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第一章

総則

第一節 事業の概要
１．事業の内容
将来的な豊田市駅東口まちなか広場の運営拠点として位置づけられている拠点施設の整備に向けた
暫定運用として整備・運営する拠点施設の管理・運営を行う。また、敷地である旧銀行跡地に併せて整
備される広場の管理、運営、活用促進業務も行う。施設及び広場の概要は以下のとおりである。
〇施設概要
１）施設の名称

拠点施設

２）施設の所在地

豊田市喜多町２丁目 166 番

３）建築面積

151.95 ㎡

４）建物構造

木造

５）施設機能

ア）カフェ （収益的機能）
イ）サロン （収益的機能） ※カフェの客席も兼ねる
ウ）アトリエ（公益的機能）
エ）ラボ

（公益的機能）

オ）スタジオ（公益的機能）
カ）ウッドデッキ（付帯機能）
キ）その他 （トイレ２区画、広場の電気・水道設備等）
※機能及び配置は、あくまでも目安であり、事業目的を果たせる提案内容
であれば、これによらない機能および配置も審査判断で決定できる。
〇広場概要 芝生広場

（約 560 ㎡・広場機能）

舗装広場

（約 620 ㎡・広場機能）

1

２．事業の目的
■「豊田市駅東口まちなか広場」とは？
気軽に、緩やかに、多様な人々が「集い」
「交わり」、アイデアと愛着が「生まれ」そして「育つ」た
めの拠り所となる場、アイデアやチャレンジの受け皿となる開かれた場として、2025 年を目標に豊田
市駅東口に広場を整備する予定です。それに先立つ取組として、時限的に銀行跡地に拠点施設及び芝生
広場、舗装広場を設け、将来に向けた人の滞留や賑わい創出のチャレンジを行うのが本事業です。この
事業を通して、都心地区の多様な「ヒト・モノ・コトとの出会い」に、より多くの人が集い、街の魅力
を体感することで、「都心全体」に【シビックプライド・WE LOVE とよた】が育っていくことを目指
します。
■事業をとおして、まちづくりのプレイヤーを束ねるマネージャーを育成する
これまで、賑わいフィールドをつくってきた市主催や市の助成事業による公的な組織展開(ふれ愛フ
ェスタやおいでん祭り等のイベント取組)に加え、都心地区で育ちつつある公民連携の取組をより一層
強化し、市民や民間の方々の力とアイデアで、「フィールド」自体をつくりだし、まちなかで育ってき
たプレイヤーの方々により楽しく多様な活躍の場を提供できる環境づくりを進めていきます。
このような想いを込めて、本事業では｢あそべるとよたプロジェクト｣の成果を引き継ぎつつ、ペデ広
場で検証してきた「収益事業型の広場の運営・管理モデル」を発展させ、次のステップへ進むための「プ
レイヤーを束ねるマネージャー」を軸とした公益事業を行うことで、相乗効果を生みながら、都心の広
場運営における新しい公民連携モデルを実現していく。

