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第1章 総則 

本要求水準書は、大分市（以下「本市」という。）が荷揚町小学校跡地複合公共施設整備

事業（以下「本事業」という。）の実施に当たって、本事業を実施する事業者（以下「事業

者」という。）に要求する施設等の水準を示すもので、「設計業務要求水準」、「建設・工

事監理業務要求水準」、「維持管理業務要求水準」、「運営業務要求水準」、「民間施設実

施業務要求水準」から構成される。なお、事業者の創意工夫、アイディア、ノウハウ、技

術力、資金調達能力を最大限に生かすため、各要求水準については、基本的な考え方を示

すのみとし、目標を達成する方法・手段等については、事業者の発想に任せることとする。 

 

第1節 本事業の目的 

本市の中心市街地に位置する荷揚町小学校は、「大分市立小中学校適正配置基本計画」

に基づき、新設の碩田学園に統合され平成 29 年 3 月に閉校した。その跡地については、

子どもの遊び場や地区公民館等の整備により、中心市街地の活性化やにぎわいづくりなど

を地域住民から望まれており、これら利活用により、中心市街地のさらなる魅力創造を図

ることが不可欠と考えている。このような経緯を踏まえ、本市では、平成 31 年 3 月に「中

心市街地公有地利活用基本構想」（以下「基本構想」という。）を策定した。 

本事業は、基本構想を踏まえた上で、複合公共施設を整備するため、民間資金等の活用

による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI 法」

という。）を適用することにより効率的かつ効果的な事業実施を図ることを目指すもので

ある。また、事業者の自由提案により、本事業の基本方針と整合性が高い民間施設の整備

を期待している。 

 

第2節 本事業の基本方針等 

1. 本事業における、３つの重要な視点 

① 「市民ニーズ・公共ニーズへの対応」 

人口構造や社会情勢の変化など多様化する市民ニーズに対応するため、市民ニーズ

の高いコミュニティ拠点や頻発する近年の大規模災害へ対応するため、防災機能を充

実させる。 

②「アートプラザや大分城址公園など周辺公共施設との調和」 

アートプラザなどの周辺公共施設や大分城址公園との景観調和を図る。 

③「最小の市民負担で最大の効果」 

民間活力を活用し、民間ニーズと公共ニーズをうまく組み合わせて、市民負担の軽減

を図る。 
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2. 本事業の基本方針は以下のとおりである。（基本構想より） 

「地域住民や訪れる人が安心して快適にすごせる憩いの場の創出」 

① 地域の人々のふれあいや交流を育むコミュニティ拠点を形成します 

② 多世代が交流し快適にすごせる憩いの場づくりを目指します 

③ 隣接する大分城址公園やアートプラザと連携し、歴史・文化・学びの場の充実

を図り、既成市街地と互いに機能を補い合い、共存共栄することで、都心の魅

力を伸展させ、回遊性と滞留性をあわせもつ空間形成を図ります 

④ 安全・安心な暮らしを支える防災拠点を含む行政機能の集積を図ります 

⑤ 緑豊かでうるおいのある洗練された美しい都市景観の形成を図ります 

⑥ 官民連携により、民間事業者の資金・ノウハウの有効活用を目指します 

 

3. 上記を踏まえ、さらなる市民サービスの向上に資する積極的な提案を期待する。 

 

第3節 本事業の概要 

1. 事業の対象となる公共施設等 

本事業で対象とする施設は、以下に掲げるものとする。 

 

(1) 公共施設 

複合公共施設及び立体駐車場（以下合わせて「本施設」という。） 

① 複合公共施設 

・大分中央公民館 

・府内こどもルーム 

・コモンスペース 

・本市執務室等（非常時における市長・副市長の業務継続に係る機能を含む） 

・消防通信指令センター 

（以下これら 5 施設各々を指して「複合公共施設内の各施設」という。） 

② 立体駐車場（自走式） 

 

(2) 民間施設 

事業者の自主的な創意により整備・運営等を行うことができる民間収益施設 

本事業では、施設利用者を含む地域来訪者等が利用できる飲食施設等を民間施設と

して整備・運営することを事業者に義務付ける。 
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2. 事業方式 

本事業は、PFI 法第 14 条第 1 項に基づき、本施設の管理者等である本市が、事業者と

締結する本事業に係る契約（以下「事業契約」という。）に従い、事業者が、本施設の設

計及び建設等の業務を行い、本施設の所有権を本市に移転後、事業期間が終了するまで

の間、維持管理及び運営業務を遂行する方式（BTO: Build Transfer Operate）により実

施する。 

また、事業者は、本施設の用途又は目的を妨げない範囲において、本施設を除く余剰

地を有効活用し、市民及び利用者の利便性の向上、本事業の基本方針に則った機能を有

する民間施設を整備・運営するものとする。この場合、本市が事業用地の一部（以下「民

間施設用地」という。）に借地借家法（平成 3 年法 3 律第 90 号）第 22 条（一般定期借

地権）又は第 23 条（事業用定期借地権）に定める借地権（以下併せて「定期借地権」と

いう。）を設定し、事業者に対して有償で貸付けた上で、事業者が事業提案に基づき、

自らの責任と費用負担により、民間施設の設計、建設、維持管理及び運営を行う方式（定

期借地方式）とする。 
 

3. 事業の対象範囲 

本事業の対象範囲は、以下のとおりとする。 

(1) 本施設 

1) 設計業務 

① 事前調査業務（必要に応じて、現況測量、地盤調査等） 

② 設計業務 

③ 電波障害調査業務 

④ 本事業に伴う各種申請等の業務 

⑤ その他、上記の業務を実施する上で必要な関連業務  
2) 建設・工事監理業務 

① 建設業務 

② 什器・備品等の調達及び設置業務 

③ 工事監理業務 

④ 近隣対応・対策業務（周辺家屋影響調査等を含む） 

⑤ 電波障害対策業務 

⑥ その他、上記の業務を実施する上で必要な関連業務 

 

3) 維持管理業務 

① 建築物保守管理業務 
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② 建築設備保守管理業務 

③ 外構等維持管理業務 

④ 環境衛生・清掃業務 

⑤ 警備保安業務 

⑥ 修繕業務 

⑦ その他、上記の業務を実施する上で必要な関連業務 

※ 建築物、建築設備等に係る大規模修繕は、本市が直接行うこととし、事業者

の業務対象範囲外とする。ここでいう大規模修繕とは、建物の一側面、連続

する一面全体又は全面に対して行う修繕をいい、設備に関しては、機器、配

管、配線の全面的な更新を行う修繕をいう（「建築物修繕措置判定手法（（旧）

建設大臣官房官庁営繕部監修）」（平成 5 年版）の記述に準ずる。）。 

 

4) 運営業務 

① 受付・案内業務 

② 立体駐車場運営業務 

③ その他、上記の業務を実施する上で必要な関連業務 

 

なお、受付・案内業務を除く大分中央公民館、府内こどもルーム、コモンスペー

ス、本市執務室等、消防通信指令センターの運営業務は本市が実施するものとする。 

また、既存の市営荷揚中央駐車場を解体・撤去しない場合、既存の市営荷揚中央

駐車場の維持管理・運営は市が実施するものとする。 

 

(2) 民間施設 

事業者は上記(1)に示す本施設との相乗効果が期待できる事業又は本事業の基本方

針に資する事業で、本施設の用途又は目的を妨げない範囲において、余剰地を有効活

用し、市民及び利用者の利便性の向上、地域振興に寄与する機能を有する民間施設を

整備・管理運営すること。 

本事業では、施設利用者を含む地域来訪者等が利用できる飲食施設等を民間施設と

して整備することを義務付ける。その他の民間施設については事業者の自由提案とす

るが、次の用途として使用することができないものとする。 

1） 風俗営業又はそれに類する用途、犯罪に関わる又は助長する用途、公序良俗

に反する用途及びその他街区の品位や価値を損なう用途。 

2） 騒音・振動・塵埃・視覚的不快感・悪臭・電磁波・危険物等を発生又は使用

する等、周囲に迷惑を及ぼすような用途。 

3） 以下の団体等による利用。 
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① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号。

以下「暴対法」という。）第 2 条に規定する団体又はその構成員等の統

制下にある団体。 

② 法務省による「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に

規定する反社会的勢力。 

③ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第

147 号）第 5 条及び第 8 条に規定する処分を受けている団体又はその構

成員の統制下にある団体。 

④ 大分市における「中心市街地公有地利活用基本構想」に合致しない用途。 

⑤ その他、社会通念上、公共施設と並存することが不適当な用途 

 

なお、事業者は、本施設部分の土地と、それ以外の土地について、土地の分筆を行

うために必要な測量、図面及び書類の作成を行うこと。分筆登記は本市が行うものと

する。 

 

4. 事業スケジュール（予定） 

(1) 本施設 

本施設に係る事業期間及び整備・運営期間を以下に示す。 

事業契約締結（議決） 令和 3 年 6 月 

事業期間 事業契約締結日～令和 21 年 3 月末日 

設計・建設期間 事業契約締結日～令和 6 年 1 月末日 

供用開始準備期間 本施設引渡し日～令和 6 年 3 月末日 

複合公共施設の 

供用開始日 

令和 6 年 4 月 1 日 

立体駐車場の供用開始日 令和 6 年 4 月 1 日 

※市営荷揚中央駐車場を解体し、一体整備する提案の

場合、立体駐車場の供用開始前日までの期間、仮設

駐車場（平面駐車場）100 台分程度を事業予定地内

に確保すること。 

維持管理期間 本施設引渡し日～令和 21 年 3 月末日 

運営期間 供用開始日～令和 21 年 3 月末日 

 

(2) 民間施設 

民間施設に係る借地期間等を以下に示す。 
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借地期間 公正証書締結日～借地期間終了日（50 年以内） 

公正証書締結日 事業者の提案による。ただし、民間施設の建設工事着手日

以前とする。 

供用開始日 事業者の提案による。ただし、未活用の土地が生じないよ

う配慮すること。 

借地期間終了日 公正証書締結日から 50 年以内で、事業者の提案による。 

ただし、PFI 事業の事業期間終了時点（令和 21 年 3 月末

日）以降とすること。また、民間施設の解体・撤去工事期

間を含むものとする。 

 

5. 光熱水費等の負担 

本施設の維持管理及び運営業務の実施に係る光熱水費は、本市が負担する。本事業は、

環境負荷低減に寄与する事業とするため、可能な限り光熱水費の削減を図るように業務

を実施すること。 

また、本施設の維持管理及び運営業務の実施に係る電話料金及びインターネット通信

費は、本市が負担する。ただし、事業者が自ら設置するインターネットの通信費及びテ

レビの受信料等については、事業者の負担とする。 

 

6. セルフモニタリングの実施 

① 事業者が実施する業務の水準を維持改善するよう、事業者自らセルフモニタリ

ングを実施すること。 

② 事業者は、実際に提供するサービスが要求水準書に示された水準を達成してい

るか否かを確認するための基準を設定すること。また、すべての基準は、合致

しているか否かで判断できるよう設定すること。 

③ 要求水準書に規定する内容及び本市が実施するモニタリングとの連携に十分配

慮して、セルフモニタリングの項目、方法等を提案すること。セルフモニタリ

ングの内容については、協議の上設定する。 

④ 設計、建設・工事監理段階においては、基本設計完了時、実施設計完了時、竣

工引き渡し時において、セルフモニタリングを実施し、本市にモニタリング報

告書を提出すること。維持管理・運営段階においては、毎月、本市にモニタリ

ング報告書を提出すること。モニタリング報告書には、次の内容を記載するこ

と。 

・ モニタリングの実施状況 

・ モニタリングを行った結果発見した不具合、改善点等 
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・ 要求水準未達が発生した場合、その内容、時期、影響、対応状況等 

・ 要求水準未達が発生した場合の改善方策 

 

7. 本事業全体に係る前提条件 

(1) 事業予定地・地域地区等 

本施設が立地する事業予定地の前提条件は、次のとおりである。 

事業予定地 大分市荷揚町 32 番、32 番 2、33 番、34 番 

敷地面積 
・荷揚町小学校跡地  8,892.83 ㎡（市有地） 
・市営荷揚中央駐車場敷地  964.99 ㎡（市有地）（事業者の提

案により解体し、事業用地に取り込むことが可能） 

交通状況 ＪＲ日豊本線「大分」駅から道路距離で約 900ｍ 

接道条件 
南側：市道荷揚 4 号線（幅員約 12ｍ） 
北側：市道荷揚 3 号線（幅員約 7ｍ） 

法的条件等 

用途地域 商業地域 

建ぺい率 80％ 

容 積 率 
県道 大分港線から 50ｍまでの敷地

上記以外の区域 
：500％ 
：400％ 

防火地区 準防火地域 

日影規制 なし 

地区計画 

＜大分城址公園周辺地区 地区計画＞ 
建築物等の用途の制限：工場、倉庫、パチンコ屋、ラブホテル等

の風俗営業に該当する施設等は建築不可 
緑化率の最低限度：10％以上 
その他 

景観計画 

＜大分城址公園周辺地区 景観地区＞ 
建築物の形態意匠、壁面の位置の制限 
建築物の高さの最高限度：原則 31ｍ(※) 
※敷地面積の 20％以上(官公庁の場合)の緑地及び 33％以上の有

