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第１． 総則 

１ 本書の位置付け 

本業務要求水準書は、秦野市（以下「本市」という。）が、秦野市立西中学校等複

合施設整備運営事業（以下「本事業」という。）を実施する事業者（以下「事業者」

という。）を募集及び選定するにあたり、応募者を対象に公表する「募集要項」と一

体のものとして提示するものであり、事業者の遂行する業務に係る要求事項として、

「施設の設計・建設に関する要求水準」、「施設の維持管理に関する要求水準」、「施設

の運営に関する要求水準」、「付帯事業に関する要求水準」から構成される。 

本書は、本事業の遂行に関し、本市が事業者に要求するサービスの水準を示し、応

募者の提案にかかる具体的な指針である。 

 

２ 本事業の目的 

超高齢化と人口減少社会が進む中で、義務教育をはじめとする必要性の高い公共施

設サービスを持続可能なものとするため、平成 22年 10月に「秦野市公共施設の再配

置に関する方針」、23 年 3 月には、この方針に基づく「秦野市公共施設再配置計画」

を策定し、この計画において、重点的に取り組むシンボル事業の一つである「義務教

育施設と地域施設の複合化」として、老朽化する学校教育施設や生涯学習施設等の公

共施設を複合化して建て替えを掲げている。本事業は、秦野市立西中学校体育館、プ

ール、武道場、特別教室（音楽室、調理室、美術室）及び秦野市立西公民館、秦野市

消防本部消防署西分署の複合化・集約化により、共用施設を圧縮し、効率的な管理運

営の実現を図るとともに世代間交流など地域コミュニティ拠点としての形成を図る複

合施設（以下「本施設」という。）を整備するものである。 

 

３ 性能規定 

本書は、本市が本事業に求める最低水準を規定するものである。 

応募者は、要求水準として具体的な特記仕様のある内容について、これを遵守して

提案を行うものとし、要求水準として具体的な特記仕様が規定されていない内容につ

いては、積極的に創意工夫を凝らした提案を行うものとする。 

 

４ 事業期間 

本施設の設計・建設期間及び維持管理・運営期間は、以下のとおりとする。 

（１） 設計・建設期間 

平成 28年 1月～平成 30年 8月末日 

本施設は、平成 30 年 8 月末日（ただし、北側敷地に設置する複合化施設は 30

年 5月末まで（開業準備期間を含む。）)までに設計図書に定められた工事を完成

させ、事業者は本市に施設を引き渡すこと。 (付帯事業に使用する別棟の建物は

除く。） 
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（２） 維持管理・運営期間（消防署西分署の一部の業務は除く） 

平成 30年 4月～平成 40年 3月末日 

なお、敷地の一部に付帯事業施設を整備する場合、事業期間は、本事業契約の

締結日から平成 50年 3月 31日までとする。ただし、南側敷地で付帯事業を実施

する場合は、本市による活用の可能性を十分に考慮し、協議により、この事業期

間を決定するものとする。 

 

（３） 供用開始 

平成 30年 6月 

ただし、後掲「第４．１．（９）利用形態の考え方」で示す学校専用利用、市

専用利用については 30年 4月からとする。 

 

５ 主体 

機能（施設） 土地所有者 建物所有者 維持管理 運営 

学校施設機能 

市 
市 

指定管理者 

（事業者） 

指定管理者 

（事業者） 
生涯学習機能 

実習機能 

消防署西分署 
市 

（事業者委託） 
市 

付帯事業施設※ 事業者 事業者 事業者 

※ 付帯事業施設を分棟として整備する場合 

 

６ 業務体制 

本事業の事業期間中、事業者は施設全体の総括責任者、設計・建設、及び維持管

理・運営業務の区分ごとの業務責任者を定め、業務の開始前に本市に届け出ること。

総括責任者及び業務責任者を変更する場合も同様とする。 

維持管理・運営業務を行う者は、その内容に応じ、必要な知識及び技能を有するこ

ととし、また、法令によって業務を行う者の資格が定められている場合には、当該資

格を有する者が業務を行うこととする。 

なお、維持管理・運営期間中の人事異動により体制の変更等が生じた場合には、速

やかに本市に通知すること。 

また、事業全体の一体性及び連続性に鑑み、総括責任者、維持管理業務責任者、運

営業務責任者は、業務開始の前に、設計・建設業務から引き継ぐべき業務内容、必要

事項、申送り事項等を遺漏なく伝え受けること。 

 

７ 遵守すべき法令等 

本事業の実施にあたっては、以下の法制度等並びに設計、建設、維持管理及び運営

業務の提案内容に応じて関連する関係法令、条例、規則等を遵守するとともに（仕様

書等については最新版を適用すること）、各種基準、指針等についても本事業の要求水
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準と照合すること。 

 

（１） 法令 

ア 学校教育法 

イ 学校保健安全法 

ウ 地方自治法 

エ 社会教育法 

オ 都市計画法 

カ スポーツ基本法 

キ 道路法 

ク 道路交通法 

ケ 下水道法 

コ 水道法 

サ 水質汚濁防止法 

シ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

ス 大気汚染防止法 

セ 騒音規制法 

ソ 振動規制法 

タ 駐車場法 

チ 建設業法 

ツ 建築基準法 

テ 労働基準法 

ト 建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律 

ナ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法） 

ニ 消防法 

ヌ 建築士法 

ネ 興行場法 

ノ 個人情報の保護に関する法律 

ハ 電気事業法 

ヒ 高圧ガス保安法 

フ 電波法 

ヘ 労働安全衛生法 

ホ 文化財保護法 

マ 独立行政法人日本スポーツ振興センター法 

ミ エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネルギー法） 

ム 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法） 

メ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 

モ 屋外広告物法 

ヤ その他関係法令 
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（２） 条例等 

ア 神奈川県地震災害対策推進条例 

イ 神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例 

ウ 神奈川県私設保育施設指導監督要綱及び私設保育施設指導監督基準 

エ 神奈川県自然環境保全条例 

オ 神奈川県生活環境保全等に関する条例 

カ 神奈川県地球温暖化対策推進条例 

キ 神奈川県海水浴場等に関する条例 

ク 秦野市屋外広告物条例 

ケ 秦野市災害対策本部条例 

コ 秦野市まちづくり条例 

サ 秦野市景観まちづくり条例 

シ 秦野市火災予防条例 

ス 秦野市建築基準条例 

セ 秦野市土地の埋立て等の規制に関する条例 

ソ 秦野市公民館条例 

タ 秦野市個人情報保護条例 

チ 厚生省生活衛生局長通知「室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的

測定法について」 

ツ その他関係条例等 

 

（３） 適用基準 

ア 建築工事 

(ｱ) 公共建築工事標準仕様書（建築工事編） 

(ｲ) 建築工事監理指針 

(ｳ) 建築工事標準詳細図 

(ｴ) 建築物解体工事共通仕様書 

(ｵ) 建築鉄骨設計標準及び同解説 

(ｶ) 官公庁施設の総合耐震計画基準及び同解説 

(ｷ) 公共建築工事積算基準 

(ｸ) 秦野市建築工事設計基準 

(ｹ) 秦野市工事等の管理監督及び検査規定 

イ  電気設備工事 

(ｱ) 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） 

(ｲ) 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編） 

(ｳ) 電気設備工事施工監理指針 

(ｴ) 電気設備工事施工マニュアル 

(ｵ) 建築設備計画基準 
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(ｶ) 建築設備設計基準 

(ｷ) 建築設備設計計算書作成の手引き 

(ｸ) 建築設備耐震設計・施工指針 

ウ  機械設備工事 

(ｱ) 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 

(ｲ) 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編） 

(ｳ) 機械設備工事施工監理指針 

(ｴ) 機械設備工事施工マニュアル 

(ｵ) 建築設備計画基準 

(ｶ) 建築設備設計基準 

(ｷ) 建築設備設計計算書作成の手引き 

(ｸ) 建築設備耐震設計・施工指針 

エ  土木工事 

(ｱ) 土木工事施工監理基準 

(ｲ) 道路構造物標準図集 

(ｳ) 公園緑地施設標準図集 

(ｴ) 神奈川県測量・調査・設計業務共通仕様書 

(ｵ) 神奈川県土木工事共通仕様書 

(ｶ) 神奈川県土木工事施工管理基準 

オ  維持管理 

(ｱ) 建築保全業務共通仕様書 

(ｲ) 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編） 

(ｳ) 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編） 

(ｴ) 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編） 

 

８ 災害時の拠点施設としての機能 

秦野市地域防災計画における避難場所として、西中学校・西公民館が定められてい

ることから、本施設がその機能を引き継ぎ、避難場所として位置づけられる予定であ

る。 

また、災害発生時には、災害対策に従事する市職員や各種防災機関からの派遣職員

などが活動するための拠点となり、また、災害要支援者（けが人、子ども、高齢者、

障害者、乳幼児等）のための避難場所として利用するなどの事態も想定される。この

ような場合の対応については、あらかじめ、市と事業者との協定により決定しておく

こととする。 

事業者は、災害が発生した場合には、神奈川県地震災害対策推進条例に基づき、学

校長及び教職員と協力し、館内にいる利用者、及び生徒を安全に避難するために誘導

すること。また、地域における公の施設の管理者としての立場を踏まえ、災害により
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運営の中断が余儀なくされる事態が発生した場合においても市と協議を行い、本施設

の維持管理業務等を行うこととする。 

 

９ 事業期間終了時の要求水準 

事業者は、維持管理及び運営業務を適切に行うことにより、事業期間が終了後も引

き続き使用できるよう、本施設を本書に示された良好な状態に保持していなければな

らない。 

また、事業者は、本事業の終了に際して、本市に対し、本施設を継続使用できるよ

う、操作要領、申し送り事項等の資料を提供して必要事項を説明するとともに、事業

期間終了後に行うべき長期修繕計画を策定して提出するほか、業務の引継ぎにあたっ

ての必要な協力等を行うこと。 

なお、付帯事業施設（別棟）については、事業期間終了時に本市と協議の上、土地

を更地で返還すること。 
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第２． 施設の設計及び建設に関する要求水準 

１  施設基本要件 

本事業は、秦野市立西中学校体育館等、西公民館、消防署西分署を複合化して整備

する。 

西中学校体育館等及び西公民館は、中学校利用時のセキュリティを確保しつつスペ

ースの共用化を図り、複合施設として効率的に整備する。消防署西分署は、複合施設

とは動線等を明確に分離して、分棟又は合築にて整備する。 
 

（１） 敷地条件 

ア 敷地概要 

(ｱ) 所在地  秦野市柳町２丁目５番 

(ｲ) 敷地面積 北側敷地約 5,500㎡   南側敷地約 4,600㎡ 

(ｳ) 法規制  北側敷地  第２種住居地域 建ペイ率 60％・容積率 200％ 

南側敷地  第１種住居地域 建ペイ率 60％・容積率 200％ 

準防火地域日影規制 ５時間―３時間  

(ｴ) 接道状況 北側道路  国道 246号線  約 16ｍ 

           西側道路  市道 858号線  約 5ｍ 

           南側道路（西公民館の南側道路） 市道 867号線  約 6ｍ 

           東側道路（西公民館の東側道路） 市道 882号線  約 4ｍ 

イ 敷地周辺地図 
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ウ 敷地の状況 

本事業の対象敷地は、青線で囲んだ北側敷地と紫線で囲んだ南側敷地とする。 

北側敷地は、既存消防署西分署、忠魂碑、テニスコートそれぞれ１ｍ程度の

段差がある。また、既存校舎（建物２）敷地とは１～３ｍの段差がある。南側

敷地は、平たん地である。 

２つある敷地のうち、複合化施設は、北側敷地に計画すること。南側敷地は、

将来の学校の建て替え予定地としており、駐車場やテニスコート等で活用する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

対象施設・敷地概要 

施設名 
主な建物等(延べ床面積 100 ㎡以上) 

備考 

建物№ 建築年 構造 階数 延床面積 

西中学校 建物 1 1962 RC 2 1,194 ㎡ 解体済み 

建物 2 1968 RC 4 2,749 ㎡ 本事業対象外 

建物 3 1979 RC 4 3,448 ㎡ 本事業対象外 

建物 4 2009 S 1 127 ㎡ 調理室（仮設） 

建物 5 1981 S 1 177 ㎡ 武道場 

建物 6 1968 - - (15×25m) プール 

建物 7 1968 S 1 851 ㎡ 体育館 

西公民館 建物 8 1973 RC 2 1,040 ㎡  

消防署西分署 建物 9 1974 RC 2 491 ㎡  

忠魂碑 - - - - - H27 敷地外に移設 

予定 

 

南側敷地

西中学校 2,910㎡
西公民館 1,438㎡
計 4,348㎡

北側敷地

西中学校 4,190㎡
消防分署 908㎡
計 5,098㎡

西中学校敷地 28,279㎡
西公民館敷地 1,438㎡
消防分署敷地 908㎡
計 30,625㎡

第１種住居地域第２種住居地域

約 5,500 ㎡ 約 4,600 ㎡ 
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エ 上下水道等 

上下水道等の現況は、次のとおりである。その他ガス、電気等については、

それぞれの事業所に確認すること。 

(ｱ) 水道 

西側道路 100㎜、南側道路 200㎜、東側道路 75㎜ 

(ｲ) 下水道 

ａ 雨水管 

  北側道路 1000～1100㎜ 

ｂ 汚水管 

  北側道路 250㎜、西側道路 200～250㎜、南側道路 200㎜、東側道路 200㎜ 

 