＜事業範囲図＞
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３．市及び事業者の役割
市の役割は、下記のとおりとする。
１） 拠点施設及び芝生広場の整備
２） 拠点施設の防犯カメラの設置・管理
３） 拠点施設・芝生広場の修繕的な管理
事業者の役割は、下記のとおりとする。
１）１. 項に示す施設及び広場の適切な管理・運営
２） 施設の運営を通した広場及び駅前空間の「豊田ならでは」の豊かなライフシーンの演出
３） 施設の機能を活かした住民、来街者へのおもてなしの場としての演出
４） 施設の運営を通した公共空間の日常的利用の啓蒙・啓発
５） 施設の運営及びプログラム開発によるプレイヤーを束ねるマネージャーの担い手、新たなコン
テンツの育成
６） 机、椅子、植栽等の設置によるデッキ及び芝生広場の空間演出
７） 芝生広場の催事貸出、現場対応
８） 多様で魅力的な使い手・企画の誘致
９） 周辺施設や既存イベントとの連携も含めた自主企画の立案、実施
10） 閑散期を含めたまちなかの賑わいづくり
11） 消耗品の補充、拠点施設及びデッキの清掃、芝生広場の清掃・水やり・草刈り等日常的な管理
その他運営上必要な事項
４．事業期間
事業期間は、2019 年 9 月 20 日から 2020 年 3 月 31 日までとする。
※ただし、事業年度ごとに行う評価会議で事業の管理・運営状況が良好と判断された場合は次年度に
ついても事業を継続することができ、最大で 2023 年 3 月 31 日まで事業を行うことができること
とする。
５．事業予算
・ア）カフェ、イ）サロンの収益的機能については、事業者による独立採算とする。
・ウ）アトリエ、エ）ラボ、オ）スタジオの公益的機能及び芝生広場・舗装広場の広場機能については、
市からの負担金及び施設利用料、広場使用料、その他自主事業の売上によって運営するものとす
る。
・カ）倉庫、キ）デッキ、の付帯機能及びケ）その他、については、収益的機能、公益的機能の運営に
際して適宜活用及び管理を行うものとする。
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第二節 拠点施設の仕様
１．建築物設備
１）仕様
名

称：豊田市駅東口まちなか広場（所有及び管理者：豊田市 都市整備課）

エ リ ア:約 1,520 ㎡
施

設:上記エリアのうち、拠点施設 約 150 ㎡（建築面積・木造平屋建て）
芝生広場 約 560 ㎡
舗装広場 約 620 ㎡

※事業者が専用して事業を行うのは「拠点施設」部分のみとし、ウッドデッキ、芝生広場、舗装
広場については一般利用者が自由に利用できる空間とする。
※なお、催事や使用の申請があった場合には、芝生広場、舗装広場は貸出することができる。
※ＲＷＣ期間中（おもてなし取組期間中：試合開催日＋α期間）は、芝生広場、舗装広場および
拠点施設内における 4 つのエリア（北側から 4 つの区画）については、RWC 関連の企画に開
放する。
※＋α期間：停車場線通行止め（喜多町 2 丁目～3 丁目区間）によるおもてなし取組
※試合開催日を除く 9/23～10/12 の期間は、1 つのエリア（1 番北の区画）を、RWC 関連の
企画に開放する。
※試合開催日を含む 9/23～10/12 の期間は、今後の RWC 開催調整による RWC 関連の利用区
画の増減の可能性も含め、事業者側は RWC 側との連携・協力のもと運営・管理を行う。
※上記以外の RWC 関連については、別途、事業者側は RWC 側との協議調整のうえ運営・管理
に努める。
※機能及び配置は、あくまでも目安であり、事業目的を果たせる提案内容であれば、これによら
ない機能および配置も審査判断で決定できる。
＜RWC 関連の施設利用状況＞
日程

エリア
ラボ

スタジオ

アトリエ

サロン

9/23・9/28・10/5・10/12

RWC

RWC

RWC

RWC

（4 日間）＋α 期間

関連

関連

関連

関連

9/23～10/12

RWC

（16 日間）

関連

公益事業

公益事業

収益事業

＜事業範囲図＞
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サロン

カフェ

収益事業

収益事業

収益事業

収益事業

２）工事区分

工事内容

工事区分
A 工事

C 工事

外装

・建物、仕上げ等全てを行う

・なし

内装

・家具以外の内装を行う

・厨房内（カウンター造作等）の工事

外構

・基本的に全てを行う

・サイン類の設置

・屋内外照明

・動力メーター

・屋内外コンセント

・動力用分電盤

電気設備

・業務放送設備
・防災設備
・非常用照明
※配線工事含む
※厨房機器用の配線は空配管のみ

床下まで配管(単相、三相共)
機械設備

・空調設備

・厨房のフード設置

・便器

※ダクトのみ A 工事で設置し、鉄板塞ぎ処

・洗面器

理までは行う。

・水栓器具
・給気換気設備器具
※配管工事含む。
※厨房の給排水ガス配管は床下露出に

て給水 GV20A、ガス GC25A、排水
100A プラグ止めまで A 工事
広場
その他
注意事項

・基本的に全てを行う

・なし

・共通備品用の倉庫は RWC 終了後に市で設置予定。
・倉庫を敷地内に設置する場合は別棟増築扱いとなるため、市と協議すること。
・使用厨房機器確定後は消防署と協議し厨房機器リストを提出すること。
・アトリエは物品販売用途に用いないこと。
・スタジオを使用していない際は、アトリエとの間仕切りは開放しておくこと。

