動物イベント

１き種４ 頭の顫Ｉ育（南方 系４）

’哺乳類　　１０ 種　 ］１ ７点　　・鳥類　 Ｉフ 種　 ５３点
・爬虫類　　 ５種　　５点 計　 ３２ 種　□５点

③桂　物・ 太祖室　 ・ロ ツク ガーデン ・テーマ花ｔ　・天花畑他
覧１ミ車場整備、 券売竃（遊具 ）、 售業車購入、 コンテナハウ フ、 （物販）、
カピパラ 建物設置

を儁禄‾襲新 （ヒ ルトップ）、 浄イ匕槽髱管ポンプ修を、 蒸気ボイ ラーぞ新 （加 工．）
電気很備３だ 新、 社員寮齎漏内装皆え、 建物ｍ漏翳え （夕ｉヽ 食） 、翕訪設備きＪＩ

１Ｊ一



　－ 貸借 財Ｗ表
代舊希　馬部　総一郎

らづ ‾‾‾ニレニ
料　　　　　目 金　　　額 斜　　　　目 金　　　額

（　 資　 ミ　　の　 部　）
Ｘ　 流　　　勣　　　資　　　産

稘　 金　 及　 び　 預　全
売　　　　　掛　　　　　金
た　　な　　卸　　資　　産
末　　　収　　　入　　　金
末牡 還付 ゛缶 人税等
立　　　　　替　　　　　企

ｎ　 固　　　定　　　資　　　産
有　 形　 固　 定　 資　産
建　　　　　　　　　　　　物
構　　　　　築　　　　　物
車　　両　　運　　剪　　具
工具 、器 具及 び備品
朧　　設　　仮　　勘　　定
生　　　　　　　　　　　　物

無　 形　 固　 定　 資　産
借　　　　　地　　　　　権
水　道　施　設　利　用　権

投資 その 他の 資産
鴇　　　　　資　　　　　金

ｍ　 繰　　　延　　　資　　　産
繰　　　延　　　資　　　え

（　　　 ２５ ４， ３５８ス０）
２１ ４， ６５ ３， ８５６

９， ８８５， ５８７
１９バ９５パ １５

７， ５５ ５， ６１５
２８ ９， ６１５

２パ ７７ ，８ ９２

（　　　　 ４８ バ５ ５８ ，０ ５３）
（　　　　 ４７，２ １０，５５３）

１５，６０９ ，８ ７１
１７ ，２ ７６ ，２９８

４９ ０， ０１２

１２，５ ０９パ５７
１， ３０ ３、 ４６８

２１ ，１ ４７

（　　　　 １， ３９７， ５００）
１， １７ ５， ３４３

２２ ２， １５７

（　　　　　 ５Ｃ ，０ ００）
５０ ，０ ００

（　　　　　 １６ ４パ ｎ）
１６ ４バ ７１

（　 瀲　 債　　の　 部　）
Ｉ　 流　　　勵　　　龠　　　債

買　　　　　掛　　　　　企
末　　　　　払　　　　　企
末　 払　 法　 人　 税　等
未　 払　 消　 費　 税　縟
預　　　　　り　　　　　金

口　 固　　　定　　　負　　　債
長　　期　　借　　入　　曼
退職 金積 立耻 当隹
災害時維持管を費 ５１ 谷金

（　　　　 ８２ ，８ ６９ ，５ １Ｇ）
１４パ５ ５， ０４３
６２，４５３ ，０７１

３６ ，０ ００

３， ０５ ３， １００
２， ５７ ２， ３０２

（　　　　　７６ ，０ ００ ，０００）
４０，０ ００，０００

６， ００ ０， ０００

３０ ，０００，０００

負 １５８　８６９　５１６

（　 純　 資　 ミ　 の　 耶　Ｊ
Ｉ　 株　　　主　　　資　　本
１． 資　　　　　本　　　　　金

２． 資　　本　　剰　　奈　　金

３． 利　　益　　訓　　示　　金
（１ ）そ の他 利益 訓兔金

ＳＩ」　 途　　積　　立　　金
繰　越　利　益　訓　示　金

ｘｙ 評逖 ・換 算差 額等

ｍ　 新　　株　　于　　わ　権

（　　　　　１４４， ３１ １， ５８８）
１０ ，０００，０ ０Ｃ）

（　　　　　　　　　 Ｏ）

（　　　　　１３ ４， ３１ １， ５８８）
（　　　　 １３ ４， ３１ １， ５８８）

２３，７ ００ ，０００
１１ ０添１１ ，５ ８８

（　　　　　　　　　 Ｏ）

（　　　　　　　　　 Ｏ）

純　資　産　の　 郛　合　計 １４ ４， ３１ １、 ５８８

資　 産　 の　 卸　 合　計 ３０ ３， １８ １Λ０４ 負債 ・純 資産 の部 合計 ３０ ３， １８ １． １０４

１４－



商昜　南鐡路皿回しサ白犬
一一

摂社 計算書

１５

齎和 １日 から

匹皿こ韭牡二

（単位‾“‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位： 肖）

科　　　　　目
企　　　　　額

Ｔ　 売　　　　　上　　　　　高
売　　　　　上　　　　　戛
そ　　の　　 他　　収　　入

ＥＩ　売　　　上　　　原　　　価
期　 首　 た　 な　 卸　高
仕　　　　　入　　　　　戔
合　　　　　　　　　　　　計
期　 末　 た　 な　 卸　高
売　　上　　総　　利　　益