（２） 施設構成の概要 

北側敷地の本施設に導入する機能は、次のとおりである。 

なお、資料 1に示す面積は、確保すること。 

機能 諸室 必要な機能・構成 

学校施設 

機能 

体育館 

想定面積 1,600 ㎡程度 

・アリーナ（自由競技空間 12.5ｍ以上の天井高、バスケ

ットコート２面確保等） 

・ステージ（可動式でも可）、更衣室、倉庫等を設置 

屋内プール 

想定面積 1,000 ㎡程度 

・プール（水面積３５０㎡、25ｍ×14ｍ、6 コース） 

・ジャグジー又は採暖室（プール室に面した位置に設

置）・監視室・倉庫・更衣室を設置 

特別教室 

想定面積 600 ㎡程度 

・多目的室（武道場）、調理室（準備室を設置）、音楽室

（準備室を設置）、美術室（準備室を設置） 

生涯学習施設

機能 

想定面積 500 ㎡程度 

大会議室                                        

・スポーツ施設としても利用可能な構造 

・可動式ステージを設置 

・準備室、倉庫を設置 

会議室 
・可動仕切り等で分割使用を可能とする 

・視聴覚室、和室利用を可能とする 

情報提供ｺｰﾅｰ ・談話スペースや図書貸出スペース等 

防災機能 備蓄倉庫等 
・備蓄倉庫、非常用電源設備、、災害時用トイレ、情報ｲﾝ

ﾌﾗ設備等 

消防署西分署 

想定面積 1,000 ㎡程度 

・他の公共施設と分棟又は合築により整備する。 

・車庫、倉庫、事務室、給湯室、浴室、トイレ、共用部等 

その他 
駐車場、駐輪場、共用諸室[管理室、倉庫、便所(男女、みんなのトイ

レ)、機械室]、学校専用通路 

南側敷地

西中学校 2,910㎡
西公民館 1,438㎡
計 4,348㎡

北側敷地

西中学校 4,190㎡
消防分署 908㎡
計 5,098㎡

西中学校敷地 28,279㎡
西公民館敷地 1,438㎡
消防分署敷地 908㎡
計 30,625㎡

第１種住居地域第２種住居地域
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複合施設の各階機能イメージ図 

 

 
 

        

         
         

     
 

   

         
         
         
         
    

 

    
         
         
         
         
         
         
         
         

 

        
 

 
 

        

         
         
         
         
         
         

 

 
 

        

         
         
         
         
         
         

 

 
 

        

         
         
         
         
         
         
 

※イメージ図は例示であり、建物構成等は事業者からの企画提案に基づき決定することとなる。 



第２． 施設の設計及び建設に関する要求水準 

平成 27 年 2 月 20 日一部修正版 

 

 

11 

（３） 付帯事業施設について 

地域の活性化、市民や利用者の利便性を向上すると認められる付帯事業施設

の整備の提案を受け入れる。ただし、教育施設との複合化・集約化にふさわし

くない用途は認めない。 

 

（４） 道路の拡幅 

西側道路（市道 858 号）、南側道路（市道 867 号）は、車道有効幅 6ｍ及び歩

道 3ｍ、東側道路(南側敷地)は、中心後退 2.35ｍを整備する。 

なお、西側道路は、学校敷地に面する部分を含めて、整備する。 
 

（５） 階数・高さ 

建物の階数・高さは、事業者の提案によるが、本市では３階～４階建て程度

を想定している。また、スポーツ施設（大アリーナ・大会議室(小アリーナ)・

プール・多目的室(武道場)）は、競技に必要な天井高さを確保すること。 

 

（６） 整備の手順 

既存建物は、整備期間中も使用することから、本施設への移転後に解体撤去

(体育館の渡り廊下を含む。)する。 

消防署西分署は、全ての工事が完了する前から新施設を使用することとし、

必要な機能を確保し、遅滞なく業務の継続を可能とすること。 

 

２  施設設計要求水準 

施設設計に当たっては、一般的な教育施設等と同等の性能を確保することを基本と

する。なお、参考資料として本市教育施設等の施設設計データを貸し出すものとす

る。 

 

（１） 共通事項 

ア 社会性  

(ｱ)地域性 

ａ 地域コミュニティの拠点にふさわしい市民が集い交流する施設・外構計 

画等を行い、地域の交流拠点となる環境を創出すること。 

ｂ 周辺地域の生活環境に十分配慮を行い、プライバシー保護や騒音対策に 

配慮すること。 

(ｲ)景観 

表丹沢の山並の景観と調和するよう外観・色彩等に配慮すること。 

イ 防災性 

耐震性 

「官庁施設の総合耐震計画基準」に基づく以下の耐震性能を満足すること。 

ａ 構造体の耐震性：Ⅱ類 
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ｂ 建築非構造部材の耐震性：Ａ類 

なお、本施設は、避難所となることから、大規模空間の天井の崩落、

照明器具及び内装材並びに外壁等の落下防止策を講じること。 

ｃ 建築設備の耐震性：乙類、なお、消防西分署については甲類 

ウ 防犯・安全性 

(ｱ) 防犯性 

ａ 施設の運営及び維持管理方法と整合した防犯カメラ等の防犯設備を設

定し、外部からの人や物の侵入などを監視できること。 

ｂ ロッカー等、施設利用者の貴重品・所持品保管場所の盗難防止対策を

十分に行うこと。同時に施設利用者のプライバシーにも配慮すること。 

(ｲ) 利用者に対する安全性 

全ての利用者が安全に施設を利用できるようにすること。 

(ｳ) 開口部の安全確保 

子どもが利用する施設の開口部に使用するガラスは強化ガラスを基本とす

ること。それ以外の部分は「ガラスを用いた開口部の安全指針」によるもの

とすること。 

エ機能性 

(ｱ) 利便性 

ａ 歩行、自転車、自動車での来訪者の利便性と歩車分離に十分配慮するこ

と。 

ｂ ピロティや庇等を適切に配置し、降雨時でもアプローチしやすい施設と

すること。 

ｃ 学校利用と市民利用の双方に対応した効果的な動線及び諸室の配置計画

とし、時間帯によってエリアを区分して利用が容易にできる施設とするこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ 視認性に優れたサインを適切に配置することにより利用しやすい施設と

◆学校利用時

◆市民利用時

動線の明確な分離イメージ

複合施設

複合施設

( 体 育 機 能 )
(特別教室機能)

(スポーツ機能)
(公民館機能)

学校専用通路

廊
下
等

廊
下
等

オープン

オープン

クローズ

クローズ

学校

市民
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すること。サイン計画の詳細について、事業者は設計に先立ち本市と協議

すること。 

ｅ 各種大会、イベント用の機材・備品等の搬入路を確保すること。 

(ｲ) ユニバーサルデザイン 

ａ 高齢者、身体障害者等をはじめ誰もが不自由なく安全に利用できるユニ

バーサルデザインとすること。 

ｂ障害者用の誘導表示や点字案内、非常用警報装置等を適切に配置すること。 

(ｳ) 音環境 

ａ 遮音、吸音に配慮した室内音環境とすること。 

ｂ 周辺環境に与える騒音の抑制に努めること。 

ｃ 必要なＮＣ値を満たすこと。 

ｄ 消防車両出動時のサイレン音等は、学校教育活動への影響をできる限り

軽減するよう配慮すること。 

(ｴ) 光環境 

ａ 光害対策に十分配慮すること。 

ｂ アリーナは使用時の照度の確保及びグレアについて配慮すること。 

ｃ 積極的に自然光を利用し、省エネルギーと開放感の両立を図ること。 

(ｵ) 熱環境 

ａ 気温・気候等の屋外条件の変化や、人数・使用時間・作業内容等の使用

形態の変化等に対応できる空調システムとすること。 

ｂ 照明等の設備機器は、発生する熱負荷が低減されるものを採用すること。

また、機器等の使用により局所的に発生する熱負荷は、局所空調・換気に

よりできる限り発生源の近傍にて処理することで、周囲に与える影響を軽

減すること。 

ｃ 室温及び壁の構造を考慮することにより、室内に発生する表面結露及び

内部結露を抑制すること。 

(ｶ) 空気環境 

快適な利用やシックハウス対策のために必要な換気量を確保すること。 

(ｷ) 衛生環境 

給水・給湯設備、排水設備、空調設備、衛生器具設備等について、諸室に

必要な環境に応じた適切な衛生環境を確保すること。 

(ｸ) 振動 

連続振動や衝撃振動、床衝撃音等による心理的不安や生理的不快感を生じ

させないようにすること。 



第２． 施設の設計及び建設に関する要求水準 

平成 27 年 2 月 20 日一部修正版 

 

 

14 

(ｹ) 情報化対応性 

電源設備は、通信・情報システムに影響を及ぼすことなく、確実に機能す

るために、保守性及び安全性が確保されたものであること。 

(ｺ) 環境への配慮 

ａ 住宅等が立地する周辺環境に十分配慮すること。 

ｂ 環境負荷の低減に資する自然エネルギーの活用や省エネルギー化を図る

こと。 

ｃ 敷地内に緑地を確保すること。緑地面積については、事業者は、設計に

先立ち本市と協議すること。 

ｄ 地元産木材の活用に努めること。 

オ 経済・保全性 

(ｱ) 耐久性 

ａ 長寿命かつ信頼性の高い設備や機材を使用すること。ｂ 器具類は、耐久

性の高い製品を採用するとともに、十分な破損防止対策を行った上で、交

換が容易な仕様とすること。 

ｃ 漏水、金属系材料の腐食、木材の腐朽、鉄筋コンクリートの耐久性の低

下、エフロレッセンス、仕上材の剥離・膨れ、乾湿繰り返しによる不具合、

結露等に伴う仕上材の損傷等が生じにくい計画とするとともに、修理が容

易な計画とすること。 

(ｲ) フレキシビリティ 

市民ニーズの変化に素早く対応可能な、フレキシビリティの高いものとする

こと。 

(ｳ) 保守の作業性 

ａ 清掃及び点検・保守等の業務内容に応じた作業スペース、搬入・搬出ル

ート、設備配管スペース等の確保に努めること。 

ｂ 内外装や設備機器は、清掃及び点検・保守等が容易で効率的に行えるよ

うに努めること。 

ｃ 設備機器等は、各機器の寿命バランス・互換性の整合が図られ、更新作

業の効率性に留意すること。 

 

（２） 建築計画 

ア 配置計画 

(ｱ) 建物配置 

対象敷地内に本施設等及び駐車場、外構、テニスコート、駐輪場を計画す

ること。本施設のエントランスホールは、北側道路から計画する。また、本

施設と既存校舎（建物２）とは、移動における利便性、快適性、安全性を確

保し、１階部分に渡り廊下を接続することを想定している。 

また、本施設等及び対象敷地から一般の利用者が学校内に自由に出入りで
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きないようセキュリティを確保すること。 

(ｲ) 敷地形状（高低差） 

北側敷地において、既存の消防署西分署から解体済み校舎（建物１）等に

かけ高低差があるため、施設の利便性を考慮し、配置計画において配慮する

こと。 

(ｳ) 建物への出入口 

人の流れ、動線、雨、風等に十分に配慮したものとすること。 

(ｴ) 車の進入路 

a 北側敷地は、北側道路及び西側道路からの出入りとする。 

b 周辺道路への影響、歩行者の安全確保に配慮すること。 

（事業者は、設計に先立ち、本市及び警察と協議すること） 

(ｵ) 駐車場・駐輪場 

ａ 駐車場は、まちづくり条例の規定に基づき協議し、設けるものとするが

南側敷地も含め、100 台を目安とする。また、障害者等用駐車場を条例等

で必要な台数以上確保すること。 

ｂ 駐車中の原動機停止について、利用者へ周知するための看板等を設ける

こと。 

ｃ 各種団体による利用を考慮し、大型車輌のスペースの確保に努めること。 

ｄ 南側敷地の駐車場は、管理ゲートシステムにより管理を実施すること。 

ｅ 駐輪場（自動二輪車含む）は、まちづくり条例の規定に基づき必要台数

を設けるものとする。 

(ｶ) テニスコート 

ａ 南側敷地の既存校舎側に、軟式庭球に使用可能なテニスコートを２面確

保すること。 

ｂ 歩行者や近隣家屋等へ飛球しないよう必要な範囲、高さの防球ネットを

整備すること。 

c テニスコートは、学校利用時以外の市民利用の提案も可とする。 

(ｷ) 消防署西分署 

ａ 西分署は、国道に面する北側敷地に配置すること。また、緊急車輌出動

時の安全性を考慮し、「柳町」交差点より十分な距離を確保すること。 

ｂ 西分署の緊急車両は、全て屋内に駐車できるスペースを確保すること。 

ｃ 西分署の屋内駐車場の出入り口は、車両転回をするスペースが必要なた

め、国道 246 号との道路境界から 14ｍ以上、間口は 22m 以上とすること。 

ｄ 西分署の分棟又は合築に当たっては、上記ａからｃを満たすことを前提

に、敷地形状や整備の効率性を考慮し、提案すること。 

(ｸ) 防火水利用施設 

防火水槽及び消火栓の設置を想定している。なお、詳細は、本市と協議の

上、定めることとする。 
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イ  建物の構造 

本施設の構造は、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造を基本

とする。なお、一部を鉄骨造等にすることも可とする 

ウ  施設計画 

(ｱ) 諸室計画 

必要な諸室及び仕様、設備等は資料１による。 

(ｲ) プール 

ａ プールは、年間を通して学校利用時以外の市民利用を可能とする。また、

授業以外の部活動等の時間帯は、コースを市民利用と分割して、2～3 コー

ス利用することを想定している。 

ｂ 施設特性に配慮した結露防止策、塩素等によるアレルギー、臭い、腐食

防止策、空調負荷軽減策を図ること。使用する金属は、防錆・防腐食対策

を十分考慮したものとする。 

ｃ 対外部や、プールとその他施設間等は、結露対策として十分な断熱を行

うこと。 

ｄ 安全な仕上材の選定、端部処理等、利用者の安全に万全を期した内外装

にすること。 

ｅ プール本体槽の材料・構造は、耐久性、保温性、メンテナンス性、経済

性に配慮すること。 

 

