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第１ 本書の位置付け 

本書は、「廿日市市筏津地区公共施設再編事業（以下、「本事業」という。）」を実施する事業者（以下、「事

業者」という。）を公募型プロポーザル方式で選定するにあたり、「廿日市市筏津地区公共施設再編事業 実施方

針（以下、「実施方針」という。）を補足するための参考資料である。 

 

第２ 開館準備業務 

１ 総則 

業務の目的 (1) 

事業者は、供用開始後、円滑に運営を実施できるよう、供用開始日までの間に必要な準備を行

うこと。 

業務の期間 (2) 

実施方針中「第２ ７(3)本事業の対象施設」に示す施設（以下、「本施設」という。）の引渡し

日の翌日から供用開始の前日まで。 

保険 (3) 

事業者は、開館準備期間中、自らの負担により第三者賠償責任保険及び火災保険に加入するこ

と。 

 

２ 開館準備業務 

各種マニュアルの整備 (1) 

事業者は、個人情報保護マニュアルや危機管理マニュアル等、本業務実施にあたって必要なマ

ニュアルを作成し、内容を確認の上、開館準備業務開始日の１ヶ月前（供用開始日の２ヵ月前）

までに市に提出し承認を得ること。 

運営体制の確立及び業務に従事する者への教育訓練 (2) 

事業者は、運営業務及び維持管理業務に係る業務従事者を配置し、供用開始日までに、各業務

に従事する者に対して業務内容や機械操作、安全管理、救急救命、接客応対等、業務上必要な事

項についての教育訓練を行い、供用開始後直ちに円滑な運営を実施すること。 

供用開始前の広報活動業務 (3) 

施設情報の発信 ア 

事業者は、本施設用の独自のサイトを構築し、積極的にイベント情報の登録や活動状況の公

開を行うこと。 

パンフレットの作成 イ 

事業者は、供用開始日までに、本施設のパンフレットを作成し、市が指定する部数及びその

データを市に引き渡すこと。 

供用開始前の予約受付業務 (4) 

予約受付の準備 ア 

事業者は、今後本施設について設定される市条例規則に基づき、本施設及び備品等の利用に

ついて、利用方法、予約方法等を定めた「利用の手引き」を作成すること。 

予約管理システムの構築 イ 
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上記アで定める「利用の手引き」に基づき、予約管理システムを構築し、インターネット上

で本施設の予約等が可能なようにすること。 

予約受付の開始 ウ 

事業者は、「利用の手引き」に従って予約を開始すること。 

開館式典実施業務 (5) 

開館式典 ア 

事業者は、供用開始日に開館式典を行うこと。なお、開館式典の参加者については市と協議

して決定すること。 

開館記念イベント イ 

事業者は開館式典後、開館記念イベントを実施すること。 

内覧会 ウ 

事業者は上記ア及びイに合わせ内覧会を実施すること。 

開館準備期間中の維持管理業務 (6) 

事業者は、本施設の引渡しから供用開始日までの間の本施設の維持管理を行うこと。また、供

用開始前であることを踏まえて、後日示す運営・維持管理に係る要求水準に準じて、必要となる

建築物保守管理や建築設備保守管理、清掃、警備等を行うこと。 
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第３ 運営業務 

１ 共通事項 

基本事項 (1) 

本施設の運営に当たっては、複合施設の利点を生かしたサービスの融合により、従来の縦割り

でのサービスを解消し、より良い市民サービスを提供するため、民間事業者のノウハウや柔軟な

発想を取り入れることとしている。 

本項は、対象業務や運営体制等、本施設の運営に係る必要な事項を定めるものである。 

対象業務 (2) 

① 統括管理業務 

② 総合案内・貸館業務 

③ 広報・プロモーション業務 

④ 交流促進業務 

⑤ 健康増進業務（スポーツ・食育） 

⑥ 市民センター機能運営業務 

⑦ 図書機能運営業務 

⑧ 子育てリビング運営業務 

運営体制 (3) 

施設の円滑な管理運営のため、次のとおり統括責任者及び各業務責任者及び必要な業務担当者

を配置すること。なお、配置する人員の配置計画や業務形態は、労働基準法（昭和２２年法律第

４９号）や関係法令との整合を図り、かつ施設の運営に支障がないようにすること。 

【運営体制のイメージ】 

 

統括責任者及び各業務責任者 ア 

(ｱ) 事業者は、施設の運営・維持管理業務を統括する統括責任者及び各業務責任者を定め、運

営・維持管理業務の開始６ヶ月前までに市に届け出ること。統括責任者及び各業務責任者を

変更した場合も同様とする。 

(ｲ) 統括責任者は公共施設の管理運営に関する豊富な経験を有し、施設全体の管理運営能力を

備える者とすること。 
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(ｳ) 統括責任者及び各業務責任者には、事業者が直接雇用する正社員をそれぞれ配置すること。