効空地が確保されているものについてはこの限りではない。 

そ の 他 
地域地区等 

戦災復興土地区画整理事業 

そ の 他 
規制区域等 

駐車場附置義務規制区域、駐輪場附置義務規制区域、屋外広告物

特別規制地区、埋蔵文化財包蔵地「府内城・城下町」ほか 

インフラ 

給水 南側本管（φ200mm）、北側本管（φ100mm）より取水可能 

排水 
汚水排水：南側及び北側に既存汚水管（φ250mm）あり 
雨水排水：南側及び北側の一部に既存雨水管（φ300mm）あり

ガス 都市ガス供給区域 
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その他 

既存建物等 

・荷揚町小学校跡地 
 荷揚町小学校体育館（残置） 
  建築面積：1,147.69 ㎡、延べ面積：1,203.43 ㎡、 
  S 造、2 階建て 
・市営荷揚中央駐車場敷地 
 市営荷揚中央駐車場（事業者の提案により解体し、本事業で整

備する立体駐車場と一体として再整備することも可能） 
  建築面積：763.92 ㎡、延べ面積：2,816.26 ㎡、 
  S 造、4 階建て 

埋蔵文化財 
荷揚町小学校跡地及び市営荷揚中央駐車場敷地は、埋蔵文化財発

掘調査済みである。 

 

(2) 敷地条件 

本事業における整備対象施設の敷地及びその周辺インフラ整備状況に関しては、以

下に示す別紙資料を参照すること。 

① 敷地の現況及び付与条件：「資料 2 事業予定地位置図」、「資料 3 事業予定

地現況測量図」、「閲覧資料 2 事業予定地周辺道路現況図」、「閲覧資料 3 

事業予定地設備インフラ現況図」 

ただし、「閲覧資料 2 事業予定地周辺道路現況図」については、おおまかな市

道幅員を記載したものであり、測量等によるものではないため、留意すること。 

② 敷地の地質及び地盤：「閲覧資料 4 事業予定地近傍地盤調査資料」 

 

(3) 引渡し期限 

令和 6 年 1 月末日より本施設の移転・供用開始準備が開始できるように整備を行う

こと。 

 

(4) 民間施設の開業時期 

民間施設の開業時期は、事業者の提案によるものとする。ただし、未活用の土地が

生じないよう、配慮すること。 

 

8. 事業期間終了時の措置 

(1) 本施設 

事業者は、事業期間終了時に本施設から速やかに退去するものとする。この場合、

事業者は、事業期間終了後に本市が本施設について継続的に維持管理及び運営業務を

行うことができるように、事業期間終了日の約 2 年前から本施設の維持管理及び運営

業務に係る必要事項や操作要領、申し送り事項その他の関係資料を本市に提供する等、
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事業の引き継ぎに必要な協議・協力を行うこと。（事業期間終了以外の事由による事

業終了時の対応については、事業契約書において示す。） 

ただし、経済合理性を考慮し、事業終了後の当該施設の維持管理及び運営業務につ

いて、必要に応じ事業者と協議する場合がある。 

 

(2) 民間施設 

賃貸借期間満了時には、借地借家法第 22 条及び 23 条の規定により建築物及びその

他の工作物を収去し、事業敷地の本市への返還が原則となる。なお、建築物の解体・

撤去工事期間は事業者提案とするが、遅くとも賃貸借期間満了日までに解体・撤去工

事を終えること。（借地期間終了以外の事由による事業終了時の対応については、一

般用定期借地権設定契約書又は事業用定期借地権設定契約書において示す。） 

 

第4節 用語の定義 

要求水準書中における各用語の定義は、本文中において特に明示されるものを除き、

「資料 1 用語の定義」において定められた意味を有する。 

第5節 遵守すべき法制度等 

本事業の実施に当たっては、地方自治法の他、以下に掲げる関連の各種法令（施行令及

び施行規則等も含む）を遵守するとともに、要綱・各種基準（最新版）については適宜参

考にすること。なお、記載のない各種関連法令等についても適宜参考にすること。 

 

【法令】 

① 建築基準法 

② 都市計画法、景観法、屋外広告物法 

③ 消防法 

④ 児童福祉法 

⑤ 高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

⑥ 水道法、下水道法、水質汚濁防止法 

⑦ 電気事業法、ガス事業法 

⑧ 道路法、駐車場法 

⑨ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

⑩ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 

⑪ 地球温暖化対策の推進に関する法律 

⑫ エネルギーの使用の合理化等に関する法律、建築物のエネルギー消費性能の向

上に関する法律、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 
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⑬ 大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法、土壌汚染対策法 

⑭ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 

⑮ 警備業法、労働安全衛生法その他各種のビル管理関係法律 

⑯ 建設業法その他各種の建築関係資格法律及び労働関係法律 

⑰ 個人の情報の保護に関する法律 

⑱ 宅地建物取引業法、借地借家法 

⑲ 条例 

i) 大分県建築基準法施行条例 

ii) 大分県環境基本条例 

iii) 大分県福祉のまちづくり条例 

iv) 大分県文化財保護条例 

v) 大分市景観条例 

vi) 大分市屋外広告物条例 

vii) 大分市環境基本条例 

viii) 大分市緑の保全及び創造に関する条例 

ix) 大分市火災予防条例 

x) 大分市文化財保護条例 

xi) 大分市水道事業給水条例 

xii) 大分市公共下水道条例 

xiii) 大分市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 

xiv) 大分市建築物における駐車施設の附置等に関する条例 

xv) 大分市個人情報保護条例、大分市情報公開条例 

xvi) 大分市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例 

xvii) 大分市行政財産使用料条例、大分市公有財産規則 

xviii) 大分市こどもルーム条例 

xix) 大分市営駐車場条例 

xx) 大分市自転車等の放置の防止等に関する条例 

⑳ その他関連法令、条例等 

 

【要綱・各種基準等】 

① 公共建築工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編） 

② 官庁施設の基本的性能基準及び同解説 

③ 建築構造設計基準及び同基準の資料 

④ 建築設計基準及び同解説 

⑤ 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説、建築設備耐震設計・施工指

針 
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⑥ 防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン（新築版） 

⑦ 官庁施設の環境保全性基準、官庁施設の防犯に関する基準 

⑧ 官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準及び同解説 

⑨ 建築設備設計基準、構内舗装・排水設計基準、雨水利用・排水再利用設備計画

基準 

⑩ 昇降機技術基準の解説、昇降機耐震設計・施工指針 

⑪ 建築工事安全施工技術指針、建築保全業務共通仕様書（平成 30 年版） 

⑫ 建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編） 

⑬ 建設副産物適正処理推進要綱 

⑭ ヒートアイランド現象緩和のための建築設計ガイドライン 

⑮ 都市計画法開発許可制度の手引き（大分県土木建築部都市計画課） 

⑯ 大分市景観計画、大分市景観形成ガイドライン、大分市緑の基本計画 

⑰ 大分市住環境向上のための建築に関する指導要綱 

⑱ 大分市開発行為指導要綱 

⑲ 大分市地域防災計画 

⑳ その他の関連要綱及び各種基準 
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第2章 設計業務 

第1節 基本的な考え方 

1. 意匠計画の考え方 

(1) 全体配置 

全体配置は、敷地全体のバランスや維持管理の方法及びセキュリティ対策等を考慮

に入れ、民間施設部分を含め、以下の項目に留意して、死角の少ない計画とすること。 

① 全体配置は、利便性や施設利用者へのサービスの向上に繋がるように機能的な

配置、効率良い車両・歩行者動線の確保等に配慮し計画すること。 

② 配置計画に当たっては、不審者の監視が容易で、かつ、できる限り死角をつく

らない等、地域住民や利用者の安心感・安全性の確保、周辺の住宅等の日照確

保等に配慮した計画とすること。 

③ 本庁舎、第二庁舎、アートプラザ、大分市保健所及び市営荷揚中央駐車場と本

施設との利用者の往来動線や連携、大分城址公園及びアートプラザからの歩行

者動線に配慮すること。ただし、市営荷揚中央駐車場については、本事業で整

備する立体駐車場との再編が妥当と考えられる場合、提案価格の範囲内におい

て、解体・撤去等の提案を妨げるものではない。また、再編する場合は、大分

市保健所及びアートプラザ利用者と本事業で整備する立体駐車場との往来動線

に配慮すること。 

④ 立体駐車場の車両の出入口は北側道路側のみとすること（南側道路の駐車待ち

渋滞を避けるため）。 

⑤ 複合公共施設と既存庁舎等を、渡り廊下で接続すること。計画に当たっては地

下駐車場を含めた既存庁舎について、「閲覧資料 6 市役所本庁舎・第二庁舎

設計図書」を十分に確認の上、位置を設定すること。なお、渡り廊下接続に当

たっての既存庁舎等の改修に係る費用は、本事業のサービスの対価に含まれる

ものとする。 

⑥ 旧荷揚町小学校体育館は存置するものとし、当該体育館から複合公共施設まで、

雨に濡れずに往来できるよう計画すること。 

⑦ 周辺道路の交通規制に配慮し、渋滞等により周辺道路への支障をきたさぬよう

安全対策に十分配慮した計画とすること。 

⑧ 事業予定地は、「大分市景観計画」における重点地区（大分城址公園周辺地区）、

「大分市緑の基本計画」における緑化重点地区（緑の拠点）として指定されて

いることを踏まえ、緑豊かでうるおいのある洗練された美しい都市景観の形成

が図れるよう計画すること。景観計画に当たっては、前述の計画に併せ「大分

市景観形成ガイドライン」との整合を図ること。 

⑨ 改修を要する既存遡及を生じさせないよう計画すること。 
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(2) 本施設に係る必要諸室・什器・備品等 

1) 諸室 

本事業における諸室の構成は、「資料 6 （参考）諸室リスト」を参考とするが、

全体のバランスや共用部分を含む計画等については、事業者の創意工夫による提案

を期待する。なお、以下の項目に留意して計画すること。 

 

① 大分中央公民館、府内こどもルーム、コモンスペース、多目的大会議室（災害

対策本部室）、本市執務室等、消防通信指令センターは、それぞれ単独で管理・

運営できるよう、管理区画及び空調設備等を計画すること。 

② 災害発生時に、多目的大会議室（災害対策本部室）、防災危機管理課、消防通信

指令センター及び当該周辺トイレ、エレベーターについて、水源・電源を含め

て 1 週間程度稼働できることが望ましい考えており、ライフラインの途絶等に

対応した施設計画の提案を期待する。 

③ 災害発生時に、災害対策本部の要となる、市長・副市長の業務継続に対応した

施設計画の提案を期待する。 

④ 複合公共施設内の各施設の利用者が、利用施設の受付に立ち寄りやすいように、

動線を計画すること。 

⑤ 本施設が複合公共施設であることに鑑み、安全で分かりやすい避難動線に配慮

すること。 

 

2) 什器・備品等 

什器・備品等は、「資料 7 （参考）建設業務に含む什器・備品等リスト」及び

「資料 8 （参考）什器・備品等参考リスト」に基づき、「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）」及び「大分県グリーン購入推進方

針」に則って調達・配置すること。ただし、必要と考えられる什器・備品について

は、事業者の提案によるものとする。 

 

(3) 仕上計画 

1) 基本的な考え方 

i) 仕上計画は、周辺環境との調和を図るとともに、維持管理や清掃がしやす

い施設となるように配慮すること。 

ii) 特に外装は、使用材料等を十分検討し、建物の長寿命化と維持管理・運営

コスト削減に貢献するような工夫を図ること。 
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iii) 使用する材料は、健康に十分配慮することとし、ホルムアルデヒドや揮発

性有機化合物等の化学物質の削減に努めるとともに、工事期間中において

も環境汚染防止に配慮すること。 

 

2) 建物内部 

① 複合公共施設 

i) 壁の仕上げ材については、ぶつかり等に耐えられる仕様とするとともに、

壁面や柱の角（出隅等）については衝突した場合の安全性を確保すること。 

ii) ガラス窓のある開口部については、防犯対策等に配慮しつつ、強化ガラス

や飛散防止フィルムを採用する等により、ガラスが割れにくくするととも

に、割れた際の安全性に十分配慮すること。 

iii) 移動間仕切壁については、収納が容易（収納時は壁面に納める等、目立たぬ

よう工夫）で、たわみや緩み等の変形が生じにくく、かつ、防音性に優れた

ものとすること。 

iv) 「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に則って、可能な

部分には積極的に木材を活用し、木質化を図ること。大分県産材の積極的

な活用を期待する。 

v) 外部に接する部分は、断熱方法等を十分検討すること。 

vi) 北側市道３号線に面する外部に接する開口部については、安易に周辺建物内

部を目視できないように配慮すること。 

 

② 立体駐車場 

i) 各部で照度、換気が確保され、サイン等が明瞭に視認できる仕上げとする

こと。 

ii) 利用者が駐車区画、駐車階層等を容易に認識できるよう内装デザインを配

慮すること。 

 

3) 建物外部 

① 共通 

i) 建物の外観については、アートプラザなどの周辺公共施設との調和に十分

留意し計画すること。 

 

② 複合公共施設 

i) 建物外部の仕上げは、漏水を防ぐため、屋根及び地下の外壁面について十

分な防水対策を講じること。 
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ii) 特に、排水しにくい平屋根部分、空調ダクト、供給管等の周囲とのジョイ