A 工事：建物本体の工事。市が発注して工事費を負担し、市が依頼する施工業者が施工する工事
C 工事：入居者が発注して工事費を負担し、入居者が指定する業者が市の承認を得て施工する工事
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２．設置物の設営・撤去
装飾やベンチなどの配置については、市の了解を得た上で、設置工事を行うこと。
設置物の設置日、撤収日、設置管理方法は、市と協議の上で決定すること。また、現地への物品搬入・
搬出方法についても、市と相談の上で決定すること。
第三節 施設使用料
事業者による独立採算事業（カフェ及びサロン）においては、売上の 8％（歩合）を施設使用料とし
て市へ支払う。売上及び施設使用料の報告及び支払い等に関しては、つぎのとおりとする。
１）前月の毎日の売上額を、翌月 5 日までに市に報告する
２）施設使用料の支払いは月ごととし、翌月 10 日までに市が請求するので、指定期日までに支払う

第二章

運営・管理に関する基本的な考え方

第一節 運営・管理の基準
１．法令の遵守
本事業の実施にあたり、下記の法令及び関連する規則等を遵守すること。
１）地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）
２）食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）
３）消防法（昭和 23 年法律第 186 号）
４）建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）
５）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）
６）エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和 54 年法律第 49 号）
７）豊田市環境基本条例（平成 8 年条例第 27 号）
８）豊田市の環境を守り育てる条例（平成 18 年条例第 6 号）
９）豊田市再生可能エネルギーの導入の推進に関する条例（平成 26 年条例第 5 号）
10）豊田市個人情報保護条例（平成 15 年条例第 33 号）
11）豊田市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成 27 年条例第 44 号）
12）その他関連する法令等
事業期間中、上記法令等の改正があった場合または新たに適用される法令等が制定された場合は、こ
れを遵守しなければならない。
なお、法令等の改正または制定に伴い、経費が増減する場合であっても、本事業に係る負担金は変更
しない。また、明確な法令違反があった場合は、事業期間の途中であっても市が求める中止撤去指示に
従ってください。
２．利用時間及び休館日等
ユニット及び広場の利用時間は、原則 9 時～21 時までの 12 時間とする。搬入、搬出、設営、撤去に
関しても原則利用時間内に行うこと。
ただし、大規模な設備等の搬入や音の出る作業等がある場合は、市と協議して時間を調整すること。
また、周辺への配慮から、音の出るイベント（コンサート、ライブ及びそのリハーサル等）は原則と
して平日の場合 12 時～13 時及び 17 時～21 時、休日（＊）の場合 9 時～21 時とするが、詳細について
は市と協議して時間を調整すること。
＊

休日とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

３．許認可の取得
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事業者は、本事業の実施に際し、必要な官公署の免許、許可、認可等を受けること。なお、事業の一
部を再委託する場合は、再委託先が必要な免許、許可、認可等を受けていること。
４．公共料金等の取り扱い
区分
電気料金
上下水道料金
電信電話料
ガス
インターネット関係料金
(プロバイダ料金・接続料金等)