なお、それぞれの雇用は構成員または協力企業が行うことを可能とする。 

(ｴ) 統括責任者又は各業務責任者が事故・病気等により長期間欠ける場合にあっては、速やか

に新たな責任者を充てること。 

(ｵ) 統括責任者及び各業務責任者が勤務シフト等により業務に従事しない時間帯は、不測の事

態や災害時に迅速かつ的確に対応できるよう、他の従業者（正社員に限る。）からあらかじめ

副責任者として定め、本施設の開館時間中は常に責任体制を構築できる計画とすること。 

(ｶ) 業務責任者等は、各々が担うべき役割を確実に行うことができる限りにおいては、他の業

務責任者等を兼ねることができるものとする。 

(ｷ) 業務を担当する責任者等のうち、防火管理者の資格を有するものを１名以上選任すること。 

(ｸ) 上記の他、施設の円滑な管理運営のため、必要な人員を配置すること。 

業務担当者 イ 

(ｱ) 業務担当者として、必要な人員を配置すること。 

(ｲ) 各業務担当者は、施設の設置目的を理解し、業務内容に応じ、同種の運営業務の経験と必

要な知識及び技能を有する者とし、法令等により資格を必要とする業務については、有資格

者を選任し、配置すること。 

(ｳ) 事業者は、配置人員に関する名簿を事前に市に届け出て、市の承諾を得ること。また、人

員に変更があった場合も同様とする。 

マニュアルの整備並びに体制の確立及び従業者の研修 ウ 

マニュアルの整備 (ｱ) 

a 事業者は、施設・設備等の操作・維持管理マニュアル、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、市の承認を得たうえで、従業者等に周知

徹底を図ること。 

b 事業者が市の承認を受けた後にマニュアルを変更する場合は、必要に応じて市と協議を

行い、承認を得ること。 

体制の確立及び従業者の研修 (ｲ) 

事業者は、従業者に対して業務内容や機械操作、各事業・業務、安全管理、救急救命、接

客対応など、業務上必要な事項について定期的に教育訓練を行い、安定的な業務履行体制を

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。 

名札・制服等の着用 エ 

業務従事中は名札等を必ず身につける、又は共通の制服を着用する等により、利用者が施設

従業員であることを明瞭に判別できるようにすること。 

利用料金 (4) 

利用料金の設定 ア 

施設の利用料金については、市が本施設の設置条例等で定める上限額の範囲内において、市

長の承認を得て事業者が定めることとする。 

減免制度 イ 
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上記アの利用料金における減免制度ついては、市が本施設の設置条例等において定める範囲

内において、市長の承認を得て事業者が定めることとする。 

利用料金の割引 ウ 

施設の有効利用や利用促進、利便性向上等を考慮し利用料金の割引料金等を設定することが

できることとする。（回数券等） 

営利目的の事業に対する利用料金の徴収 エ 

本施設を利用して営利目的の事業を実施することも可能とする。なお、その場合は、一般の

利用料金の２倍に相当する利用料金を徴収するものとする。 

主催事業と自主事業 (5) 

主催事業 ア 

主催事業（市が本方針で主催事業として実施することを求める事業で、実施のための経費が

維持管理・運営委託費（指定管理料）に含まれている事業をいう。以下同じ。）については、別

途無料であること等を定めている場合を除き、参加料を徴収することができるものとする。た

だし、参加料の上限は実費相当分（材料費や講師謝金等、事業内容に応じて適切に設定するこ

と。）とし、事業者の収益分は参加者から徴収できないものとする。なお、参加料を徴収する場

合には、多くの対象者が気軽に負担なく参加できるよう、なるべく低廉な価格を設定すること。 

自主事業 イ 

自主事業（施設の目的に沿った内容の大会やイベント、講座、物販（自動販売機の設置含む。

以下同じ。）等の独立採算で実施する事業をいう。）については、事業者の収益を含んだ参加料

を徴収することができるものとする。 

その際には、一般の施設利用と同様の項目を遵守するとともに、当該施設の利用料金を支払

い、相殺しないこと（施設の利用料金に相当する金額や貸付料等を参加者から徴収し、計上す

ること。）。 

また、自主事業は主催事業と同時に実施することができるものとする（例：スポーツ講座の

開催と同時にスポーツ用品の販売を行う等）。その際には、主催事業であることを鑑み、自主事

業がメインとならないよう配慮すること。 

その他 ウ 

本実施方針内で求める講座等のうち、自主事業と主催事業の定めのないものについては、事

業者が定めるものとする。 

疑義について (6) 

各業務について疑義が生じた場合は、市と随時協議すること。 

 

２ 統括管理業務 

統括管理業務 (1) 

