
- 1 - 

佐賀市市民活動プラザ指定管理者運営管理業務仕様書 

 

佐賀市市民活動プラザ（以下「市民活動プラザ」という。）は、多様な市民活動を支援す

るとともに、市民活動の推進を図るための拠点施設として、以下の「市民活動プラザの運

営の基本方針」に沿って管理・運営を行います。 

 また、市民活動プラザの業務には、大きく①「市民活動事業に関する業務」、②「施設の

運営に関する業務」、③「施設の管理に関する業務」④「その他の業務」があります。 

  

市民活動プラザの運営の基本方針 

①市民活動の実践者等に対し、活動等の場として施設の提供を行う。 

②市民活動団体・行政・企業等の協働・連携の場の拠点として機能する。 

③市民活動の実践者等に対する様々な支援のための事業が円滑に行われるよう協力する。 

 

Ⅰ 基本事項 

１ 施設の概要について 

（１）施設名 

佐賀市市民活動プラザ 

（２）所在地 

佐賀市白山二丁目１番１２号 佐賀商工ビル７階及び４階の一部 

（３）施設概要 

 ア 施設概要 

①４階  

[貸室]小会議室１室（4‐A）、大会議室１室（4‐G） 

  ②７階 

 [貸室]小会議室２室（7‐B）（7‐C）、中会議室３室（7‐D）（7‐E）（7‐F） 

[市民活動プラザ] 事務スペース、ワーキングルーム、情報コーナー、ミーティング

フロア、親子交流サロン、パソコンコーナー、活動共同スペース(6区画)、倉庫 

イ 主な備品（佐賀市備品） 

 [貸室] ホワイトボード、案内版 

[市民活動プラザ] レターケース（264）、ロッカー（小 48)(中 42)（大 5)、紙折り機、

丁合機、裁断機、電動パンチ、プロジェクター、スクリーンなど 

（４）開館時間 

開館日は、次に掲げる日を除き、原則無休とします。 

①年末・年始（１２月２９日から翌年１月３日まで） 

②佐賀市が開館を困難と判断した日 
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（５）開館時間 

午前９時から午後１０時まで 

ただし、開館に伴う業務時間は午前８時３０分から午後１０時１５分まで 

（６）施設の利用許可及び利用の制限に関する事項 

佐賀市市民活動プラザ条例及び同条例施行規則による。 

（７）関連法令等 

ア 法令等 

地方自治法及び地方自治法施行令、消防法及び関係諸法令、個人情報保護法、佐

賀市まちづくり自治基本条例、佐賀市市民活動プラザ条例、佐賀市市民活動プラ

ザ条例施行規則、佐賀市個人情報保護条例、佐賀市情報公開条例、佐賀市暴力団

排除条例、佐賀市公の施設の指定管理者の指定の手続きに関する規則、その他関係

法令 

 イ その他 

   佐賀商工ビル管理規約 

 

２ 指定管理期間について 

  令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで（５年間） 

 

Ⅱ 施設の運営管理 

１ 組織体制の整備 

指定管理者は、施設の設置目的の達成のため、施設管理の経験や市民活動に関する専

門的な知識経験※を有し、業務に対応できる職員の確保に努めてください。 

※常勤の職員については、市民活動に関する１年以上の経験、または企業等における社

会貢献活動を担当者等において同等程度の知識経験を想定 

①業務にあたっては、その遂行に必要な知識や技能（接遇や機器やシステムの操作等）

が習得できるよう職員に対して計画的に研修等を行ってください。 

②指定管理者は、職員の労務管理や安全管理等について、関係法令を遵守してくださ

い。 

（１）統括責任者の配置 

指定管理者は、従事する職員の内、指定管理業務の統括責任者（市民活動プラザ長）

１名を任命してください。 

（２）人員体制 

①勤務予定者は、「常勤職員 A」や「非常勤職員 B」「パート職員 C」等の表現を用い、

あわせて、その経歴等（市民活動実績等）を記載してください。 

また、常勤、非常勤、パート等の勤務形態も記載してください。 
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  ②「市民活動事業に関する業務」、「施設の運営に関する業務」、「施設の管理に関する

