
 

 

 

 

 

 

気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館 

指定管理業務仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年１０月 

気 仙 沼 市 

  



1 

 

 気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館（以下「震災遺構・伝承館」という。）の指定管理者が

行う業務の内容及びその範囲は，この仕様書によるものとする。 

 

１ 業務の目的 

   指定管理者が行う業務は，「気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館条例」第１条に規定

する設置目的を達成できるよう，震災遺構・伝承館の管理運営を効果的かつ効率的に実

施することを目的とする。 

【気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館条例】 

第１条 気仙沼市は，東日本大震災の記憶と教訓を地域と世代を超えた人々に伝えるとと

もに，防災・減災教育の充実や市内外の人々の多様な交流の促進を図る拠点を創出する

ため，気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館を設置する。 

 

２ 指定管理者の指定期間 

平成３１年１月４日から平成３６年３月３１日まで 

ただし，地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により，市が当該指定管理者によ

る管理を継続することが適当でないと認めるときは，その指定を取り消し，または期間

を定めて管理業務の全部または一部の停止を命じる場合がある。 

 

３ 管理運営に係る基本事項 

（１）施設概要 

ア．名  称  東日本大震災遺構・伝承館 

イ．位  置  気仙沼市波路上瀬向９番地１ 

ウ．敷地面積  25,083.35㎡ 

エ．延床面積  11,119.83㎡ 

東日本大震災遺構：9,824.83㎡ 

（鉄筋コンクリート造４階建て ほか） 

東日本大震災伝承館：1,295.00㎡ 

（鉄骨造 平屋建て） 

区分 諸室名称 

気仙沼向洋高校

旧校舎等 

北校舎，南校舎，総

合実習棟，生徒会

館，屋内運動場 

震災伝承施設 映像シアター，展示

室Ａ・Ｂ，講話室，展

示コーナー 

研修・交流施設 研修室Ａ・Ｂ，図書コ

ーナー，体験交流ホ

ールＡ・Ｂ，屋外広場 

 

（２）管理運営の基本的事項 

   指定管理者が管理運営を行うに当たり留意すべき基本的事項は，次のとおりである。 

   ア．地方自治法（昭和２２年法律第６７号），条例及び条例施行規則等の内容を十分

に理解し，法令の規定に基づいた運営を行うこと。 

   イ．施設の運営に当たっては，利用者の意見を管理運営に反映させるとともに，適切

な人員配置を行うことにより，利用者サービスの向上を図る。 
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   ウ．利用者の利便性を考慮した管理運営を行うとともに，効果的な誘客活動等を展開

し，入館者数の増加に努める。 

   エ．ごみの削減，省エネルギー，CO2削減など環境に配慮した運営を行う。 

   オ．災害時，緊急時に備えた危機管理を徹底する。 

 

（３）市と指定管理者の役割分担 

   市と指定管理者の役割分担については，おおよそ次のとおりとする。 
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気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館管理運営業務分担表 

※業務区分の「経営統括」，「震災伝承，防災・減災教育活動推進」については，当面の間，施設に市の職

員を配置して業務に当たる。 

  