業務計画書の作成・提出 ア 

事業者は、業務実施にあたり、要求水準書及び提案書をもとに、市と協議の上、業務計画書

を作成し、市の承認を得ること。 

業務計画書の構成、提出時期、記載項目は以下の通りとするが、記載項目の詳細については、
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市と事業者で協議の上決定する。 

基本計画：供用開始６ヶ月前までに提出 (ｱ) 

a 業務実施体制 

b 業務管理体制 

c 統括責任者及び各業務責任者、必要な有資格者の経歴・資格等 

d 業務提供内容及び実施方法について 

e 業務期間内の維持管理・修繕計画について 

f 業務報告の内容及び時期について 

g 苦情等への対応について 

h 非常時・災害時の対応及び体制について 

i 業務に係るセルフモニタリングの内容・方法等について 

年度実施計画：各年度の業務着手までに提出 (ｲ) 

a 業務日程及び業務提供時間帯 

b 業務提供内容及び実施方法の詳細等 

c 当該年度の維持管理・修繕計画 

業務報告書の作成・提出 イ 

事業者は、運営・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、次のとおり市に提出すること。 

(ｱ) 日報及び月報：各月末 

(ｲ) 四半期報 ：各四半期末 

(ｳ) 年度総括報 ：各年度末 

施設管理台帳の作成 ウ 

施設管理台帳を整備・保管し、市の要請に応じて提示すること。 

非常時の対応 エ 

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、従業者に研修・訓練を行うと

ともに、周知徹底を図ること。 

事故防止・発生時の対応 (ｱ) 

a 事業者は、事故の発生の有無について記録し、市に報告すること。 

b 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、直ちに市に報告を行うこと。 

災害発生時の対応 (ｲ) 

非常時・災害時の対応は、次のとおりとする。 

a 事故・災害等への対応については、あらかじめ市と協議し、防災計画を策定すること。 

b 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、

市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。 

c 本施設内において災害が発生するおそれがあるときは、直ちに、初動の措置を講じ、市
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の担当者及び関係機関に通報すること。 

d 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。 

e 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。 

避難所開設 (ｳ) 

災害時に市が本施設において避難所等を開設する予定としている。避難所等の開設にあた

っては、あらかじめ市と事業者で協議の上、対応を決定するものとする。 

利用者モニタリングの実施 オ 

事業者は、以下に示す利用者モニタリングを行うなどにより得られた結果をもとに、定期的

に施設の管理運営に対する自己評価を行い、その結果を事業報告書にまとめ市に報告すること。 

利用者アンケートの実施 (ｱ) 

利用者等の意見及び要望を把握し、サービス水準の確保向上に資するため、毎年度１回以

上、利用者等を対象にアンケート調査を実施すること。 

調査方法、項目、時期については施設の性格、利用形態等に応じて、市と事業者とが協議

の上決定するものとする。 

アンケート調査後、事業者は内容についての分析、評価の上で報告書として市に提出する

とともに、その後の管理運営業務に適切に反映させること。 

意見箱等の設置 (ｲ) 

上記(ｱ)とは別に、利用者等の意見及び要望を把握するため、意見箱等を常設すること。回

収した意見については、内容を検討し、管理運営業務に適切に反映させること。 

市主催事業等への協力 カ 

(ｱ) 事業者は、市等が実施する大規模大会の開催時における施設の運営業務や市の特別な事情

（災害時の避難所の開設や選挙の投開票所等）により施設を利用する必要が生じた場合には、

これに協力すること。 

(ｲ) 市からの依頼による、チラシやポスター、各種申請書、各種募集要項等の設置、施設の提

供、各種啓発記事の掲載等へ協力すること。 

市との調整 キ 

事業者は、市との間で本施設の運営・維持管理業務の全般についての協議を目的とする協議

会を定期的に開催すること。協議会は、定例会のほか、市の求め等、必要に応じ臨時会を開催

するものとする。 

その他、市が出席を要請した会議等には、出席すること。 

書類作成支援 ク 

各種法令等の規定により市が関係機関等に提出する必要がある書類を作成し、市の確認を受

けること。 

視察・見学対応 ケ 

本施設への他市の職員・議会による視察や児童生徒等の見学（社会見学や職場体験等）等の

申出があった際には、日程や見学、実習内容等の調整を行い、これに対応すること。 

事業期間終了時の引継業務 (2) 
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事業者は、事業期間終了時に、後任の事業者が運営・維持管理業務を円滑かつ支障なく遂行で

きるよう、引き継ぎに必要な事項の詳細について、事業期間終了の２年前から協議を開始するも

のとし、事業期間終了の９ヶ月前から各業務に関する必要な事項を説明するとともに、事業者が

用いた操作要領その他の資料を提供すること。 

また、運営・維持管理業務の承継に必要な引継マニュアルを事業期間終了の６か月前までに整

備し、市に引き渡すこと。 

 