業務」、「その他の業務」について、募集要項に掲げる業務を「業務区分」とし、雇

用予定者それぞれが、どういった業務に従事するかを記載してください。 

（３）勤務計画 

   雇用予定者の勤務計画について、①勤務体制（基本形）、②週間の勤務計画、ローテ

ーション勤務がある場合は、③月間の勤務計画を作成してください。 

   ※労働関係法令に反しない勤務計画を策定してください。 

 

２ 「市民活動事業に関する業務」について 

次に掲げる各種業務において、それぞれに示す基準に基づき、ノウハウを活かした事業

企画を提案してください。 

（１）情報の収集及び提供に関する業務 

市民活動やボランティア活動等に関する様々な情報の収集を行い、これを整理し、

様々な媒体を利用し、情報提供や団体の支援を行います。 

   市民活動団体の支援や活動の活性化につながるような情報、市民ニーズや市民活動

における課題に即した情報などの収集やその利活用、提供の手段等について、必須業

務を踏まえて提案してください。 

また、必須業務以外の情報の収集・提供の企画があれば提案してください。 

  必須業務 

佐賀市が目指す「市民主体のまちづくり」を行っていくため、「情報共有」の重要性

を認識し、業務にあたってください。 

①「佐賀市市民活動プラザ」公式ホームページの運用を行ってください。 

②メールマガジンの配信を行ってください。 

③市民活動団体ガイドブックの発行を行ってください。 

④市民活動プラザ内に情報コーナーを設置し、運用してください。 

・市民活動団体が行うイベント開催の案内、参加者募集、活動状況報告などに関す

る広報依頼を受け付け、市民活動プラザ内に情報コーナーを設けて掲示します。 

・市民活動やボランティアに関する書籍や新聞等について、運営管理の経費の中か

ら購入し、施設内に掲示し、自由に閲覧できるようにしてください。 

※次の刊行物については、必ず購入してください。 

  新聞：佐賀新聞、日本経済新聞、西日本新聞、その他全国紙から１紙 

なお、掲載から一定期間経過したものについては、新しいものと入替えを行っ

てください。 
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（２）相談支援に関する業務 

市民活動への参加や活動に関する相談、市民活動の組織化・法人化や運営に関する

各種相談などを受け、相談者に寄り添う姿勢で、疑問や悩みの解決につながるような

適切なサポートを行います。 

業務にあたっての外部の専門家や関係機関との連携、団体内のバックアップ、相談

者に対するフォロー体制、相談内容の有効な活用方法などについて、必須業務を踏ま

えて提案し、実施してください。 

また、必須業務以外の相談支援の企画があれば提案し、実施してください。 

必須業務 

・市民が、市民活動やボランティアについて、気軽に相談できるよう「相談コーナ

ー」を設け、相談支援の専門職員を 1名以上配置してください。 

・窓口・電話・メール等による相談対応を随時行うものとします。 

・相談対応は、「相談受付時間」のような形で、曜日や時間帯を設定し、対応するこ

とができます。（ホームページ等で周知を行ってください。） 

・単に相談を受けるだけでなく、相談内容の実現や悩みの解決につながるよう適切

なサポート・支援を行ってください。 

・相談内容に応じて、関係機関や専門家などと連絡・調整を行い、橋渡しを行うな

どの支援を行ってください。 

・団体と行政、団体と地域、団体と企業等など公益的な活動を行う主体同士をつな

いで、協働事業につながるようなコーディネーター的な役割を担ってください。 

・佐賀市の「協働推進窓口制度」の運用に際し、市と連携して取り組んでください。 

・補助金等の相談に応じ、活動資金の獲得につながるような情報提供や申請書等の

記載指導等の支援を行ってください。 

・相談記録など業務上知り得た情報は、守秘義務を遵守するとともに、情報の管理・

保護を徹底してください。 

・団体情報及び相談記録等は、継続して運用し、相談事務が滞らないよう現在の指

定管理者から引継ぎを行ってください。 

（３）調査及び研究に関する業務 

市民活動の促進につながるような調査及び研究の企画について必須業務を踏まえ

て提案し、実施してください。 

※必須業務以外の調査及び研究の企画も含めて提案してください。 

必須業務 

佐賀市がヒアリング主体で実施する市民活動団体等を対象とした調査事業に連携し

て取り組んでください。 
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（４）研修及び講座に関する業務 