ント部分、雨樋と付帯の排水管及び階間のシール部分等は、漏水が防止で

きる措置が講じられていること。 

iii) 台風や豪雨による風水害に耐えうる構造とし、これらによる屋根部の変形

に伴う漏水に十分注意し、必要に応じて対策を講じること。 

 

③ 立体駐車場 

i) 外装材は耐候性に優れ、メンテナンス等の維持管理に配慮したものとする

こと。 

 

(4) ユニバーサルデザイン 

高齢者及び障がい者等、全ての利用者が本施設（外構・敷地へのすべてのアプロー

チを含む。）を安心、安全かつ快適に利用できるよう、床の段差解消やスロープの設

置等、ユニバーサルデザインに配慮すること。 

高齢者・障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、大分市バリアフリーマ

スタープランに則り、バリアフリー化を行うこと。 

 

(5) 周辺環境への配慮 

建物の外観については、「大分市景観計画」「大分市景観形成ガイドライン」及び「大

分市緑の基本計画」に準拠し、事業者の工夫により、地域及び事業予定地周辺との調

和を図りつつ、地域に親しまれる景観を創ること。 

地域への対応としては、建設工事中も含めて、周辺への騒音や振動、臭気等による

影響を最大限抑制すること。 

 

2. 環境保全・環境負荷低減 

本施設は、地球温暖化防止の観点から、環境への負荷の少ない設備等の導入を検討す

るとともに、エネルギーの供給には、省エネルギー性、環境保全性、経済性に配慮した

システムを採用する他、二酸化炭素の吸収源やヒートアイランド現象抑制の観点から、

環境負荷低減対策を図ること。 

その他、自然エネルギーの活用（自然採光、自然換気等）や節電・節水器具の採用、リ

サイクル資材の活用、省エネルギー、廃棄物発生抑制等に配慮し、事業者の創意工夫に

よる具体的なアイディアを提案すること。 

なお、本事業における物品等の調達及びその使用に当たっては、「大分県グリーン購

入推進方針」によること。 
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3. 構造計画の考え方 

(1) 複合公共施設 

複合公共施設は、地震・津波等の災害時に迅速に災害対応を行うための耐震性能・

対津波性能を備え、業務遂行が可能なように計画すること。 

公共施設の構造計画については、以下の適用基準に基づいて計画し、建築基準法に

よる他、日本建築学会諸基準、「建築物の構造関係技術基準解説書 2015 年版（2018

年追補収録版）（国土交通省住宅局建築指導課他編集）」及び「官庁施設の総合耐震・

対津波計画基準（国土交通大臣官房官庁営繕部、平成 25 年）」等に準拠すること。な

お、これらの基準等の見直しが行われた場合には、変更後の基準に準拠すること。 

 

① 施設の構造体の耐震安全性の分類 

公共施設の構造体耐震安全性の分類は、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準

（国土交通大臣官房官庁営繕部、平成 25 年）」のⅠ類とする。（重要度係数 1.5） 

 

② 施設の建築非構造部材の耐震安全性の分類 

公共施設の非構造部材耐震安全性の分類は、「官庁施設の総合耐震・対津波計画

基準（国土交通大臣官房官庁営繕部、平成 25 年）」の A 類とする。 

 

③ 建築設備の耐震安全性の分類 

公共施設の建築設備の耐震安全性の分類は、「官庁施設の総合耐震・対津波計画

基準（国土交通大臣官房官庁営繕部、平成 25 年）」の甲類とする。 

 

(2) 立体駐車場 

i) 自走式立体駐車場とすること。 

ii) 関係法令や指針等を遵守し、安全性、耐久性、維持管理を含む経済性に配

慮した計画とすること。 

iii) 大地震等により構造体の部分的な損傷を生じても、建築物全体の耐力の低

下は著しくないことを目標とし、人命の安全確保と共に機能確保を図るこ

とができるものとすること。 

iv) 周辺の居住環境に配慮し、騒音や振動を極力抑制するよう、使用材料等を

考慮すること。 

v) 基礎については、敷地や地盤の状況を十分に把握した上で、安全かつ経済

性に配慮した計画を行う。 
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4. 設備計画の考え方 

設備計画は、「建築設備計画基準（国土交通大臣官房官庁営繕部監修、平成 30年度版）」

に準拠し、以下の項目を考慮した上で、電気設備、給排水衛生設備、空気調和・換気設

備の計画を行うこと。なお、本施設は、「資料 9 （参考）電気・機械要求性能表」を標

準案として事業者の創意工夫ある提案を期待する。 

また、ライフラインの引き込み方法、管理（契約）方法等については、別途各事業者

（電気、ガス、上下水道）と協議を行うこと。 

 

(1) 共通 

i) 更新性、メンテナンス性を考慮した計画とすること。 

ii) 各種機器の集中管理パネルを設置し、一括管理ができるようにすること。 

iii) 地球環境及び周辺環境に配慮した計画とし、燃焼時に有害物質を発生しな

いエコマテリアル電線等の採用を積極的に行うこと。 

iv) 自然採光を積極的に取り入れる等、照明負荷の削減について、十分配慮し

た計画とすること。 

v) 省エネルギー、省資源を考慮するとともに、ランニングコストを抑えた設

備とすること。 

vi) 設備機器の更新、メンテナンス及び電気容量の増加等の可能性を踏まえ、

受変電設備、配電盤内に電灯、動力の予備回線を計画すること。 

vii) 必要に応じて風水害や落雷、断水、停電、火災等の災害対策を講じること。

消火器等の消防設備については、消防法等の関連法規に基づき設置するこ

と。 

viii) 鳥害対策等を講じること。 

ix) 複合公共施設に設置するメーターは、複合公共施設内の各施設で使用量を

計測できるようにすること。 

 

(2) 電気設備 

① 照明・電灯コンセント設備 

i) 照明計画については、安全性、防犯性を考慮すること。 

ii) 照明器具、コンセント等の配管配線工事及び幹線工事を行うこと。非常用

照明、誘導灯等は、関連法令に基づき設置すること。また、重要負荷のコ

ンセントには避雷対策を講じること。 

iii) 高効率型器具、省エネルギー型器具等の採用を積極的に行うこと。 

iv) 吹抜け等高所にある器具に関しては、自動昇降装置などで容易に保守管理

ができるようにすること。 

v) 外灯は、自動点滅及び時間点灯・消灯が可能な方式とすること。 
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vi) 各室において、照明の一括管理ができるようにすること。 

 

② 情報通信設備 

i) 各室において、有線 LAN を利用することができるよう整備し、配管配線及

び情報コンセント（中継 HUB も含む）を設置すること。 

ii) LAN 技術の革新に対応する配線交換の容易な設備を設置すること。 

iii) 配線仕様は、提案時点の最新のもので考えること。 

iv) 将来的な OA 対応にも可能なよう整備すること。 

v) 情報通信設備は、本庁舎・第二庁舎と連携できるよう整備すること。 

 

③ 誘導支援設備 

i) 外部からの出入口等に、必要に応じてカメラ付インターホン等を設置し、

配管配線工事を行うこと。 

ii) エレベーター、多目的トイレ等に押しボタンを設け、異常があった場合、

表示窓の点灯と音等により知らせる設備とし、複合公共施設については集

中管理室に、立体駐車場については管理人室に、表示盤を設置すること。 

 

④ 電話・館内放送・テレビ受信設備 

i) 電話、施設内放送及びテレビ放送受信設備の設置及び配管配線工事を適切

に行うこと。 

ii) 館内放送は、複合公共施設内の各施設及び全館内で放送できるようにする

こと。 

iii) 電話・館内放送設備は、本庁舎・第二庁舎と連携できるよう整備すること。 

 

⑤ 受変電設備 

i) 外部電源は本線・予備線の 2 回線受電方式とすること。 

ii) 電源設備は、通信・情報・音響等に高調波等の影響を及ぼさないこと。 

iii) 受変電設備、分電盤、制御盤等について、適切に整備すること。 

 

⑥ 非常用発電設備 

i) 法令に定める予備電源装置を設けること。 

ii) 災害発生時における利用を想定し、「資料 9 （参考）電気・機械要求性能表」

に示す諸室を対象とし、非常用発電設備から供給される非常用コンセントを

設置すること。 

iii) 非常用発電設備は、容量 700kVA、連続運転時間 72 時間以上とすること。

また、浸水被害への対応に配慮した配置とすること。 
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⑦ 警備設備 

i) 夜間及び休日等、各施設が無人となる際において、各施設の利用区分やセキ

ュリティラインを踏まえた機械警備を行うとともに、エレベーターや階段部

分を含め、各施設職員以外が当該施設部分に立ち入ることができないよう入

退庁管理のシステム（非接触 IC カードによるセキュリティシステム等）を

導入すること。 

ii) 建物出入口及び各階出入口（エレベーターホール）は、監視カメラによる監

視を行うこと。その他本施設内の廊下、階段、外部からの出入口等への監

視カメラの設置は、事業者の提案によるものとする。 

 

(3) 給排水衛生設備 

i) 複合公共施設には給湯設備を設置すること。 

ii) 汚水及び雑排水は、適切に下水道に接続すること。 

iii) 衛生器具類は、高齢者及び障がい者にも使いやすく、かつ、非接触型及び

節水型の器具を採用すること。 

 

(4) 空調換気設備 

原則として、空調（冷暖房）設備は「資料 9 （参考）電気・機械要求性能表」に示

す諸室を対象とする。なお、大分中央公民館、府内こどもルーム、コモンスペースに

ついては、各諸室で適切に空調管理が行えるよう計画すること。また、消防通信指令

センターは、24 時間単独管理が行えるようにすること。 

また、換気扇を設ける等、各室において十分な換気（湿気・結露対策）ができるよ

う配慮すること。具体的な空調設備の仕様は、事業者の提案によるものとする。 

 

5. 周辺インフラとの接続 

(1) 接続道路 

立体駐車場への一般車両の出入口は、北側道路に設けるものとする（南側道路との

出入り不可）。接続道路からの歩行者動線と敷地との接続箇所、接続箇所数等は、事

業者の提案による。 

 

(2) 上水道（市水）引き込み 

給水本管への接続計画については、事業者の提案によるが、工事に当たっては、上

下水道局との協議を行うこと。なお、複合公共施設、立体駐車場、及び民間施設が別々

に管理（契約）できるようにすること。 
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(3) 下水道 

接続計画については、事業者の提案によるが、工事に当たっては、上下水道局との

協議を行うこと。なお、複合公共施設、立体駐車場、及び民間施設が別々に管理（契

約）できるようにすること。 

 

(4) 電力 

引き込み方法等については、事業者の提案によるものとする。なお、複合公共施設、

立体駐車場、及び民間施設が別々に管理（契約）できるようにすること。 

 

(5) ガス 

引き込み方法等については、事業者の提案によるものとする。なお、複合公共施設、

立体駐車場、及び民間施設が別々に管理（契約）できるようにすること。 

 

(6) 電話 

引き込み方法等については、事業者の提案によるものとする。なお、複合公共施設、

立体駐車場、及び民間施設が別々に管理（契約）できるようにすること。 

 

(7) 通信 

引き込み方法等については、事業者の提案によるものとする。なお、複合公共施設、

立体駐車場、及び民間施設が別々に管理（契約）できるようにすること。 

 

6. 防災安全計画 

(1) 災害時の安全性の確保 

地震、津波等の自然災害発生時や非常時における安全性の高い施設とする他、火災

時の避難安全対策、浸水対策、強風対策、ならびに落雷対策に十分留意すること。 

特に複合公共施設は、災害対策本部として機能することから、自然災害発生時にも

業務が遂行できるよう動線や構造等を計画するとともに、天井材や照明器具等の落下

防止、窓ガラスの破損・飛散防止等の安全対策を施すこと。 

また、複合公共施設は、災害時（津波、水害等）の一時避難が可能な建物とするこ

と。なお、国土交通省告示千三百十八号「津波浸水想定を設定する際に想定した津波

に対して安全な構造方法等を定める件（国土交通省、平成 23 年）」に定められた構造

方法及び構造基準を満たすこと。 
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(2) 保安警備の充実 

日中の不審者対策や夜間等における不法侵入防止に向けて、施設の保安管理に留意

した計画とすること。 

また、必要に応じて、防犯上、適切な照明設備を設置すること。 
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第2節 設計業務対象施設に係る要件 

1. 複合公共施設 

本市の想定する機能等として、添付資料 6～12 に参考として示すが、全体のバランス

や共用部分を含む計画等については、事業者の創意工夫による提案を期待する。 

 

(1) 共用部 

1) トイレ 

i) 各階にトイレを男女別に 1 箇所以上設け、幼児用の補高便座を備えたブー

スを最低 1 ブース設けること。便座は温水洗浄便座及び暖房便座とし、擬

音装置を設置すること。また、各トイレの手洗い付近にハンドドライヤーを

設置すること。 

ii) 多目的トイレは、各階に 1 箇所ずつ設け、ロータンク式とすること。このう

ち 1 階の多目的トイレは、オストメイト対応とし、ステンレス手摺、バリア

フリー洗面、汚物流し（壁付）、鏡、シャワー（シングルレバー混合水栓）、

緊急呼出装置、ベビーシート、水石鹸入れ等を設けること。便座は温水洗

浄便座及び暖房便座とすること。照明は人感センサーを設置すること。 

 