３ 総合案内・貸館業務 

基本事項 (1) 

本業務は、施設全体の案内や受付、予約調整等を総合的に行う窓口業務である。実施に当たっ

ては、施設全体の情報を収集し、利用者が施設の利用を不便に感じることのないように努めるこ

と。 

総合案内 (2) 

事業者は、ホームページや予約管理システム、デジタルサイネージ等により施設の状況を市民

に情報提供するとともに、来館や電話、電子メール等による各種問合せに対して丁寧で適切な対

応を行う窓口を設置し、施設利用に関する総合的な案内を行うこと。また、窓口には適切な人員

配置を行い、利用者の満足度向上を目指すこと。 

受付・貸出 (3) 

次の利用区分のとおり、利用区分等に応じた受付・貸出業務を次のとおり行うこと。 

個人利用に関する受付 ア 

個人利用の定めのある施設の利用の受付を行い、利用料金を徴収すること。 

専用利用に関する受付 イ 

専用利用の定めのある施設について利用許可申請書の受付、利用料金の徴収等を行うこと。 

備品等の貸出 ウ 

施設備品については、適切な管理のもと、希望者への貸出及び回収を行うこと。また、利用

料金の定めのある備品等については、利用料金の徴収を行うこと。 

大野テニスコートの取扱い エ 

本業務における受付・貸出には大野テニスコート（以下、「テニスコート」という。）も含ま

れるものとする。 

大野地域の体育施設の受付 オ 

大野地域の社会体育施設の貸出及び学校施設の社会体育利用に関する鍵の貸出及び収受を行

うこと。（社会体育施設の使用許可は市が行う。） 

民具庫の鍵の開閉 カ 

本施設の北側にある民具庫の鍵を管理し、必要に応じて鍵の受け渡しを行うこと。 

利用者の調整・決定 (4) 

基本的な考え方 ア 

事業者は、本施設の設置条例等に定める方法及び市と事前に協議して定める「施設利用細則」

に基づき利用者を決定すること。 
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予約・利用調整 イ 

優先予約については、公共施設であることを前提に公平性を確保しつつ、次の考え方を元に

調整する予定とする。必要に応じて総合型地域スポーツクラブと連携して調整業務にあたるこ

と。なお、次の表は予定のものであるため、詳細は市と事業者で協議の上決定するものとする。 

 

※１ 大会規模や公益性等を勘案し、市が可否を判断する。 

※２ 次のいずれかに該当するものに限る。 

・廿日市市スポーツ協会に加盟する団体や大野文化協会等の団体が主催する事業 

・前号に掲げる団体以外の団体で公共性が認められる団体が主催する一定規模以上のス

ポーツ大会 

・プロスポーツ等の大会又は興行 

クラブ登録制度 ウ 

本施設においては、自主活動グループの継続性の確保のため、本施設の設置条例及び「施設

利用細則」等に基づき、定期的な利用が見込まれる自主活動グループを登録クラブとして登録

し、優先的な予約ができる制度を採用することとする。 

なお、自主活動グループのクラブ登録にあたっては、施設を優先的に予約ができる優位性に

鑑み、行事への協力や施設の美化活動、研修の参加等、施設の運営に必要な事項について積極

的に協力することを促す取り組みを実施すること。 

利用料金等の徴収 (5) 

利用料金の徴収方法 ア 

利用料金の徴収は、現金だけでなく、利用者の状況や必要に応じて電子マネーやクレジット

カード決裁等の手段についても検討し、利便性の向上に努めること。また、事業者の提案によ

る券売機の設置も可能とする。 

経理処理 イ 

徴収した利用料金については、施設の利用料金、主催事業・自主事業による収入及び他の収

入金と区別し、収支報告を行うこと。 

苦情対応 (6) 

利用者から寄せられた苦情や意見、情報提供については速やかに適切な対応を行うとともに、

～前々年度

受付 随時受付

受付 随時受付

受付 随時受付

受付 随時受付

受付 空きがあれば随時受付

受付 空きがあれば随時受付

受付 空きがあれば随時受付

随時受付・調整

7

8

事業者が実施する講座等
（主催・自主事業）

一般の専用利用
（民間事業者の収益事業含む）

その他内容を勘案し市が認めるもの

6

利用期間開始

市が主催・実施する事業

事業者が実施する大規模なイベント
（主催事業）

２ヶ月前

1

2

3

4

登録クラブ・まちづくりに関する活動

～前年度 ６ヶ月前 ３ヶ月前

国際大会・全国大会等　※１

上記以外の大規模大会　※２

5

調整・抽選等

市全体で調整市全体で調整

調整・抽選等
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内容を集計し、より良い運営の見直しに役立てること。また、苦情等は対応内容を含めて取りま