（３） 設備計画 

ア 電灯・コンセント設備 

(ｱ) 高効率型器具、省エネルギー型器具、LED 照明器具等の採用を積極的に行

うこと。 

(ｲ) 高所に配置された器具は、容易に保守管理できるようにすること。 

(ｳ) 外灯は、自動点滅及び時間点滅が可能な方式とすること。 

(ｴ) 各室の照明は、管理室においても消灯できるようにすること。 

(ｵ) プール関連諸室等、水を扱う諸室に設置するコンセント設備は、漏電対策 

をすること。 

イ 受変電設備 

(ｱ) 受電方式は、業務電力とし、構内は、地中化を図った引込経路とすること。 

(ｲ) 負荷設備に適した変圧器構成とすること。 

(ｳ) 省エネルギー等に考慮した機器を選定すること。 

(ｴ) 映像・音響、情報通信、実験機器等への電源ノイズ障害が生じないよう

考慮すること。 

(ｵ) 受変電装置は、屋内設置、屋外設置ともに認めることとする。ただし、

屋外設置とする場合は、塩害その他耐久性に十分配慮すること。 

(ｶ) 電気室は、保守、増設スペース等を確保し、浸水・冠水等の対策を考慮
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すること。 

ウ 静止形電源設備 

(ｱ)  非常照明・受変電設備の制御用電源として直流電源装置を設けること。 

(ｲ)  コンピュータ等の停電時保障用に無停電電源装置を設けること。 

エ 非常用発電設備 

(ｱ) 各関連法規の予備電源装置として設けるとともに、施設内の重要負荷への

停電送電用として設置すること。(西分署は、優先して非常電源装置を設置

すること。) 

(ｲ) 対象負荷は、関連法規を満たすとともに、エレベーター・給排水ポンプ

類・無停電電源設備・管理室等の運用上必要な室の照明とコンセント等の

設備に送電可能とすること。 

(ｳ) 運転時間は、72時間以上とすること。 

オ 構内交換設備 

(ｱ) ダイヤルイン方式とし、必要に応じた回線数とすること。 

(ｲ) 建物内各室で使用する内線電話は、その機能のみの配管配線等を行い、電

話機を取り付けること。 

(ｳ) 適宜各フロアに配管配線等を行うこと。 

カ 構内情報通信網設備 

(ｱ) ＬＡＮを導入すること。幹線敷設用ケーブルラックを情報機器設置想定室

に敷設するが、図書館情報システムを除いては、本市の庁内ＬＡＮ回線へ

の接続を行うものについては不可とする。 

(ｲ) 無線ＬＡＮの導入は妨げない。 

キ 拡声設備 

(ｱ) 非常放送設備を備えること。 

(ｲ) 既存校舎及び管理室からチャイム・館内放送ができる設備とすること。 

(ｳ) 本施設と既存校舎の放送設備接続は本事業と一体で想定している。 

ク 誘導支援設備 

みんなのトイレに押しボタンを設け、異常があった場合、表示の点灯と警報

音等により管理室に知らせる設備を設置すること。 

ケ テレビ共同受信設備 

地上波テレビと衛星放送等の館内共聴設備を設けること。 

コ プール音響設備 

(ｱ) 明瞭度に優れ、防湿対策、塩素対策を行った音響機器一式を設置すること。 

(ｲ) 監視等にプールサイドで使用するマイク・スピーカ等の機器接続盤を設置    

すること。 
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(ｳ) 周辺機器には、ＣＤ、ＤＶＤ、携帯メモリー型音楽プレイヤー等が接続、

使用できる機材を導入すること。 

サ 防犯管理設備 

建物の出入口、駐車場等の防犯を行うため、建物等の出入口等に適宜防犯カ

メラを設置し、管理室にてモニター監視及び記録を行うこと。 

シ テレビ電波障害防除設備 

(ｱ) 施設の高さが 10ｍ以上の場合は、事前調査を実施すること。 

(ｲ) 本施設の建設に伴い、近隣に電波障害が発生した場合は、テレビ電波障害  

防除設備を設置すること。 

ス 中央監視設備 

(ｱ) 施設内の各設備運転情報、エネルギー管理ができる監視設備を設けること。 

(ｲ) 管理室に監視主装置を設置すること。 

セ 空調換気排煙設備  

(ｱ) 空調設備 

ａ 各室の用途に応じ、室内環境を考慮した空調システムを採用する。 

ｂ 熱源は、災害時の対応を考慮し、原則としてプロパンガスとすること。

ただし、より高効率かつ経済的な熱源の提案は妨げない。 

(ｲ) 換気設備 

ａ 空気環境の測定基準に則した除塵対策を行うこと。 

ｂ プールの湿気等が一般エリアに流入しないよう施設全体のエアバランス

を適切に保つ計画とすること。 

ｃ プール部に対応する各機器は、耐塩素仕様とし、機器の長寿命化を図る

こと。 

(ｳ) 排煙設備 

自然排煙を原則とするが、必要に応じて機械排煙設備を設けること。 

(ｴ) 自動制御設備 

管理室において各種設備機器の運転監視を可能とすること。 

ソ 給排水衛生設備  

(ｱ) 給水設備 

ａ 給水方式は、事業者提案とするが、一部は受水槽方式を採用すること。

受水槽内の水は、災害時に利用できるように配慮すること。 

ｂ 雨水を貯留し、植栽散水など中水利用を検討すること。 

(ｲ) 衛生器具設備 

ａ 清掃等維持管理に考慮して選定すること。 

ｂ 原則として温水洗浄付洋式便器とする。 

ｃ みんなのトイレは、「神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例」に
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適合するように整備すること。 

ｄ 便所は、子どもの利用にも配慮すること。 

ｅ 小便所は、自動洗浄とすること。 

(ｳ) プール循環ろ過設備 

ａ ろ過設備は、機能性・安全性の両面を経済的に実現できるものとする。 

ｂ オーバーフロー水の再利用については、十分な能力を有する浄化設備を

設置すること。 

ｃ ろ過及び付帯設備は、厚生労働省健康局長通知「遊泳用プールの衛生基

準について」を満たすこと。 

ｄ 吐出口・取水口等は、可能な限りプールの水質が均一になる位置に設置

すること。 

ｅ 「プールの安全標準指針」に基づき、吸込み事故防止対策を行うこと。 

ｆ 自動水質監視装置を設置し、プール水質の維持管理を行うとともに、維

持管理の省力化を行うこと。 

ｇ ろ過器の更新、メンテナンスを考慮した機器配置とすること。 

ｈ 新規補給水量が把握できるよう、専用の量水器等を設置すること。 

ｉ 補給水量の削減を考慮すること。 

ｊ 薬剤の補給を簡易に行えるシステムとし、かつ消費量を削減できるシス

テムとすること。また、高度処理装置を有すること。 

ｋ 水温維持及び設定水温への調整が簡易に行えるシステムとすること。 

ｌ 機器内部の不純物質除去・殺菌を行うなど、塩素臭拡散を防止又は低減

できる設備内容とすること。 

コ エレベーター設備 

(ｱ) １台以上設置し、障害者・高齢者対応型とすること。 

(ｲ) 管理室に運転監視盤、エレベーター用インターホンを設置すること。 

 

（４） 外構計画 

ア 敷地内排水設備 

(ｱ) 建物周囲及び建設予定地内の雨水を速やかに排水するよう排水設備を整

備すること。 

(ｲ) 雨水流末接続先について本市と協議すること。 

(ｳ) 雨水・汚水桝を新設又は撤去する場合は、物件築造申請許可書を本市へ提

出すること。 

(ｴ) 排水設備は、下水道関係条例に従うこと。 

イ 敷地内外灯 

(ｱ) 建設予定地内について主要な動線の範囲に設置すること。 

(ｲ) 自動点滅及び時間点滅が可能な方式を採用すること。 

ウ 外構の段差 

極力段差のない計画とすること。 
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エ その他の計画 

(ｱ) 必要な外構サインを計画すること。 

(ｲ) 緑化修景を図ること。 

 

３ 設計・建設及び解体撤去に関する業務 

（１） 業務区分 

ア 設計業務 

事業者は、本書に従って、以下の設計業務を行うこと。 

(ｱ) 事前調査 

(ｲ) 設計（基本設計及び実施設計） 

(ｳ) 監理 

イ 建設及び解体撤去工事業務 

事業者は、本書に示された要求水準に従って建設及び解体撤去、その関連業

務を行うこと。 

 

（２） 設計業務 

ア 事前調査 

設計時における事前調査を必要に応じ実施するものとする。事業者は調査に

先立ち調査概要及び日程等を記載した事前調査要領書を本市に提出し、確認を

受けること。なお、敷地測量図は資料２に示す。 

イ  設計 

設計に当たっては、法令、条例の規定について必要に応じ本市所管課と協議

し進めること。設計の着手に当たっては、業務担当者、設計工程、成果物、本

書との変更点からなる設計計画書を本市に提出し、確認を受けること。 

基本設計完了時の提出物は資料３、実施設計完了時の提出物は資料４に示す。 

ウ  設計業務についての留意事項 

(ｱ) 本市との調整 

本市と事業者との間で本施設の設計及び建設の全般についての協議を目

的とする「設計・建設協議会」を開催する。「設計・建設協議会」は、本

市と協議のうえ定期的に定例会を開催するほか、本市の要望等、必要に応

じ臨時会を開催する。 

(ｲ) 本市による任意の確認 

本市は、事業者に設計状況について説明若しくは書類の提出をいつでも

求め、確認することができること。 

(ｳ) 設計体制づくりと責任者の配置 

事業者は、設計責任者を配置し、組織体制と併せて設計着手前に書面で

本市に通知すること（類似施設の設計についての実績、設計者としての経

験等、設計に携わる者の実績・経歴を示す書面を添付すること）。 
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(ｴ) スケジュール表の提出 

事業者は、契約締結後速やかに、本事業全体の設計から施工（什器備品

整備を含む。）、施設引渡し、本市の所有権取得に対する支援及び必要な許

認可の取得、事前協議等を含む工程を示した全体スケジュール表を作成し、

本市に提出すること。 

(ｵ) 進捗管理 

設計の進捗管理を事業者の責任において実施すること。 

(ｶ) 設計変更について 

本施設を取り巻く環境の変化や法令等の変更によって、本市の要求事項、

設計に変更が生じる場合は、本市と協議し対応すること。 

 

（３） 許認可取得業務 

事業者は、設計内容について、本市が要求する機能を満たし、かつ事業者の提

案内容に適合するものであることを本市に確認を得た上で、各種業務を行うこと。 

ア 事前協議 

秦野市まちづくり条例に基づく事前協議を実施する。 

イ 各種申請等業務 

開発行為許可申請、計画通知(別棟の付帯施設は建築確認申請)、警察協議等、

建築工事に伴う各種許認可取得及び関係機関協議の手続きを事業スケジュール

に支障がないように実施する。 

 

（４） 建設及び解体撤去工事業務 

設計業務期間中に引き続き、本市と事業者との間で本施設の設計、建設及び

解体撤去の全般についての協議を目的とする「設計・建設協議会」を開催する。

「設計・建設協議会」は、本市と協議のうえ定期的に定例会を開催するほか、

本市の求め等、必要に応じ臨時会を開催する。 

ア 建設及び解体撤去工事 

(ｱ) 着工前業務 

ａ 事前調査等 

(a) 事前調査等を行う場合、調査に先立ち調査概要及び日程等を記載し

た事前調査要領書を本市に提出し、確認を受けること。 

(b) 近隣への説明を行うこと。 

(c) 建物及びその工事によって近隣に及ぼす諸影響を検討し、問題があ

れば適切な処置を行うこと。 

(d) 事前調査等が終了した時には、速やかに当該調査に係る報告書を作

成のうえ本市に提出し、確認を受けること。 

ｂ 施工計画書等の提出 

事業者は、建設工事着工前に詳細工程表を含む施工計画書を作成し、
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次の書類とともに本市に提出し、確認を受けること。 

（a）工事実施体制    

（b）工事着工届（工程表を添付） 

（c）現場代理人及び監理技術者届（経歴書を添付） 

（d）承認願（仮設計画書）   

（e）承認届（施工計画書） 

（f）承認届（主要資機材一覧表）  

（g）報告書（下請業者一覧表） 

（h）その他工事施工に必要な届出等 

(ｲ) 建設及び解体撤去期間中業務 

ａ 建設及び解体撤去工事 

(a) 各種関連法令及び工事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書及

び施工計画に従って施設の建設及び解体撤去工事を実施すること。事業

者は、工事現場に工事記録を常に整備すること。 

(b) 事業者は、本市から要請があれば施工の事前説明及び事後報告を行

うこと。 

(c) 本市は、事業者が行う工程会議に立会うことができ、なおかつ、何

時でも工事現場での施工状況の確認を行うことができる。 

(d) 本市は、必要に応じて追加の資料の提出を求めることができる。 

(e) 工事中における近隣住民への安全対策については万全を期すること。 

(f) 西小学校及び西中学校の通学路を工事車輛が通行する際は、十分に注

意し、児童生徒等の安全を確保すること。また、学校へは事前に説明し、

安全対策等の調整を行い、調整結果報告書を本市に提出すること。 

(g) 工事を円滑に推進できるように、必要な工事状況の説明及び整備を十

分に行うこと。 

(h) 工事完成時には施工記録を用意し、本市の検査基準による検査を受

けること。 

（工事施工における留意点） 

・「第２．１（１）ウ敷地」に示す本事業の対象敷地以外の中学校敷地

を工事で使用する場合は、事前に市と協議すること。 

・騒音・振動や悪臭・粉塵及び地盤沈下等、周辺環境に及ぼす影響につ

いて、十分な対応を行うこと。 

・万が一、周辺地域に悪影響を与えた場合は、事業者の責任において 

苦情等を処理すること。 

・隣接する建物や、道路、公共施設等に損傷を与えないよう留意し、工

事中に汚損、破損した場合の補修及び補償は、事業者の負担において

行うこと。 

・原則として、工事中に第三者に及ぼした損害については、事業者が負
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担すること。 