業務区分 主な業務内容 運営主体 備 考 

経営総括 ・事業計画書の作成，進行管理 

・事業報告書の作成 

・災害発生時等危機管理対応 

・視察，報道対応 

市 計画策定過程において，指定管理

者も参画するとともに，運営協議会

（関係団体で組織）の意見も取り入

れる。 

震災伝承，防災・減災

教育活動推進 

・展示・保存資料の収集・整理・保存 

・学校や自主防災組織等と連携した

普及啓発活動 

・視察，報道向け資料作成 

市 市が委嘱した展示アドバイザーや

市と包括的連携協定を締結している

東北大学災害科学国際研究所等と連

携して実施する。 

業務総括（業務推進・

進捗管理） 

・収支予算書の作成，進行管理 

・業務報告書（来館者分析を含む）

の作成 

・施設内監視（モニターチェック） 

・要望や苦情，トラブルへの対応 

指定管理者 各業務を総括し，指定管理料の管

理を行う。なお，入館料と施設・設

備使用料は市の収入とし，市は指定

管理料として施設の管理運営経費を

支払う。 

経理・契約 ・入館料，施設・設備使用料の収納

管理及び市への納付 

・指定管理料の収納管理 

・施設管理運営経費等の支払い 

指定管理者 あわせて入館者数，利用者数等を

把握し，分析するための帳簿を作成

する。 

施設管理 ４Ｐの「施設の維持管理業務に関す

ること」を参照 

指定管理者 ・施設の点検・管理を行う。 

※震災遺構（建築物）の保全や施設

全体の保険加入は市が行う。 

※外部委託に係る契約・支払いは「経

理・契約担当者」が実施する。 

総合案内・館内サービ

ス 

４Ｐの「震災遺構・伝承館の総合案

内に関すること」を参照 

指定管理者 職員研修（展示内容の説明，接遇

等）は，市と指定管理者が連携・協

力して実施する。 

誘客推進・広報 ・ホームページの作成，更新，管理 

・リーフレットの作成・配布 

・ターゲット別誘客推進（アクショ

ンプランの策定，進行管理） 

・教育・研修旅行の企画，誘致 

・市内外の各種施設・団体との連携 

・エージェント，メディア対策 

指定管理者 教育旅行の誘致等は，市観光課，

観光コンベンション協会と連携しな

がら実施する。 

自主企画・事業 ・施設の設置目的に合致し，管理業

務の実施を妨げない範囲における

事業 

 

６Ｐの「交流・自主事業に関するこ

と」を参照 

指定管理者 ・地域連携・誘客を目的とするイベ

ント等の企画・実施 

・飲食物提供，関連商品（書籍，グッ

ズ等）の販売。 

※指定管理者の責任と費用によるも

のとし，イベント参加費や物販の

利益は指定管理者の収入とする。 
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４ 組織体制 

（１）常勤職員の配置 

   市と連携して震災遺構・伝承館の機能を最大限発揮できる効率的・効果的な職員配置

を行い，５名程度の常勤職員を配置すること。各担当は次のとおり。 

   ア．業務総括責任者 

   イ．経理・契約担当者 

   ウ．施設管理担当者 

   エ．総合案内・館内サービス担当者 

   オ．誘客推進・広報担当者 

 

（２）嘱託・臨時職員の配置 

   震災遺構・伝承館を運営するに当たり，受付・事務補助職員として，嘱託職員又は臨

時職員を３名程度配置すること。 

   その他，必要に応じて補助職員を適宜，確保すること。 

 

（３）職員研修 

   職員の資質向上と利用者サービス向上のため，接遇，当該施設の展示内容，その他震

災遺構・伝承館の運営に必要な知識・技術の習得を目的とした職員研修を定期的に行う

こと。 

 

５ 施設等の運営に関する業務 

  指定管理者は，次のとおり震災遺構・伝承館の運営業務を実施する。 

（１）施設（開館時間及び利用時間，休館日）に関すること 

   ア．開館時間及び利用時間 

     東日本大震災遺構及び東日本大震災伝承館（震災伝承施設部分）の開館時間 

      ・４月から９月まで   午前９時３０分から午後５時まで 

・１０月から３月まで  午前９時３０分から午後４時まで 

     東日本大震災伝承館（研修・交流施設部分，図書コーナー及び屋外広場）の利用時間 

・午前９時３０分から午後５時まで 

   イ．休館日 

・毎週月曜日（祝日を除く） 

・祝日の翌日（土曜日及び日曜日を除く） 

・年末年始（１２月２９日から１月４日まで） 

・毎月１１日の月命日， 

※上記ア，イについては，特に必要がある場合は，あらかじめ市長の承諾を得て変更す

ることができる。 
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（２）施設の維持管理業務に関すること 

   震災遺構・伝承館の諸室等が本来の目的を発揮し，運営に支障をきたさない，施設・

設備の適切な管理を行い，破損又は不具合等が発生したときは緊急的な応急処置を行い，

速やかに気仙沼市に報告する。 

 