ｍ販 売費 低、 び一 般喩え費
販売 費Ｗび一 般喩え費
售　　　業　　　供　　　失

ｗ　售　　業　　外　　鼈　　益
受　　　ミ　　　利　　　息
雑　　　　　収　　　　　入

Ｖ　 售　　巣　　ダ　　費　　用
繰　 延　 資　 産　 償　却

経　　　常　　　供　　　失

ＶＴ　特　　　別　　　利　　　益
特　　　別　　　利　　　益

ｖｎ ぞ　　 別　　 供　　失
特　　　別　　　供　　　先

税ち＼前 芭期 純供先
隹人税、 住Ｒ悦獸び本巣税
售　　 ｔ　　純　　損　　失

５０ム８６５ ，２９４
９３ ，０ ９９，５ ７３

｜

１４ ８． ４８ ４， ９０１

５９ ５， ９６４， ８６７

ぼ８６４，１ ４８
１４ ８， ４８４、 ９０１

５９ ５， ９６４， ８６７

１４ ６　 １５ ３　３３４
１６５， ３４９， ０４９
狛バ ９５ 、７ １５

５００　３２７　２３２

４４り， ８１ １， ５３３

５０ ０　３２ ７　 ２３２

２パ １８

２３ ，７ １５，９ １１

１２ ３， ５７１

｜

５０宀１ ５， ６９９

４

２３，７ １８，６２９

１２３， ５７１

ｊ

０

０

２６ ，９ ２０ ，６ ４１

０

０

７２　０００

２６ ，９ ２０ 添を１
７２　０００

２６ 、９９２ ，６４］



稿吊ｉ　南淡Ｓ農業伝、園　株式傴社
一一一一－一一一一一一　大呂上

２年 １日 から
一一

介和 ３年 ３万 ３１ 日まで
（単位； 円）

科　　　　　目 金　　　　額

旅　　費　　ダ　　蚕　　背
広　　も　　宣　　伝　　教
窮　　器　　包　　装　　背
Ｒ　　送　　髱　　達　　賢
察　　払　　手　　数　　料
従　　業　　員　　結　　与
號　　業　　員　　賞　　与
隹　　定　　福　　禾丿　　背
厚　　　　　圭　　　　　背
ま　　　　　膃　　　　　包

寡　　価　　憐　　却　　背
地ィ大京 賃・ 賃借料
ィ毎　　　　　膳　　　　　背
事　 務　 消　 耗　 脆　背
竟　　　　　信　　　　　黄
水　　ま　　光　　熱　　貧
監　　　税　　　佰　　　諜

保　　　　　険　　　　　料
備　 脆　 消　 耗　 臨　背
す　　　ミ　　　諸　　　貧
容　　　　　　　　　　　背

３４ ０う１２

１５ ，０９２ ，９ ２４

４， ０Ｇ０ゐ１． ら＿

１， １４９， ５３２

５６，２ １３バ８９

２１ ８， ６６ ５， ６９８

１２ ，９ ８４ ，３ ００

２４，２３６，６２６

１， ６９ ６， ５６３

６， ６２ ７， ４４０

１２ ，７ ９０ ユ１６

２９パ０８， ５９８

１０，７ ３８，５３７

８９ ７， ７１８

６１ ９， ５００

３８，３５８，１ Ｇ９

２２，３２１ ，９５０
１， ３３ ８， ７８３

４０，３９２，８４０
３５ ，６ ０３

夕０５７　７２０

合　　　　　　　　　　　　計 ５０ ０， ３ジ フ， ２３２

匹皿皇七二らえ

二心亘七四四牡
‥

科　　　　　目 金　　　　額

原　　　　　材　　　　　犒 １９ 将５　７１５

合　　　　　　　　　　　計 １９、１ ９５パ！５

１Ｇ



商碼・南 がＩＳ農 業な 匯　 １朱式会社
一一一一

株主 資本 等変 箙］ 計算書 合作 ２年 ４回 １日 から
ー……一

介作 ３年 ３１ ３１ 日まで
～ミ ＝一一一

株
資

１
１

利
子
別

ヘ
ノ

臨
け

主　　　資

本

本
金

益　　剰　 余　企

の他 利益 勢，』余金

途　 積　 立　価

繰越 貼』 益剰 余金

その他私益繋余兔合計

株　 主　 資　 本　 包　計

ｎ　 評価 ・換 算を ａ等

ｍ　 斷　 株　 予　 剔　権

尨期す技高

售期変動顛

葹期 末旅戛

慝期首技高

慝期ず馳額

葹期 末旌高

隹期す残高

尚期変動額

谷期純損失

遜ぐ甄末残高

慝期す技寨

售期変お額
葹期純損失

慝期末售蔑

尨期す残高

芭期裝動顛
售期純損失

慝期 末残高

鳬葹尨残‾糺

ち期変動顛

鳬期末残高

芭期首残高

葹期験ｔ額

萢期末残高

－２ ６　豹２　６４１
ぶ

－２ ６， ９９ ２、 ６４１
－■■■

－２ ６　９９ ２　６４１
一一

１０，０００ ，０００

－　　ユ

よＬ００ ０， ０００
一一

２３ バ０ ０， ０００

０
ぺ

２３二ｍＳ匹

１３７， ６０４， ２２９

－２６， ９９２， ６４１
７－＝

－　　　 １１ ０， ６１ １、 ５８８

１６ １， ３０４， ２２９

＿・．　　 －２６， ９９２、 ６４ １，
－　　 １３いＨ，５８８
一一一

ｎ１ ，３ ０４ ，２ ２９

一一二ｍｍ匹Ｌ
１４４， ３１ １添Ｓ覧
〃

０

０
／

０

（）

０
／

０
〃

葹期 首残高

包期裝勵額

当期純損失

芭期末残高

１７

１７ １， ３０ ４， ２２９

－２ ６． ９９ ２， ６４ １　　　　　　　－２ ６、 ９９ ２、 ６４１
－

＿＿」匹匹皿



商号 無淡ち敷泉公を株六白社　　　　ゴ回グし久万一考
‾‾ ‾‾……‾‾ 一一　 令和 ２年 ４白 日から

二子
一一一

Ｉ。 ま■な会計力加こ ｉる事亀に篥する ｊ主Ｅ

Ｉ． たなＷ莨篦の評価基準攷び評価方法

最終仕入丿京価羝によ るｊ京価法を採用 しており ます。

２、 固定資ｔの減価償却方法
（１ ）有形固 定Ｗ産

法人税法の規定に基づく定率ま又は Ｘ日 定率法を採Ｈｊし てお ります。
ただ し、 平成 １０ 年４ Ｊヨ １日 ぷ後 に取得し た建物（附属ほ備 を除 く） にっいて は法人税法の規定 に基づく ｜日
定額法。 平成１９年４１１ 日ぷ後にな得 した建物 （附顎鼈備を除く ）については定額法を採用 しておりま
す。