・工事中は、周辺その他からの苦情が発生しないよう注意するとともに、

万一発生した苦情その他については、事業者を窓口として、工程に支

障をきたさないように処理を行うこと。 

ｂ 工事監理業務 

(a) 事業者は、工事監理の状況を「工事監理報告書（月報）」にて毎月本

市に定期報告し、本市の要請があったときには随時報告を行うこと。 

(b) 工事監理業務は、常駐監理（建築担当者１名は最低常駐とする。）と

し、その内容は、「民間（旧四会）連合協定・建築監理業務委託書」に

示される業務とすること。 

(ｳ) 完工後業務 

ａ 完工検査及び完工確認 

完工検査及び完工確認は、次の「（ａ）シックハウス対策の検査」、

「（ｂ）事業者による完工検査」、「（ｃ）本市の完工確認等」の規定に即

して実施すること。 

ただし、これらの規定のうち該当する業務内容がない部分については、

これを適用しない。 

(a) シックハウス対策の検査 

・ 事業者は、次の「（b）事業者による完工検査」に先立ってホルム

アルデヒド、アセトアルデヒド及びトルエン、キシレン、エチルベ

ンゼン、キシレン、パラジクロロベンゼンの室内濃度を測定し、そ

の結果を本市に報告するものとする。測定は、事業者の整備する

備品の設置が終わった段階で行うこと。 

・ 測定値が「室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的測定

法について」（厚生省生活衛生局長通知）に定められる値を上回っ

た場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、次の「（c）

本市の完工確認等」までに是正措置を講ずるものとする。 

(b) 事業者による完工検査 

・ 事業者は、事業者の責任及び費用において、完工検査及び機器・

器具・備品等の試運転、検査等を実施すること。 

・ 完工検査及び機器・器具・備品等の試運転、検査等の実施につい

ては、それらの実施日の 14日前までに本市に書面で通知する。 

・ 本市は、事業者が実施する完工検査及び機器・器具等の試運転

に立会うことができる。 

・ 事業者は、本市に対して完工検査、機器・器具及び什器備品の

試運転の結果について必要に応じて検査済証その他の検査結果に関

する書面の写しを添えて報告すること。 

(c) 本市の完工確認等 

・ 本市は、事業者による前述「（b）事業者による完工検査」機
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器・器具及び什器備品の試運転検査後の終了後、以下の方法により

完工確認を実施すること。 

・本市は、事業者の立会いの下で、完工確認を実施すること。 

・工事完了後、許認可に基づく完了検査、まちづくり条例等の完了検

査及び許認可検査とは別に本市の完了検査に合格し引き渡しをする

こと。なお、工事完成検査の合格までは事業者が責任を負うものと

する。 

・ 事業者は、機器・器具及び什器備品の取扱に関する本市への説

明を、完工検査時の試運転とは別に実施すること。 

(d) 完工図書の提出 

完工時の提出物を資料５に示す。 

なお、完工写真の著作権等については、次のとおりとすること。 

・事業者は、本市による完工写真の使用が、第三者の有する著作権

を侵害するものでないことを本市に対して保証すること。かかる

完工写真の使用が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対し

て損害賠償の責を負い、又は必要な措置を講じなければならない時

は、事業者が、その賠償を負担し、必要な措置を講ずるものとする。 

・事業者は、完工写真の使用について次の事項を保証すること。完工

写真は、本市が行う事務並びに本市が認めた公的機関の広報等に、

無償で使用することができる。この場合、著作権名を表示しないこ

とができる。 

・事業者は、あらかじめ本市の承諾を受けた場合を除き、完工写真

が公表されないようにし、かつ、完工写真が本市の承諾しない第

三者に閲覧、複写又は譲渡されないようにすること。 

ｂ 備品の設置 

事業者は、施設の機能及び性能を満たすために必要な什器備品を設置

すること。 

(a) 什器備品の詳細は、「資料６ 什器備品リスト」に示す。 

(b) 什器備品については、初期整備分は本市の所有物又は事業者におい

てリース契約を結び借り受けるものとし、事業開始後に整備（新設・更

新）するものは、事業者の所有物又は事業者においてリース契約を結び

借り受けるものとする。 

(c) 什器は、リースであっても新品とする。 

(d) 付帯事業施設において必要な什器備品は、事業者の所有物とする。 

(e) 「資料６ 什器備品リスト」に示していない什器備品については、事

業者の提案によるものとするが、提案による什器備品についても事業者

の所有物又は事業者においてリース契約を結び借り受けるものとする。 

(f) 什器備品の調達方法（購入・リース方式等）は、事業者提案とする。 

(g) 什器備品は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及び揮発性有機化
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合物の放散量が少ないものを選定するよう配慮すること。 

(h) 事業者は、本市の完工確認までに耐震対策や動作確認などを行うこ

と。 

【什器備品の取扱いについて】 

 

（５） 開業準備業務 

事業者は、本施設施設完成後、円滑に業務を実施できるよう、供用開始日ま

での間に必要な準備を行うこととする。 

ア 事業者は、開業に先立ち、本施設の維持管理及び運営に必要な人材を確保し、

必要な開業準備を行うこととし、本市への本施設の引渡し予定日の 90 日前ま

でに開業準備計画書を作成し、本市の承認を受けなければならない。 

イ 開業後に円滑な業務の遂行がなされるよう、事業者は、開業準備期間中に本

市に対して必要な設備・機器等の操作説明等を十分に行うこと。 

 
初期整備 

を行う者 
所有者 

備品の保

守・更新

を行うも

の 

事業終了後の備品 

の扱い 
備考 

什器備品リスト 

（初期整備分） 
事業者 

本市 

(初期整備分 

以外について

は事業者が所

有) 

事業者 

本市が引き続き所有 

（事業者が所有するも

のについては本市に

無償譲渡） 

※リー

スに

より

調達

する

場合

を含

む 

什器備品リスト 

（建物と付加 

一体の場合） 

事業者 本市 事業者 本市が引き続き所有  

本市の持ち込み 

備品 
本市 本市 本市 本市が引き続き所有 

防災備蓄倉庫の備

品・消防用備品等 

付帯事業施設の

備品 
事業者 事業者 事業者 

撤去 

（又は本市と協議によ

り買取） 

※リー

スに

より

調達

する

場合

を含

む 
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ウ 事業者は、開業準備を完了し、かつ業務計画書にしたがって本施設の維持

管理及び運営を行うことが可能になった時点において本市に通知を行うこと。

本市は、維持管理業務及び運営業務の開始にあたり、必要な要件を満たして

いるか否かの確認を行う。 

また、本市と事業者との間で本施設の開業準備の全般についての協議を目的

とする「開業準備協議会」を開催する。「開業準備協議会」は、本市と協議の

うえ定例会を開催するほか、本市の求め等、必要に応じ臨時会を開催する。 

エ  開業準備業務 

(ｱ) 業務内容 

ａ マニュアルの整備 

ｂ 運営体制の確立及び従業者の研修 

ｃ 事業計画の策定及び開業後の実施に向けた準備 

(ｲ) 要求水準 

ａ マニュアルの整備 

(a) 事業者は、供用開始前の準備として、個人情報保護マニュアル、危

機管理マニュアル等、必要なマニュアルを作成し、本市の承認を得た

うえで、従事者等に周知徹底を図ること。 

(b) 事業者が本市の承認を受けた後にマニュアルを変更する場合は、本

市と協議を行い、承認を得ること。 

ｂ 運営体制の確立及び従業者の研修 

開業するまでの間に、従業者に対して業務内容や機械操作、安全管理、

救急救命、接客応対など、業務上必要な事項について教育訓練を行い、

開業後の円滑な運営体制を確立すること。また、個別業務を第三者に再

委託する場合においては、事業者の責任においてこれを行うこと。 

ｃ 事業計画の策定及び開業後の実施に向けた準備 

事業計画を策定し、本市の承認を得たうえで、その実施に向けて準備

を行うこと。 

オ  施設の利用促進に係る業務 

(ｱ) 業務内容 

ａ 広報・宣伝活動 

ｂ 開館前の利用申込受付 

(ｲ) 要求水準 

ａ 広報・宣伝活動 

開館の６ヶ月前までに本施設のパンフレット等及びインターネットホ

ームページを作成し、本市の広報物やその他各種媒体への情報提供を行

うなどして、施設の広報・宣伝活動を行うこと。 

ｂ 開業前の利用申込受付 

後掲「第４．２．（２）総合管理業務」で示す予約方法によらない方法
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による予約受付が必要になる場合には、暫定的に独自の受付方法を構築

し、開業後の業務に支障をきたすことのないようにすること。 

カ  開館式典及び内覧会等の実施に係る業務 

(ｱ) 業務内容 

ａ 市民や市関係者等を対象とした開館式典及び内覧会の実施 

ｂ 開館記念イベントの実施 

(ｲ) 要求水準 

ａ 開館式典及び内覧会 

(a) 記念式典及びセレモニー（テープカットやくす球イベント等を含む）

を企画し、実施すること。内容については事業者の提案とする。 

(b) 招待者の選定については、本市の指示に従うこと。 

(c) 内覧会は、開館式典に併せて実施すること。 

(d) 内覧会では、施設内の各所にスタッフを配置し、施設の説明を行う

とともに、安全管理及び誘導を行うこと。また、効果を高めるために、

利用体験やデモンストレーション等を実施すること。 

(e) 事前に企画案・実施計画等を本市に提出し、承認を得たうえで実施

すること。 

ｂ 開館記念イベント 

(a) 記念式典の実施の後、招待者でない市民も参加できる開館記念イベ

ントを実施すること。 

(b) 内容については、事業者の提案とするが、本施設にふさわしいイベ

ントを企画・実施すること。 

(c) 事前に企画案・実施計画等を本市に提出し、承認を得たうえで実施

すること。 
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第３． 施設の維持管理に関する要求水準 

１ 基本要件 

（１） 基本方針 

本事業の各施設において必要な業務を遂行する上で支障がないように、また

利用者が安全かつ快適に利用できるように、建物・建築設備、その他施設の性

能及び状態を、常時適切な状態に維持管理すること。 

なお、事業者は、次の事項を基本方針として維持管理業務を実施すること。 

ア 関係法令等を遵守すること。 

イ 予防保全を基本とすること。 

ウ 施設が有する機能及び性能等を保つこと。 

エ 創意工夫やノウハウを活用し、合理的かつ効率的な業務実施に努めること。 

オ 施設の環境を安全、快適かつ衛生的に保ち、利用者の健康被害を未然に防止

すること。 

カ 物理的劣化等による危険・障害等の発生を未然に防止すること。 

キ 環境負荷を抑制し、環境汚染等の発生防止と省資源、省エネルギーに努める

こと。 

ク ライフサイクルコストの削減に努めること。 

 

（２） 業務提供時間帯 

本施設の運営等に支障がないよう、業務区分ごとに業務提供時間帯を設定す

ること。なお、設定に当たっては、事前に本市と協議を行うこととする。 

 

（３） 業務区分 

維持管理業務の区分は、以下のとおりとする。 

ア 建築物保守管理業務 

イ 建築設備保守管理業務 

ウ 什器備品等保守管理業務 

エ 植栽・外構施設保守管理業務 

オ 環境衛生管理業務 

カ 長期修繕計画策定業務 

キ 清掃業務 

ク 警備業務 

ケ 駐車場管理業務 
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（４） 業務の対象範囲 

維持管理業務の対象範囲は、下表によるものとする。 

業務 
消防署西分署を 

除いた部分 
消防署西分署部分 

建築物保守管理業務 ○ ○ 

建築設備保守管理業務 ○ ○ 

什器備品等保守管理業務 ○ － 

植栽・外構施設保守管理業務 ○ ○ 

環境衛生管理業務 ○ ○ 

長期修繕計画策定業務 ○ ○ 

清掃業務 ○ ― 

警備業務 ○ ― 

駐車場管理業務 ○ ― 

 

（５） 業務計画書 

事業者は、維持管理業務の実施に先立ち、業務区分ごとに実施体制、実施内

容、実施スケジュール等の必要な事項を記載した「維持管理業務計画書」を本

市に提出し、確認を受けること。また、毎事業年度の開始前に、「維持管理業

務年間計画書」を本市に提出し、確認を受けること。 

 

（６） 業務報告書 

事業者は、維持管理業務に関する日報、月報、四半期報及び年度総括報を業

務報告書として作成し、本市に定期的に提出すること。 

 

（７） 施設管理台帳の作成 

施設管理台帳を整備・保管し、本市の要請に応じて提示すること。 

 