市民活動団体等を対象に、市民活動の裾野を広げ、活動の促進につながるような団

体の育成のための研修や講座等を実施する業務を行ってください。 

 

 必須業務（企画提案による） 

本市の市民活動における課題や提案者が考える課題を踏まえた佐賀市の市民活

動団体の５年後（指定管理期間最終年度）のあるべき姿を示し、その実現のために

必要なスキルや有効な事業手法（研修、講座、ワークショップなど）対象等を提案

し、実施してください。   

※実施頻度：年間１０回程度 

（５）交流連携に関する業務 

市民活動団体・行政・企業等の多様な主体同士の交流の機会を創出し、連携を図る業

務を行ってください。 

 必須業務（企画提案による） 

市民活動団体・行政・企業等、市民活動プラザの利用団体などの多様な主体の協働

による地域や社会の課題解決へ展開を視野に、各主体の相互理解の促進に対する考

えを示し、その実現のための交流連携の事業の企画を提案し、実施してください。 

※実施頻度：年３回以上 

（６）市民参加の機運醸成に関する業務 

 市民がまちづくりに関心を持ち、地域活動や市民活動団体の活動の参加につながる

ような機運の醸成を図るための啓発や周知の事業を提案し、実施してください。 

 必須業務（企画提案による） 

市民のまちづくりの参加についての考えを示し、その実現のための市民活動への

関心を高め、市民参加につながるような周知・啓発事業を提案し、実施してくださ

い。 

   

３ 「施設の運営に関する業務」について 

（１）施設利用促進に関する業務 

  必須業務（企画提案による） 

利用者の増加につながるように、市民活動プラザの設置目的や利用状況、施設の特

性を踏まえた効果的な利用促進の業務を提案してください。 

※（３）その他施設の運営に必要な業務を踏まえた企画提案がある場合は、ここで

提案してください。 

（２）市民及び市民活動のための施設の提供 

市民活動の拠点施設として、必須業務を踏まえて、利用者サービスの向上策など

による効果的で適切な施設運営の業務を提案してください。 
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 必須業務 