なお、手底１５年４ｊ １日 び後に取祖した取得イ廏篩笳万円未満の資産についで は、 な得牋に費罠を毀九てお
りま す。

（２ ）無形固 定資産

法人税法の規定に基づ く定額悵又は １日 定額法を採用 して おり ます。
ただ し。 平霖１５年４ ＪＩ Ｈヨ み後 にお得し たな得価額３０万 円未満の資産について は、 旬、得嶌に費用Ｍきして
おり ます。

３。 消費税等の台牡夕ふＥ・

消費税等の会牡ＱＷは税ｉき方式を採用 して おり ます。

ｎ． 貸借対照表等に関するｊ圭記

ｌ． 有形固定資まの減価償却累計額

ｍ． 株主資本等変Ｍ計算書に珮するま記

１． Ｒ行済株式Ｗぬ、

ＩＶ ．―株当 たり 情報に関するまＥ

Ｉ． 一抹当た り純資饂旆は 、９ ３７ ，０８８ ．２ ３［Ｉ］ であ りま す。

２． －４奪回 たり ｜期純損央は、１ ７５，２７６．８８Ｆ］であり ます。

１６ １， ７１ ８， ６４ １円

１５ ４株

以　上

１８－



獵淡氈監業佰圉株式会社　 収支報告書（令和２年４万 ～令和３年３ Ｊ≡Ｘ）

勘　 定　 ‰　目 金　　額 摘　　娶

収入計 ５９ ５， ９６ ４， ８６７

売上高 ５０ ２， ８６ ５， ２９４

入回料 １５ ５， ７３ ４， ０８０

体験料 ２２ ，３ ３３ ，５ ５４ 食イ本験 ・農回体験等

物販 ほ売料 １２ ３， ９４ ０， ６１０ 売店

飲食 獸売料 へ０ ６， ４６ ９， ０９０ レス トラン等

遊具鶴 ９４ ，３ ８７ ，９ ６０ 遊具

その他収入 ９３ ，０ ９９ ，５ ７３

市蜃託料 ８９ ，１ ００ ，０ ００

その Ｉ魁 ３， ９９ ９， ５７３ 販売手数料等

支箆計 ６４ ６， ４８ ０， ５６６

売上 丿京 イ私 １４ ６ｊ ５３ ，３ ３４ 罌、材料

人件費 ２６ ４， ２１ ０， ６２７

労務隻 ２３ ８， ２７ ７， ４３８ 給料 ・賞与・ 退職金

ま定ネＵｌｊ費 ２４ ，２ ３６ ，６ ２６ 社会保険・雇 丿手１保険

緇素ＪＪ享圭Ｒ へ， ６９ ６， ５６３ 職かき康診ぼ

維持管ミ予ｔ １１ ９， ４８ ０， ０６９

’　　　　　 電話 ィ气 ２８ へ， ９２５

水道 ィ弋 ８， ７１ ２， ８５６

電気代 ２７ ，８ ６６ ，０ ８９

ガス代 □７ ９， ２２４

修繕簑 へ０ ，７ ３８ ，５ ３７ 建物、設備、 備品他

燃料Ｒ ８， ９５ ２， ３５２ 燃料

ｊ肖 耗品Ｒ ３１ ，４４０ ，４ ８８ ユーカリ 、花 、一般消耗品等

賃借翦 ６， ３７ ０， ９４７ リース料

施設使用料 ２３ ，３ ３７ ，６ ５１ 施を使・料

監乞宣イ五回 １５ ，０ ９２ ，９ ２４ チラ シ、 ＣＭ 。イ ベン ト、 看板

その他経費 ８８ ，７ ５３ ，３ ９６

旅簑交Ｗ氈 ３４ ０， ５１２ 豐Ａ交き費

Ｒ吸吠 ３３ ７， ５７５ メール便 ・宅Ｅ

発匹ま費 リ４ ９， ５３２ ユー カリＥ達

事務丿目 品費 ８９ ７， ７１８ 事務ＪＩ 品・ コピー代

容器梱回覧 ４， ０６ ０， ５１４ 加工、飲食、 物販等

支払手数料 ５６ ，２ １３ ，４ ８９ ユーカリ管ミ ・浄 イヒ 槽管ミ等

喩え諸簑 ３５，６０３ 会議諸費

雑費 ２， ０５ ７， ７２０ 会簑怙叛薬

祖税Ｑ課 （印紙等） １８ ７， ９５０ Ｆ口 紅ィ弋

祖税む課（消費税） ２２ ，１ ３４ ，０ ００

保険料 Ｖ３ ３８ ，７ ８３ 施設賠償 、ぞＥ意車両等

減価償却 １２７９０， ２１６

営業利益 －５ ０， ５１ ５， ６９９

営業 夕錫又さ ２３ ，７ １８ ，６ ２９

受取 利息 ２， ７１８

雑収入 ２３ ，７ １５ ，９ｎ 休業補償等

営巣 めヽ費用 ｍ，５７１

雑損失 ０

繰延資産償櫛 ｍ，５７１

経常 利を －２ ６， ９２ ０， ６４１

特別 損ヨむＥ ０

ぶ職金積立回 ｜芭金 ０

加害等維持管ｍ＼当金 ０

税ミ＼前当期純損宍 ２６ ，９ ２０ ，６ ４１

を、人税 、住Ｒ税攷び事業税 ７２ ，０００

ぢ期純損失 ‘　 １９３，９９ ２， ６４１



監査報告言

南孩路農業恆竪株先会社の第２ １期 （令和２年４ル１ 日～令和３年３力

３１ 日） 決算報告書および諧帳簿ををまし／こ結果、 いずれも適法かつ止確で

あることを認めます。

令和 ３年 ５ｊ　１７日

２０

南淡路羆笑ノ八回四大社

監査役　 返言 章博／



食の拠点２階レス トラン収支実績書

（単位： 人、 Ｒ、 税え）

Ｈ２ ６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ１ 年度 Ｒ２年鬼

レジ数 １，３５４ １７ ，１ ３１ １５ ，５０５ １２ ，１ ６１ １２ ，４４８ へ３ ，６ ６８ ６，８３２

売上高 ．２ ，０３０ ，７ ５３ ２６ ，００７ ，３ ７４ ２６ ，８ ２３ ，７ １０ ２０ ，７ ２４ ，１ １５ ２２ ，０８４ ，０ ７６ ２４，４５９ ，４４４ １２ ，８ ３８ ，１ ６５

原材料 ８０４， １１４ ８， ８９ ４， ６６０ ７， ９３ ２， ７６８ ６，３６０，８４８ ７， ３８ ５，４０８ ８， ４８ ７， ９８４ ５ｊ ９へ ，３ ３０

労務Ｒ １， ２８ ４， ８８４ 牡５０３ ，０ ２４ １２ ，０ １９ ，１ ８４ １０ ，１ ６９ ，３ １６ １０ ，２ ８６ ，｀３９９ １１ ，１ ５４ ，７ ４３ ７， ６７ ０， ９３０

経費 ４， ９０４， ３９４ ５， ５４ ５， ６８６ ４， ８１ ７， ９２６ ４， １０２， ７４６ ４， ３６ ５， １０６ ４， ８０ ２， ４４３ ２， ６４８，４７２

支皀計 ６， ９９ ３， ３９２ ２５ ，９ ４３ ，３ ７０ ２４ ，７ ６９ ，８ ７８ ２０ ，６ ３２ ，９ １０ ２２ ，０ ３６ ，９ １３ ２４ ，４ ４５ ，１ ７０ １５ ，５ １０ ，７ ３２

雑収入 ０ ０ ０ ０ ０ ０ １， ３８ ３， １６９

収支 －４，９ ６２ ，６３９ ｀　 ６４，００４ ２， ０５ ３， ８３２ ９１ ，２０５ ４７ ，１ ６３ １４ ，２ ７４ －｜ ，２ ８９ ，３ ９８

・キッチンユーカ リがＥではイングラン ドのＥで作られた加工 ａｌ （ハンバーグ 、ヨーグルト 、プリ
こノ、等）も販売しているが、 その分は経ミ上の都合で（イングランドのＥと二 ｊｌｌｌ計上になってはい
けないため） 、キッチンユーカリがＪｉの売上高と経Ｒ（ ４土入れ）からき しＳ Ｉいて実績報告してい
ます。