（３）震災遺構・伝承館の総合案内に関すること 

   来館者に対する親切丁寧な対応を心掛け，常にサービス向上に努める。 

項 目 主な業務内容 

総合受付 

（カウンター） 

・来館者の問い合わせ等への対応 

・入館料，貸館料・設備使用料の収受，領収書発行，指定期日までに気仙沼市に納付 

・入館券の発行，減免手続き 

・入館者の把握，映像シアターの説明，館内の巡回 

・カウンター等への資料の常置 

・「語り部・館内ガイド」，「教育体験プログラム」，「生涯学習教室」，「各種イベント」

の受付，料金収受等 

総合受付 

（事務室） 

・外部からの代表電話番号への対応 

・団体視察・見学者・貸館の予約受付，スケジュール管理 

・「（仮称）けせんぬま震災伝承ネットワーク」事務局業務として，「語り部・館内ガイ

ド」，「教育体験プログラム」の予約受付，対応者の手配 

・「生涯学習教室」，「各種イベント」の予約参加受付，実施団体との調整 

・予約状況のホームページへの反映 

・エントランスに設置する電子看板を活用した案内表示（入館料，本日の予定，予約

者への歓迎案内等） 

・その他各種問い合わせへの対応等 

 

（４）誘客・広報事業に関すること 

   施設及び実施している諸活動を市民や市外に周知し，誘客を図るため，次の点を重視

して戦略的誘客活動を行う。 

   ア．本施設の事業や施設内容の周知による認知度の向上 

イ．教育・研修旅行等の誘致による入館者数の増加 

ウ．各種イベントの周知により交流促進の機会を提供 

項 目 主な業務内容 備 考 

遺構の保守管理 ・保存活用計画に基づき定期的に実施（市） 

・見学デッキの日常点検，清掃（指定管理者） 

・エレベーターの保守（外部委託） 

 

伝承館設備・備品の

保守管理 

・日常点検，景観の維持（指定管理者） 

・法令に基づく設備保守点検（外部委託） 

（例）浄化槽，空調設備，消防設備，電気設備， 

 自動ドア，ステージ，映像・音響機器精密点検，

遊具等 

・消耗品の補充（指定管理者） 

・修繕費用の負担 

  20万円以上：市 

  20万円未満：指定管理者 

・事務室のパソコン，電話・FAX，

コピー機，無線 LAN機器は指定

管理者負担（リース） 

清掃業務 ・日常的な清掃（指定管理者） 

・専門的な定期清掃（外部委託） 

 

警備業務 ・定期的な巡回（指定管理者） 

・機械警備（外部委託） 

監視カメラ・モニターは市が設置 

植栽管理・除雪業務 ・屋外広場等の植栽樹木，芝生の維持管理（指定

管理者・外部委託） 

・駐車場や通路の維持管理，除雪（指定管理者） 

 



6 

 

具体的には，以下の媒体などを用いて広報活動を的確に行う。 

媒体 概要 

リーフレット 施設の基本情報や年間事業スケジュールなどを一覧できるものを作成し，様々

な場所や機会で配布する。 

WEBサイト 施設情報や実施事業の基本情報のほか，インタビューや解説 などを充実させ

たり，ＳＮＳなどで頻繁に情報を提供したりすることで閲覧を促し，施設利用に

繋げる。 

チラシ・ポスター イベント等の開催にあわせて宣伝ポスター等を作成し，ターゲットに向けて直

接配布する。 

メールマガジン （仮称）友の会やサポーターの組織化を図り，メールの送信などにより情報を

提供していく。 

旅行代理店・交通事業者と

の連携 

旅行代理店や交通事業者に対して，主催事業の話題などを提供することで，連

携した事業ができるよう働きかけ，旅行者の誘致に繋げる。 

 

【誘客戦略】 

   ターゲットごとに，以下のような誘客戦略を行う。 

区分 誘客戦略 

国内の中高生(修学旅行) 

 