・市民の施設利用に際し、必要な説明、指導、助言等の対応を必ず行い、円滑な施設提

供を図ってください。 

・受付業務には適切な人員を配置し、利用者に対するサービスに支障なく対応してくだ

さい。 

ア 情報コーナーの設置 

市民活動プラザ内にチラシやポスターの掲示などで市民活動情報を提供する情報コ

ーナーを設けてください。 

イ パソコンコーナーの設置  

市民活動プラザ内にエクセル・ワード・パワーポイントの作成、インターネット

での情報検索、データの印刷などができるようパソコンコーナーを設けてください。 

なお、設置するパソコンは、４台以上とし、指定管理者でリースし、保守契約を行

ってください。その費用については、必要経費として計上することができます。 

また、パソコンを利用させる際には、使用簿を整備し、管理してください。 

※設置パソコンの全てでエクセル・ワード・パワーポイントが使用できるようにしてく

ださい。 

※設置パソコンは、それぞれ直接プリントアウトできるようにしてください。 

※設置パソコンの全てにセキュリティーソフトを導入するなどの対策を必ず行ってくだ

さい 

ウ 打合せスペース（フロア席）の設置 

  市民活動プラザ内に利用団体が打合せ等で使うためのスペースを確保し、机・椅子

を配置し、「フロア席」として運用してください。フロア席は、どなたでも利用できま

すが、施設の設置目的である市民活動目的での利用を優先する運用を行ってください。 

また、フロア席を利用させる際は、あらかじめ使用簿を整備するなどし、管理を

行ってください。また、当日の予約状況等について、市民活動プラザホームページ

及び佐賀商工ビルのシステム（会議室情報）に必要な情報を入力し、利用者に周知

を図ってください 

エ 相談コーナーの設置 

市民活動プラザ内に市民や市民活動団体が、市民活動やボランティアについて、気

軽に相談できるよう「相談コーナー」を設けてください。 

オ 受付窓口の設置 

指定管理者は、受付窓口を設置し、施設利用者に対し、施設の利用案内を行うとと

もに、必要な届出や利用登録、許可等に係る手続きを利用者に行わせてください。 

※利用料金が設定されている会議室等については、利用料金の徴収を行ってください。 

また、会議室等の利用においては、必要な準備と鍵の受渡しを適切に行い、使用後

には、机や椅子等の備品が適切に取り扱われ、定位置に設置または収納されているか
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を確認してください。 

①会議室の利用等 

・会議室の利用は、佐賀市の｢施設予約システム｣及び直接来館や電話等で予約を

受け付けます。 

・指定管理者は、会議室の予約を全て「施設予約システム」を用いて管理を行い

ます。 

※「施設予約システム」は、パソコンや携帯電話からインターネットを通じて佐賀

市のスポーツ施設の予約、および文化施設の予約状況確認ができるサービスです。 

※全職員がシステムを運用できるよう適宜研修等を実施してください。 

・4F 会議室 A,G と 7F 会議室 B,C および D,E はそれぞれ仕切をはずし一室として

利用できます。指定管理者は、予約状況・使用状況に応じて会議室の準備を行

ってください。 

・会議室の利用状況については、毎日、市民活動プラザホームページ及び佐賀商

工ビルのシステム（会議室情報）に必要な情報を入力し、利用者に周知を図っ

てください。 

②ロッカー等の利用等 

・ロッカー及び活動共同スペースの利用期間は、年度単位（4/1～翌年 3/31 まで）

とします。指定管理者は、翌年度の利用については毎年 2 月に募集し 3 月に決定

してください。 

また、利用者の管理状況を確認し、必要に応じて改善を指導してください。 

③レターケースの利用等 

・レターケースは、市民活動団体の情報交換、団体の住所として郵便物等の受け取

りに利用できるものとします。そのため、指定管理者は、郵便の送付があった場

合、当該レターケースに郵便物を入れてください。 

また、レターケースに空がある場合は、随時募集し、申し込みを受け付けてくだ

さい。利用者の管理状況を確認し、必要に応じて改善を指導してください。 

カ ワーキングスペースの設置 

①備品（機器）について 

・丁合機等の備品を適切に配置するとともに、利用者が作業できるスペースを設

けてください。 

・指定管理者は、利用者に対して、備品の使用方法等の指導を適宜行ってくださ

い。 

②コピー機及び印刷機について 

・指定管理者は、コピー機及び印刷機を設置してください。 

・利用者から使用料を徴収してください。また、使用料の額は、現在の使用料の額

を上回らない範囲で設定するようにしてください。 
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・コピー機及び印刷機の使用料は、用紙等に係る実費相当分の費用として、指定管

理者の収入にすることができます。 

（３）その他施設の運営に必要な業務 

ア 無料駐車券の配布 

佐賀商工ビル駐車場（敷地内）及び佐賀商工ビル提携駐車場の利用者については、

施設の利用時間に応じて適切に無料駐車券を配布してください。 

※配布基準等は、市と協議してください。 

※配布する無料駐車券は佐賀市で準備しますので、運営管理経費に算入する必要は

ありません。 

 

４ 「施設の管理に関する業務」について 

危機管理や安全対策への対応が適切で、利用者が快適な状態で利用できるような環境維

持を図り、施設・設備・備品の維持管理を適切に実施できるよう、以下の（１）～（４）

に記載した必須業務を踏まえた施設管理の業務を提案してください。 ※なお、マニュア

ル等を作成し、添付する必要はありません。 

※（４）その他施設の管理に必要な業務を踏まえた企画提案がある場合は、ここで提案し

てください。 

 