2) エレベーター、エントランス、廊下等 

i) エレベーターは、3 基設けることとし、うち 1 基は最大定員 17 人（JIS 規

格、間口 2,000mm）、2 基は最大定員 15 人（JIS 規格）とすること。また、

うち 1 基はストレッチャー対応機とすること。 

ii) エントランスホールには、総合受付・案内所を設けること。 

iii) エントランスには、傘立て、靴拭きマットを設置すること。 

iv) 建物出入り口に玄関ポーチを設けること。また、玄関（屋外入口周り）に水

栓を設置すること。 

v) 時間外出入口（通用門）を、集中管理室に隣接して 1 箇所設置すること。 

vi) 廊下及び階段室に手摺り（点字付き）を設置すること。 

vii) AED を複合公共施設内の各施設事務室（複合公共施設については、総合受

付）付近の廊下に設置すること。 

viii) 廊下及び各階ホールに、絵画を展示できるようにピクチャーレール等を適

宜設置すること。特に、大分中央公民館入り口付近の共用部廊下壁を掲示

スペースとして使用するため、ピクチャーレール（幅 5ｍ程度を連続して）

を設置すること。ピクチャーレール設置部分には、掲示物が見やすいように

専用の照明設備を設置すること。 
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3) 集中管理室、清掃職員等詰所、警備員詰所 

i) 監視カメラ、火災報知器、緊急放送設備、エレベーター運転監視盤等各種機

器の集中管理を行うための、集中管理室を設置すること。なお、集中管理室

には、警備員が常駐する。 

ii) 環境衛生・清掃業務従事者、受付・案内業務従事者等の休憩場所等として清

掃職員等詰所を、警備員の休憩場所等として警備職員詰所を、それぞれ 1 室

ずつ設置すること。 

iii) 清掃職員等詰所及び警備職員詰所に隣接して、シャワー室（脱衣室及びシャ

ワーブース）を男・女それぞれ設けること。なお、シャワー室は、一般職員

も利用することを前提に計画すること。 

 

4) 電気室等 

i) 空調機械や変圧盤などの機械を格納するための電気室（機械）を設置するこ

と。また、これら空調機設備の運転監視盤等、各種機器を集中管理するため

の電気室（管理）を設置すること。なお、電気室（管理）には設備担当者常

駐する。 

ii) 発電機室を設け、自家発電機械を設置すること。 

iii) 各階に機械室を設置し、各フロアに必要な設備機械等のスペースを確保する

こと。 

 

5) その他 

i) 大分中央公民館、府内こどもルーム、コモンスペースで使用する集合ポスト

（鍵付き）を設置すること。 

ii) ごみ置き場を設置すること。臭気対策やカラス対策を施し、衛生面に十分

配慮した設計とすること。また、収集車両の出入りがしやすいよう配慮す

ること。 

iii) 搬入車の駐車スペース（4t トラック（全長 10,000mm・全幅 2,500mm・全

高：4,350mm）1 台程度が駐車可能）を確保すること。特に大分中央公民館

の大・中会議室への機材・展示品等の搬入において、搬入口からの距離が長

くならないように計画すること。また、搬入物に雨水がかからないよう配慮

すること。 

 

(2) 外構等 

1) 駐車場・駐輪場 

i) 複合公共施設用の駐車場は、本事業で整備する立体駐車場及び近隣の既存

市営駐車場の利用を前提とする（詳細は、次項「2. 立体駐車場」参照）。 
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ii) 駐輪場は、70 台分程度の駐輪スペースを敷地内に設けること。また、屋根、

自転車ラック、照明を設ける等により、利便性を高めること。その他駐輪

場の整備に当たっては、「大分市自転車等の放置の防止等に関する条例」に

基づき、必要台数は必ず設けること。また、近隣の駐輪場を借用することで

代替する場合は、担当課と協議の上、その可否を検討すること。 

 

2) サイン 

複合公共施設のサイン計画については、以下の要件を満たすこと。なお、外部に

設ける施設名板や室名の文言については、設計業務段階において本市に確認するこ

と。 

i) 施設の案内板を、シンプルかつ大きな文字のデザインで施設内部の分かり

やすい位置（玄関付近）に設置すること。 

ii) 各階にフロア案内板を設置すること。 

iii) 室名称のサインは、全ての諸室に設けること。 

iv) トイレ、傾斜路、その他シンボル化した方が望ましいものについては、ピ

クトグラムとしてもよい。 

v) 複合公共施設の名称を示す看板を敷地外部の通りに面して設置すること。

市内中心部における看板デザインの統一感に配慮すること。 

 

3) 植栽 

i) 「大分市緑の基本計画」に基づき、緑化を図ること。 

ii) 植栽は、季節感があり、手入れのしやすい品種を選定すること。 

iii) 落葉樹を設ける場合は、雨樋のつまり等、維持管理上支障をきたすことの

ないよう計画するとともに、近隣住民等にも十分配慮すること。 

 

2. 立体駐車場 

i) 本施設の付属施設として、市営立体駐車場を整備する。 

なお、隣接する市営荷揚中央駐車場について、本事業で整備する立体駐車

場との再編が妥当と考えられる場合、事業者の提案により、提案価格の範囲

内において解体・撤去等することを妨げるものではない。 

 

(1) 本体構造 

i) 自走式立体駐車場とする。 

ii) 階数は事業者の提案による。 
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iii) 階段は、2 箇所以上設置すること。階段室に手摺り（点字付き）を設置する

こと。 

 

(2) 駐車台数・駐車区画・車路 

i) 「大分市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」を満たすこと。 

ii) 駐車台数は次のとおりとすること。なお、敷地面積内において平面駐車場

の設置も可とする。 

・自動車：255 台以上（うち車いす使用者用 1 台以上）（ただし、市営荷揚中

央駐車場を解体・撤去し、一体整備する場合は、市営荷揚中央駐車場（95

台）分と合わせて 350 台以上（うち車いす使用者用 1 台以上））とするこ

と。 

・新設する立体駐車場には公用車専用駐車区画として最上階より 87 台分（全

体の 350 台に含む）を連続して設けること。 

iii) 駐車区画の有効寸法は、次のとおりとする。 

   ・普通自動車   幅 2.5ｍ、奥行 5.0ｍ以上 

   ・軽自動車    幅 2.3ｍ、奥行 4.0ｍ以上 

   ・公用車専用   幅 2.3ｍ、奥行 4.0ｍ以上 

   ・車いす使用者用 幅 3.5ｍ、奥行 5.0ｍ以上 

 

(3) 消防設備 

i) 建築基準法、消防法等関係法令の基準以上とすること。 

 

(4) 照明設備 

i) 照明は、「駐車場設計・施工指針（国土交通省）」によるものとし、環境に配

慮した灯具とすること。 

 

(5) 駐車場管制装置 

1) 料金徴収装置 

i) 料金精算機は、駐車台数、駐車時間、料金等の実績を保存し、データの取り

出しが可能であること。 

ii) 料金体系の変更等が容易に可能であること。 

 

2) 監視カメラ 

i) 出入口部分の重点監視を行うほか、駐車場各部、通路、階段、事務室等も

含む場内全体を見渡せるようカメラを設置すること。 

ii) 録画機能を有し、２週間以上全カメラの画像データを残せること。 
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iii) 画質は車両ナンバーが認識できる程度のものとすること。 

iv) 監視カメラにて監視中であることを掲示すること。 

 

(6) 管理事務室 

i) 管理事務室は地上に 1 室設置し、利用者の問い合わせや料金精算機・カーゲ

ート等設備の管理、場内での緊急事態・トラブル等に速やかに対応できる箇

所に配置すること。 

 

(7) トイレ 

i) 1 階にトイレ（多目的兼男子用及び女子用を各 1 室）を設けること。 

 

(8) エレベーター 

i) 1 基以上設けること。2 基設けることが望ましい。 

 

(9) 機械室 

i) 料金徴収用集計コンピュータ、自動火災報知装置、録画装置、警備システ

ム補助装置等、当該施設に関する機器に集約を行う。 

 

(10) 案内・サイン等 

i) 車路場内誘導、駐車後の案内、車両出口の行先案内、車いす利用者用施設

の案内、高さ制限・重さ制限の案内、歩行者の動線等を表示する案内板を

適切に配置すること。 

 

(11) 外構・外観等 

i) 透水性の高い舗装材料を使用する等、雨水流出抑制に配慮すること。 

ii) 日陰、騒音、光害等、建築基準法を遵守するとともに、周辺に十分配慮し

た構造とすること。 
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第3節 設計業務遂行に関する要求内容 

1. 業務の対象範囲 

設計業務は、本施設を対象とし、事業者は、入札時の提案書類、事業契約書、本要求

水準書に基づいて、基本設計及び実施設計を行うこと。 

 

i) 事業者は、設計業務の内容について本市と協議し、業務の目的を達成する

こと。 

ii) 事業者は、業務の進捗状況に応じ、本市に対して定期的に報告を行うこと。 

iii) 事業者は、事業契約締結後、必要に応じて、速やかに電波障害調査を行う

こと。 

iv) 事業者は、業務に必要となる現況測量、地盤調査等について、事業者の責

任で必要に応じて行い、関係法令に基づいて業務を遂行するものとする。 

v) 事業者は、「公共建築工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械

設備工事編）平成 31 年版」（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、社団法人

公共建築協会編集・発行）や日本建築学会制定の標準仕様書を基準とし、業

務を遂行するものとする。 

vi) 事業者は、各種申請等の手続きに関係する関係機関との協議内容を本市に

報告するとともに、必要に応じて、各種許認可等の書類の写しを本市に提

出すること。 

vii) 図面、工事費内訳書等の用紙、縮尺表現方法、タイトル及び整理方法は、

本市の指示を受けること。また、図面は、工事ごとに順序よく整理統合し

て作成し、各々一連の整理番号を付けること。 

viii) 本市が議会や市民等（市民ワークショップなど）に向けて設計内容（設計コ

ンセプト等）に関する説明を行う場合、本市の要請に応じて説明用資料を作

成し、必要に応じて説明を行うなど、積極的に協力すること。 

ix) 設計状況や工事状況などの進捗状況について、本市の情報発信に積極的に協

力すること。 

x) 国へ交付金等の申請を行う場合等、本市の要請に応じて説明用資料を作成

し、必要に応じて説明に関して協力すること。 

 

2. 業務の期間 

設計業務の期間は、本施設の供用開始時期に間に合わせるように事業者が計画するこ

ととし、具体的な設計期間については事業者の提案に基づき事業契約書に定める。事業
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者は、関係機関と十分協議した上で、事業全体に支障のないよう設計スケジュールを調

整し、本業務を円滑に推進するよう期間を設定すること。 

 

3. 設計体制と主任技術者の設置・進捗管理 

事業者は、設計業務の主任技術者を配置し、組織体制と合わせて設計着手前に以下の

書類をもって本市に通知すること。また、設計の進捗管理については、事業者の責任に

おいて実施すること。 

 

i) 設計業務着手届 

ii) 主任技術者届（設計経歴書添付） 

iii) 担当技術者・協力技術者届 

 

4. 設計計画書及び設計業務完了届の提出 

事業者は、設計着手前に詳細工程表を含む設計計画書を作成し、本市に提出して承認

を得ること。なお、設計業務が完了したときは、設計業務完了届を提出するものとする。 

 

5. 基本設計及び実施設計に関する書類の提出 

事業者は、基本設計及び実施設計終了時に遅滞なく以下の書類を本市に提出すること。

本市は内容を確認し、その結果（是正箇所がある場合には是正要求も含む。）を通知する。 

また、提出図書は全てのデジタルデータ（CAD データも含む。）も提出すること。な

お、提出部数は各 3 部とし、各書類等の提出形態等については、本市との協議によるも

のとする。 

 

① 基本設計 

i) 意匠設計図（A3 縮小版） 

ii) 構造設計資料 

iii) 設備設計資料 

iv) 各室設計条件諸元表 

v) 工事費概算書 

vi) 什器・備品リスト・カタログ 

vii) 要求水準書との整合性の確認結果報告書 

viii) 事業提案書との整合性の確認結果報告書 

ix) その他必要資料 
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② 実施設計 

i) 意匠設計図（A1 版・A3 縮小版） 

ii) 構造設計図 

iii) 設備設計図 

iv) 各室設計条件諸元表 

v) 構造計算書 

vi) 設備設計計算書 

vii) 工事費積算内訳書・積算数量調書 

viii) 什器・備品リスト・カタログ 

ix) 外観・内観パース図（額付） 

x) 要求水準書との整合性の確認結果報告書 

xi) 事業提案書との整合性の確認結果報告書 

xii) 実施設計説明書 

xiii) その他必要資料 

 

6. 設計業務に関する留意事項 

本市は、事業者に設計の検討内容について、必要に応じて随時聴取することができる

ものとする。なお、事業者は、作成する設計図書及びそれに係る資料ならびに本市から

提供を受けた関連資料を、当該業務に携わる者以外に漏らしてはならない。 

 

7. 設計変更について 

本市は、必要があると認める場合、事業者に対して、工期の変更を伴わず、かつ、事

業者の提案を逸脱しない範囲で、本施設の設計変更を要求することができる。その場合、

当該変更により事業者に追加的な費用（設計費用及び直接工事費、将来の維持管理費等）

が発生したときは、本市が当該費用を負担するものとする。一方、本事業の費用に減少

が生じたときには、本事業の対価の支払額を減額するものとする。 
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第3章 建設・工事監理業務 