とめ、市に報告すること。 

その他 (7) 

定例的な施設の休館日は施設利用細則に従うものとし、臨時の休館については、市と特定事業

者が協議の上、決定することとする。 

 

４ 広報・プロモーション業務 

基本的な考え方 (1) 

本業務は、本施設における講座やプログラム、イベント、利用団体等の活動内容等について、

インターネットやチラシ等の様々な媒体を用いて広く周知し、施設の利用及び参加促進を図るも

のである。 

施設案内の作成 (2) 

施設の利用方法や案内図等を掲載したポスター及びパンフレット（リーフレット等）を作成し、

施設内で掲示又は配布すること。 

施設ホームページの管理運営 (3) 

ア 本施設の案内や行事予定、活動団体等の必要な情報を掲載する施設のホームページを作成し、

管理運営すること。 

イ ホームページは随時更新し、常に最新の情報を提供するとともに、施設で実施予定の行事に

ついては、開催者の求めに応じてできる限りホームページに掲載し、施設の利用促進を図るこ

と。 

ウ 作成するホームページは、利用者にとって見やすくわかりやすい親切なつくりとすること。

また、障がいのある利用者にも配慮すること。 

広報誌の作成 (4) 

本施設での活動状況や今後の行事案内、地域情報等、わかりやすくまとめた広報誌を年４回以

上発行し、施設内や各関係機関（本庁、各支所、その他公共施設、必要に応じた近隣の商業施設

等）に配布すること。 

年間レポートの作成 (5) 

１年間に一度、年間の利用者数や実施した行事等をわかりやすくとりまとめた市民向けの年間

レポートを作成すること。また、必要に応じて次年度の開催予定のイベント等を記載した年度予

定表を含めること。 

チラシ等の作成 (6) 

必要に応じて、各イベントや講座、プログラム等の個別のチラシ等を作成し、施設の利用促進

を図ること。 

SNS等の活用 (7) 

本業務においては、必要に応じて SNS 等の活用も検討し、効果的な広報活動を行うこと。 
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５ 交流促進業務 

基本事項 (1) 

基本的な考え方 ア 

本業務は、地域の良さを守りつつ子育てや市民活動、地域に貢献できる施設として、施設の

もつ８つの機能を軸に、施設全体で「人とひとを結ぶ」ことを実現するために実施するもので

ある。 

あらゆる市民や地域団体等の自主的な活動を実践できるとともに、市民や団体が相互の交流

と連携を通じて、協働のまちづくりが実現できる場及び生涯学習への参加機会を提供すること

で、ふるさとへの愛着を育み、地域で活躍できる人材を育成し、多様な形で再びこの施設や廿

日市市に戻ってくるような利用者サイクルを生み出すことで、これからも選ばれ続けられるま

ちにすることを目的とする。 

市民の主体的な活動の場の提供 イ 

市民が主体的に学び、行動できる機会づくりに努める、学んだ知識や経験を活かし実践活躍

できる場を提供することで、学びの循環を支援すること。あわせて主催事業の修了者を対象に

活動団体を育成し、自主学習の促進を図るとともに、新たな指導者として、自立する機会や情

報を提供すること。 

登録団体の支援 (2) 

ア 登録団体の調整会議や利用調整を行うこと。 

イ 登録団体の育成や自主学習を促進し、新たな指導者やグループとしての自立を支援し、地域

へ学習成果を還元する機会の確保や情報を提供すること。 

ウ その他文化活動などの普及、向上に関する教室や講演会、指導者講習などを行うこと。 

ネットワークづくり (3) 

活力ある地域社会の構築に向け、生涯学習や情報提供を通じて市民活動団体や地域との交流に

よる人的ネットワークづくりと幅広い世代間の交流を推進するとともに、学んだことを発表する

場を通じて新たな交流がうまれるような仕組みをつくること。 

人材の発掘・育成 (4) 

様々な知識や技能、経験を持った地域リーダーやボランティアの発掘及び育成を図り、地域社

会の活性化、地域教育力の向上に努めること。 

全世代の交流の促進 (5) 

地域のあらゆる年代の方々が気楽にふらっと立ち寄り、各年代の利用ニーズにあわせて自由に

くつろげる交流スペースや、各種団体が予約無しで自由に利用できるスペース、中高生等の若者

が優先的に利用できるスペースを確保するとともに、利用ルール等を定めて周知徹底し、利用者

が快適に施設利用できるよう努めること。 

事業・イベントの実施 (6) 

この施設の特徴を活かした「人とひとをむすぶ」ことを主眼に置いた主催事業（イベント、ま

つり、講座等）を実施すること。また、施設全体のまつりを年１回は実施すること。 

発表の場の提供 (7) 