（１）危機管理・安全対策 

施設を安全かつ安心して利用できるよう、施設の保全予防に努めてください。 

・危機管理・安全対策のマニュアルを作成し、指定管理者内で周知徹底を図ってくだ

さい。 

・消防法における防火管理者の設置は必要ありません。 

・ビル管理組合において協議決定した事項に基づき定められた消防計画を遵守し、連

携を図ってください。※避難訓練等は、佐賀商工ビル管理組合が実施する避難訓練に参

加してください。 

・利用者の軽度のけが等に対応できるよう事務室等に簡易な医療品等を常備してくだ

さい。 

  ・危機管理・安全対策に必要と思われる研修等を職員に対し実施してください。 

・施設の警備については、佐賀商工ビルで行い、閉館している間は、機械警備となり

ます。 

・佐賀商工ビル用のセキュリティカード等については、指定管理者に対して、佐賀商

工ビル管理組合からの貸し出す形となります。 
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（２）環境維持管理（日常清掃） 

・施設の環境を維持し、快適な環境を保つため、日常清掃業務を適切に行ってくださ

い。 

・基本的な清掃の範囲は市民活動プラザ管理範囲部分とします。 

・床、テーブルをはじめ各種備品について、日常清掃により、ごみ、ほこり、汚れ等

がない状態を維持するものとします。 

・清掃日や時間の設定は施設利用者の妨げとならないように行ってください。 

※ビル全体での清掃管理は別途行われます。 

 ※職員で実施する場合は、運営管理体制にその旨記載してください。また、日常清

掃を外部に委託することも可能ですが、その場合の必要経費については、指定管

理の経費で計上してください。 

（３）施設・設備・備品の維持管理，軽微な修繕業務 

・佐賀市専有部分における建築物及び設備について、不具合が発生していないかどう

か、美観が維持されているかどうかについての簡便な点検を毎日行ってください。 

この点検確認は、専門的な資格や技能を必要としない目視による日常点検管理です。 

・備品については、施設の運営に支障をきたさないよう点検管理を行ってください。 

・佐賀市専有部分における建築物及び設備において発生した破損や不具合及び備品等

において発生した破損や不具合事故等についての対応や処理については、必ず佐賀

市と協議の上行うものとします。 

・施設・設備・備品の軽微な修繕は、指定管理者で実施していただきます。 

※修繕の規模については、佐賀市と協議となりますが、概ね１０万円未満／件の修

理となります。 

・専有部分の蛍光管の交換も行っていただきますが、必要な蛍光管は佐賀市で準備し

ます。 

・備品の購入は、原則、佐賀市が行います。設置については、事前に佐賀市との協議

が必要となります。 

・消耗品については、施設の運営に支障をきたさないよう適宜指定管理者が購入し、

管理を行ってください。 

（４）その他施設の管理に必要な業務 

その他施設の管理に必要な業務について、佐賀市と協議の上で実施していただきま

す。 
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５ その他の業務について 

事務を円滑に進めるため、以下の（１）～（１２）に記載した必須業務を踏まえ、施設

の運営管理に必要な収入・支出管理などの会計処理や各種報告書の作成・提出など施設の

運営管理に必要な事務的な業務について、佐賀市との関係性も踏まえて、提案してくださ

い。 

（１）施設の総務・経理業務 

 ・公の施設の運営管理であることを念頭に、円滑で適切な運営を行うとともに、出納帳

簿の作成等の適切な経理処理を行ってください。 

 ・従事する職員の労務・安全衛生管理を行ってください。 

（２）事務経費の執行業務 

   施設の運営管理上、必要な消耗品の購入や印刷製本などの経費を支払うとともに、

通信運搬費（電話料、通信回線利用料を含む。）、賃借料等の支払いを行ってください。 

（３）事業計画書の作成・提出 

指定管理者は、次の内容を記載した次年度の事業計画書を毎年度３月中旬までに市に

提出し、承認を得てください。 

①運営管理方針及び数値目標 

②運営管理の体制 

③運営管理の実施計画 

・実施スケジュール 