第1節 業務の対象範囲 

建設・工事監理業務は、本施設を対象とし、事業者は、設計図書、事業契約書、本要求

水準書、入札時の提案書類に基づいて、本施設の建設及び工事監理を行い、企画・提案し

た什器・備品等を整備すること。 

 

第2節 業務期間 

1. 業務期間 

本施設は、令和 6 年 1 月末日までに建設工事を完了すること。 

なお、市営荷揚中央駐車場を解体・撤去し、一体整備する場合は、立体駐車場の供用

開始前日までの期間、事業予定地において仮設駐車場（平面駐車場）100 台分程度を確保

すること。 

 

2. 業務期間の変更 

事業者が、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により、工期の延長

を必要とし、その旨を請求した場合は、延長期間を含め、本市と事業者が協議して決定

するものとする。 

 

第3節 業務の内容 

1. 基本的な考え方 

i) 事業契約書に定められた本施設の建設・工事監理及び什器・備品の整備履

行のために必要となる業務は、事業契約書において本市が実施することと

している業務を除き、事業者の責任において実施すること。 

ii) 本事業の着手に先立つ近隣住民等への説明及び調整は、本市が実施する。

ただし、民間施設に係わる近隣地区住民への説明及び調整は、事業者が実

施すること。 

iii) 本施設の建設に当たって必要な関係諸官庁との協議に起因する遅延につい

ては、事業者の責とする。 

iv) 本市が実施する近隣説明等に起因する遅延については、本市の責とし、事

業者が実施する本施設の建設に係わる近隣への対応等に起因する遅延につ

いては、事業者の責とする。 
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v) 事業予定地の境界調査及び、本施設の敷地と民間施設の敷地の境界設定（測

量）は、事業者が実施する。 

 

2. 工事計画策定にあたり留意すべき項目 

i) 本施設の建設にあたり、関連法令を遵守し、関連要綱、各種基準等を参照

して適切な工事計画を策定すること。 

ii) 本施設の建設にあたり、騒音、悪臭、公害、粉塵発生、交通渋滞、その他、

建設工事が近隣の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範

囲の近隣対応を実施すること。 

iii) 本施設の建設にあたり、近隣への対応について、事業者は本市に対して、

事前及び事後にその内容及び結果を報告すること。 

iv) 本施設の建設にあたり、近隣に対して工事内容を周知徹底して理解を得、

作業時間の了承を得ること。 

v) 本施設の建設にあたり、工事に伴う影響（特に車両の交通障害、騒音、振動

等）を最小限に抑えるための工夫を行うこと。 

 

3. 着工前業務 

(1) 各種申請等 

本施設の建設にあたり、建築確認申請等、建築工事に伴う各種申請の手続きを事業

スケジュールに支障がないように実施すること。必要に応じて、各種許認可等の書類

の写しを本市に提出すること。 

 

(2) 近隣調査・準備調査等 

i) 本施設の着工に先立ち、近隣住民との調整、建築準備調査等（周辺家屋影響

調査を含む）を十分に行い、工事の円滑な進行と近隣の理解及び安全を確保

すること。 

ii) 本施設の建設にあたり、本市の事前調査を参考にしつつ、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対策を講じ

ること。 

iii) 本施設の建設にあたり、近隣への説明等を実施し、工事工程等についての

了解を得ること。 
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(3) 工事監理計画書の提出 

事業者は建設工事着工前に工事監理主旨書（工事監理のポイント等）、詳細工程表

（総合定例打合せ日程や各種検査日程等も明記）を含む工事監理計画書を作成し、以

下の書類とともに本市に提出して、承認を得ること。 

 

i) 工事監理体制：    1 部 

ii) 工事監理者選任届（経歴書を添付）：     1 部 

iii) 工事監理業務着手届：   1 部 

 

(4) 施工計画書の提出 

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、以下の書類

とともに本市に提出して、承認を得ること。 

 

【着工時の提出書類】 

i) 工事実施体制届：     1 部 

ii) 工事着工届：     1 部 

iii) 現場代理人及び監理技術者届（経歴書を添付）： 1 部 

iv) 承諾願（仮設計画書）：          1 部 

v) 承諾願（工事記録写真撮影計画書）：      1 部 

vi) 承諾願（施工計画書）：    1 部 

vii) 承諾願（主要資機材一覧表）：   1 部 

viii) 報告書（下請業者一覧表）：       1 部 

ix) 上記の全てのデジタルデータ：           一式 

 

※ ただし、承諾願は、建設工事会社が工事監理者に提出し、その承諾を受けた後、

工事監理者が本市に提出するものとする。 

 

4. 建設期間中業務 

(1) 建設工事 

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書

に従って本施設の建設・工事監理を実施すること。事業者は、工事現場に工事記録を

常に整備すること。工事施工においては、本市に対し、以下の事項に留意すること。 

 

i) 事業者は、工事監理者を通じて工事進捗状況を本市に毎月報告する他、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。 
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ii) 事業者は、本市と協議の上、必要に応じて、各種検査・試験及び中間検査

を行うこと。なお、検査・試験項目及び日程については、事前に本市に連

絡し、承認を得ること。 

iii) 本市は、事業者又は建設会社が行う工程会議に立会うことができるととも

に、必要に応じて随時、工事現場での施工状況の確認を行うことができる

ものとする。 

iv) 工事に伴って周辺家屋等に電波障害が発生するおそれがある場合は、事前

に調査を行い、必要な時期に適切にその対策工事を実施すること。 

v) 市営荷揚中央駐車場を解体・撤去する場合には、解体計画書を作成し、事前

に本市の確認を得ること。解体・撤去・処分の実施に当たっては、本市と事

前に協議を行うこと。また、発生する産業廃棄物等を適正に処理すること。

周辺への騒音や振動には十分配慮すること。 

 

(2) 什器・備品等の調達及び設置業務 

i) 設計図書に基づき「資料 7 （参考）建設業務に含む什器・備品等リスト」、

「資料 8 （参考）什器・備品等参考リスト」に示す各種什器・備品等の製

作及び設置を工事に含めて行うこと。 

ii) 什器・備品等の仕様については事業者の提案により決定する。 

iii) 本リストに示す什器・備品等の調達は、買取（購入）方式を原則とし、リー

ス・レンタルによる調達は不可とする。また、これらの什器・備品等は本

市の所有物とする。 

iv) 完成検査後、職員・施設従業者等の機器等に関する習熟・訓練期間におい

て、本市からの要請に応じて、メーカー等からの指導員の派遣を受けるこ

と。 

v) 事業者は、本リストに基づき本市の負担で設置する什器・備品等、事業者

の負担で設置する什器・備品等について、什器備品台帳を作成し、本市へ

提出すること。 

 

(3) 工事監理業務 

i) 工事監理者は、工事監理の状況を本市に毎月報告し、本市の要請があった

時には随時報告を行うこと。 

ii) 本市への完成確認報告は、工事監理者が事業者を通じて行うこと。 

iii) 工事監理業務内容は、「民間（旧四会）連合協定建築設計・監理業務委託契

約約款」によるものとし、「民間（旧四会）連合協定建築監理業務委託書」

に示された業務とする。 
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(4) 近隣対応・対策業務 

事業者は、近隣住民等に対して、次の事項に留意して工事を実施すること。 

i) 工事中における近隣住民及び周辺施設の利用者等への安全対策については

万全を期すこと。 

ii) 工事車両の動線は、狭隘道路を避け、周辺施設利用者の動線確保と、安全

に十分に留意すること。 

iii) 適切に交通誘導警備員等を配置し、通行者や周辺施設の利用者等を安全に

誘導すること。 

iv) 工事を円滑に推進できるように、必要に応じて、工事の実施状況の説明及

び調整を十分に行うこと。 

 

本業務に係る企画、広報、実施については事業者の提案をもとに本市と協議の上で

決定するものとし、これに係る費用については、すべて事業者の負担とする 

 

(5) その他 

原則として工事中に第三者に及ぼした損害については、事業者が責任を負うものと

するが、本市が責任を負うべき合理的な理由がある場合にはこの限りではない。 

事業者は、建設期間中に、以下の書類を、工事の進捗状況に応じて、遅滞なく本市

に提出すること。 

 

【施工中の提出書類】 

i) 工事工程表：                 1 部 

ii) 工事報告書：                 1 部 

iii) 工事監理報告書：               1 部 

iv) 承諾願（機器承諾願）：            1 部 

v) 承諾願（残土処分計画書）：              1 部 

vi) 承諾願（産業廃棄物処分計画書）：        1 部 

vii) 承諾願（再資源利用（促進）計画書）：    1 部 

viii) 承諾願（主要工事施工計画書）：          1 部 

ix) 承諾願（生コン配合計画書）：            1 部 

x) 報告書（各種試験結果報告書）：          1 部 

xi) 報告書（各種出荷証明）：                1 部 

xii) 報告書（マニフェスト A・B2・D・E 票）：1 部 

xiii) その他必要書類：                        1 部 

xiv) 上記の全てのデジタルデータ：            一式 
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※ 承諾願については、建設会社が工事監理者に提出してその承諾を受けた後、工

事監理者が本市に提出・報告するものとする。 

 

5. 完成後業務 

(1) 自主完成検査及び完成確認 

自主完成検査及び完成確認は、整備対象施設について以下の「①事業者による自主

完成検査」及び「②本市の完成確認」の規定に則して実施すること。また、事業者は、

本市による完成確認後に、「③完成図書の提出」に則して必要な書類を本市に提出す

る。 

 

1) 事業者による自主完成検査 

i) 事業者は、事業者の責任及び費用において、自主完成検査及び機器、器具、

什器・備品等の試運転等を実施すること。 

ii) 自主完成検査及び機器、器具、什器・備品等の試運転の実施については、

それらの実施日の 7 日前までに本市に書面で通知すること。 

iii) 本市は、事業者が実施する自主完成検査及び機器、器具、什器・備品等の

試運転に立会うものとする。 

iv) 事業者は、本市に対して、自主完成検査及び機器、器具、什器・備品等の

試運転の結果を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。 

 

2) 本市の完成確認 

本市は、事業者による上記の自主完成検査及び機器、器具、什器・備品等の試運

転の終了後、当該施設、什器・備品等について、以下の方法により行われる完成確

認を実施するものとする。 

 

i) 本市は、建設会社及び工事監理者の立会いの下で、完成確認を実施するも

のとする。 

ii) 完成確認は、本市が確認した設計図書との照合により実施するものとする。 

iii) 事業者は、機器、器具、什器・備品等の取扱に関する本市への説明を前項

の試運転とは別に実施すること。なお、各施設、機器、器具、什器・備品

等の使用方法について操作・運用マニュアルを作成し、本市に提出し、そ

の説明を行うこと。 
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iv) 事業者は、本市の行う完成確認の結果、是正・改善を求められた場合、速

やかにその内容について是正し、再確認を受けること。なお、再確認の手

続きは完成確認の手続きと同様とする。 

v) 事業者は、本市による完成確認後、是正・改善事項がない場合には、本市

から完成確認の通知を受けるものとする。 

 

3) 完成図書の提出 

事業者は、本市による完成確認の通知に必要な以下の完成図書を提出すること。 

 

【完成時の提出書類】 

i) 工事完了届： 1 部 

ii) 工事記録写真： 1 部 

iii) 完成図（建築）：一式（製本図 1 部、原図及び CD） 

iv) 完成図（構造）：一式（製本図 1 部、原図及び CD） 

v) 構造計算書： 1 部 

vi) 完成図（電気設備）：一式（製本図 1 部、原図及び CD） 

vii) 完成図（機械設備）：一式（製本図 1 部、原図及び CD） 

viii) 完成図（昇降機）：一式（製本図 1 部、原図及び CD） 

ix) 完成図（什器・備品配置表）：一式（製本図 1 部、原図及び CD） 

x) 什器・備品リスト： 1 部 

xi) 什器・備品カタログ： 1 部 

xii) 完成調書： 1 部 

xiii) 完成写真： 1 部 

xiv) 要求水準書との整合性の確認結果報告書：3 部 

xv) 事業提案書との整合性の確認結果報告書：3 部 

xvi) 上記の全てのデジタルデータ： 一式 

 

(2) 所有権設定に係る業務 

事業者は、本市による完成確認後、引渡し及び所有権設定に必要な手続き等を事業

スケジュールに支障がないように実施すること。なお、本施設等の所有権設定は、本

市が行う。 
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第4章 維持管理業務 

第1節 維持管理業務総則 

1. 業務の対象範囲 

維持管理業務は、本施設（消防通信指令センターの厨房の日常清掃、厨房機器の保守管

理を除く）を対象とし、事業者は、維持管理業務仕様書、維持管理業務計画書、事業契

約書、本要求水準書、入札時の提案書類に基づいて、本施設の機能を維持し、利用者が

安全かつ快適に本施設を利用でき、かつ、本施設の運営に支障を及ぼすことがないよう

に、次の内容について、その性能及び機能を常時適切な状態に維持管理すること。 

事業者は、維持管理業務を遂行するに当たって、本要求水準書に準拠するほか、「建

築保全業務共通仕様書及び同解説 平成 30年版」（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、

建築保全センター編集・発行）を適宜参考とすること。 

維持管理業務に際して必要と考えられる消耗品はその都度更新すること。 

 

i) 建築物保守管理業務 

ii) 建築設備等保守管理業務 

iii) 外構等維持管理業務 

iv) 環境衛生・清掃業務 

v) 警備保安業務 

vi) 修繕業務（※） 

vii) その他上記の業務を実施する上で必要な関連業務 

※ 建築物、建築設備に係る大規模修繕については、本市が直接行うこととし、事業者の業務

対象範囲外とする。ここでいう大規模修繕とは、建物の一側面、連続する一面全体又は全

面に対して行う修繕をいい、設備に関しては、機器、配管、配線の全面的な更新を行う修

繕をいう（「建築物修繕措置判定手法（（旧）建設大臣官房官庁営繕部監修）」（平成 5 年

版）の記述に準ずる。）。 

 