本施設のロビーホール等を活用し、市民や利用団体等の日頃の活動の成果を発表できる場を企
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画・実施すること。また、市民や利用団体等からの活動発表の相談があった際には、これを支援

すること。 

提案を期待する事業 (8) 

ア ＳＮＳの活用講座やポスターデザイン等、自主活動グループやボランティア団体等が自主的

に活動するために必要な講座・プログラム 

イ コミュニティビジネス等、学んだことを実践できる内容の講座・プログラム 

ウ 地域で主体的に活動する人材（若い世代）育成のための講座・プログラム 

エ 中高生を対象としたプログラム 

オ 参加者が自作したものを販売できるマルシェイベントの実施 

 

６ 健康増進業務（スポーツ・食育） 

基本事項 (1) 

基本的な考え方 ア 

本業務は、本事業のコンセプトに基づき、市民が生涯にわたってスポーツに親しみ、健康で

明るく豊かな生活を送れるよう、廿日市市スポーツ推進計画や廿日市市健康増進計画「健康は

つかいち（第２次）」、廿日市市食育推進計画に基づき、スポーツや食育といった健康と関係の

深いテーマでの健康増進やそれらを通じた仲間づくり等の取組みを行うものである。 

有資格者の配置 イ 

スポーツ講座やトレーニングルームの運営にあたっては、スポーツトレーナー等の必要な有

資格者や研修受講者を適宜配置し、適切な運営に努めること。 

スポーツの普及促進 (2) 

スポーツ講座等の実施 ア 

市民のスポーツや健康づくりをはじめるきっかけづくりや地域のスポーツ全般の普及拡大、

競技力向上のため、子どもから高齢者、障害のある人等、様々な人々に対してそれぞれの関心

やニーズに応じた講座やイベントを企画・実施すること。 

(ｱ) 市民が広く参加でき、健康増進と体力向上に資する内容であること。 

(ｲ) 複合施設の利点を生かし、スポーツ以外の他機能と連携した内容についても実施すること。 

(ｳ) 主催事業として、子ども（乳幼児～中高生含む。）や親子を対象とした原則無料の教室等を

月１回以上実施すること。 

(ｴ) 上記(ｳ)とは別に、様々な年代向けの教室等を企画・実施すること。 

(ｵ) 主催事業として、国民の祝日に関する法律第２条（昭和２３年法律第１７８号）に定める

体育の日（令和２年度からは「スポーツの日」）若しくはその前後には生涯スポーツの推進や

スポーツ活動のきっかけづくりとなるイベントを企画実施すること。なお、体育の日に関す

るイベントは、飲食等の受益者が負担するべきものを除き、原則無料で参加できるものとす

ること。 

総合型地域スポーツ・文化クラブ等との連携・支援 イ 

本業務における登録団体との調整や地域におけるスポーツの普及促進に関しては、大野地域

を中心に活動している総合型地域スポーツ・文化クラブ（以下、「本クラブ」という。）と連携
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を図りながら進めるとともに、必要に応じてその運営支援を行うこと。本クラブの組織体制や

加盟団体リスト、過去の活動実績等については、本クラブのホームページを参照すること。 

なお、連携にあたっては、本施設内に本クラブの事務スペースを確保すること。 

スポーツ団体等との連携・支援 ウ 

スポーツ団体等の各種競技の普及向上の支援や相談対応、ボランティア・指導者の育成等を

行うこと。また、必要に応じて市スポーツ協会と連携して事業を進めるとともに、市スポーツ

推進委員の支援を行うこと。 

トレーニング指導・相談 エ 

初心者でも気軽にトレーニングを始められるよう、主にトレーニングルームにおいて健康・

体力づくりについてのアドバイスや相談、トレーニングメニューの作成、トレーニング方法・

マシンの使用方法の指導などを実施すること。また、相談内容に応じ、スポーツ教室等の案内

を行うこと。 

個人開放事業 オ 

市民が気軽にスポーツに親しむ環境をつくるため、予約なしで利用できる個人開放事業を実

施すること。種目や曜日、時間帯の設定は事業者の提案によるものとするが、スポーツ講座や

専用利用とのバランスを考慮すること。 

食育の推進 (3) 