・収支計画 

④自主事業の実施計画 

・実施スケジュール 

・収支計画 

⑤その他運営管理に必要な事項 

（４）月次報告書等の作成・提出 

指定管理者は、次の内容を記載した月次報告書を作成し、翌月 10 日までに提出してく

ださい。 

①市民活動プラザの利用状況 

②運営管理業務の実施状況 

・市民活動に関する業務（情報収及び提供、相談支援、調査及び研究、研修及び講

座、交流連携、市民参加の機運醸成）の状況 

   ・施設運営に関する業務（会議室、活動共同スペース、ロッカー、レターケース等）

及び施設利用促進に関する業務の状況 

③市民活動プラザの収支状況 

利用料金収入状況及び運営管理経費収支状況 
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④その他必要な事項 

 ※自主事業：実施状況、会計状況は半期毎に報告 

（５）年次事業報告の作成・提出 

指定管理者は、毎年度終了後、市民活動プラザ運営管理業務に係る次の内容を記載し

た年次報告書を作成し、４月末日までに佐賀市に提出してください。 

また、指定の取消しなどにより，年度の途中で業務が終了した場合は、終了した日ま

での運営管理業務に関し、次の内容を記載した事業報告書を作成し、佐賀市に提出して

ください。 

①市民活動プラザの利用状況 

②運営管理業務の実施状況 

・市民活動に関する業務（情報収及び提供、相談支援、調査及び研究、研修及び講

座、交流連携、市民参加の機運醸成）の状況 

 ・施設運営に関する業務（会議室、活動共同スペース、ロッカー、レターケース等）

及び施設利用促進に関する業務の状況 

③市民活動プラザの収支状況 

利用料金収入状況、運営管理経費収支状況 

④自主事業の実施状況及び収支状況 

⑤その他必要な事項 

（６）定期協議の実施 

  佐賀市と指定管理者との連絡・報告等の定期協議を毎月 3回実施します。 

※緊急の場合など必要がある場合は随時協議の場を設けます。 

（７）勤務交代時の業務引継ぎの実施 

勤務交代時の業務の引継ぎについて、運営管理に必要な書類（日報等）を作成し、職

員間での情報共有・管理を行ってください。 

（８）指定管理者自己評価（運営評価）の実施 

 ア 評価の実施 

指定管理者は、佐賀市が定める評価表に基づき、自己評価を行います。運営評価は

年２回以上（上半期、下半期）実施し、毎年度終了後は、年間の総合評価を行ってく

ださい。また、佐賀市においても、同じ評価表を持って、指定管理者の運営管理に関

する評価をします。 

 イ 評価に基づく改善 

指定管理者は、組織外の方を委員とした外部評価委員会を設置し、第３者の目線で

の評価も行ってください。 

これらの評価結果に基づき、運営管理の改善を行っていくこととします。その際、

利用者アンケートを適宜行うなど、利用者の意見を反映させてください。 

※委員の人選は、事前に市と事前協議を行ってください。 
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（９）指定期間終了にあたっての引継ぎ業務 

次期指定管理者が指定された場合には、指定管理者は、円滑で支障なく運営管理がで

きるよう引継ぎを行わなくてはなりません。  

※引継ぎ及び準備業務のための業務契約は行いません。 

※引継ぎに係る経費は、指定管理者の負担とします。指定管理期間の最終年度に必要

な予算を計上してください。 

（10）佐賀市が行う市民活動に関する施策への協力 

市民活動プラザは、市民活動の拠点施設であることを十分に認識し、佐賀市と協力  

体制をとりながら、佐賀市が行う市民活動に関する施策への協力を積極的に行ってくだ

さい。また、佐賀市が市民活動プラザ内で実施する市民活動に関する事業において、別

途業務を委託した者への協力も同様とします。 

（11）保険への加入 

指定管理者は、本仕様書に定める自らのリスクに対して、適切な範囲で保険等に加入

するものとします。なお、その費用については、必要経費として計上することができ

ます。 

（12）その他施設の運営管理に必要な業務 

佐賀市から運営管理業務や経理状況等について報告書等の提出を求められた場合は、

随時作成し，提出してください。 

 