（８） 非常時・災害時の対応 

事業者は、安全管理に係る業務として事故防止に努め、事故及び災害発生時

に備え、緊急時の対応、防犯対策及び防災対策について、マニュアルを作成し、

従事者に研修を行うとともに、周知徹底を図ること。 

ア 事故防止・発生時の対応 

(ｱ) 事業者は、事故の発生の有無について記録し、本市に報告しなければな

らない。 

(ｲ) 施設利用者に急な病気やけが等が発生した時には、適切に対応するととも

に、事故発生時の状況と対応について詳細に記録し、直ちに本市に報告を

行うこと。 
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イ 災害発生時の対応 

非常時・災害時の対応は、次のとおりとする。 

(ｱ) 事故・災害等への対応については、あらかじめ本市と協議し、防災計画

を策定すること。 

(ｲ) 事故・災害等が発生した場合は、直ちに被害拡大の防止に必要な措置を取

るとともに、本市の担当者及び関係機関に通報すること。また、本施設に

設置する防災諸設備の機器を取り扱うとともに、各種警報機器の点検を怠る

ことなく日頃から火災等の未然防止に努めること。 

(ｳ) 本市に災害対策本部が設置された場合は、市災害対策本部と連携した災

害応急対応対策を行うこと。 

(ｴ) 本施設内において災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、

直ちに、初動の措置を講じ、本市の担当者及び関係機関に通報すること。 

(ｵ) 事故・災害等を想定した救助訓練を実施し、緊急時に適切な処置を行える

ように日頃から訓練しておくこと。本市が実施する防災・避難訓練等につ

いては、本市の指示に従って行うこと。 

(ｶ) 気象状況による警報発令時には速やかに施設の安全確認及び確保を行うこ

と。 

ウ  その他 

(ｱ) 事業者は、開業するまでの間に消防法施行令第３条第１項第１号に規定す

る甲種防火管理講習を受講し、防火管理者の資格を取得するものとする。 

(ｲ) 事業者は、開業するまでの間に救急活動計画書を作成し、秦野市消防長よ

り秦野市救急救命認定施設の認定を受けなければならない。 

(ｳ) 事業者は、開業するまでの間に救急救命認定施設として、市民の安全・安

心確保のため消防署の実施する応急手当講習会を受講すること。 

(ｴ) 防火管理者は、自衛消防訓練要領を作成し、通報、消火、誘導等一連の訓

練を実施するものとし、この訓練の実施と合わせ、消防設備等の取扱い及び

警戒宣言が発せられた場合の対応訓練を実施するものとする。この訓練の実

施時期は年度前半期及び後半期とし、実施しようとするときは、消防本部に

通報すること。 

 

（９） 点検及び故障等への対応 

点検及び故障等への対応は、計画書に従って速やかに実施すること。 

 

（１０） 本市との調整 

本市と事業者との間で本施設の維持管理及び運営の全般についての協議を目

的とする「維持管理・運営協議会」を開催する。「維持管理・運営協議会」は、

本市と協議のうえ定期的に定例会を開催するほか、本市の求め等、必要に応じ

臨時会を開催する。 
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（１１） 用語 

施設の維持管理に関する要求水準において使用する用語の定義は、次のとお

りとする。 

ア 機能：目的又は要求に応じてものが発揮する役割 

イ 性能：目的又は要求に応じてものが発揮する能力 

ウ 劣化：物理的、化学的及び生物的要因により、性能が低下すること。ただし、 

地震や火災等の災害によるものを除く。 

エ 保全：建築物（設備を含む。）及び外部施設等の対象物の全体又は部分の機能 

及び性能を使用目的に適合するようにすること。 

オ 点検：建築物等の機能状態や減耗の程度等を予め定めた手順により調べるこ 

と。 

カ 保守：建築物等の初期の性能及び機能を維持する目的で、周期的又は継続的 

に行う注油、小部品の取替え等の軽微な作業。 

キ 運転・監視：設備機器を稼動させ、その状況を監視すること及び制御するこ 

と。 

ク 修繕：劣化した部位・部材又は機器の性能・機能を現状（初期の水準）又は 

実用上支障のない状態まで回復させること。ただし、保守の範囲に含 

まれる定期的な小部品の取替え等を除く。 

ケ 更新：劣化した部位・部材や機器等を新しいものに取り替えること。 

 

２ 業務の要求水準 

（１） 建築物等保守管理業務 

ア 業務の対象 

建築物等保守管理業務の対象は、本施設とする。 

本施設の建築物等の機能と環境を維持し、公共サービスが常に円滑に行われ

るように、関連法令に基づく建築物等の点検、保守、修繕及び報告を実施する

こと。 

イ 業務の方針 

(ｱ) 日常（巡視）保守点検業務 

建築物等が正常な状況にあるかどうか、点検表を作成のうえ現場を巡回し

て五感により観察し異状を感じたときには正常化に向けた措置を行うこと。 

(ｲ) 定期保守点検業務 

建築物が正常な状況にあるかどうか、五感の他、測定等により建築物等の

状態を確認し、建築物等の良否を判定のうえ点検表に記録するとともに建築

物等の各部位を常に最良な状態に保つこと。 

(ｳ) クレーム対応 

ａ 申告等により発見された不具合の修理を行うこと。 

ｂ クレーム、要望、情報提供等に対し、迅速な判断により対処すること。 

ｃ クレーム等発生には現場調査、初期対応等の措置を行うこと。 
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(ｴ) 修繕業務 

業務計画書及び必要に応じて、修繕・更新を行うこと。 

(ｵ) 緊急修繕業務 

本施設の利用者・不審者の故意・過失で生じた破損に関して、必要に応じ

て緊急修繕業務を行い、本市に報告すること。 

ウ 要求水準 

(ｱ) 内壁、外壁（柱を含む。） 

仕上材や下地における浮き・剥落・ひび割れ・破損・変色・錆付き・腐

食・チョーキング・エフロレッセンス等の防止及び発生時の補修を行うこと。 

(ｲ) 床 

ａ 仕上材や下地における浮き・剥れ・ひび割れ・腐食・極端な磨耗等の

ないようにすること。 

ｂ その他、各スペースの特性に応じた利用に支障のないようにすること。 

(ｳ) 屋根 

ａ 漏水のないようにすること。 

ｂ ルーフドレイン及び樋が正常に機能するようにすること。 

(ｴ) 天井 

仕上材や下地における浮き・剥落・脱落・ひび割れ・破損・変色・錆付

き・腐食・チョーキング等の防止及び発生時の補修を行うこと。 

(ｵ) 建具（扉・窓・窓枠・シャッター・可動間仕切等） 

ａ 所定の水密性・気密性・断熱性・遮音性が保たれるようにすること。 

ｂ 各部にひび割れ・破損・変形・仕上げの変色・劣化・錆付き・腐食・

結露やカビの発生・部品の脱落等が起きないようにすること。 

ｃ 開閉・施錠装置、自動扉等が正常に作動するように維持すること。 

(ｶ) エレベーター 

       ａ 扉の開閉に異常がないこと。 

ｂ 昇降時に異音等の発生がないこと。 

(ｷ) 階段 

ａ 通行に支障・危険を及ぼすことのないようにすること。 

ｂ 仕上材・手摺等に破損・変形・緩み等がないようにすること。 

(ｸ) 手摺等 

ぐらつき、ささくれ等がないこと。 

(ｹ) 畳 

美観上支障がなく、ダニ等の発生がないこと。 

(ｺ) プール 

漏水がないこと。 

エ その他 

(ｱ) 建築物内外の通行等を妨げず、運営業務に支障をきたさないこと。 
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(ｲ) 建築物において重大な破損、火災、事故等が発生し、緊急に対応する必要

が生じた場合の被害拡大防止に備えること。 

 

（２） 建築設備等保守管理業務 

ア 業務の対象 

建築設備保守管理業務の対象は本施設の各種建築設備とする。 

イ 業務の方針 

(ｱ) 運転・監視 

ａ 諸室の用途、気候の変化、利用者の快適性等を考慮に入れて、各設備

を適正な操作によって効率よく運転・監視すること。 

ｂ 運転時期の調整が必要な設備に関しては、本市と協議して運転期間・

時間等を決定すること。 

ｃ 各施設の運転中、点検及び操作・使用上の障害となるものの有無を点

検し、発見した場合は除去又は適切な対応を取ること。 

(ｲ) 法定点検等 

ａ 点検及び報告を実施すること。 

ｂ 各設備の関連法令の定めにより、点検を実施すること。 

ｃ 点検により設備が正常に機能しないことが明らかになった場合には、

適切な方法（保守、修繕、交換、分解整備、調整等）により対応するこ

と。 

(ｳ) 定期点検 

ａ 各設備について、常に正常な機能を維持できるよう、設備系統ごとに

定期的に点検・対応を行うこと。 

ｂ 点検により設備が正常に機能しないことが明らかになった場合又は何

らかの悪影響を及ぼすと考えられる場合には、適切な方法（保守、修繕、

交換、分解整備、調整等）により対応すること。 

(ｴ) 劣化等への対応 

劣化等について調査・診断・判定を行い、適切な方法（保守、修繕、交換、

分解整備、調整等）により迅速に対応すること。 

(ｵ) 故障・クレーム対応 

ａ 申告やアラーム等により発見された軽微な故障の修理を行うこと。 

ｂ クレーム、要望（ブレーカー断からの早急な復旧・暑い・寒い等）・情

報提供等に対し迅速な判断により対処すること。 

ｃ 故障、クレーム発生時には現場調査・初期対応・処置を行い、必要に

応じ速やかに本市に報告すること。 

(ｶ) 修繕業務 

業務計画書及び必要に応じて、修繕・更新を行うこと。 



第３． 施設の維持管理に関する要求水準 

平成 27 年 2 月 20 日一部修正版 

 

 

34 

ウ 要求水準 

(ｱ) 照明 

ａ すべての照明、コンセント等が常に正常に作動するように維持するこ

と。 

ｂ 破損、腐食、その他の欠陥がないよう維持し、必要に応じて取り替え

ること。 

(ｲ) 動力設備・受変電設備・自家発電設備 

ａ すべての設備が正常な状態にあり、損傷、腐食、油の漏れ、その他の

欠陥がなく完全に作動するよう維持すること。 

ｂ 識別が必要な機器については、常に識別が可能な状態を維持すること。 

ｃ 自家用電気工作物の保安管理をすること。 

(ｳ) 通信（電話・情報・テレビ共同受信等） 

ａ すべての設備が正常な状態にあり、損傷、腐食、その他の欠陥がなく

完全に作動するよう維持すること。 

ｂ バックアップが必要なものについては、適切に処置すること。 

(ｴ) 飲料水の供給・貯蔵・排水 

ａ すべての配管、バルブ、蛇口等が確実に取り付けられ、清潔であるこ

と。 

ｂ すべての設備が完全に機能し、漏水がない状態に維持すること。 

(ｵ) 排水とごみ 

ａ すべての溝、排水パイプ、汚水管、排水管、下水溝、ゴミトラップ等

は、漏れがなく、腐食していない状態を維持すること。 

ｂ すべての排水が障害物に邪魔されずスムーズに流れ、ゴミトラップに

悪臭がないように維持すること。 

(ｶ) 給湯 

ａ すべての配管、温水器、貯蔵タンク、ヒーター、ポンプ、バルブ、蛇

口、その他の機器がしっかりと固定され、空気、水、煙の漏れが一切な

い状態を維持すること。 

ｂ すべての制御装置が機能し、効率が最大になるよう正しく調整するこ

と。 

(ｷ) 空調・換気・排煙 

ａ すべてのバルブ、排気管、その他の機器が完全に作動しながら、エネ

ルギー使用量が最小限に抑制でき、温度等が正しく調整されるようにす

ること。 

ｂ すべての制御装置が機能し、正しく調整されていること。 

(ｸ) エレベーター設備 

ａ すべて必要時に適切に作動するようにすること。 

ｂ 監視装置は常時、正常に作動するようにすること。 

ｃ 年２回の定期点検を実施し、本市に報告すること。 
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(ｹ) 防災設備 

ａ すべての防災設備が正常に作動するように維持すること。 

ｂ 年２回の防災設備点検を実施し、本市に報告すること。 

(ｺ) その他 

設備や備品の交換・追加に伴う業務対象の追加、仕様書の変更等が生じた

場合には、それを適切に維持管理計画に反映させた上で、上記要求水準に応

じた保守管理を行うこと。 

 

（３） 什器備品等保守管理業務 

ア 業務の対象 

什器備品等保守管理業務の対象は、本施設（消防署西分署を除く。）内の什器

備品（本市の所有物を除く。）及び消耗品とする。 

イ 業務の方針 

(ｱ) 什器備品、消耗品の管理を行うこと。 

(ｲ) 什器備品修理、発注・購入を行うこと。 

(ｳ) 消耗品の発注・購入を行うこと。 

(ｴ) 什器備品の更新を行うこと。 

(ｵ) 什器備品の買い替え、更新費用は事業者の負担とすること。 

ウ 要求水準 

(ｱ) 常に利用者が什器備品を安全に使える状態を維持すること。 

(ｲ) 施設運営上必要な什器備品を適宜整備し、管理を行うとともに、不具合の

生じた什器備品については、随時更新を行うこと。 

(ｳ) 消耗品については、在庫を適切に管理し、不足がないようにすること。 

(ｴ) 施設の什器備品については、備品台帳を作成し、管理を適正に行うこと。 

 

（４） 植栽・外構施設保守管理業務 

ア 業務の対象 

植栽・外構施設保守管理業務の対象は、本事業で整備する植栽・外構施設と

する。 

イ 業務の方針 

施設の機能と環境を維持し、公共サービスが常に円滑かつ快適に行われるよ

う、植栽・外構施設について、点検・維持・保守・修繕・交換処理を行う。 

植栽・外構施設の保守管理に当たっては、あらかじめ定められた要求水準を

満たすための適切な業務計画を作成し実施すること。 
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ウ 要求水準 

(ｱ) 外構施設 

ａ 外構施設全般 

本施設の玄関周り及び敷地案内等の公共性の高い場所・設備は、日常

的に清潔・美観を保つこと。 

ｂ 埋設配管、側溝、暗渠、排水桝 

排水設備、溝、水路等は、ごみ、泥、その他の障害物が外から入らな

いようにし、きれいにしておくこと。 

(ｲ) 植栽 

ａ 関係法令により整備するものも含め、本施設の緑化等の植物を保護・

育成・処理して豊かで美しい環境を維持すること。 

ｂ 状況と植物の種類に応じて適切な方法により施肥、散水及び病害虫の

駆除などを行い、植栽を良好な状態に保つこと。 

ｃ 樹木が折れたり倒れたりすることのないよう管理し、必要に応じて剪

定を行うこと。 

(ｳ) 外灯照明 

ａ すべての照明、コンセント等が常に正常に作動するように維持するこ

と。 

ｂ 破損、腐食、その他の欠陥がないよう維持し、必要に応じて取り替え

ること。 

 