公益事業

収益事業

拠点施設

広場

拠点施設

市
市
事業者
-

事業者
市
-

市
市
事業者
事業者

事業者

-

事業者

５．事業終了時期の収入及び支出の取り扱い
本来事業者の収入となるべきものまたは本来事業者が支出すべきものについては、事業期間終了後で
あっても、それぞれ事業者の収入及び支出とする。事業期間満了前に協定の取り消しがあった場合及び
業務の全部及び一部の停止を命じられた場合も同様とする。
ただし、公共料金等については、上記「4．公共料金等の取り扱い」のとおりとする。
６．環境への配慮
事業者は、本事業の遂行に当たり、下記のとおり環境に配慮すること。
１）事業の実施に伴う移動及び運搬には、低公害型の手段を用いるように努める
２）消耗品の使用に当たっては、環境への負荷の少ないものを選択する
３）事業におけるエネルギー使用を適切に管理し、その合理化を進める
４）低公害車の使用や輸送体系の効率化により自動車排ガス抑制に努める
５）事業の実施に当たっては、廃棄物の抑制、減量化及びリサイクルに努め、エコマーク商品等環境
に配慮した商品を積極的に利用するほか、事業により廃棄物が出た際には適正に処理する
７．廃棄物の処理
本事業において発生する事業系一般廃棄物については、敷地内にその保管場所を設置すること。
ただし、自主事業において発生する事業系一般廃棄物については、事業者の責務において処理するも
のとし、他の廃棄物と区別して保管・処理すること。
８．バリアフリーへの配慮
事業者は、バリアフリーを心掛け、備品の配置、動線の設定、掲示等に配慮すること。
９．禁煙
施設及び広場の敷地内は、全面禁煙とする。
10．利用者の安全確保
事業者は、利用者の安全対策、監視体制等についての各種マニュアルを作成し、従業員を指導し、万
一に備えて従業員を訓練すること。
また、緊急対策、防犯・防災対策等の安全確保のための各種マニュアルを作成し、従業員を指導し、
万一に備えて従業員を訓練すること。特に大雨時の施設封鎖については密に訓練を行うこと。
11．緊急時の対応
１）災害等緊急時の利用者の避難、誘導、安全確保、必要な通報等についての対応計画を作成し、市
に提出するとともに、緊急事態の発生時には的確に対応すること。
２）利用者の急病、けが等に対応できるよう、近隣の医療機関と連携し、緊急時には的確に対応する
こと。
３）施設及び広場における火災、犯罪、疾病、食中毒等の予防に努めるとともに、発生時には的確に
対応すること。
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４）災害等により、市が施設及び広場を緊急避難場所等として使用する必要があると認めるときは、
その指示に従うこと。
12．利用規定の作成
事業者は、施設及び広場の利用に関する「利用規定」を定め、運営開始に先立ち市の承認を受けるこ
と。
「利用規定」を変更する場合も同様とする。
13．帳簿の管理
事業者は、運営・管理に係る収入及び支出の状況について適切に帳簿に記載するとともに、事業期間
内は保存すること。また、市が閲覧を求めた場合は、直ちにこれに応じること。
14．文書管理
事業者は、本事業に係る文書及び文書目録を作成してこれを適正に管理し、情報公開条例に基づき一
般の利用に供するとともに、毎年度終了後、市に提出すること。
また、事業期間終了後、当該文書を市に引き継ぐこと。
15．業務報告
事業者は、下記のとおり市に対して業務報告を行うこと。
１）事業者は、その業務に関して、日報、月報及び事業報告書（年報）を作成すること。月報は業務
を行った月の翌月 10 日までに、事業報告書（年報）は毎年度終了後 30 日以内に市に提出する
こと。日報は、事業期間終了日まで事業者が保管し、市の求めに応じて提出すること。
２）施設の月報及び事業報告書（年報）の提出は、別表 第三表のとおりとする。
16．個人情報の保護
事業者は、その業務を行うに当たり個人情報を取り扱う場合については、豊田市個人情報保護条例（平