・市観光課，観光コンベンション協会，旅行会社及び大学等と連携し，修学旅

行向けのプログラムを作成し，冊子や HP作成とともに誘致に向けた営業を

行う。 

・近隣自治体で同様の取り組みを行っている団体等と連携し，広域的な誘致

体制を構築する。 

全国の地方議会・自治体・地

域防災団体 

今後，大規模地震が予想されている地方に焦点を絞り視察の案内状を送付

する。 

企業(研修)，全国の地方公共

団体・市町村議会 

・気仙沼市にゆかりのある企業（復興支援や市内に支店をもつ大手企業等）

を抽出し，新人研修などの利用ニーズを把握して研修向けプログラムを作

り，冊子や HP作成とともに誘致に向けた営業を行う。 

・近隣自治体で同様の取り組みを行っている団体等と連携し，広域的な誘致

体制を構築する。 

・全国の地方公共団体，市町村議会からの視察受け入れを視野に，リーフレ

ットを同封した案内文書等を送付し誘致に繋げる。 

海外・国内の観光客 ・市観光コンベンション協会や旅行会社，市内の宿泊施設，観光事業者等と

連携し，観光ツアー向けのプログラムを作り，冊子や HP作成とともに誘致

に向けた営業を行う。 

・近隣自治体で同様の取り組みを行っている団体等と連携し，広域的な誘致

体制を検討する。 

ボランティア 市内外のボランティア団体等と連携し，ボランティア誘致体制を構築する。 

大学生 市と協定を締結している大学と連携し，ボランティアサークルや研究室へ

の周知を行う。 

市内の児童・生徒 ・教育委員会や各学校と連携し，学習活動にあわせたプログラムを構築する。 

・屋外広場については，子どもの遊び場や市民の交流の場として地域に周知

する。 

地域住民 地元の自治会などへの周知や地域のお祭り・イベントを自主企画し，地域

住民の認知度を高めながら参画を促す。 
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（５）交流・自主事業に関すること 

   気仙沼市の魅力や観光資源について発信するとともに，市内外から集う人々の多様な

交流を促進する。 

項 目 主な業務内容 備 考 

「語り部・館内ガイ

ド」の提供 

市内関係団体が実施主体となり行う「語り部・

館内ガイド」及び「教育体験プログラム」の調整

等を行う。 

利益は実施団体の収入とし，そ

の一部は当該事業の運営費として

徴収する。 
「教育体験プログラ

ム」の提供 

「生涯学習教室」，

「各種イベント」の

企画・実施 

指定管理者の創意工夫により実施する。 利益は指定管理者の収入とする。 

飲料，書籍等の販売 ・飲料の自販機は館内，屋外にそれぞれ設置す

る。 

・書籍等を受付カウンター周辺で販売する。 

利益は指定管理者の収入とする。 

 

６ 施設等の管理に関する業務 

  震災遺構及び震災伝承館が十分に機能を発揮し，運営に支障を来たさないよう，施設・

設備の適切な管理を行い，破損又は不具合等が発生したときは緊急的な応急措置を行い，

速やかに市に報告する。 

（１）施設等の保守管理 

   ア．建築物の保守管理 

建築物について，仕上げ材の浮き，ひび割れ，はがれ，かび等の発生がない状態

を維持し，かつ美観を維持する。 

   イ．施設（震災遺構を除く）及び備品等の修繕 

     １件につき２０万円（消費税及び地方消費税を含む。）未満のものについては，

指定管理者の責任と費用において実施する。 

   ウ．建築設備の保守管理 

建築設備（給排水設備，空調設備，電気設備，昇降機設備等）は，日常点検，法

定点検，定期点検等を行い初期の性能を維持する。 

   エ．消防規定及び防火管理者 

指定管理者は，消防法（昭和２３年法律第１８６号） 第８条の規定に基づき，

防火管理者の選任，消防計画の策定，当該消防計画に基づく消火・通報及び避難訓

練の実施，消防用施設の点検整備，その他防火管理上必要な業務を行うものとする。 

また，火災対策についてのマニュアルを定め職員が緊急時の行動原則を理解して

おくようにすること。 

 

（２）物品の管理等 

   ア．備品 

館内で使用する備品は，原則として市が購入する。指定管理者が，指定管理料か

ら購入しようとするときは，事前に市と協議すること。 

また，指定管理料により調達した備品については，市の帰属とする。 

   イ．消耗品 

施設の運営に支障を来たさないよう，必要な消耗品を適宜指定管理者が購入し，

管理を行う。不具合が生じたものについては，随時更新を行う。 
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７ その他の業務 

（１）危機管理等に関すること 

   ア．苦情や要望等の取扱い 

苦情や要望等を受けた場合や，事故が発生した場合は，迅速かつ適切に対応する

とともに，その内容・処理経過を正確に記録しておくこと。 

また，重要な内容については速やかに市に報告すること。 

イ．急病等への対応 

急な病気やけが等に対応できるようマニュアルを整備するとともに，ＡＥＤ（自

動体外式除細動器）の適切な使用方法を習得し，救急救命に関する研修等を受講す

ること。 

また，急病等が発生した場合には，患者・負傷者等の状況を正確に把握し，適切

な措置を行うとともに，速やかに市に報告すること。 

ウ．災害発生時等緊急時の対応 

火災，地震・津波及び風水害等の災害発生時において，利用者等の安全を確保す

るため，マニュアルを整備するとともに避難誘導等に関する訓練を実施すること。 

また，災害発生時には，速やかに市に報告すること。 

 