（５） 環境衛生管理業務 

ア 業務の対象 

環境衛生管理業務の対象は、本施設とする。 

イ 業務の方針 

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づいて、本施設の環

境衛生管理を行うこと。また、建築物環境衛生管理技術者を選任すること。 

ウ 要求水準 

(ｱ)  維持管理業務計画書において、年間管理計画及び月間管理計画を作成す

ること。 

(ｲ)  管理計画に従い、環境衛生管理業務を行うこと。 

(ｳ)  管理計画及び臨時に必要と認められた事項について、測定、検査、調査

を実施して、適切な対応を図ること。 

(ｴ)  測定、検査、調査その他の活動によって、特に改善・変更を要すると認

められた事項については、具体的にその内容を明らかにした文書を作成し、

その都度、総括責任者及び本市に意見を具申すること。 

(ｵ)  管理計画のほか、測定、検査及び調査等の記録並びに評価等に関する書

類、関係官公庁等への報告書その他の書類を作成すること。 
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(ｶ)  関係官公庁の立入り検査の際には、その検査に立会い、協力すること。 

(ｷ)  関係官公庁から改善命令を受けたときには、その主旨に基づき、関係す

る業者に周知するとともに、具体的な改善方法を総括責任者及び本市に具

申すること。 

 

（６） 長期修繕計画策定業務 

建築物、建築設備及び外構施設について、事業終了後の大規模修繕を見据え

た長期修繕計画を作成すること。 

ア 業務の対象 

長期修繕計画の対象施設は、本施設及び付帯設備とする。 

イ 業務の方針 

本市が効率的・効果的に適切な大規模修繕に取り組むことができるよう、具

体的な修繕計画を策定すること。 

ウ 要求水準 

(ｱ) 建物の耐用年数、消耗度等に照らし、各部分の大規模修繕時期を示すもの

であること。 

(ｲ) 大規模修繕が必要な場所の修繕履歴を示すとともに、消耗具合を具体的に

示すものであること。 

(ｳ) 特殊機材（すでに製造中止で手に入らないなど）を使用している場合、そ

の内容を示すとともに、代替できる機材があれば表示すること。 

(ｴ) その他、事業終了時に発生している不具合について報告書にまとめること。 

 

（７） 清掃業務 

ア 業務の対象 

清掃業務の対象範囲は、本敷地内施設の建物内外部及び外構施設とする。 

イ 業務の方針 

(ｱ) 本施設の環境･衛生を維持し、機能及び見た目においても快適な空間を保

つこと。 

(ｲ) できる限り業務及び利用者の妨げにならないように清掃を実施すること｡ 

(ｳ) 利用者からの清掃に関するクレームが発生しないよう適切な業務を遂行す

ること。 

(ｴ) 業務に使用する用具及び資材等は、常に整理整頓に努め、人体に有害な薬

品等は関係法令等に準拠し厳重に管理すること。 

(ｵ) 清掃箇所の状況を踏まえ、日常清掃（日単位から週単位の短い周期で行う

清掃）と定期清掃（月単位、年単位の長い周期で行う清掃）を組み合わせて

行うこと｡ 

(ｶ) 業務に使用する資材・消耗品については、グリーン購入法の特定調達物品
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の使用に努めること。 

(ｷ) 清掃用具、洗剤等の資機材やトイレットペーパー等の衛生消耗品は、全て

事業者の負担とすること。 

ウ 要求水準 

(ｱ) 共通事項 

ａ 施設清掃 

(a) 目に見えるごみ、ほこり、汚れがない状態を維持し、美しい環境を

提供すること。 

(b) 安全で衛生的な環境を提供すること。 

(c) 清掃の必要が生じた場合は、速やかに対応すること。 

(d) 満足度等の利用者調査結果を反映させ、必要に応じ改善を行うこと。 

(e) 施設内（建具も含む。）、外壁、屋根は材質や仕上げに応じた適切な

方法により清掃・保全を行い、劣化防止に努めること。 

(f) 鍵の使用は、清掃に必要な部署に限定し、必ず所定の場所へ返却す

ること。 

(g) 清掃業務担当者は、勤務時間中は職務にふさわしい制服を着用する

こと。 

(h) その他必要に応じて清掃を行い、特に汚れが著しい場合は、適切な

洗剤を使用して清掃すること。 

ｂ 害虫駆除業務 

関係法令に基づき、適切な方法でネズミ・ゴキブリ等の駆除を行うこ

と。 

ｃ 廃棄物処理業務 

(a) ごみは、原則として持ち帰るということを利用者に徹底すること。 

(b) 必要なごみ箱（自動販売機等物品販売者の責任で処分するもの等）

については、満杯にしないよう定期的にチェックすること。 

(c) 事業者は、関係法令に従い、施設内より発生する全てのごみの収

集・運搬・処理を行い、始業前にはごみ・汚れがない状態にすること。 

(d) ごみは、指定の方法により分別を行い、本市で定めた方法により処

理すること。 

(e) ごみ置き場は、衛生的に維持すること。 

(ｲ) 施設別の特記事項 

ａ 体育館・大会議室・武道場（多目的室） 

床は、こまめに汗をふき取るなど、清潔な状態を保つこと。 

ｂ プール 

(a) プール槽は、始業前にゴミの有無を確認し、汚れている場合、水中

クリーナーで水底のゴミを除去すること。 

(b) 壁面に水垢等が付着している場合は、ブラシ等により水洗いするこ

と。 
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(c) プールサイドは、営業時間前後に散水ホース等により毎日清掃する

こと。 

ｃ その他諸室 

(a) 更衣室、シャワー室、トイレ等の水まわりの衛生陶器類や棚などは、

適切な方法により、清潔な状態に保つこと。特に、髪の毛などの汚れ

に留意すること。 

(b) 洗面台・鏡･間仕切り等付帯設備は、汚れ･破損のない状態を保つこ

と｡ 

(c) 衛生消耗品（トイレットペーパー等）は、常に補充された状態にす

ること｡ 

(d) 排水口のごみ詰まりがないようにし、常にスムーズに排水されるよ

うに清潔にしておくこと。 

(e) カビ、においの発生のないように努めること。 

(f) 開館時間中の清掃はプライバシーに配慮して行うこと。 

ｄ 駐車場 

駐車場内の通路、壁、舗装部分等において、ごみや泥のない清潔な状

態を維持するほか、ガラスの破片・くぎ等の安全面にも配慮すること。 

ｅ 外構 

(a) 建物周囲、出入口周辺、排水管、汚水管、雨水桝等が泥、ほこり、

ごみ、落ち葉等の汚れや詰まりのないよう清潔な状態を維持し、美

観を保つこと｡ 

(b) 定期的に外壁及び外部建具の清掃、排水溝及びマンホール等の清掃、

植栽の剪定を行うこと。 

 

（８） 警備業務 

ア 業務の対象 

警備業務の対象は、本敷地内施設の建物内外部及び外構施設とする。 

イ 業務の方針 

業務の対象となる施設全般を保全し、利用者の安全を守り、サービスの提供

に支障を及ぼさないよう、警備業法を遵守し、適切な防犯・防災警備を実施す

ること｡ 

ウ 要求水準 

(ｱ) 施設の用途・規模・開館時間・利用状況等を勘案して適切な警備計画を立

て、犯罪・事故等の未然防止に努めること。 

(ｲ) 警備業法、消防法、労働安全衛生法等関連法令及び監督官庁の指示等を遵

守すること。 

(ｳ) 365日、24時間、施設の警備を行うこと。 

(ｴ) 警備方法は、機械警備を原則とし、必要に応じて有人警備を行うこと。 
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(ｵ) 大会・イベント時には、利用者の混乱を避け安全が確保できるよう警備体

制を整えること。 

(ｶ) 急病、事故、犯罪、火災等が発生したとき又は発生のおそれがあるときは、

直ちに現場へ急行し、適切な処置を行ったのち、総括責任者を経由して、本

市及び関係機関に通報すること。施設内において異常を発見した場合にも、

速やかに総括責任者、本市及び関係機関に連絡するなど、適切な初期対応

を行うこと。 

(ｷ) 不審者・不審物を発見した場合には、警察への通報等、適切な処置を行う

こと。 

(ｸ) 有人警備を行う場合、警備員は、全て厳正な服務規律にのっとり、勤務時

間中、服務にふさわしい服装をするとともに、公共施設で働く者としてふさ

わしい態度・言葉遣いをもって、丁寧に利用者に接すること。 

(ｹ) 事業者は、警備員が利用者に接する態度・言葉づかい等について、必要に

応じて指導・研修を行うこと。 

 

（９） 駐車場管理業務 

ア 業務の対象 

駐車場管理業務の対象は、本事業で整備される駐車場とする。 

イ 業務の方針 

本施設の利用者等の適正な利用のための駐車場管理を行うこと｡ 

ウ 要求水準 

(ｱ) 開館時間内において駐車場の管理を行うこと。ただし、トラブル等に対し

て、24時間、365日対応できる体制とすること。 

(ｲ) 利用者が安全かつ快適に利用できるよう留意し、利用者の誘導や駐車場の

各部の点検、保守、修繕、清掃などを実施すること。 

(ｳ) 駐車台数が限定されているため、障害者等の車両を優先的に駐車できるよ

う配慮すること。 

(ｴ) 駐車場内の事故、車両の盗難、車上荒らし等の発生を未然に防止し、常に

正常な駐車場の利用状態を保つこと。 

(ｵ) 常に無断駐車のないようにすること。駐車場内で無断駐車など不法な車両

を発見した場合は、速やかに適切な処置を講じること。 

(ｶ) 事業者は、周辺の違法駐車を防止するため利用者への啓発、注意等の必要

な措置を講じること。 

(ｷ) 駐車場法等で定められた技術的基準を維持すること。 

(ｸ) 本施設の駐車場は利用者以外の目的外利用を抑制し、駐車場利用の適切な

管理を図るため、南敷地の駐車場は管理ゲートシステム等の適切な設備導入

や利用者向けカード・無料券等の対応を実施すること。 

(ｹ) 障がい者用駐車場を施設規模に対応する数を設置すること。 
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第４． 施設の運営に関する要求水準 

１ 基本要件 

（１） 対象施設 

本事業における運営業務は、以下の施設を対象とする。 

ア  学校施設機能 

(ｱ) 体育館（大アリーナ） 

(ｲ) 屋内プール 

(ｳ) 多目的室（武道場） 

(ｴ) 調理室 

(ｵ) 音楽室 

(ｶ) 美術室 

イ  生涯学習機能 

(ｱ) 大会議室（小アリーナ） 

(ｲ) 会議室 

(ｳ) 情報提供コーナー 

ウ  その他 

その他諸室（更衣室、トイレ等） 

 

（２） 施設利用者 

秦野市立西中学校教職員、生徒、個人利用者、及び各種団体を主たる対象と

する。 

 

（３） 施設の運営日数及び運営時間等 

本施設の運営日数及び運営時間等に関する考え方は、以下のとおりとする。

詳細な条件は、本市及び学校と事業者が適宜に協議して決定する予定である。 

ア 供用開始 

平成 30 年 6 月（ただし、学校専用利用、本市専用利用は 30 年 4 月からと

する。） 

イ 開館時間 

(ｱ) 開館時間は、原則として、午前８時 30分から午後 10時までとし、学校の

部活動等で利用する場合には、本市と協議のうえ、別に定める。 

(ｲ) 事業者の提案により、上記の時間を超えて開館することは可能とする。 

ウ 休館日 

休館日は、以下の範囲内で事業者の提案とする。 

(ｱ) 月に１回の定期休館を可能とする。 
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(ｲ) １２月２９日から１月３日までの年末年始休館を可能とする。 

(ｳ) 定期点検等による休館は、事前に本市と事業者が協議して決定する。 

 

（４） 指定管理者制度 

本市は、本施設のうち消防署西分署を除く部分について、地方自治法第 244

条に規定する公の施設とし、地方自治法第 244 条の２第３項の規定に基づき、

事業者を維持管理・運営期間中の指定管理者の指定を想定する。 

このため、本市は、本施設の管理・運営に関する事項について条例整備を行

うとともに、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務

の範囲その他必要な事項を定める。これらは、事業者との契約締結後、できる

だけ速やかに議会の議決を得る予定である。 

 

（５） 市主催事業等の扱いについて 

ア市主催事業等 

  本施設は、本市主催の各種事業や地域交流に関する業務を実施することが

想定されることから、市職員の執務スペースを確保する等、業務に支障のな

いよう配慮すること。 

イ選挙 

本市は、選挙時に本施設を投票所として使用することがある。この場合、

使用する諸室については、予約の有無にかかわらず、投票所としての使用を

優先し、本市は無料で使用することができる。なお、既予約者への対応は、

事業者の責任において行うこと。 

 

（６） 業務計画書 

事業者は、運営業務の実施に先立ち、業務ごとに実施体制、実施内容、実施

スケジュール等の必要な事項を記載した「運営業務計画書」を本市の定める期

限までに本市に提出し、供用開始前に承認を得ること。また、毎事業年度の開

始前までに「運営業務年間計画書」を提出し、本市の承認を得ること。 

 

（７） 業務報告書 

事業者は、維持管理・運営業務に関する日報、月報、四半期報及び年度総括

報を業務報告書として作成し、本市に定期的に提出すること。 
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（８） 運営業務の内容及び業務の位置付け 

運営業務の内容は以下のとおりである。 

 