成 15 年条例第 33 号）第 8 条の規定に基づき、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人
情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。
また、本事業において保有する個人情報について、本人から開示、訂正、削除又は利用停止の請求が
あった場合については、適正に処理すること。
なお、個人情報保護条例の規定に違反した場合は、同条例第 54 条～57 条の罰則規定を適用する。
17．情報公開
事業者は、その業務を行うに当たり保有する情報のうち、個人情報以外のものについては、積極的に
公開に努めること。また、当該業務を行うに当たり保有する情報について、市から提供を求められた場
合は、直ちにこれに応じること。
18．守秘義務
事業者及びその従業員は、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。事業期間終了後または事
業者の従業員でなくなった後も同様とする。
19．業務の準備
事業者は、協定締結後、事業期間始日から業務が行えるよう諸準備を進めること。
第二節 運営・管理の内容
１．従業員
本事業に係る全従業員（臨時従業員を含む。）について、下記のとおり管理すること。
１）労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）
、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）
、その他の労
働関係法令を遵守し、管理運営に支障のないよう配置すること。
２）運営・管理における維持管理、受付、自主事業、経理等全ての業務に支障のないよう従業員を配
置すること。
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３）従業員に対して、必要な研修を実施すること。
４）全ての従業員は、勤務時間中、その職務にふさわしい服装を着用し、名札等を着用する等その身
分を明らかにすること。
２．業務の体制
事業者は、本事業の実施にあたり下記の体制を整えること。
１）事業者は、管理運営業務全体の総括責任者を定め、市に届け出ること。総括責任者を変更する場
合も同様とする。
２）事業を行う者は、運営・管理に関して必要な知識及び技能を有する者とすること。また、法令等
により事業を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が業務を行うこと。
３．利用料金の取り扱い
１）利用者が支払う利用料金の収受方法は、別途市と事業者とで取り決める。
２）利用者が支払う利用料金は、事業者が公益事業として会計を代行したのち、実収入と第四表に示
す計画収入との差額の 2 分の 1 を市に支払う。利用料金の報告及び支払い等に関しては、つぎの
とおりとする。
（１）前月の毎日の利用料金を、翌月 5 日までに市に報告する
（２）市への支払いは月ごととし、翌月 10 日までに市が請求するので、指定期日までに支払う
３）事業者が事業期間中に事業期間終了後又は協定を解除された後の利用に係る利用料金を収受した
場合は、当該利用料金は市の収入とする。事業者は、事業期間終了後又は協定を解除された後速
やかに、利用許可の状況と併せ、当該利用料金を市に引き継ぐものとする。利用料金の還付につ
いては、当該利用料金の引継ぎ前においては事業者が、引継ぎ後においては市が行うものとする。
４．一括委託の禁止
本事業を第三者に一括して委託又は請け負わせることはできない。ただし、その一部について、あら
かじめ市と協議し、認められた場合はこの限りでない。
５．リスク分担
本事業に関する基本的なリスク分担は、下表のとおりとし、事業者は自らのリスクに対して適切な範
囲で保険等に加入すること。
なお、火災保険及び建物損害保険については市が被保険者として加入する。
＜リスク分担表＞
項目
消費税率の変動