2. 業務期間 

業務期間は、本施設を本市へ引渡した後、事業期間終了までとする。 

 

3. 維持管理業務に係る仕様書 

事業者は、維持管理業務の開始に先立ち、「資料 10 （参考）主な維持管理業務項目

参考仕様一覧」を参考とし、本市と協議の上、業務範囲、実施方法及び本市による履行確
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認手続等を明記した維持管理業務仕様書を作成すること。維持管理業務の詳細な内容及

びその実施頻度等は、事業者が提案し、本市が承諾するものとする。 

 

4. 維持管理業務計画書 

事業者は、毎年度の維持管理業務の実施に先立ち、次の項目について配慮しつつ、実

施体制、実施工程、その他必要な項目を記載した維持管理業務計画書を作成し、本市に

提出した上、承諾を受けること。 

なお、維持管理業務計画書は、半年に 1 回、当該業務実施年度の前年度の 2 月末日（最

初の業務実施年度に係る維持管理業務計画書については本施設を本市へ引渡す予定日の

1 ヶ月前の日）及び当年度の 8 月末日までに、それぞれ本市へ提出すること。 

 

i) 維持管理は、予防保全を基本とすること。 

ii) 本施設が有する性能を保つこと。 

iii) 建築物の財産価値の確保を図るよう努めること。 

iv) 合理的かつ効率的な業務実施に努めること。 

v) 本施設の環境を安全、快適かつ衛生的に保ち、利用者等の健康を確保する

よう努めること。 

vi) 劣化等による危険及び障害の未然防止に努めること。 

vii) 省資源及び省エネルギーに努めること。 

viii) 電力及びガス使用量のピークカット、力率改善、負荷の使用状況による、

運転時間の短縮、運転方法の検討等、エネルギー使用の合理化に努めるこ

と。 

ix) ライフサイクルコストの削減に努めること。 

x) 環境負荷を低減し、環境汚染等の発生防止に努めること。 

xi) 故障等によるサービスの中断に係る対応を定め、回復に努めること。 

xii) 上記の項目を実現するための具体的な取り組みについて、事業期間中の工

程を定め、実施すること。 

 

5. 業務報告書等 

事業者は、維持管理業務に係る業務報告書（日誌、月次報告書、四半期、年次報告書）

を作成し、必要に応じて、各種記録、図面、法定の各種届出、許認可証及び設備管理台

帳等と合わせて本市に提出すること。また、月次報告書と併せて、本要求水準書との整

合性の確認結果報告書及び事業提案書との整合性の確認結果報告書についても提出する

こと。 
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この他、建築基準法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、エネルギーの

使用の合理化等に関する法律に基づく定期調査等の報告書を作成し、本市に提出するこ

と。また、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく点検結果について、

本市指定の様式による報告書を作成し、本市保健所に提出すること。 

なお、これら一連の書類については、事業期間を通じて保管・管理すること。 

 

6. 各種提案 

事業者は、業務の実施結果の分析及び評価を基に、各種提案資料を作成し、本市に提

出すること。提案の内容については、本市と協議の上、翌年度以降の維持管理業務計画

書に反映すること。 

 

7. 業務遂行上の留意点 

(1) 法令の遵守 

関係法令、関係技術基準等を充足した維持管理業務計画書を作成し、これに基づき

業務を実施すること。 

 

(2) 業務実施体制の届出 

事業者は、維持管理業務の実施に当たって、その実施体制（業務責任者及び業務担

当者の経歴を明示した履歴書並びに名簿等を含む）を維持管理業務の開始 2 ヶ月前ま

でに業務責任者を、維持管理業務の開始 1 ヶ月前までに業務担当者を、それぞれ本市

に届け出ること。 

 

(3) 業務従事者 

i) 事業者は、適切で丁寧な作業を実施できるよう、維持管理業務の責任者を

選任すること。また、各業務の遂行に最適と思われる実施体制を構築し、

必要な各業務主担当者を選定・配置すること。 

ii) 維持管理業務責任者は、業務全般の掌理、各業務主担当者の指導監督を行う

ものとする。 

iii) 事業者は、法令等により資格を必要とする業務の場合には、有資格者を選任

し、事前にその氏名及び資格を本市に通知すること。 

iv) 事業者は、業務担当者への安全教育を徹底し、業務上の危険防止対策を十分

行い、労務災害のないように努めること。 
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v) 業務担当者は、業務従事者であることを容易に識別できる服装で、作業に

従事すること。また、事業者は、業務担当者が他に不快感を与えないよう

な服装、態度、言動で接するように十分指導監督すること。 

 

(4) 点検及び故障等への対応 

点検及び故障への対応は、維持管理業務計画書に従って速やかに実施すること。 

 

(5) 緊急時の対応 

i) 事故・火災等による非常時及び緊急時の対応について、予め本市と協議し、

維持管理業務計画書に記載すること。 

ii) 事故・火災等が発生した場合、又は発生する恐れのある場合、維持管理業

務計画書に基づき直ちに現場に急行し、電気室（設備担当）及び集中管理室

（警備員）と協力して被害の拡大防止及び復旧に必要な措置を講じるととも

に、速やかに本市及び関係機関に連絡しその指示を受けること。 

iii) 事故停電発生時には、速やかに自家用発電機の運転操作等の緊急処置を取

り、エレベーター利用者と連絡を取ると共にその安全を図ること。その他関

係設備機器に被害を及ぼさないよう十分に注意を払う等、適切な処置をと

ること。 

iv) 事業者は、設備の異常等の理由で、本市から要請を受けた場合には、業務

計画外であっても関連業務の責任者又は作業従事者を速やかに現場に急行

させ、異常箇所の修理、復旧等の対策を講じさせること。この場合の増加

費用は、本市の負担とするが、施設等の瑕疵、保守点検の不良等、事業者

の責めに帰すべき事由がある場合には、事業者が負担するものとする。 

 

(6) 協議等 

i) 協議が必要と判断される事項については、事業者は、事前に本市と協議す

ること。 

ii) 事業者は、維持管理に係る各業務の記録を保管し、本市の求めに応じて速

やかに提出できるようにしておくこと。 

 

(7) 関係諸機関への届出・報告 

事業者は、維持管理に係る各業務の責任者に、必要に応じて、関係諸機関等への報

告や届出を実施させるとともに、緊急時における関係機関への連絡等を行わせること。 

 

 

 



 

 41

(8) その他 

i) 電気室（管理）にインターネット環境を整備し、設置費及び通信費等は事業

者の負担とすること。 

ii) 高所作業においては、作業及び周辺の安全に十分対策を講じること。 

 

第2節 建築物保守管理業務 

事業者は、本施設の建築物等の構造部、屋根、外壁、内壁、天井、床、階段、建具等の

各部位について、外観・景観上、清潔かつ美しい状態を保ち、破損、漏水等がなく、仕上

げ材においても美観を維持すること。 

また、建築基準法の定期調査・検査報告（建築）等に準拠するとともに、本施設の完全

な運用が可能となるように設計図書に定められた所要の性能及び機能を保つこと。 

 

1. 日常（巡視）保守点検業務 

事業者は、本施設の建築物等が正常な状況にあるかどうかについて、現場を巡回して

観察し、異常を発見した時は正常化のための措置を行うこと。また、施設の破損等を発

見した場合は、速やかに本市に報告すること。 

 

2. 定期保守点検業務 

事業者は、関連法令の定めるところにより、本施設の建築物等の点検を実施すること。

また、建築物等の良否を判定の上、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よう努めること。 

 

3. 故障・クレーム対応 

i) 利用者等の申告などにより発見された軽微な不具合の修理を行うこと。 

ii) 故障、クレーム、要望等に対し、迅速な判断により対処すること。 

iii) 故障・クレーム等発生時には、現場調査の上、初期対応及び処置を行い、

速やかに本市に報告すること。 

 

第3節 建築設備保守管理業務 

事業者は、本施設の建築設備全般（電気設備、給排水衛生設備、空調換気設備、放送設

備、消防設備、防火設備、昇降機設備等）に関して、建築基準法の定期調査・検査報告（設
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備、昇降機、防火設備）や消防法の定期点検制度（消防用設備等点検、防火対象物の定期

点検）等の関連法令等に準拠するとともに、本施設の完全な運用が可能となるように設計

図書に定められた所要の性能及び機能を保つこと。 

 

i) 建築設備の管理体制は、電気室（管理）に 1 名以上、24 時間 365 日常駐と

すること。なお、夜間については、仮眠を可能とするが、緊急時には即時

対応が可能な状態とすること。 

ii) 毎日の業務状況を所定の日誌及び記録書等※に記録整理し、翌日本市の承

認を得て厳重に保管するものとする。 

※設備運転日誌、発電機運転記録、空調温湿度日誌、電気日誌、熱源機運転

記録、設備機器台帳、設備点検記録表、複合公共施設内の各施設の電気・ガ

ス・水道検針簿、取引メーター検針簿及び検針記録、その他法令上必要な日

報・日誌・記録 

 

1. 運転監視業務 

i) 事業者は、電気室に設置する中央監視設備又は総合監視盤を用い、対象設

備・機器の運転、監視、点検、手入れ、清掃、調整、操作及び記録を行うこ

と。 

ii) 事業者は、機械設備の運転、監視、点検、手入れ、清掃、調整、操作及び記

録を行うこと。 

iii) 事業者は、エレベーターの運転状況の監視を行うこと。 

 

2. 日常（巡視）保守点検業務 

i) 事業者は、本施設の建築設備等が正常な状況にあるかどうかについて、現

場を巡回して観察し、異常を発見したときは正常化のための措置を行うこ

と。また、設備の破損等を発見した場合は、速やかに本市に報告すること。 

ii) 建築設備等に付随する消耗品については、適宜、交換すること。 

 

3. 定期保守点検業務 

事業者は、本施設の建築設備等が正常な状況にあるかどうかについて、定期的に観察

し、設備の運転、停止、測定等により設備の状態を確認し、設備の良否を判定の上、点

検表に記録するとともに、各設備を常に最良な状態に保つこと。具体的には、法定の点
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検、調査及び検査を実施し、シーズンイン・シーズンアウト調整を行うこと。特に、次

の点に十分留意して保守点検を行うこと。 

 

i) 常に正常な機能・性能を維持できるよう、設備系統ごとに適切な点検計画

を作成すること。 

ii) 点検により建築設備等が正常に機能しないことが明らかになった場合、又

は本施設の運営に支障を及ぼすと考えられる場合には、適切な方法（保守、

修繕、更新など（費用負担は修繕業務を参照））により対応すること。 

iii) 建築設備等のビスの緩み、割れ、機械油の漏れ等がないか、定期的に点

検・保守し、施設利用の安全性を確保すること。 

iv) 換気扇及びフィルターは、定期的に清掃すること。特に、除菌フィルター

は、目づまりによる風力不足、破損等による除菌効果の低下が生じないよ

うに定期的に点検し、必要に応じて交換すること。なお、取替えにて発生

したフィルター等は、廃棄物処理法に基づき適正に処分すること。 

v) 施設内の温度及び湿度を定期的に測定し、空調設備の作動状況を適正に保

つこと。 

vi) エレベーターの保守点検は、フルメンテナンス契約とすること。 

 

4. 故障・クレーム対応 

i) 市民や利用者等の申告等により発見された軽微な故障の修理を行うこと。 

ii) 故障、クレーム、要望等に対し、迅速な判断により対処すること。 

iii) 故障、クレーム等発生時には、現場調査の上、初期対応及び処置を行い、

速やかに本市に報告すること。 

 

第4節 外構等維持管理業務 

事業者は、本施設敷地内の外構等（植栽、工作物等も含む。）に関し、関連法令に準拠

するとともに、美観を保ち、年間を通じて安全性を保つよう維持管理すること。 

なお、外構等維持管理業務の対象は、「資料 10 （参考）主な維持管理業務項目参考仕

様一覧」に示す外構設備（駐車場・駐輪場、サイン、フェンス、外灯、舗装、その他設備

等）及び植栽とする。 

 

1. 外構等定期保守点検業務 
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i) 事業者は、本施設敷地内の外構等について、日常点検、定期点検、清掃によ

り、障害物、堆積物、ごみ等がなく、利用者が快適に利用できる状態を維持

すること。 

ii) 損傷・破損・変形、腐食・錆び、塗装の劣化・剥離、欠落等がなく、正常

に機能する状態を維持すること。異常を発見したときは、保守、補修、更

新、修繕等の正常化のための措置を行うこと。 

iii) 長時間の水たまりや排水不良等が発生しないよう維持すること。 

iv) 舗装面においては、段差、ひび割れ、わだち掘れ、ポットホール等により、

安全性を損なうようなことがないよう維持すること。 

 