－２１



南あわじ市あわじ粫ま るご と食の戔点施鼈

「農畜水産物飲食施鼈」指定喩を者Ｊｉ本協定書 （案）

令和 ４年 ４Ｊｊ　１　日

南　 あ　 わ　 じ　市

南淡路農業ぬ園株式会社

２２



南あわじ市あ わじ 島ま るご と食の隻肱施Ｒ

「農翦水産物飲食施ａ」指定管を者Ｊｉ本協定書

南あ わじ市（罧下 「市」と いう 。） と南淡路農業倣園株笂会社 （罧下「 指定管Ｊミ者」と いう 。）

とは 、市の悵の施鼈で ある 南あ わじ市あ わじ 氈ま るご と食の拠点施設［農畜水産物飲食施ほ］

（歇下「施設」と いう 。） の管 遜１八びＷ営 に関する 業務 （い、下 「管理ミ営業務」 とい う。 ）に

つい て、 南あ わじ市価の施設に係る 指定管‾ｔ者の指定手続等 に関する 条例 （平成１ ７年南あ

わじ市条例第 ２０６号。罧下「指定管ミ者条例」 とい う。 ）第 ７条の規定に基づき、 次の とおり

基本的な事項について協定 （八下「基本協定」と いう 。） を締結する。

（目 的）

第１ 条　 この ぷ本協定 は、 市と 指定 管ＪＩ者 が相 互に 協力 し、 施設 を適 ‾χＥかつ円 滑に 管を運営

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。

（ぬ共性‾反び民獸事業の趣回の尊重）

第２ 条　指定管丿湮者は、 南あわじ市あわじ氈ま るご と食の拠点施寂条例（平成 ２６ 年南あわじ

市条例第 ２５ ｌ。 罧下 「施設条例」 とい う。 ）第 １条 の設置ミ念に基づ き、 適リ］な 管ＪＩ運営

を行 うこ とに より 、肓嵬の活性化‾瓦び農漁業の振興に資する こと を目 的と する もの である

こと を十分珂１解 し、 管匹曼営業務の実施に 燮、たっ てはその趣回 を尊重するも のと する。

（竃を匿営業務の ｊＷ 準）

第３ 条　 指定 管ＪＩ者 は、 基本協定 、肖 該事業年度に おけ る事項に つい てＳ Ｉ」 に定 めた 協定 （罧

下「年度協定」と いう 。） 、施設条例八び南 あわ じ市 あわ じ島 まる ごと 食の拠点施設条例施

行規則（平成 ２８ 年南 あわ じ市規則第３ ぢ） 並びに関Ｂ法令、 指導等に従い嗔ミを営業務を

実施 しな ければな らな い。

（用語の定義）

第４ 条　 この基本協定 にお いて 次の各号 に掲 げる 万］ 語の 定義 は、 それぞれ 肖該各号に定 める

とこ ろに よる。

（１ ）指定管ミ料　市が 指定管ＪＩ者 にが して 支払 う管ミ運営業務の実施 に関する 対価 をい う。

（２ ）白 土事業　 第６ 条に規定 しか管理運営業務鉢夕｝ヽ の業務で、聡定管ミ者が白 己の責任と

徽用において実施する業務をい う。

（３ ）荐Ｔ叭抗力　天災 （地震、 津波、落 雷、 暴風 羝、 洪水、異常降 雨、 土砂崩壊等） 、大笑

（戦争、 テロ 、暴動等 ）、 法令変ぞ八びその他市蓼、び指定管ミ者の責 めに帰す こと ので きな

い事 ぽ１ をい う。

（４ ）法令　 すべての法律、法規、 条例教、びｊＥ規の手続き を経てノ匹された行政磯回の規程

－２３－



をい う。

（５ ）料を収入　 指定管ミ者が 售粟 によ って 取得する 料奈収入 をい う。

（６ ）施設使用料　指定管ミ者が施設を垢川するにちたって市へ支払 う対価をいう。

（指 定期 間）

第５ 粂　基本協定によ る指定期戛は、令和４ 年４ 大ｊ １日 から令和 ７年 ３Ｊ］３ １日 ま・ でと する。

（基本的な業務の範回）

第６ 条　市が指定管ミ者に管‾ｔ運営業務を脂わせる施鼈は、 施設条例第２ 条に掲げる農畜水

蓖物飲食施鼈とする。 指定管理者が行う 施設の管そ薤営業務は次の とお りと する。

（１ ）　 農畜水産物を使っ た飲食物の提供に 関す る業務

（２ ）　 施很の管理運営攷び維持修繕等 に関する 業務

（３ ）　 その他施寂条例第 ３条 に掲げる 業務‾反び推進に 関す る業務

（４ ）　 前号に掲げる もの のほ か、 市長が必ダと 簒め る業務

２　 前項に定める業務の実施に際し て、 市と 指定管ＪＩ者は指定管ミが行われている他の隣接

施鼈の事業に支障が生 じな いよ う調整に努め なければなら ない。

（施設の維持管ミ費等）

第７条　管ぞ亂営業務に係る施ぶの大規模な改築、維持補修八び偏脆の取得は、 １件 ５００万

ＮＷ、下については指定管Ｊミ者の負担とし、５００ 万Ｆ９を獄えるも のについてはその負担区分

を市と指定管ＪＩ者で協議する。なお、 前述する額には、 翕費税、 地方消費税等を含むもの

とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