業務 業務項目 業務内容 

１ 総括マネジ

メント業務 

業務計画の策定  業務計画を策定する 

本市との調整 事業の方針に沿って、本市と事業の内容等を調整する 

事業者グループ内連

絡・調整 

本市との調整内容を各業務担当企業等必要な関係者に

伝達し、実施を確認する 

セルフモニタリング 各業務で行われるモニタリングのとりまとめ・確認 

施設利用者に対するアンケート調査の実施 

事業報告書の提出 事業報告書を作成し、本市に提出する 

２ 総合管理業

務 

庶務 フロア管理業務 

  外部対応業務 

  文書・データ管理等業務 

  遺失物の管理業務 

  利用受付業務 予約受付業務 

  当日の利用受付業務 

  利用料金に係る業務 利用料金の設定 

  利用料金の徴収 

  利用料金徴収額の計算・報告 

  備品等管理・貸出業務 備品等の管理 

  備品等の貸出 

  安全管理業務 急病人・けが人等の対応 

  災害発生時の対応 

  その他緊急時の対応 

  広報・情報発信業務 印刷物の作成・配布による広報・情報発信業務 

   ホームページの作成・運営による広報・情報発信業務 

   その他幅広い媒体を利用した広報・情報発信業務 

  学校利用に関する支援

業務 

動線の分離業務 

３ 施設運営業

務 

一般利用等運営業務 学校専用利用に関する運営 

  市専用利用に関する運営 

   一般開放利用に関する運営 

  プールに係る業務 プール監視業務 

   水質管理業務 

４ 情報提供コ

ーナー業務 

窓口対応業務 貸出･返却業務 

  利用者登録・管理業務 

 書架等整理業務 図書等の整理･管理業務 
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（９） 利用形態の考え方 

ア 学校専用利用 

(ｱ) 学校が予め使用する日時を指定して、施設を優先的に使用する利用形態を

いう。 

(ｲ) 体育館（大アリーナ）、屋内プール、多目的室（武道場）、テニスコート、

調理室、音楽室、美術室が対象施設となる。 

イ 市専用利用 

(ｱ) 本市が予め使用する日時を指定して、施設を優先的に使用する利用形態を

いう。 

(ｲ) 体育館（大アリーナ）、大会議室（小アリーナ）、屋内プール、多目的室

（武道場）、会議室、調理室、音楽室、美術室が対象施設となる。 

ウ 一般開放利用 

(ｱ) 個人 

ａ 施設を一般に開放し、広く個人の利用に供する利用形態をいう。 

ｂ 大会議室（小アリーナ）、屋内プール、多目的室（武道場）が対象施設と

なる。 

(ｲ) 団体 

ａ 施設を団体に開放し、広く団体等の利用に供する利用形態をいう。 

ｂ 体育館（大アリーナ）、大会議室（小アリーナ）、屋内プール、多目的室

（武道場）、会議室、調理室、音楽室、美術室が対象施設となる。 

エ  付帯事業利用 

事業者が実施する教室・講座・講習会等のスポーツ・文化事業など、事業者

が施設を使用して事業を実施することで利用者の便益を資する利用形態をいう。 

 

（１０） 予約受付の考え方 

予約の優先順位と予約受付の考え方 

(ｱ) 予約が必要となる利用形態の優先順位は、学校専用利用及び市専用利用を

優先とすることを想定している。 

(ｲ) 事業者は、各利用形態の予約受付開始時期、調整・受付・許可方法等につ

いて提案し、本市と協議を行うこと。 

 

２ 業務の要求水準 

（１） 総括マネジメント業務 

ア 業務計画の策定 

(ｱ) 業務内容 

年間業務計画を策定し、本市の承認を得ること。 

(ｲ) 要求水準 

ａ 事業年度毎に運営業務の実施に先立ち、運営業務に係る年間計画書を
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作成のうえ、本市に提出し、承認を得ること。 

ｂ 年間計画書に記載する事項の詳細及び提出時期については、本市と協

議のうえ決定すること。 

イ 本市との調整 

(ｱ) 業務内容 

業務の実施に際して、本市との間で定期的に関係者協議会を開き、事業

の内容等を調整し、より良いサービスの提供に務めること。 

(ｲ) 要求水準 

本市と事業者との間で本施設の維持管理及び運営の全般についての協議

を目的とする「維持管理・運営協議会」を開催する。「維持管理・運営協議

会」は、本市と協議のうえ定期的に定例会を開催するほか、本市の求め等、

必要に応じ臨時会を開催する。 

ウ セルフモニタリング 

(ｱ) 業務内容 

ａ 各業務で行われるモニタリングのとりまとめ・確認 

ｂ 施設利用者に対するアンケート調査の実施 

(ｲ) 要求水準 

ａ 自己評価は、利用者アンケートを実施する等、提供するサービスの評

価を幅広く収集し、解析しなければならない。 

ｂ 事業者は、各業務に関する自己モニタリング及び自己評価の内容のと

りまとめを行い、報告書を作成して本市の指定する期日までに本市に報

告を行うこと。 

エ 業務報告書の提出 

(ｱ) 業務内容 

業務報告書等を作成し、本市に提出すること。 

(ｲ) 要求水準 

ａ 事業者は、運営業務に関する次の業務報告書（日報、月報、半期報及

び年度総括報）及び業務報告書に付随する資料等を作成し、本市に提出

すること。 

ｂ 報告内容は、利用実績、事業の実施状況、当月収支等とする。 

ｃ 報告事項の詳細については、本市と事業者と協議のうえ決定すること。 

 

（２） 総合管理業務 

ア 庶務 

(ｱ) 業務内容 

ａ フロア管理業務 

ｂ 外部対応業務 

ｃ 文書・データ管理等業務 
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ｄ 遺失物の管理業務 

(ｲ) 要求水準 

ａ フロア管理業務 

(a) 開・閉館管理 

・事業者は、本施設の１日の開館及び閉館を管理すること。 

(b) 鍵の管理 

・事業者は、本施設のマスターキー及び各施設の鍵を厳重に管理する

こと。 

(c) 空調の管理 

・事業者は、空調システムを管理し、利用者が常時快適に施設を利用

できるようにすること。 

(d) 看板や標識等の設置 

・事業者は、利用者の利便性及び安全性に配慮し、必要な看板や標識

等を設置し、利用者の適切な誘導を行うこと。 

(e) その他のフロア管理に係る業務 

・本施設内の混雑及び一部利用者による不適切な利用等、利用者の安

全性や快適性に支障をきたすことが想定される場合は、関係機関に

連絡する等、適切な処置を行なうこと。 

・その他、事業の実施にあたって、本施設のフロアの管理上必要と認

められる業務を遂行すること。 

ｂ 外部対応業務 

(a) 窓口対応 

・視察者等の来客、見学者等に、必要に応じ対応すること。 

(b) 電話対応 

・電話での各種問い合わせ等に対し、適切かつ丁寧な応答を行うこと。 

(c) 苦情等対応・処理 

・利用者からのクレームや要望等の意見は、事実関係を確認し速やか

に対応し、改善等の処置を講ずること。また、事業者により判断が

困難な場合は本市と協議すること。 

ｃ 文書・データ管理等業務 

(a) 文書管理 

事業者は、文書の管理について保存が義務づけられている期間中、

適切な方法で管理し、紛失のないよう保存すること。 

(b) 統計・データの分析・評価 

事業者は、以下の統計・データ分析及び記録を行い、本市の求めに

応じて速やかに提出することがきるよう保管・整理しておくこと。な

お、利用者に関する情報を取り扱う際には、「個人情報の保護に関する

法律」及び関係法令を遵守すること。 

① 収入集計 
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（日別、月別、四半期別、年別、事業区分別、利用形態別、施設別） 

② 利用状況表 

（日別、月別、四半期別、年別、事業区分別、利用形態別、施設別） 

③ その他、本市の求めに応じた記録やデータ等 

ｄ 遺失物の管理業務 

拾得物、遺失物は適切に保管し、記録をつけること。 

イ 利用受付業務 

(ｱ) 業務内容 

ａ 予約受付業務 

ｂ 当日の利用受付業務 

(ｲ) 要求水準 

ａ 予約受付業務 

利用者登録及び施設利用予約については、来館により直接、窓口で行

うほか、ホームページを通して登録・予約ができるようにし、本市のホ

ームページとのリンクにより、相互にアクセスが可能にすること。 

(a) 予約受付・許可にあたっては、公平な受付に十分配慮し、事業者が

責任をもって実施すること。 

(b) 個人情報やデータの漏洩の防止を徹底すること。 

(c) 予約システムは、現在、本市で利用している公共施設予約システム

の利用を想定している。 

新たに予約システムを整備する場合は、施設の空き状況の確認から予約の

完了まで、利用者に分かりやすい、操作しやすいシステムとすることとし、

登録及び予約について、常にシステムを適切に管理し、誤作動や遅延など

が発生しないようにすること。ｂ 利用受付業務 

(a) 事業者は、施設の運営方法等を考慮のうえ、利用者が利用しやすい

受付体制を構築すること。 

(b) 受付カウンターにおいては、施設の利用方法、料金体系、教室の開

催状況等の情報を分かりやすく丁寧に提供すること。 

(c) 一般開放利用（団体）の申請に関する予約受付及び利用許可を行う

こと。 

(d) 事業者は、利用者に対して事業者が定める施設利用規則及び注意事

項等の十分な説明を行うなど、事故やトラブルの防止に努めること。 

(e) 事故発生時に備え、常に応急処置・医療機関との連絡が円滑に行う

ことのできる体制を堅持すること。 

(f) 大会・イベント開催等、混雑時においては、混乱を招かないよう適

切な人員配置及び対応を行うこと。 

(g) 高齢者及び障害者等で援助を必要とする利用者に対しては、円滑な

施設利用が行えるよう対応すること。 

(h) 教室・講座・講習会等の中止や一部施設の利用中止及び休館等の情
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報の告知は、受付カウンター及びホームページ等にて早期より適切に

行い、トラブル等を回避すること。 

ウ 利用料金に係る業務 

(ｱ) 業務内容 

ａ 利用料金の設定 

ｂ 利用料金の徴収 

ｃ 利用料金徴収額の計算・報告 

(ｲ) 要求水準 

ａ 利用料金収入の取扱い 

(a) 事業者は、原則として、利用者が支払う施設利用料金を自らの収入

とすることができる。一般開放利用による利用料金は、本市の承認を

得て事業者が定めることとし、事業者の収入とすることができる。 

(b) 例外として、本市が主催者として実施する事業等、市専用利用によ

る利用料金は、本市が定め、本市の収入とする。 

(c) 学校又は本市が事業者に通知する利用に関しては、学校、又は本市

が無料で使用できるものとする。 

ｂ 利用料金の水準 

(a) 利用料金は、本市が定める条例により規定する利用料金の範囲内に

おいて、本市の承認を得て事業者が定めるものとする。 

(b) 利用料金の変更については、本市の承認を得ることとする。 

(c) 都度料金（施設を使用する度ごとに支払う料金）のほかに、月額料

金等（個人の定期利用の場合）を設定することを可とする。この場合、

回数券、月間利用券等による多様な料金設定を認めることとする。た

だし、一般開放利用（団体）においては、都度料金のみとする。回数

券、月間利用券等の料金は、都度料金の料金体系をもとに割引料金と

して設定されたものに限る。 

ｃ 利用料金の徴収方法 

(a) 利用料金の徴収方法については、利用者の利便性向上及び業務の効

率化に資する方法とすることし、本市と協議を行うこと。 

(b) 入会金の徴収は、これを認めない。 

(c) 個人情報やデータの漏洩の防止を徹底すること。 

(d) 徴収方法を変更する場合又は新しい徴収方法を導入する場合には、

事前に本市の承認を得ること。 

ｄ 利用料金徴収額の計算・報告 

利用料金の徴収額については、本市に提出する業務報告書（月報、半

期報及び年度総括報）において報告すること。 
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エ 備品等管理・貸出業務 

(ｱ) 業務内容 

ａ 備品等の管理 

ｂ 備品等の貸出 

(ｲ) 要求水準 

ａ 備品等の点検・確認等を行い、利用者が常に安全に利用ができるよう

にするとともに、紛失、破損等の際には、速やかに補充等適切な措置を

とり、利用者の便益を損うことのないようにすること。 

ｂ 貸出規則・規定等を作成して備品等の適切な貸出方法を設定し、貸出

状況を常に把握すること。 

ｃ 備品や用具の保管庫からの出し入れ、組み立て等を利用者が行う際、

組み立てやセット方法の説明及び援助を行うこと。 

ｄ 利用者に対し倉庫への備品の収納について指導を行い、常に整理整頓

された状態を保つこと。 

ｅ 利用者の備品及び用具の利用状況等を巡回確認し、不都合があれば指

導すること。 

ｆ 貸出料金については、本市が提示した条件の範囲内で事業者が提案す

ることとする。 

 

オ 安全管理業務 

(ｱ) 業務内容 

ａ 急病人・けが人等への対応 

ｂ 災害時の対応 

ｃ その他緊急時の対応 

(ｲ) 要求水準 

ａ 急病人・けが人等への対応 

(a) 利用者等の急な病気・けが等に対応できるよう、簡易な薬品、資器

材等を用意すること。なお、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を必ず用

意すること。 

(b) 急病人が発生した際の必要な措置等について、講習会等を行うこと

で従業員に周知徹底し、事前に十分な対策を講じること。 

(c) 利用者に体調不良などの様子がうかがえる場合は、状態を確認し、

必要に応じて利用を控えるようアドバイスを行うなど、急病人の発生

を未然に防ぐための適切な措置を講じること。 

(d) 急病人・けが人等に救護措置等を行った場合には、速やかに、状況

及び処置等を本市に報告すること。 

ｂ 災害時の対応 

(a) 災害の発生時に利用者を安全に避難誘導できるよう、必要な資機材

等を用意すること。 
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(b) 災害発生時の対応マニュアルを整備し、本市の承認を得ること。 