2. 植栽管理業務 

i) 事業者は、本施設用地内の植栽に関し、植栽の剪定・刈り込み、散水、除

草、害虫防除及び施肥等の適切な方法により、整然かつ適切な水準に保つ

よう、維持管理を行うこと。 

ii) 美観を保ち、利用者が安全、快適に利用できる状態を常に維持すること。 

iii) 花壇は、季節ごとの適切な植え替えを行うこと。 

iv) 芝生を整備する場合には、芝刈り、水やり、除草、害虫防除及び施肥等を

適切に行い、快適に利用できる状態を保つこと。 

v) 植栽の維持管理については、利用者及び通行者の安全確保に配慮すること。 

vi) 薬剤は使用しないことが望ましい。使用する場合は環境及び安全性に配慮

して選定すること。 

vii) 樹木等により、照明等を遮らないようにすること。 

viii) 子ども等が死角に入らないよう、適宜下枝払い等を行い、視線を遮らない

ようにすること。 

ix) 必要に応じて調査、診断を行い、枯木等の除去、植え替え等を適切に行う

こと。 

 

3. 故障・クレーム対応 

i) 市民や利用者等の申告等により発見された軽微な不具合の修理を行うこと。 

ii) 故障・クレーム、要望等に対し、迅速な判断により対処すること。 

iii) 故障・クレーム等発生時には、現場調査の上、初期対応及び処置を行い、

速やかに本市に報告すること。 
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第5節 環境衛生・清掃業務 

事業者は、本施設及び敷地を、美しくかつ心地良く、衛生的に保ち、本施設におけるサ

ービスが円滑に提供されるよう、環境衛生・清掃業務を実施すること。 

 

i) 一日の業務終了時に清掃業務日報を作成し、事業者において保管するもの

とする。 

 

1. 環境衛生業務 

i) 事業者は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」等の関連法令

等に基づき、施設管理上で必要な測定、清掃等の業務を行い、給排水、空

気環境、騒音、臭気、振動等の管理を適切に行うこと。 

ii) 関係官公署の立ち入り検査が行われるときには、その検査に立ち会い、協

力すること。 

iii) 関係官公署から改善命令を受けたときは、その旨を、関係者に周知すると

ともに、具体的な改善方法を本市に書面にて提示すること。 

 

2. 清掃業務 

1) 日常清掃業務 

i) 日常清掃は、原則として月曜から土曜まで毎日行うものとする。本施設が

複合施設であることを踏まえた提案を期待する。 

ii) 施設利用者及び来訪者が快適に本施設を利用できるよう、屋内外の床・階

段・手すり等の清掃・ごみ拾い、ごみの収集・処理等を日常的に実施し、

美観と衛生を保つこと。 

iii) ごみ拾い、ごみの収集及び処理等は、日常的に実施すること。ごみ類につ

いては、適正な方法により分別し、ごみ置き場に集積すること。 

iv) トイレは、衛生消耗品の補充、床、洗面所、衛生機器の清掃を日常的に実

施し、間仕切り及び施錠等についても汚れがないようにすること。 

v) 給湯室は、シンクの清掃、排水口の清掃及びごみ等の撤去を日常的に実施

すること。 

 

2) 定期清掃業務 

i) 事業者は、日常清掃では実施しにくい施設の清掃を定期的に行うこと。定

期清掃は、対象とする施設ごとの用途や特性に応じ、適切な頻度を提案す
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ること。なお、定期清掃は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法

律」等の関連法令等に基づき実施すること。 

ii) 施設内外の床洗浄・ワックス塗布、マットの清掃、壁面・窓ガラス・建

具・照明器具、換気扇・フィルターの吹出口、棚や頭上構造物・屋根裏の

梁材（天井を有しない場合）等の塵埃が堆積しやすい箇所等の清掃等を行い、

日常清掃では除去しきれない埃、ごみ、汚れ、シミ及び落書き等の除去や、

施設の劣化防止処理等を行うこと。 

iii) 空調設備や敷地内に埋設された排水管、側溝、排水枡等については、破損、

破片、詰まり、泥やごみの堆積等がないか、定期的に点検、清掃等を実施

すること。 

iv) 特に、消防通信指令センター厨房については、厨房エリアの床・天井・内

壁・扉等の洗浄・殺菌、換気扇・フィルターの吹出口等の清掃、照明器具

の清掃、棚や頭上構造物等塵埃が堆積しやすい箇所の塵埃除去・清掃等を

実施すること。なお、実施時期については、本市と協議の上、設定すること。 

 

3. 防虫・防鼠業務 

i) ハチ、クモ、コウモリ、ネズミ、鳥等、必要に応じて、外壁の内・外側の

小動物を取り除くこと。 

ii) 必要に応じて、専門技術者の指導のもと、害虫駆除を行うこと。 

iii) 消防通信指令センター厨房については、ネズミ・有害虫防除を行うこと。

厚生労働省の定める医薬品又は医薬部外品を使用すること。 

iv) 消防通信指令センター厨房については、ネズミ・有害虫生息調査を行うこ

と。ネズミ・有害虫類の発生・侵入・捕獲状況・リスクに配慮して調査す

ること。 

 

4. 廃棄物処理業務 

i) 本市の条例や運用に従い、適切に分別（可燃物、生ごみ、缶、びん、ペット

ボトル、プラスチック類、金属類、電池類、紙類）、保管すること。なお、

収集運搬及び処分は本市が別途委託するが、事業者は収集運搬事業者と協

議を行い、適正な処分に努めること。 

ii) 保管したごみ、廃棄物の散乱、悪臭の発生等を防ぐよう、ごみ置き場の管

理及び清掃を実施すること。 

iii) 有害鳥獣等による被害防止対策を講ずること。 
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第6節 警備保安業務 

事業者は、本施設を保全し、利用者等の安全を守り、公共サービスの提供に支障を及ぼ

さないように、警備保安業務は 24 時間 365 日対応とし、本施設の内部から敷地周辺まで、

防犯・警備・防火・防災を適切に実施すること。 

なお、急病、事故、犯罪、火災、災害等、緊急の事態が発生した場合は、速やかに現場

に急行し、応急措置を行うとともに、速やかに本市及び関係機関へ通報･連絡を行い、指示

を受け、対応すること。 

 

i) 警備の体制は、警備員 2 名以上、24 時間 365 日常駐とすること。なお、夜

間については、仮眠を可能とするが、少なくとも常時 1 名は即時対応が可

能な状態とすること。 

ii) 事業者は、職員及びその他職員が安心して執務し、来庁者が安心して施設

を利用することができるよう計画すること。 

iii) 警備日誌等関係書類を厳重に保管すること。 

 

1. 防犯・警備業務 

i) 警備業法に基づき、複合公共施設内外及びこれに付属する諸施設等の財産

の保全に務め、防災盤の監視、出入口の扉、シャッター等の開閉、エレベ

ーターの運転・停止、敷地内の鎖施錠・解錠、また夜間・休日は複合公共施

設内外の巡回を行い、火災、盗難の予防にあたるものとする。 

ii) 警備員は、事故、施設の損傷、盗難等の予防並びに利用者及び業務担当者等

の安全を確保すること。 

iii) 複合公共施設内の各施設の開閉時間は、「資料 11 （参考）複合公共施設内

の各施設の開館時間等」のとおりとする。ただし、時間外の開閉についても、

市の必要に応じて行うものとする。また、閉庁日又は休館日（以下「閉庁日

等」という。）は、原則として開閉しない。ただし、本市が必要とし開閉時間

を変更し、閉庁日等に開閉することがある。 

iv) 巡回時間及び巡回時の点検項目は、本市と協議の上決定すること。 

v) 毎日 23 時から翌午前 5 時 45 分までの間の鍵の授受、簡易な電話の応対業

務を行うものとする。 

vi) 警備員は勤務を交代する場合は確実に必要な事項の引継を行うこと。 

vii) 建物出入口及び各フロア出入口は、監視カメラによる監視を行うこと。 

viii) 夜間及び休日又は閉庁日等、複合公共施設内の各施設が無人となる際にお

いて、本施設の利用区分やセキュリティラインを踏まえた機械警備を行う

とともに、エレベーターや階段部分を含め、本市職員以外が公共施設部分
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に立ち入ることができないようセキュリティ管理を行うこと。なお、セキュ

リティ管理については、IC カード等（職員全員）による施錠管理を行うこ

ととする。 

ix) 機械警備設備については、適切に作動するように保守管理を行うこと。 

x) 不審物、不審者を発見した場合は、警察署への通報等適切な措置をとること。 

 

2. 防火・防災業務 

i) 警備員は、集中管理室で防災盤の作動を常に監視し、非常事態が発生した場

合は、これに対応する適切な処置を取ること。 

ii) 警備員は、非常事態に備え常日頃より訓練を行うこと。また、防災機器関係

取扱説明書等を熟読し、非常の場合に適切な処置が取れるよう努めること。 

iii) 緊急時の安全避難手段を確保し、避難経路及び避難装置に明確な表示を施す

こと。 

iv) 避難経路からは常時障害物を取り除いておくよう努めること。 

v) 火の元及び消火器・火災報知器等の点検を定期的に行うこと。 

vi) 報知器作動場所、音声・視覚警報装置、緊急照明、避難経路、集合場所等

を示す平面プランを作成して、最新情報に更新し、各々、関連場所に目立

つように表示すること。 

vii) 急病・事故・犯罪・災害等、緊急の事態が発生したときは、現場に急行し、

応急措置を行うとともに、速やかに本市に報告し指示を受けて非常時に対応

すること。また、必要な関係機関に連絡・協力して、対応を行うこと。 

viii) 災害及び火災が発生した場合、又は発生する恐れがある場合は、防火管理者

が定める防災計画に従い、速やかに対応すること。 

 

3. その他業務 

i) 開庁日等について、駐輪場内の整理を 1 日 2 回程度実施すること。 

ii) 本市と協議の上、年 4 回、放置自転車等の報告業務を行うこと。 

 

第7節 修繕業務 

事業者は、施設の運営に支障をきたさないよう、建築物、建築設備等の基本性能を保持

するために定期的な建築物の修繕及び建築設備の修繕・更新を行うこと。修繕・更新の対

象は、本事業にて事業者が整備した施設・設備及び什器・備品（「資料 7 （参考）建設業
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務に含む什器・備品等リスト」を含み、「資料 8 （参考）什器・備品等参考リスト」を

除く。）を対象とする。 

ここでいう修繕は、大規模修繕を含まないものとする。 

 

i) 事業者は、事業期間終了後の大規模修繕を見据えた事業期間全体の長期修

繕（保全）計画を作成し、本市に提出すること。初年度の長期修繕（保全）

計画は、施設引渡し予定日の 1 ヶ月前の日までに提出すること。長期修繕

（保全）計画において、大規模修繕に係る見込額も提案すること。 

ii) 長期修繕（保全）計画は、事業年度ごとに見直しを行い、前年度の 2 月末日

までに提出すること。 

iii) 修繕の実施に当たっては、事業者がその具体的な修繕方法及び修繕費等を

提案し、本市の承諾を得て実施するものとする。 

iv) 事業者は、修繕を行った場合、修繕箇所について、本市の立ち会いによる

確認を受け、適宜、完成図書に反映するとともに、行った修繕の設計図及

び完成図等の書面を本市に提出すること。 

v) 長期修繕（保全）計画によらない修繕・更新が必要となった場合、公共サー

ビスへの影響、修繕部位及びその範囲、仕様と工法、概算修繕費用等を記

載した実施計画書を作成し、本市と協議を行い、実施の有無を確認するこ

と。 

vi) 事業者は、事業期間全体の修繕業務費として 236,600 千円（税別）を計上し、

長期修繕（保全）計画を作成すること。なお、本市から事業者への修繕業務

費の支払いは平準化するものとし、その額は毎事業年度 15,600 千円（税別）

（初年度は 2,600 千円（税別））とする。また、修繕業務費の執行残額が生

じた場合は、事業者は事業終了時にその執行残額を本市に返還するものと

する。 
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第5章 運営業務 

第1節 運営業務総則 

1. 業務の対象範囲 

事業者は、運営業務仕様書、運営業務計画書、事業契約書、本要求水準書及び入札時の

提案書類に基づき、利用者に適切なサービスを提供するとともに、より効率的な施設運

営ができるよう、以下の内容の運営業務を実施すること。 

運営業務に際して必要と考えられる消耗品はその都度更新すること。 

 

i) 受付・案内業務 

ii) 立体駐車場運営業務 

iii) その他上記の業務を実施する上で必要な関連業務 

 

2. 業務期間 

業務期間は、本施設の運用開始日より、令和 21 年 3 月末日までとする。 

また、事業者は、本施設の引渡し日から運用開始の前日までを開業準備期間とし、業

務実施に必要な人員を配置するとともに、各業務担当者の研修を実施する等、十分な準

備を行うこと。 

 

3. 運営業務に係る仕様書 

事業者は、運営業務の開始に先立ち、本市と協議の上、業務範囲、実施内容、実施方

法、本市による履行確認手続等を明確にした運営業務仕様書及び運営マニュアルを作成

し、施設引渡し予定日の 2 ヶ月前の日までに本市へ提出し、承諾を得ること。 

具体的な内容等については、事業者が提案し、本市が承認するものとする。 

 