２　 施設の管Ｊ１運営上必要な 日常経費、物品の更新にｔする費万］等は、 指定管を者の負担と

する。

３　 を物、設備、 偏砿等の再‾佐築価格教、び肖購入価格等に見合った火災保険、損害保険等は、

指定管ＪＩ者の負担で加入する もの とする。

４　 前各項のほか、施鼈の改修、設備偏品の‾黶、新等を行う とき は、 関係法令等に従い事前に

市の承嘉を受けた上で行う こと とし、費用は指定管‾ミ者の負担と する。

（個人情報の保護等）

第８ 条　指定管理者が取扱 う個人禁報については、浦あわ じ市個人情報保護条例 （平成１ ７年

南あわじ市条例第１７ 号） の規定を遵守 し、 個人情報の漏洩、 滅失スはき損の防止その他保

有す る個人情報の 適リＪな 管ミのた めに必要 な措ほを 講じ なければ なら ない。

２　 指定管‾ｔ者 及は管理Ｗ営業務 の一一一 部又 は生部に 従事する 者は 、肖 該管理運営業務に より

知り 得た 個人情報 を他人に 祕ら せ、 又は不售 な目 的に使用 して はな らな い。

３　 前２ 項に かか る詳細に つい ては 、Ｓ Ｉ」 記１ 「個 人情報取扱特記事項」 に規定す る。

（管理Ｗ営業務にかかる情報の悵開）

２４



第９ 条　 施設 の管理運 営業務に おい て指 定管理者 が取扱う 情報 につ いて 、南 あわ じ市情報な

黶条例（平成 １７年南 あわ じ市条例 第１ ８号）の趣回 に則 り、 情報のな素に関し てあ要な措置

を講ずる よう に努めなければな らない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヽ

（会計区分）

第１０条　当該管を盖営業務 に係 る会計［Ｘ分 は、 毎年 ４１ １日 より 翌年 ３大］３ １日 まで とし、

独を した区分経ミを行わなければな らない。

（施設使用料）

第１１粂　施設使Ｗ。］れは無れ とす る。 ただ し、 Ｗ隹な経営が推移 した場合、前年度において市

と指定管理者が協議し 肖該年度の施設使ｍ料の額を確定さ せ、 指定管ＪＩ者は市に対 して施

設使Ｙｌ‾へ料を支払 う。

（事業計画書）
Ｓ

第１ ２条　指定管理者は 、毎年度 市が 指定する 期日 まで に事業計画書 を提 ｍし 、市 の承認を得

なければなら ない。

２　 市‾瓦び指定管Ｊミ者はレ事業計執書を変更 しよ うと する とき は、 市と ｍ定喩を者の協議に

より 決定する もの とする。

（事業報告書の作成‾ｋびＷｍ）

第１ ３条　指定管理者は、毎年度終了 後、 管班１運営業務に 関し 、市 が指定す る期 日ま でに 次の

各項に示す事項を記載 した事業報告書を提ｍ し市の承認を得なければな らない。

（１ ）　 管理運営業務の実施状況に関する事項

（２ ）　 利用 状況及び利鴇拒否等の状況 に関する 事項

（３ ）　 料を収入実績八び管ミ運営経費等の収支状況

（４ ）　 自主事業の実施状況に関する事項

（５ ）　 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項

２　 指定管ＪＩ者は、 収支に関する帳票その他管ＪＩＪ営業務に係 る髱録を整備 し、 常に経ＪＩ状

況を 獸ら かに して おく とと もに 、市が必要と 認め ると きは、そ の状況を報告 しな ければな

らな い。

３　 指定管ミ者は、管を薤営業務の実施にあ たり 、事故等が生 じた とき は、 指定管を者の責

に帰すべき事畆に よる と否 とを問わず、 遅滞なく 市にその状況を報告し なければなら ない。

（料金収入の 取扱 い）

第１４条　指定管ミ者は、料金収入を、指定管ミ者の収入と して収受する こと がで きる。

（料金収入の 決定）

第１ ５条　料金収入 に係 るメ ニュ ー等 の価格は 、指 定管 理者 が社会をと、上許容さ れる 範囲 卜りに

おいて定める もの とする。

２５



（財産の管ミ）

第１６粂　詬定管ＪＩ者 は、 管万丿営業務 にイ鼻る 財産 を善良な管理者の八意 を持って 管‾ミ、 七万］

する もの とす る。

２　 指定管ミ者は 、指 定管理者が管ぞ薤営業務に あた って 取得 した備品‾瓦び財産に つい ては、

速やかに財産台帳にを載し、そ の状況を 獸ら かに して おかなければなら ない。

３　 指定管ミ考は、管理兼営業務に係る財産 を目 的罧外に使用 して はな らな い。 ただ し、市

の承認を 受け たと きは この 限り でな い。

４　 指定管ミ者は 、管 ＪＩ運営業務 に係 る財産の形状 、形質等 を変 ■し ては なら ない。た だし、