内容
市が事業者に対して支払う負担金のうち、消費税相当
分の増減

税等法定経費の変動

法人税等の税率の増減、雇用者に係る事業主負担の増

（消費税を除く）

減等の法定経費の変動（消費税を除く）

需要の変動

計画利用者数の変動

運営リスク

市及び事業者の責めに帰さない事故、災害等による臨

リスク分担
市
〇
〇
〇

時休業等

協議による

施設等の管理上の瑕疵に係る臨時休業等
施設の改修、修繕、保守点検等による臨時休業及び一
部の利用停止
施設等の損傷

事業者

事業者の責めに帰さない事故、災害等によるもの
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〇
〇
〇

施設等の管理上の瑕疵に係るもの
利用者対応

〇

業務範囲内のサービス内容等に対する利用者からの

〇

苦情及び施設内における利用者間トラブルへの対処
上記以外の、事業のあり方や施設自体に対する苦情

〇

６．備品の所有権
事業者に貸し付ける備品等は、市の所有とし、事業者はその使用及び保管に十分注意すること。なお、
交換等が必要な場合は事業者の負担とする。
また、事業者が自ら購入、搬入し、保管等する備品等については、事業者の所有とし、それが事業者
の所有であることがわかるようにすること。
７．利用者の意見等の把握
事業者は、施設及び広場で提供するサービスの評価について利用者の意見等を収集し、業務報告書に
その内容を記載すること。
８．利用許可及び行為許可業務
事業者は、下記のとおり利用者の申請に対して適正に許可等を与えること。
１）利用及び行為の許可、許可の取り消し、制限にあたっては、豊田市行政手続条例（平成 9 年条例
第 1 号）を遵守して行うこと。
２）目的外使用については、市において使用の許可等を行う。
９．他の事業との連携
事業者は、市全体の事業効果の向上に資するため、下記のとおり連携を図ること。
１）事業者は、市内の同種または類似の事業と連携を図り、利用者サービスの向上に努めること。ま
た、他の事業との間において利用者のサービスに影響を及ぼす差異があると市が認めたときは、
事業者はサービス向上の観点から、その差異の解消に努めること。
２）事業者は、要請があった場合、市との連携を図るための会議に出席すること。
10．実施計画書の提出
事業者は、下記のとおり実施計画書を提出すること。
１）事業者は、毎年度の事業実施に先立ち、運営・管理業務実施計画書を当該年度が始まる 1 か月前
までに市に提出し承認を受けること。ただし、当該年度が始まる 1 か月前までに全ての運営・管
理業務実施計画書を提出することができないことについて止むを得ない理由があると市が認め
るときは、事業者は当該年度が始まる 2 週間前までに、一部の運営・管理業務実施計画書を追加
して提出することができる。
２）運営・管理業務実施計画書に記載する主な内容は、下記のとおりとする。
（１）事業計画（事業内容、スケジュール等）
（２）利用促進計画
（３）収支予算
（４）従業員名簿及び人員配置計画
（５）有資格者名簿（資格を証明する書面等の写しを含む。
）
（６）研修計画
（７）下請負届（業務の一部を再委託する場合）
（８）緊急時連絡体制表
11．自主事業の運営
事業者は、施設及び広場を活用した自主事業を企画・運営し、魅力的な駅前空間づくりに努めること。
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１）事業者は、自主事業を行う場合は、前項 10. ２）（１）の事業計画に従い行うこと。
２）自主事業は、市民のニーズを反映したものとすること。
12．物品の販売等
事業者は、法令等の範囲内において、本事業の実施に付随して物品の販売及びサービスの提供を行う
ことができる。
13．公共情報等の提示
事業者は、市から要請があった場合、本事業に係る公共的な情報等を無償で提供すること。
14．会計管理
事業者は、本事業について、自身の団体等とは独立した形で収入及び経費の入出金が把握できるよう
会計管理を行うこと。
15．事業評価
１）市は、事業者から提出される月報及び業務報告書その他の報告書により、 事業者の業務の実施
状況について、適正かつ確実なサービスが提供されているかを確認する。
２）市から委嘱する評価会議を年に 1 回開催し、外部評価を行う。評価が著しく低い場合は協定解除
とする場合もある。なお・評価は、
「広場・施設の利用に関するリピーターの創出」
、
「フィール
ドを生み出すプレイヤーを束ねるマネージャーの育成」
、
「駅前空間の魅力増進のコンテンツの展
開」、
「周辺施設や既存イベントとの連携も含めた地域への貢献」、
「世間への露出度」等の項目（予
定）で実施します。
３）詳細な数値目標等は事業者の決定後に、市及び評価会議委員との協議によって定めます。