4. 運営業務計画書 

事業者は、毎年度、運営業務の実施に先立ち、実施体制、実施工程等、必要な項目を

記載した運営業務計画書を作成し、本市に提出した上、承認を受けること。 

また、毎年度の運営業務計画書を作成するに当たっては、日頃から利用者等の意見や

要望を把握するよう努めるとともに、より良い運営のあり方について検討すること。 

なお、運営業務計画書は、当該業務実施年度の前年度の 2 月末日（最初の業務実施年

度に係る運営業務計画書については本施設を本市へ引き渡す予定日の 1 ヶ月前の日）ま

でに本市へ提出すること。 
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5. 業務報告書 

事業者は、運営業務に係る業務報告書（日誌、月次報告書、四半期、年次報告書。本施

設の利用状況（施設別の利用者数、利用料等の収入状況、利用者からの苦情とその対応

状況、実施した事業内容及び実績等）を含むもの）を作成し、必要に応じて、各種記録、

図面、法定の各種届出、許認可書等と併せて本市に提出すること。また、月次報告書と

併せて、要求水準書との整合性の確認結果報告書及び、事業提案書との整合性の確認結

果報告書についても提出すること。なお、これら一連の書類については、事業期間を通

じて保管・管理すること。 

 

6. 各種提案 

事業者は、業務の実施結果並びに利用者等の意見や要望を踏まえて、必要に応じて各

種提案資料を作成し、本市に提出すること。提案の内容については、本市と協議の上、

翌年度以降の運営業務計画書に反映すること。 

 

7. 業務遂行上の留意事項 

(1) 法令等の遵守 

事業者は、必要な関係法令、技術基準等を充足した運営業務計画書を作成し、これ

に基づいて業務を実施すること。 

 

(2) 業務実施体制の届出 

事業者は、運営業務の実施に当たって、その実施体制（業務従事者の経歴を明示し

た履歴書及び資格証書（有資格者の場合）等を含む）を開業準備期間の開始 2 ヶ月前

までに本市に届け出ること。実施体制を変更する場合も同様とする。 

 

(3) 業務従事者 

i) 事業者は、適切な業務を実施できるよう、運営業務の責任者を選任するこ

と。また、業務別、施設別等の業務遂行に最適と思われる実施体制を構築

し、必要な各業務主担当者を選任・配置すること。 

ii) 業務責任者は、業務全般の掌理、業務主担当者の指導監督を行うものとす

る。 

iii) 事業者は、業務担当者への安全教育を徹底し、業務上の危険防止対策を十

分行い、労務災害のないように努めること。 
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iv) 業務担当者は、業務従事者であることを容易に識別できる服装で、作業に

従事すること。また、事業者は、業務担当者が他に不快感を与えないよう

な服装、態度、言動で接するように十分指導監督・教育すること。 

v) 立体駐車場運営業務担当者は、普通免許取得者で、２年以上警備業務の経

験を有する者とする。また、立体駐車場運営業務担当者は、身分を示す指定

の証票を携帯しなければならない。 

 

(4) 安全管理 

i) 安全管理の適正な履行状況について、必要に応じて本市は確認を行い、不

適合箇所が指摘された場合、事業者は、本市が定める期間内に改善報告書

を本市に提出すること。 

ii) 事業者は、本市及び関係機関等の立入検査が行われる場合は、これに応じ

ること。 

iii) 事業者は、利用者等のけが、事故、犯罪、災害等、緊急の事態が発生した

場合の対応マニュアルを本市と協議の上、整備し、緊急時の対応について

対策を講じること。 

iv) 事故・火災等が発生した場合には、直ちに被害の拡大防止及び復旧に必要

な措置を講じるとともに、集中管理室及び関係機関に連絡すること。 

 

(5) クレーム・事故対応 

i) 事業者は、利用者からのクレームや要望等に対し、事実関係を確認の上、

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。 

ii) 事業者は、想定されるクレーム内容と適切な対処についてのマニュアルを

作成し、業務担当者に配布するとともに理解の徹底を図ること。マニュア

ルは運営期間中に適宜内容を見直し、その都度業務担当者への徹底を図る

こと。 

iii) 事業者は、クレームの内容と対処結果についての記録を残し、毎月の業務

報告書に記載し、本市へ報告すること。 

iv) 事業者は運営業務の実施に伴い発生した事故、利用者等から寄せられた運

営業務に関するクレーム等に対して、再発の防止措置を含め迅速かつ適切

に対応し、対応の結果を速やかに市に報告すること。また、事業者の運営

業務の範囲外での事故や苦情等を受けた場合、本市に速やかに報告し、対

応について協議すること。 
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(6) 協議等 

i) 協議が必要と判断される事項については、事業者は、事前に本市と協議す

ること。 

ii) 事業者は、各業務の記録を保管し、本市の求めに応じて速やかに提出でき

るようにしておくこと。 

 

(7) 関係諸機関への届出・報告 

事業者は、運営業務を実施するにあたり、関係官公署等へ必要な届出や報告を行う

とともに、緊急時の関係機関への連絡等を行うこと。 

 

第2節 受付・案内業務 

1. 総則 

i) 事業者は案内所に業務の遂行に適した者を常時１名以上配置すること。配

置時間は、本市執務室等の開庁日の 8 時 30 分から 18 時までとし、案内窓

口に業務担当者が必ず配置された状態にすること。 

ii) 業務担当者は、本施設の行政目的を熟知し、規律と節度をもって管理業務

に従事するものとし、来庁者等に対し親切丁寧を旨とし、サービス精神に

徹し不快不信の念を与えないように対応するものとする。 

iii) 事業者は、案内業務に必要な教育研修を行うこと。 

 

2. 受付・案内業務 

i) 複合公共施設の来訪者に対する受付及び案内を行うこと。 

ii) 必要に応じ、複合公共施設内の各施設の催事の案内、周辺公共施設等の案

内を行うこと。 

iii) 遺失物、拾得物、迷子の受付、連絡、処理を行うこと。 

iv) 障がい者等への補助及び取次ぎを行うこと。 

v) 来庁者に対し、駐車券の受付を行うこと。 

vi) 案内窓口に設置されているパンフレット等の頒布及び整理行うこと。 

vii) 本市が指定する様式に従い、受付案内者数の統計調査を行うこと。 

viii) 施設内の監視を行い、事故及び非常事態の際は緊急措置、救護を行うとと

もに、速やかに本市に連絡・報告すること。 

ix) 総合受付付近に設置された AED の保守点検（一日一回）を行うこと。 
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第3節 立体駐車場運営業務 

1. 総則 

i) 営業時間は 24 時間、365 日とすること。保守等に必要とされる特別の期間

を除き、通年営業を行うこと。 

ii) 立体駐車場の案内・誘導、満車・空車情報、フロア案内等、必要なサイン

を適切に設置し、駐車待ちの自動車を含め、円滑な自動車整理に務めるこ

と。 

iii) 駐車車両の入庫・出庫管理を行うこと。 

iv) 整理券の発行・受領を行うこと。 

v) 遺失物、拾得物、盗難については、集中管理室と連携の上、対応すること。 

 

2. 駐車場使用料収納業務 

i) 事業者は、大分市財務規則に基づいて、立体駐車場の使用料を徴収し、そ

の全額を市に納入するとともに、入出金の管理を適切に行うこと。 

ii) 立体駐車場の使用料収納業務の実施時間は、24 時間 365 日とする。 

iii) 7 時 30 分から 22 時 30 分については、立体駐車場の管理人室に業務担当者

を常駐させること。 

iv) 市役所に用務のある者に対し、無料処理を行うため、7 時 30 分から 22 時に

ついては、立体駐車場出入口に業務担当者を配置すること。 

v) 立体駐車場の使用料は、大分市営駐車場条例第 6 条に準拠し、市が設定す

るものとする。 

vi) 立体駐車場の使用料は、出庫する際に徴収するものとする。なお、業務に

必要な釣り銭を用意すること。また、領収書の交付を行うこと。 

vii) 徴収した立体駐車場の使用料は、取りまとめのうえ、速やかに毎日、本市の

指定口座に振り込むこと。また、指定様式に基づき、日々の収納記録を作

成し、速やかに毎日、本市に報告すること。 

viii) 指定様式に基づき、毎月の収納計算書を作成し、翌月 5 日までに本市に報

告すること。 

 

3. 安全管理業務 

i) 事業者は、運営業務計画書において、安全管理業務年間計画（利用者、車両

及び施設の安全・保安管理体制、利用者対応体制を含む）を作成し、実施す

ること。 
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ii) 歩行者、車両双方の事故防止対策を講じ、実施すること。 

iii) 地震や火災時等の緊急時、非常時の対応を迅速に実施できる体制を確立する

こと。 

iv) 不審者及び不審車両の状況確認及び入場規制を行うこと。 

v) 問題等が発生した場合に利用者が集中管理室に連絡する方法を確保し、速

やかに問題が解決できるようにすること。 

vi) 夜間警備業務として、22 時 30 分から 7 時 30 分までに 3 回の巡回警備を実

施すること。夜間警備業務時間帯に利用者等から緊急の事態及び緊急の呼

出等があった場合は、随時対応することとし、通報から 15 分程度で到着す

る態勢をとること。 
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第6章 民間施設実施業務 

1. 総則 

事業者は、本施設の用途または目的を妨げない範囲において、余剰地及び余剰空間を

有効活用し、利用者の利便性の向上、本事業の基本方針に則った機能を有する民間施設

を整備・運営すること。 

本事業では、施設利用者を含む地域来訪者等が利用できる飲食施設等を民間施設とし

て整備することを事業者に義務付ける。 

民間施設と複合公共施設は、別敷地として、分棟を基本とすること。 

 

民間施設については事業者の自由提案とするが、次の用途として使用することができ

ないものとする。 

i) 風俗営業又はそれに類する用途、犯罪に関わる又は助長する用途、公序良

俗に反する用途及びその他街区の品位や価値を損なう用途。 

ii) 騒音・振動・塵埃・視覚的不快感・悪臭・電磁波・危険物等を発生又は使

用する等、周囲に迷惑を及ぼすような用途。 

iii) 以下の団体等による利用。 

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号。

以下「暴対法」という。）第 2 条に規定する団体又はその構成員等の統制

下にある団体。 

・法務省による「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に

規定する反社会的勢力。 

・無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第

147 号）第 5 条及び第 8 条に規定する処分を受けている団体又はその構

成員の統制下にある団体。 

iv) 大分市における「中心市街地公有地利活用基本構想」に合致しない用途。 

v) その他、社会通念上、公共施設と並存することが不適当な用途 

 

2. 業務遂行上の留意事項 

(1) 全体計画 

i) 全体配置計画に当たっては、「第 2 章第 1 節 1. (1) 全体配置」を参照する

こと。 

ii) 土地利用、施設計画及び運営等において、ユニバーサルデザインの導入や

地球環境負荷の低減、良質な都市景観の形成について十分考慮すること。 
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iii) 事業者は本施設部分の土地と、それ以外の土地について、土地の分筆を行

うために必要な測量、図面及び書類の作成を行うものとする。なお、分筆

登記は本市が行うものとする。 

iv) 改修を要する既存遡及を生じさせないよう計画すること。 

v) 借地期間終了後の円滑な処理ができる計画とすること。 

 

(2) 外構等 

i) 駐車場の整備に当たっては、「大分市建築物における駐車施設の附置等に関

する条例」に基づき、必要台数は必ず設けること。また、近隣の駐車場を借

用することで代替する場合は、都市計画課と協議の上、その可否を検討す

ること。なお、条例に基づく必要台数以上の整備については事業者の提案に

よる。 

ii) 民間施設の駐車場（平面駐車場を除く）への一般車両の出入口は、北側道路

に設けるものとする（南側道路との出入り不可）。 

iii) 駐輪場の整備に当たっては、「大分市自転車等の放置の防止等に関する条例」

に基づき、必要台数は必ず設けること。また、近隣の駐輪場を借用するこ

とで代替する場合は、担当課と協議の上、その可否を検討すること。なお、

条例に基づく必要台数以上の整備については事業者の提案による。 

iv) 落葉樹を設ける場合は、雨樋のつまり等、維持管理上支障をきたすことの

ないよう計画するとともに、近隣住民等にも十分配慮すること。 

 

(3) 立体駐車場の規模拡大について 

事業者の提案により、複合公共施設及び立体駐車場への影響がない範囲で、立体駐

車場の規模を拡大し、本事業で整備する民間施設利用者のための駐車場として、当該

部分を民間事業者にて有償で占用することも可能である。ただし、規模や占用期間等

について、事前に書面にて申請し、本市から承認を得ること。また、事業者は、事前に

本市の承諾を得たうえで、本事業で整備する民間施設利用者のための駐車場用途とし

て、当該占用部分を第三者に転貸することが可能である。 

占用料については申請前に本市との協議により設定すること。事業者が本市に支払

う占用料は、本市公有財産管理の手引きに基づき、次の算定式に従うものとする。 

 

占用料年額 

＝（その年度の建物評価額×当該建物の貸付面積÷当該建物の延床面積×12／100 

＋路線価×当該建物の貸付面積×利率 2.6／100）に、消費税及び地方消費税を 

加算した額 
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ここで、当該敷地が 2 路線以上に接続する場合は、一番高い路線価を採用する。

路線価は、前年度の相続税路線価（財産評価基準書に記載されたもの）とする。 