市の 承説、を 受け たと きは この 限り でな い。

５　 指定管ミ考は、不罵抗力その他の事故により 施設に係る財産を滅失 し、 又は毀損 したと

きは、速やかにその状況を市に報告 しな ければな らないレ

６　 指定管ミ者が管ｍ亂営業務によ ち句、得 しか偏ぬＴ反び財産（修繕を含む。 ）は、市に帰属す

るも のと する。

（食品衛生、 保健衛生攷び防災上のｉ生意等）

第１ ７粂　指定管ミ考は 、管理ミ営業務の遂行 に售たっ て、 指定管ＪＩ者 の負担で食品 営業賠償

制度へ加入するも のと する。

２　 指定管ミ考は、常に法令に定める衛生Ｊぶ準を遵守し、管ｊミ運営業務を遂行する過程で生

じた 一一切の損害、傷害、 苦情等は、指定管ミ者の責任において処ｊミする もの とする。

３　 指定管ミ考は、常に法令に定め る防災・ 消防基準を遵守し、適切に餓応 しなければなら

ない。

（従業員の確保）

第１８条　指定管ミ者は、施鼈の兼営にあたり 、適リ］ な従業員を確保するも のと する。た だし、

従業員の雇万］に あた って は、 たニヒ元住民 の採用に髱虐する もの とす る。

（市 のぷ本協定等 の解 除）

第１９条　市は 、指定管ミ考が次の各号の いずれか に該 售す ると 嘉め られ る場合に は、 指定管

ｊミ者に対して害亙により 通加 した上で、基本協定獸び年度協定を解除する こと ができる。

（１ ）指定管理者が指定管ＪＩ者の責に帰する事 ［１］に ょいｋ本協定又は年度協定に定める 事項

を履行し ない とき 、又は鼈行の見玉みが ない と明 らかに認められる とき。

（２ ）指定管ミ者が基本協 定、 年度協定又は 関係法令等の 条項 に違縦し 、かつ市が相 当の期

間を定めて催告しても 、恪、該違反の状態が解消 されない とき。

（３ ）指定管ｊｌ者が協定を履行す る上で必要と される資格の取消 し、 又は停止 を受 けた とき

並びに事業実施能力が無い と判 断さ れた とき。

２　 市又は指定管理者は、 この協定を解除し よう とす ると きは、６ ヵＪ」前まで に相手方に串
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し出なければなら ない。

（損害賠償）

第２０条　指定管ＪＩ者又はその使ＸＸ］人がその責めに帰する事亟によ り、 市又は第ミ者にが し損

害を 与え たと きは、指定管 丿湮者は、ぞ の全ての損害 を賠恊し なければなら ない。

（リ スク 分担）

第２ １条　管ミ運営 業務 に関 する リス ク黛担に つい て、 喩万盖営 上の 経費 の赤字に 関し ては、

指定 管ＪＩ者 が負 担す るも のと する。

（指定管ＪＩ科）

第２２条　指定管ミ科は無料とす る。 ただ し、 指定管ｊｌ者が実施する管理兼営業務の うち、利

益が 生じ ない 農漁業振興事 業並 びに 覽瘋活性化事業の 実施 に要する 費社］に つい ては 、市と

指定管ミ者が 協議の上 ５３ １」 途年度協定に 定め 、市が指定管ミ者 に指定管理科 を支払う ことが

でき る。

（原状回復義務）

第２３条　指定管ミ者は、第 ５粂に定める指定期間が満了したと き、 スは第１９条の規定によ

り基本協定等 が解除さ れ胤とき は、 售該施設又は鼈備 を速やか に原状回復し なければなら

ない。ただし、市の承認を得た とき は、 この限り ではない。

（禁止事項）

第２４条　指定管ミ者は、次の各号に該当する行為をしてはなら ない。ただし、市の許 僞を得

たと きはこの限り ではない。

（１ ）第 二者 にが し、 售該施設 の共 ル］ 、転貸又 はこ の協 定に よる 権利 を譲 渡、 継承若し くは

担保に供する こと。

（２ ）肖該崔疸の模様替え等、 現状に変・を加える一切の行為。

（イ翕義則）

第２５条　市‾反び指定管理者は 、信義を 重ん じ、 誠実 に先本協 定に 定め る事項を 履行 しな けれ

ばな らな い。

（疑義等 の決 定）

第２６条　基本協定に定めのない事項八びｊＷ本協定に関し疑義が生 じた とき は、 市と 指定管ミ

者と は誠意を もっ て協議を行い、これを決定する もの とする。

（恪Ｘ該事業年度における協定）

第２７条　このぷ本協定の発効に より 、肖該事業年度におけ る事項については、ｊ３１」に年度協定

を締結する。

市と 指定管ミ考と は、 この基本協定の締結を証するた め、 本書 ２通を作成し、服方記蝠押
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印の 上、 それぞれ各１ 通を保有する。