６ 協議 

指定管理者は、本仕様書に定めるもののほか、業務内容及び処理等について疑義が生じ

た場合、佐賀市と協議して決定するものとします。 

 

Ⅲ 留意事項 

１ 駐車場について 

  指定管理者が業務用の車の配置を計画する場合において、月極め等で佐賀商工ビル内

の駐車場を利用することはできません。 

また、短時間の業務に使用する場合にあって、荷物の搬出入等を除き、佐賀商工ビル

内の駐車場に駐車することはできません 

※佐賀市が市民活動プラザの利用者用に準備する無料駐車券は、指定管理者が業務で利

用することはできません。 

 ※職員が、勤務のために商工ビル駐車場及び提携駐車場に停車し、市民活動プラザ利用

者用の無料駐車券を使用することはできません。 
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２ 支出に関する留意事項 

明示した運営管理業務にかかる５年間の収支計画書を提出していただきます。 

収支計画書を作成する際に「市民活動プラザ事業概要書」を参考としてください。 

 

■佐賀市が負担する経費 

現在、以下の経費については、佐賀市が支出しています。 

 

・市民活動プラザに係る電気使用料 

・   〃      上下水道使用料 

・利用者用無料駐車券の購入（商工ビル及び提携駐車場用） 

・一般廃棄物の処理費（佐賀商工ビル管理組合の規定による。なお、産業廃棄物や機密

文書等の廃棄が発生する場合の費用は指定管理者の負担） 

・蛍光管の購入（市民活動プラザ用） 

・Wi-Fi の保守（佐賀市設置分） 

・市民活動プラザ公式ホームページの保守 

・施設予約システム（会議室予約）の保守 

 ・施設警備（夜間機械警備）、空調機器や消防設備等の法定点検にかかる経費 

 ・トイレ、エレベーター等の佐賀商工ビル共有部分にかかる経費 

 

■備品関係 

【佐賀市で用意する備品（主なもの）】 

・紙折り機   ・卓上丁合機  ・電動裁断機   ・電動パンチ  

・液晶プロジェクター   ・モバイルスクリーン  ・ワイヤレスアンプ  

・液晶テレビ  ・パンフレットラック   

※事務所用 

電話機、FAX、机、椅子、受付カウンター等 

※電話、FAX、インターネット等の使用料等は指定管理者の負担となります。 

【インターネットへの接続】 

  利用者用、事務用のパソコンでインターネットを利用するための無線ＬＡＮ環境につ

いて、以下の「現在設置している機器」を参考に準備してください。また、機器をリー

スする場合は、リース料を指定管理の経費に計上できます。 

 ［現在設置している機器（参考）］ 

  ・２４ポートスイッチ バッファロー ＬＳＷ３―ＧＴ―２４ＮＳＲ  １台 

  ・８ポートスイッチ  バッファロー ＬＳＷ４―ＧＴ―８ＮＳ    ４台 

  ・無線ＬＡＮ機器   バッファロー ＷＡＰＭ―ＡＰＧ３００Ｎ   １台 

  ・無線機器電源供給機 バッファロー ＢＪＩ―ＰＯＥ―１Ｐ／ＨＧ  １台 
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【指定管理者で準備する備品（必須）】 

・印刷機  ２台 

・コピー機 ２台    （カラーA3対応） 

・大判プリンター機 １台（カラーA0対応） 

・パソコン ４台以上  （利用者用） 

 

※上記の備品をリースで準備する際は、指定管理の経費に計上してください。 

 なお、備品として購入し、その経費を指定管理の経費で計上することはできません。 

※職員で使用する事務用のパソコン等、事務に必要な備品は指定管理者で準備してくだ

さい。 

   

 ［参考］現在使用中の機器 

機器 型式 台数 

印刷機 RISOGRAPH SF635 ２台 

コピー機 

(オンデマンド印刷機) 

RICOH Pro C5200S １台 

コピー機 RICOH MP C4504 １台 

大判プリンター機 Canon iPF8400S １台 

 

パソコン HP ProOne 600 G2All-in-One ４台 

 