第三章 公益事業の運営・管理
第一節 機能概要
公益事業として、①アトリエ、②スクール、③ラボ、④スタジオの各機能を運営・管理すること。
第二節 アトリエ機能
１．ユニット内の環境整備
1 ユニットをアトリエと位置づけ、市が提供するデジタルからアナログまでの多様な工作機械を利用
者が使いやすい様にレイアウトし、利用環境を整えること。
２．アトリエの運営
運営に関して下記の事項を実施すること。また、開館時間中は常時 1 名以上のスタッフを配置するこ
と。ただしスタッフは他のユニットの運営と兼務することができる。
１）集客促進
２）利用者の受付（入館・退館の管理など）
３）利用料金の収納、資材・商品等の会計代行
４）工作機械の利用方法に関する指導
５）利用者の利便性向上に資するサービスの提供
６）その他利用に関して必要な事務
３．アトリエの管理
管理に関して下記の事項を実施すること。
１）工作機械の日々のメンテナンス
２）工作機械の利用ノウハウの獲得
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第三節 スクール機能
１．利用するユニットについて
スクールは主にカフェやサロンのユニットを利用して企画すること。
２．スクールの運営
運営に関して下記の事項を実施すること。
１）集客促進
２）受講者の受付（入館・退館の管理など）
３）受講料の収納、指導料の支払い代行
４）講師の募集及び教材の作成・購入等
５）受講者の利便性向上に資するサービスの提供
６）その他利用に関して必要な事務
３．スクールの管理
管理に関して下記の事項を実施すること。
１）クラスや講座の年間運営企画
２）受講履歴等の整理
第四節 ラボ機能
１．ユニット内の環境整備
1 ユニットをラボと位置づけ、市が提供したり自主的に制作した豊田市に関する資料等を、利用者が
見やすい様に展示し、利用環境を整えること。また、開館時間中は常時 1 名以上のスタッフを配置する
こと。ただしスタッフは他のユニットの運営と兼務することができる。
２．ラボの運営
運営に関して下記の事項を実施すること。
１）集客促進
２）利用者の受付（入館・退館の管理など）
３）利用料金の収納、商品等の会計代行
４）展示資料に関する解説
５）利用者の利便性向上に資するサービスの提供
６）その他利用に関して必要な事務
３．ラボの管理
管理に関して下記の事項を実施すること。
１）資料等の年間展示企画
２）展示履歴等の整理
第五節 スタジオ機能
１．ユニット内の環境整備
1 ユニットをスタジオと位置づけ、市が提供する機材等を利用者が使いやすい様にレイアウトし、利
用環境を整えること。
２．スタジオの運営
運営に関して下記の事項を実施すること。また、開館時間中は常時 1 名以上のスタッフを配置するこ
と。ただしスタッフは他のユニットの運営と兼務することができる。
１）集客促進
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２）利用者の受付（入館・退館の管理など）
３）利用料金の収納
４）機材の利用方法に関する指導
５）利用者の利便性向上に資するサービスの提供
６）その他利用に関して必要な事務
３．スタジオの管理
管理に関して下記の事項を実施すること。
１）機材の日々のメンテナンス
２）収録ノウハウ等の獲得

第四章 広場事業の運営・管理
第一節 機能概要
広場事業として、快適な滞留環境の管理、一般利用の誘致・運営、自主企画の立案・実施を行うこと。
第二節 快適な滞留環境の管理
快適な滞留環境に資するファニチャー類を設置・管理すること。また、利用者への声掛け、日常的な
清掃を行うこと。
第三節 一般利用の誘致・運営
一般利用者や持ち込み企画の誘致・営業を行うこと。また、企画の実施に係る受付、機材貸出等の運
営を行うこと。利用者の広場使用料は事業者の意向を踏まえて決定するものとし、使用料の会計代行を
行う。
第四節 自主企画の立案・実施
広場の可能性を拡げる自主企画を立案し、実施すること。

第五章 収益事業の運営・管理
第一節 機能概要
収益事業として、①カフェ、②サロンの各機能を運営・管理すること。
第二節 カフェ機能
１．ユニット内の環境整備
1 ユニットをカフェと位置づけ、利用者が使いやすい様にレイアウトし、利用環境を整えること。ま
た、広場の象徴や待ち合わせ場所となるような空間を整えること。
２．カフェの運営
運営に関して下記の事項を実施すること。また、開館時間中は常時 1 名以上のスタッフを配置するこ
と。ただしスタッフは他のユニットの運営と兼務することができる。なお、食品衛生責任者の届出を行
う等、食品衛生法を遵守すること。
１）集客促進
２）飲食物の提供
３．カフェの管理