令和 ４年 ４ナｊ１日

南おかし市

指定管理者

兵庫県南あわ じ市市善光力 ２２ 番地１

南あわじ市長　　 守　本　憲　觚

兵庫県南あわ じ市八木養！白で 上］ ４０ １番麑

南淡Ｍ農業価園株式会社

代表取締役　　 馬　 部　 総　 一　郎
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別記１

個人情報取扱特Ｅ事項

（基本的事項）

第１ 条　指定慨ミ者は、個人情報「個人に関する情售であって、特定の個人が識ＳＩ」さ れ、 ‾叉

は識ｙ３ ｌＮされ得る ものをい う。 八下回じ。） の保護の市要性を嘉識 し、 この協定によ る業務を

実施する にあたっては、個人の権利魑益を侵害するこ とのないよう 、個人情報を適ｉＥに旬、

り扱わな ければな らな い。

（秘密の保持、）

第２ 条　指定管Ｊミ者は、 この協定によ る業務に関して祕るこ とのでき た個人情報を他に漏ら

して はな らない。 この協定が終了し、又は解除さ れた後においても 、回様と する。

（収集の制膃）

第３ 条　指定管ｊｌ者は、 この協定によ る業務を行う ために個人情報を収集する とき は、 その

業務の目 刪を達成する ためにあ要な範囲 トＪ９で、適法かつぬ止な手歎によ り行わなければな

らな い。

（適止管理）

第４ 条　指定管Ｊミ者は、 この協定によ る業務に関して祕るこ とのでき た個人情報の漏えい、

滅失八び き損 の防止そ の他個人情報の適止な 管ｊｌの ため に必要な措置 をま じな けれ ばなら

ない。

（利加八び提供の制限）

第５ 条　指定Ｗｊｌ者は、 市の指示又は承諾があ る場合を除き 、こ の協定に よる業務に関 して

知る こと のできた個人情報を協定の 目的び外の目 的に利万ｊし、又は第二者に提供してはな

らな い。

（複写又は複製の禁止）

第６ 条　指定塰ミ者は、こ の協定に よる 業務を処ミするために市か らり ｜き 渡された個人情報

が記録さ れた 資料等を 、市の承諾な しに複写 し、 又は複製 して はな らな い。

（再委託の禁止）

第７ 条　指定管ミ者は、こ の協定に よる 業務を行 うた めの個人情報の処理は、自 ら行 うもの

とし、市が承諾した場合を 除き 、第二者 にそ の処ミを委だ して はな らな い。

（資料等の返還等）
ｊ

第８ 条　 指定管Ｊミ者は、 この協定によ る業務を処理する ために市から り｜ き渡 され、又は指定

管瑁１者 自ら が牡集若 しく は作成した個人情報がＲ録された資料等は、 業務完了後直ちに市

に返還し 、又 はら＼き 渡す もの とす る。 ただ し、 市が別に指示 した とき は、 その指示 に従う
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もの とする。

（従事者への周祕）

第９ 条　指定管理者皆、こ の協定に よる 業務 に従事す る者にが して 、在職中八びぶ職後にお

いて、こ の業務に 関して好］る こと ので きた個人情報 を他に漏 らしてはなら ない こと 、協定

の目 的罧外の 目的に使Ｗ］ してはな らないこ とな ど個人情報の保護に関 し必要な事項を甄叺］

する もの とす る。

（実ま調査）

第１ ０条　市は 、必戛が ある と嘉める とき は、 指定管理者が この 協定 によ る業務の執行 に燕た

り取 り扱 って いる 個人情報 の状況に つい て随時実地に調査する こと がで きる。

（事故報告）

第１ １条　指定管万考は、こ の協定に違反する 事態が生 じ、 又は生ず るおそれのあ るこ とを知

った とき は、 速やかに市に報告 し、 市の指示に従 うも のと する。
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南あわじ市あわじ氈ま るご と食の拠ぶ施鼈

「農麕水産物飲食施鼈」指定管Ｊｌ者年度協定書 （案）

令和 ４年 ４力 １日

南あ わじ市

南淡路農業な回株式会社
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南あわじ市あわじあま るご と食の拠畆施設