市民が生涯にわたって心身ともに健康で豊かな生活を送ることができるよう、食事を楽しむき

っかけづくり（簡単朝食や単身高齢者の簡単自炊、トレーニングと食、等）を行うものである。

また、本施設で学んだ者が、得た知識を各コミュニティ（家族・友人・近所・各地域）で実践・

普及していくこと目指すため、食をテーマとした講座やイベント等を企画実施すること。 

食育講座等の実施 ア 

(ｱ) 市民が広く参加でき、食を通じた健康増進（生活習慣病予防の食習慣）や仲間づくりに資

する内容とすること。 

(ｲ) 食育をテーマとした講座を年６回以上実施すること。 

(ｳ) 複合施設の利点を生かし、施設内の他機能と連携した内容についても実施すること（食と

スポーツ等）。とくに、子育てリビングと連携した妊娠期～子育て期の食育に関する内容（妊

婦向けの貧血予防の食事、離乳食講座、親子のおやつづくり、簡単朝食メニュー等）にも重

点的に取組むこと。 

(ｴ) 廿日市市ならではの地域資源を生かした地産地消のテーマについても実施すること。 

食育推進リーダーの育成 イ 

上記アの中で、食育の知識を各コミュニティ（家族・友人・近所・各地域）で実践・普及し

ていくこと目指す食育リーダーを育成できるような講座を企画実施すること。 

やさいの日（８月３１日）の普及活動 ウ 

主催事業として、８月３１日（やさいの日：市民が野菜をたくさん食べることを普及促進す

るための取組みの一環として市が定めた日。）又はその前後に野菜をテーマとしたイベント等を

企画・実施すること。 

大野学校給食センターとの連携 エ 
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大野学校給食センターから、本施設を活用して食育推進事業を実施したいとの申入れがあっ

た際には、施設の利用等に関してできる限り協力すること。また、大野学校給食センターと食

育事業について情報を共有し、効果的に事業を実施すること。 

地域団体等との連携 オ 

地域活動団体（健康おおの２１推進委員会等）や、食育関係団体（市・農協・生協・漁協・

スーパー等）と連携した事業についても、検討すること。 

おおの健康福祉フェスタの実施支援 カ 

市が本施設を活用しておおの健康福祉フェスタ（毎年１０月頃に実施）を開催する際には、

施設の利用等に関して協力すること。 

食育の情報収集、発信 キ 

地域活動（健康おおの２１推進委員会等）の取組みの情報を収集し、食育に興味のある人に

対し、活動の場の情報提供をすること。 

食育推進会議への出席 ク 

市全体で食育を推進していくため、市が主催する食育推進会議へ出席すること。 

提案を期待する事業 (4) 

ア トップアスリートとの交流によるスポーツの普及促進や競技力向上、子どもたちに夢を与え

る事業等の高付加価値のサービス 

イ 地元企業等と連携した地産地消の食育推進イベント等の実施 

 

７ 市民センター機能運営業務 

基本事項 (1) 

基本的な考え方 ア 

本業務は、これまでの市民センターサービスを維持しつつ、地域自治を推進しつながりを大

切にした暮らしやすい豊かな地域社会を実現するため、複合施設内の機能を活用した生涯学習

機会の提供及び地域住民のまちづくり活動の支援を行うものである。 

有資格者等の配置 イ 

本業務においては、社会教育主事講習（養成過程を含む。）を受講した者を配置すること。ま

た、適切な運営に努めるために、本業務の遂行に必要な外部の研修を受講させること。 

市民センター事業の企画実施 (2) 

市民センター主催事業の内容 ア 

市が毎年決定する市民センター事業方針（以下、「市民センター事業方針」という。）に基づ

き、必要に応じて大野支所、及び他の公共施設、各種団体等とも連携を図りながら、時代のニ

ーズに対応した生涯学習及びまちづくりに関する事業を実施すること。具体的には、次の領域

から５つ程度を選択し領域に沿った講座等を企画・実施すること。 

主たる対象区域を大野第５区・６区・７区とし、地域住民のニーズ等必要に応じて、大野支

所、及び他の公共施設と連携し、生涯学習機会の提供及び地域住民のまちづくり活動につなが

る事業を行うこと。 

a 家庭教育支援 
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b 青少年の育成 

c 健康づくり 

d 福祉 

e 安全・防災 

f 平和学習 

g 人権・男女共同参画 

(ｱ) 上位領域以外にも、市民センター事業方針の内容を可能な限り反映すること。 

(ｲ) 地域課題の発見・解決や地域の活性化に向けた学習や話し合いの場を提供し、地域主体で

行うまちづくりの取り組みを支援し、地域の人材を育成すること。 

(ｳ) 学習した成果が広く地域活動に生かせる、または地域のまちづくりに貢献できるという視

点を持って企画・実施すること。 

(ｴ) 主催事業の講師には、地域の人材や自主活動グループを積極的に活用し、地域の公共施設、

ボランティア団体や地域活動団体、事業所等の多様な主体と連携し事業に取り組むこと。 

(ｵ) 主催事業の実施に当たっては、主たる対象区域の意見も反映されるよう配慮すること。 

主催事業の実施 イ 

主催事業として、地域の人が講師として行うような簡易なものも含め、年間１４講座以上、

その合計実施回数は年間６０回以上とする。実施にあたっては、必要に応じて託児付講座、手

話通訳・要約筆記付講座、夜間・土日祝開催講座、出張講座など、乳幼児の親、若者、高齢者、

障がい者等の誰もが参加しやすい環境づくりにも配慮すること。 

まちづくり活動の支援・コーディネート業務 (3) 