13

管理に関して下記の事項を実施すること。
１）地産地消など提供する飲食物の企画
２）居心地の良いカフェ空間の企画
３）キッチン等の日々のメンテナンス
第三節 サロン機能
１．ユニット内の環境整備
2 ユニットをサロンと位置づけ、市民や来街者にとって居心地の良い滞留空間としての利用環境を整
えること。なお、市民発の小企画を実施するスペースとしても利用するほか、日常はカフェの屋内客席
としても利用する。
２．サロンの運営
運営に関して下記の事項を実施すること。また、開館時間中は常時 1 名以上のスタッフを配置するこ
と。ただしスタッフは他のユニットの運営と兼務することができる。
１）市民発の小企画の受付及び実施支援
２）利用者の利便性向上に資するサービスの提供
３）その他利用に関して必要な事務

第六章 事業期間満了前の協定の解除
第一節 市による協定の解除
市は、下記のいずれかに該当すると認められる場合は、事業期間満了前に協定を解除または期間を定
めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
１）事業者が事業に際し不正行為を行ったとき。
２）事業者が、市に対して虚偽の報告を行い、または正当な理由なく報告等を怠ったとき 。
３）事業者が協定内容を履行せず、またはこれに違反したとき。
４）自らの責めに帰すべき事由により、事業者から協定の解除の申し出があったとき。
５）事業評価委員会における評価が低かったとき。
６）事業者が下記のいずれかに該当するとき。
（１）公募要領に定める申請資格を失ったとき、または申請資格がないことが判明したとき。
（２）事業者の資金事情の悪化等により、事業の遂行が確実でないと認められるとき。
７）その他市が必要と認めるとき。
第二節 不可抗力による協定の解除
市または事業者は、不可抗力の発生により事業の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して協
定の解除の協議を求めることができる。協議の結果、止むを得ないと判断された場合、市は協定の解除
を行う。
第三節 協定の解除に伴う事項
協定の解除にあっては、下記のとおり対応を行うこと。
１）事業者の責めに帰すべき事由により、事業期間満了前に協定の解除が行われた場合、市に生じた
損害は、事業者が賠償すること。
２）事業者の責めに帰すべき事由により、事業期間満了前に協定の解除が行われた場合、事業者の損
害に対しては、市はその責めを負わない。
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３）事業期間満了前に協定の解除が行われた場合、事業者は、次の事業者等が円滑に業務を遂行する
ことができるよう必要な引継ぎを行うとともに、必要な情報等を遅滞なく次の事業者に提供する
こと。特に、施設の利用予約に関しては遺漏がないよう十分留意すること。
４）事業期間満了前に協定の解除が行われた場合または期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止
を命じられた場合は、事業者は、その管理しなくなった施設及び広場を速やかに原状に復すこと。
ただし、市の承認を得たときはこの限りでない。

第七章 事業期間終了後の引き継ぎ
事業者は事業期間終了にあたって、下記のとおり対応を行うこと。
１）事業者は、事業期間終了後、次の事業者が円滑に業務を遂行することができるよう必要な引継ぎ
を行うとともに、必要な情報等を遅滞なく次の事業者に提供すること。特に、施設の利用予約に
関しては遺漏がないよう十分留意すること。
２）事業者は、指定期間終了後、施設及び広場を速やかに原状に復すこと。ただし、市の承認を得た
ときはこの限りでない。

第八章 その他
第一節 立ち入り検査
市は、必要があると認めたときは、事業者に対して随時立ち入り検査を実施する。立ち入り検査は、
事業者に事前に通知した上で、施設及び広場の維持管理、運営・管理、経理の状況等に関し事業者に説
明を求め、または検査する。
事業者は、合理的な理由なく、立ち入り検査を拒否することができない。
第二節 監査
監査委員事務局等が市の事務を監査するにあたり、必要に応じて、事業者に対して実地検査及び必要
な記録の提出等を求められる場合がある。
事業者は、合理的な理由なく、これを拒否することができない。
第三節 協議
本事業の内容及び処理については、本仕様書及び公募要領の規定によるが、疑義が生じた場合は市及
び事業者の協議により決定する。
第四節 公平な運営
事業者は、施設及び広場が公の施設であることを常に念頭に置き、公平な運営を行うこと。特定の利
用者及び団体等に有利あるいは不利となる運営は、決して行ってはならない。
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