「農畜水産物飲食施設」指定管を者年度協定書

南あ わじ市（い、下「 市」 とい う。 ）と 南淡路農業悵圉株式会社（欧下 「指定管理者」と
１

いう 。） とは 、令 手口 ４年 ４ナ］１ 日に 南あ わじ 市あ わじ 島ま るご と食 の拠鰥施ル［農畜水産

物飲食施設］ （罧下［施敖］と いう 。） の管理に関して締結しか南あわ じ市あわ じ氛まる

ごと 食の拠鰥施設 「農畜水産物飲食施敷」指定管ＪＩ者基本協定書 （罧下「 ｊＷ本協定」 とい

う。 ）に基づき、 施鼈の指定管Ｊミに関する年度協定 （罧下「年度協定」と いう 。） を締

結する。

（年度協定の 目的）

第１ 条　年度協定は、 施籏の管そ攷び運営に関する業務（曁下 「管ミ運営業務」 とい う。）

の各年度の業務内官等を定める こと を目 的と する ものであ る。

（年度協定の期間）

第２ 条　 この年度協定の期 間は、令和４ 年４ Ｊ］ １日 から令和 ５年 ３Ｊ］３ １日 まで とす る。

［業務か。］容）

第３ 条　市攷び指定管ミ者は、 令私　年度の業務肖】容 について、南あわ じ市あわ じ高まる

ごと 食の拠力、施設条叺（ 平成 ２６ 年南 あわ じ市条例第２５ぢ。狐下［ 施效条例］と いう 。）

第３ 条‾攷び基本協定第６ 条に定め ると おり であるこ とを確認する。

（施設使用料）

第４ 栗　指定管現１者が市にが し支払う 施設使用料は、Ｊを本協定第１１栗本ズの規定に基づき

無料 とす る。

（指定管理料）

第５ 条　市が指定管Ｊミ者にが し支払う 指定管ＪＩ料は、 Ｊぶ本協定第 ２２ 条本文の規定に基づき

無料 とす る。

（喩そを営業務の ‾呉委貌）

第６ 粂管 ＪＩ運営 業務 の実施に 肖た り施設の管を曼営 を効 率蝪かつ 効果 的に 行う とと もに

加減の農隹業振興並びに喬皿｜兔化に資する と市が嘉めた場合は、 指定管を者は管ｍ曼

営業務の一部を‾裁委貌するこ とができ るレ
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（疑義等の決定）

第７ 条　 年度協定 に定 めの ない事項八び年度協定にＭ し疑義が生じ たと きは、市 と指定管

ミ者 とは誠意をも って協議 し、 これを決定するも のと する。

市と 指定管ＪＩ者 とは、こ の年度協定の締結を証する ため、本書２ 這ｊ を作成し、‾辯、方記名

押印 の上、それぞれ各 Ｌ瓏を保有す る。

令和４年 ４ナ］１日

南あ わじ市　　 兵庫県南 あわ じ市市善光寺 ２２ 番地１

南あわじ市長　　　　 守　本　 憲　私

指定管Ｊミ者　　兵庫県南あわ じ市八木養を上１ ４０ １番地

南淡路農業価園株式会社

代表取締役　　馬　部　総　一一　郎
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【ｒ 南あ わじ 市あ わじ １ま るご と１の拠４施設「 ｌｉ水ｉＳ１１施設ＪＪ

ｌｌ定¶！・き候補きの選１１基準

１。 指定管ＩＩ者指・串請者の指１５

指定管ミ施設名： 南あわじ市あわじ島まるごと食の拠点施設「農畜水産物飲食施設」

指定管を甄指定申請きの指名： 南淡路農業公園株式会社（非む礬による一者指名）

地元主要団体を構成。咼とする南淡路農業公園株式会社は、永年にわた り淡路フ ァームパーク イングラン

ドの丘の管理運営に携わり、飲食施設の樋＿営ノウハウを有するとともに広報宣伝及び地域との連携事業を

積極的に 行つ でき た。

また、候禰鬲はオーブン当初から運営してきた実績があり、良の拠点施設設置の趣旨を十二分に理解

し、 運営理尨、の根本に薗いて運営をしている（淡路島の特産物、 旬の良材、その他地元良材をふんだんに

Ｒり 入れ、お客樞にＷ路言食ね の良さ・ 安剋安全を昧わっ ていただくメニュ ー作 り、 メニ ュー入れ替え、

情報発信等に積極白Ｓ］かつ柔軟にＲり組んでいる）。

そして、 近隣施設 「淡路フ ァームパークイングランドの」モｉ」にもレストランがあり、 また直売所の良

桐を陽極的に レス トラ ンメ ニュ ーに Ｈヌ り入れる等、 関係施設と連携しながら運営されています。

一翁、南淡路農業公圉株底監社が持つｇ営ノ ウハウや広報宣伝能力を有効に活回 し、 あわ じ巵まるご

と㈱とのこれまでの経営理念のｊ＝Ｘ有、情報共有、 共同イベ ント等により、今後吏に両者で連携 した企画・

イベント を立案できるようになってきたところです（令和 ２年度については新なコロナウ ィルス感染拡大

防止のため、 イベ ント はほ とんど実施できなかっ た）。

よっ て、 指定管理者指定申請者の指名を 「南淡路農業む園株式会社」と する。

尚、 南淡路農業む園株式会社は、指定管理者の指定手続等に関する条例第５ 条第 １　 項に規定する 「市が

出資している法人」に該当する。

２． 選定基準及び選定手法

非む冊による選定のため、 指定管ミ者候補モの評価にかかる実施要領第６条の規定に基づき、 指定

管理者候補者選定委員会出席委員の全会－ぢをも って選定する√ぼ猖、 選定 にあたっ ての富貴項目は

概ね下記のと おり とする。

審査項目 謳査鸚容 備考

①巡 イ本 の・要

・事業者の概要

・財政基盤の安定性・ 健全性

・施設経営のノウハウの蓄積

②・ 言上 の基 本力針

・総包的な基本方針と将来展望

・管理運営事業に 関する基本ち針、 実施翁法

・コ スト縮減等の経営方針

③施設管ｍｍ体鸚と
覓織 に関 する 計画

・適切な 人員 配置 とその特色（法的 に必要な 瀛格、施設管

理上ぬ要な有祠恪者を配置する こと）

④獸」用 者へ をイ社する

サー ビス の計画

・平等な利用 の観点か ら、 管理選言業務 にお ける公平 ・公

ｍｌ隹の確保 につ いて

・サ ービスを鸚ごさせるた めの芫翳、具体策

⑤獸全確ィ来の亘貼襤み

・防災等緊急時の危機管ミのＨ叉り 組み

・利用者の安全確保について

・個人情報保護の羝置について

⑥　 餃　 支　 計　画 ・収支計画の内容が追寇］で芻勁、 安定した運営が回能
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