（２）業務報告書の作成に関すること 

   業務の実施状況について，随時把握に努め，市から提出を求められた場合，速やかに

報告できるようにしておくこと。また，各月分の報告書を翌月の１０日までに作成し，

提出すること。記載する主な内容は次のとおりとする。 

ア．管理・運営業務の実施状況（自主事業を含む） 

イ．入館者数，利用者数の実績 

ウ．入館料，利用料収入の実績 

エ．要望，苦情とその対応の状況等 

 

（３）事業報告書の作成に関すること 

   前年度の事業報告書を毎事業年度終了後，３０日以内に作成し，提出すること。記載

する主な内容は次のとおりとする。 

ア．管理運営の体制 

イ．管理・運営業務の実施状況（自主事業を含む） 

ウ．入館者数，利用者数の実績 

エ．入館料，利用料収入の実績 

オ．管理・運営に要した経費の収支 等 

 

（４）指定期間満了にあたっての引継業務 

指定管理者は，指定期間終了時に，次期指定管理者が円滑に震災遺構・伝承館の業務

が遂行できるよう引継を行うこと。 

 

（５）書類の保管 

   指定管理者は，震災遺構・伝承館の運営に関る関係書類を，整理し，指定管理期間終

了後５年間，保管すること。 
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（６）監査 

   気仙沼市監査委員等が市の事務を監査するに当たり，必要に応じ指定管理者に対し，

実地に調査し，又は必要な記録の提出を求める場合がある。 

 

８ 情報管理 

（１）個人情報保護 

個人情報の取扱については，個人情報の保護に関する法律及び気仙沼市個人情報保護

条例の規定を順守すること。 

 

（２）情報公開への対応 

指定管理者は，気仙沼市情報公開条例の規定に基づき，指定管理業務の執行において

作成しまたは取得した文書等の公開を行うため，必要な措置を講じなければならない。 

 

（３）守秘義務 

指定管理者は，事業遂行上知り得た秘密を外部に漏らしてはならない。 

また，業務に関する内部情報は，震災遺構・伝承館または指定管理者の事業所でのみ

取り扱うこととし，それによりがたい場合は事前に市と協議すること。 

 

９ 環境への配慮 

エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づき，電気等のエネルギー使用量の削 

減に向けた目標を設定し，取り組みを推進すること。 

   また，事業の推進に当たっては，排水による河川や海域の水質汚濁防止を図ること。 

 

１０ 市と指定管理者の管理責任の分担 

  市と指定管理者の責任分担については概ね次のとおりとする。 

項目 指定管理者 市 

施設の使用許可・許可の取消し 

（施設使用の許可関連事務，利用調整，指導等） 

○ 
 

施設の設置許可及び占用許可 

（電柱・公衆電話・自動販売機等の設置許可） 

 
○ 

施設，設備等の維持管理 

（施設・設備の保守管理，清掃，警備等） 

○ 
 

施設の運営 

（苦情対応，光熱水費の支出，自動販売機電気使用

料の徴収等） 

○ 
 

入館料の徴収及び減免 ○ 
 

入館料の額の設定 
 

○ 

災害時対応（※１） 

（待機連絡体制確保，被害調査・報告，応急措置） 

○ （指示等） 

災害復旧工事（本格復旧） 
 

○ 

施設，設備等の点検・修繕 ○（指定額の範囲） ○（指定額を超える範囲） 
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項目 指定管理者 市 

施設の整備，改修工事 （承認を経て実施可） ○ 

備品 新規購入 （任意） ○ 

更新 
 

○ 

修繕(緊急修繕) ○ 
 

利用者の被災に対する賠償責任  〇（管理瑕疵によるもの） ○（左以外） 

施設，設備等の損傷の回復 ○（管理瑕疵によるもの） ○（左以外） 

包括的管理責任 
 

○ 

 

１１ その他 

（１）指定管理者が施設の管理運営にかかる各種規定・要綱等を作成するときは，事前に市 

と協議すること。 

 

（２）市と常に密接な連絡・調整・相談を行うこと。 