(c) 災害発生時に本市が本施設を災害時拠点として利用する際は、事

業者は、本市の指示により速やかに本施設を提供すること。なお、

施設外からの避難者の受入や避難指示、救護活動、物資の配布等は、

本市の業務である。 

ｃ その他緊急時の対応 

(a) 災害の発生及び施設の異常や事故等、急病人・けが人等の発生時や

災害発生時以外の緊急事態を察知・発見したときの対応策について、

マニュアルを整備し、本市の承認を受けること。 

(b) 上記の緊急時にとるべき必要な措置等について、講習会・研修等を

行うことで従業員に周知徹底し、事前に十分な対策を講じること。 

(c) 上記の緊急事態が発生した場合には、速やかに、状況及び処置等を

本市に報告すること。 

カ 広報・情報発信業務 

(ｱ) 業務内容 

ａ 印刷物の作成・配布による広報・情報発信業務 

ｂ ホームページの作成・運営による広報・情報発信業務 

ｃ その他幅広い媒体を利用した広報・情報発信業務 

(ｲ) 要求水準 

ａ 事業者は、事業期間を通して継続的な本施設のＰＲ及び情報提供のた

めに広報活動を行うこと。 

ｂ 施設に関するパンフレット、リーフレット等の案内資料は、施設に常

備することとし、常に配布できるようにすること。 

ｃ ホームページは、「公共施設利用予約システム」及び本市の関連するホ

ームページと連携できるようにすること。 

ｄ 施設概要（施設案内図付き）、大会・イベントや各種教室・講座・講習

会等の開催状況、施設の利用料金本施設までのアクセス情報及びその他

利用者にとって必要な情報をホームページに掲載すること。 

ｅ ホームページの内容は、随時更新を行い、利用者が常に最新の情報を

閲覧できるようにすること。 

ｆ 報道機関の取材やその他民間の媒体を利用した広報・情報発信活動を

行う場合は、事前に本市に報告すること。 

 

キ 学校利用に関する支援業務 

(ｱ) 業務内容 

動線の分離業務 

(ｲ) 要求水準 

施設の施錠・開錠等を行い、生徒や教職員及び本施設の一般利用者の動
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線分離を行う。 

(ｳ) その他 

ａ 学校利用時の安全管理は学校側で行う。 

ｂ 毎年度の詳細な利用計画は、学校の提案に基づき、前年度に本市と事

業者が協議のうえ決定する。 

 

（３） 施設運営業務 

ア  一般利用等運営業務 

(ｱ) 業務内容 

ａ 学校専用利用に関する運営 

ｂ 市専用利用に関する運営 

ｃ 一般開放利用に関する運営 

(ｲ) 要求水準 

ａ 事業者は、一般開放に供する施設・日時等については本市との協議の

うえ決定することとする。 

ｂ 事業者は、市専用利用及び一般開放利用に供する学校施設機能を利用

するに際し、貸出し等に係る一連の業務を実施すること。 

ｃ 備品の倉庫からの出し入れは、組み立て、収納等使用準備、後片付け

は、基本的には使用者が行うが、必要に応じて支援を行うこと。 

ｄ 使用者の使用状況等を定期的に巡回確認する等して、施設及び備品の

使用方法について問い合わせがあれば丁寧に対応するとともに、不都合

があれば指導すること。 

ｅ 事業者は、施設の使用方法により特別に官公庁等に届出が必要な場合

は、関係法令に従って手続を行うよう主催者等に対し指導を行うこと。 

ｆ 大会・イベント等においては、本施設内への土の散乱や床の劣化防止

のための工夫をすること。 

ｇ 事業者は、大会・イベント等の開催に際し一般の施設利用者との動線

に配慮して混乱をきたさないよう運営を行うこと。 

ｈ 大会・イベント等の混雑対応に工夫すること。 

イ プールに係る業務 

(ｱ) 業務内容 

ａ プール監視業務 

ｂ 水質管理業務 

(ｲ) 要求水準 

ａ プール監視業務 

(a) 利用者の事故防止及び安全確保のために、プール全体を監視するこ

と。 

(b) プールの主任監視員は、日本赤十字救助員の適認証及び日本赤十字

社救急法救急員の資格を有するものとし、その他の監視員は主任監視
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員と同等の資格又は泳力を有するものであること。 

(c) その他法令等で規定された必要な資格の保有者を配置すること。 

(d) 事故が発生した場合には速やかに対応すること。事故発生後、事故

の内容とその対応について本市に報告を行うこと。 

(e) 多様な年齢層の利用に配慮した事故防止策の実施に努めること。 

(f) 利用者の注意事項の表示板、プールの見取り図等を利用者の見やす

い位置に配置すること。 

ｂ 水質管理業務 

(a) 事業者は、「遊泳用プールの衛生基準」（厚生労働省通知）、及び学校

環境衛生基準（文部科学省告示第 60 号））に基づいて、業務を行うこ

と。 

(b) 事業者は、「遊泳用プールの衛生基準」に基づいて、管理責任者、衛

生管理者を配置すること。衛生管理者は、プールにおける安全及び衛

生についての知識及び技能を有する者とすること。なお、管理責任者

と衛生管理者を同一の者が兼ねることも可とする。 

(ｳ) その他 

ａ プール日誌を作成し、利用時間、気温又は室温、水温、新規補給水量、 

水質検査結果、設備の点検及び整備の状況、利用者数、事故の状況等の

記録、並びに評価等に関する書類、関係官公庁等への報告書、その他の

書類を作成すること。 

b 監督、測定、検査、調査、その他の活動によって、特に改善・変更を

要すると認められた事項については、具体的にその内容を明らかにした

文章を作成し、その都度、総括責任者及び本市に報告すること。 

 

（４） 情報提供コーナー業務 

ア  貸出･返却業務 

イ  利用者登録・管理業務 

ウ  図書等の整理･管理業務 

要求水準 

(ｱ) 貸出・返却、予約、利用者登録・更新・変更等を確実に行うこと。 

(ｲ) 図書窓口や電話による簡易な問合せ等に対応し、資料、情報の提供や案内

等を行うこと。なお室内資料での対応が困難な場合は、図書館や最寄りの公

民館図書室への案内等も行うこと。 

(ｳ) 利用しやすい書架を維持するため、毎日書架の整理整頓を行うこと。 

(ｴ) 目的の資料を探しやすいように、書架案内図や、見出しの整備等の工夫を

すること。 

(ｵ) 図書館システム機器は、既存の機器を用いることとし、適切な管理を行う

こと。 
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第５． 付帯事業に関する要求水準書 

１ 基本要件 

（１） 実施方針 

事業者は、施設利用者の利便性向上を目的として、本施設の一部及び本施設

の余剰容積等を活用して整備した付帯事業施設を利用して、独立採算で事業を

実施することができる。 

 

（２） 提案を期待する事業 

ア 楽しみながら健康づくり・体力づくりができるスポーツ教室等 

（プール教室、ヨガ教室、ダンススクール、ボルタリング指導等） 

イ 市民の文化活動を活発にする趣味や生きがい、生涯学習のためのカルチャー

スクール等 

（茶道教室、生け花教室、料理教室等） 

ウ 親子での施設利用を促進するための子育て支援サービス 

（学童保育、託児サービス） 

エ 児童を対象とした学習支援事業 

（学習塾、幼児教室等） 

オ 居心地のいい公共空間を作り出すための物販・飲食提供等の事業 

（売店、自動販売機等） 

カ 安心して子どもを産み育てられるための子育て支援や、健康で豊かな暮らし

を支え、高齢化に対応した医療・福祉支援の事業 

（デイサービス、クリニック等） 

キ 利用者の利便性向上のための行政サービスの補助業務 

（図書の返却サービス等） 

ク ホームページ、印刷物及び施設の一部を利用した広告・宣伝業務 

ケ 以下に掲げる青少年に有害な影響を与えることが懸念される施設及び興行に

関する提案は認めない。 

(ｱ)  風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122

号）第２条に規定される風俗営業や性風俗関連特殊営業に供する施設 

(ｲ)  興行場法（昭和 23 年法律第 137 号）第 1 条に規定する興行場のうち、業

として経営される教育上ふさわしくない施設 

(ｳ)  射幸心を刺激する娯楽を目的として不特定多数のものが出入りする施設 

(ｴ)  その他教育上、青少年健全育成上ふさわしくない施設 
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２ 付帯事業の実施形態 

（１） 付帯事業に伴う施設及び敷地の利用条件 

ア 本施設の諸室を利用する場合 

事業者が付帯事業のために利用できる諸室等と利用条件は次のとおりとする。 

また、事業者が本施設の諸室を利用して事業を実施する場合は、当該諸室等

の使用料相当額を負担すること。なお、対象諸室と利用条件は、事業者の提案

に基づき本市と事業者が毎年度協議を行い決定することとする。 

(ｱ) 体育館（大アリーナ）、屋内プール、多目的室（武道場）、調理室、音楽室、

美術室の利用は、開館時間内とする。ただし、学校で利用する時間帯（※）

を除くこと、また、本市と協議のうえ、一般開放利用についての時間数を確

保すること 

(ｲ) 大会議室（小アリーナ）、会議室の利用は開館時間内とする。ただし、資料

７「本町公民館及び西公民館の利用実績」を参考に、市内の公民館の利用実

績を勘案し、優先的に一般開放利用についての時間数を確保すること。 

 

※学校で利用する時間帯は次のとおりとする。 

諸室 利用形態 時期 時間 

体育館 

（大アリーナ） 
授業・部活動 通年 9：00～18：00 

屋内プール（※） 

 
授業 

６月上旬～ 

９月下旬 

（平日）9:00～15:30 

部活動 通年 
（平日）15:30～18:00 

（土・日・祝日）9:00～18:00 

多目的室 

（武道場） 
授業・部活動 通年 

（平日） 

9：00～15：30 のうち 1～2 時

間程度、及び 15：30～18：00 

（土・日・祝日）9:00～18:00 

※ プールに関しては、部活動での利用時に、コース単位で分けて共用利用するこ

とを可能とする。 

イ 本施設の一部の貸付を受ける場合 

事業者は、付帯事業を実施するにあたり、「秦野市行政財産の目的外使用に

係る使用料に関する条例」に基づく建物の使用料を基準として、本市と協議し

た賃借料を負担すること。  
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ウ 敷地の一部に付帯事業施設を整備する場合 

(ｱ) 定期借地権の設定条件 

項目 内容 

形態 事業用定期借地権設定契約 

契約期間 事業用定期借地権により、公正証書締結日から 20 年未満の

期間で事業者の提案によるものとする。 

土地の賃料 ・330 円／㎡・月以上とし、事業者の提案によるも

のとする。 

・土地の賃料については、原則として 3 年ごとに、地価の動

向、経済事情の変動、近隣類似の土地の地代等を考慮し見

直すこととする。 

支払方法 土地の賃料の支払いは、土地引渡し時点から行うものとし、

本市が定める方法により毎年度定期に土地の賃料を支払うも

のとする。 

契約期間終了時

の取扱い 

事業者が建設した建物及びその他事業予定地に付属させた一

切の物を収去し、事業予定地を原状に復して土壌汚染の無い

ことを確認したうえで、返還すること。 

その他 ・借り受けた土地は、借り受けた目的以外の目的に使用しな

いこと。 

・事業者は、整備した付帯事業施設について、自ら建物を所

有し、建物の全部又は一部を第三者に賃貸することができ

る。 

・公正証書等の作成に要する費用は、事業者の負担とする。 

 

(ｲ) 付帯事業施設の整備に係る条件 

ａ 事業者は、提案の内容に基づき付帯事業施設の設計業務を行う。事業

者は、設計図書等の作成にあたっては、本市と十分に協議を行い、完成

前に本市の確認を受けること。 

ｂ 事業者は、付帯事業施設に係る建設及び関連業務を行う。事業者は、

建設にあたっては、本市と十分に協議を行い、着工前、工事期間中及び

竣工時に本市の確認を受けること。 

 

（２） 料金の設定 

付帯事業の実施に伴う料金は、事業者が設定して本市がそれを承認する。変

更する場合も同様とする。付帯事業の実施に伴う料金は、事業者が徴収するも

のとする。 

 

（３） 光熱水費及び維持管理費 

付帯事業施設に係る光熱水費及び維持管理費については、事業者の負担とす

る。また、付帯事業施設において使用する光熱水費が把握できるよう、計量器



第５． 付帯事業に関する要求水準 

平成 27 年 2 月 20 日一部修正版 

 

 

56 

を設置すること。 

 

（４） 事業者の収入 

付帯事業に係る収入は、事業者の収入とすることができるが、一定の収入を

確保できた場合には、収入に応じ本市に還元すること。 

 

（５） 事業終了時の措置 

事業者は、事業期間内において、本市の承諾を得て、付帯事業を終了するこ

とができる。本市は、付帯事業の終了がやむを得ないと認める場合には、承諾

するものとする。 

本事業の終了時、又は事業者が事業期間内に付帯事業を終了する場合、事業

者は、付帯事業施設、設備、備品等を撤去し、本施設のその他の部分の運営及

び施設の安全・衛生・美観に支障を与えない状態に保全すること。なお、本市

が撤去・保全する必要がないと認める場合は、この限りではない。 

 

（６） 業務計画・業務報告 

事業者は、付帯事業の業務計画を毎年度策定し、供用開始１年目については

供用開始日の 30 営業日前、供用開始２年目以降については、年度始めの 30 営

業日前までに本市に提出すること。また、毎年度、付帯事業の業務報告書を作

成し、提出すること。業務計画書及び業務報告書への記載事項の詳細は、事業

者の提案を踏まえ、本市との協議のうえ、定めるものとする。 