ア 主たる対象区域の地域活動に取り組む住民や地域団体等と市との連絡調整を行うこと。 

イ 主たる対象区域の地域住民が地域の現状や課題を把握できる場を設定し、地域の自治力を高

めるために地域が行うまちづくり活動への相談、助言、支援を行うこと。また、地域課題の解

決に取り組むため、地域団体や学校等と連携して地域住民や団体同士をつなぎ地域のネットワ

ークの構築を推進すること。 

市民センターだよりの発行 (4) 

市民センターだよりを毎月発行すること。 

その他の業務 (5) 

廿日市市市民センター連合会が実施する事業等へ参画すること（月１回開催の市民センター所

長会議、職員部会及び別途開催される研修への参加）。 

 

８ 図書機能運営業務 

基本事項 (1) 

基本的な考え方 ア 

本業務は、子ども向けサービスを充実させ、子ども図書館を活用した子どもたちの居場所の

創出や、子どもたちの読書活動の推進を行うとともに、従来の図書館では実現できなかった、

会話や飲食が可能な図書環境を提供し、図書館から交流が生まれるような取組みを行うもので

ある。 
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業務の実施に当たっては、レファレンスサービスの充実を図るとともに、多くの情報が飛び

交う現代社会において、市民の悩みや課題に寄り添い、解決の支援ができるよう、多様な情報

へのアクセスを確保した情報拠点としての運営を行うこと。 

有資格者の配置 イ 

本業務において、レファレンスを担当する従業員については、司書資格を有するものを配置

し、その他の従業員においても、できる限り司書資格を有するものを配置することが望ましい。

また、適切な運営に努めるために、本業務の遂行に必要な外部の研修を受講させること。特に

ビジネス支援、児童サービスに関する研修については、積極的に受講させること。 

障がいのある人へのサービスの充実 ウ 

障がいのある人も快適に利用できるよう、対応資料の充実やサービス向上を目指すこと。 

図書館システムについて エ 

図書館システムの提供 (ｱ) 

本施設における図書館システムについて、利用者の利便性を考慮し、はつかいち市民図書

館と共通のシステム及びＴＲＣＭＡＲＣを利用することを前提とする。図書館システムは市

が提供することとし、システムの賃借料、利用料、保守点検料、及び図書館ポータルサイト

TOOL-i使用料（ＡＶ資料は除く。）は、市で負担することとする。 

図書貸出システム (ｲ) 

LiCS-Re for SaaS（株式会社広島情報シンフォニー リース期間 令和元年７月１日～令

和６年６月３０日） 

ＩＣＴ技術の導入 (ｳ) 

自動貸出システム（ＩＣタグ）の導入は必須としないが、市で導入する場合に備えて、自

動貸出システム、自動予約受渡しシステム導入を前提とした、ゲートセキュリティ、カウン

ター等の空間設計、電気・通信設備の設計・対応を行うこと。 

受付・案内等業務 (2) 

利用者登録 ア 

図書機能利用者を登録し、利用者カード等を活用して管理すること。利用者カードは、市内

図書館で共通に利用できるものを使用すること。 

利用案内 イ 

利用者登録や端末の操作説明、資料検索等、図書機能に関する問合せに対応すること。 

資料等の貸出及び返却処理 ウ 

(ｱ) 資料及び付随する機材等の貸出及び返却処理を行うこと。 

(ｲ) 資料等の貸出及び返却に当たっては、資料等の状態を点検すると共に、不要物の除去、簡

易な修繕を行う等、必要に応じた処理を行うこと。 

(ｳ) 貸出中の資料点数、延滞資料の確認等利用者の問合せに対する確認作業を行い、必要な場

合返却を促すこと。 

(ｴ) ブックポストを施設のわかりやすい場所に設置し、適切な管理を行うこと。 

レファレンスサービス エ 

(ｱ) 利用者の求めに応じて、資料及び情報の提供をすると共に、市内外の参考調査機関の案内
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も行うこと。 

(ｲ) レファレンス事例の集積・整理・公開を行うこと。 

複写サービス  オ 

(ｱ) 利用者用複写機を設置し、著作権法の範囲内で適正に使用されるよう管理を行うこと。 

(ｲ) 利用者の求めに応じ所蔵していない資料については、他の図書館の所蔵を調査の上、資料

の借受及び複写を依頼し、利用者に提供すること。 

(ｳ) 複写サービスの利用料は、事前に市と協議し承認を受けること。 

障がい者サービス カ 

はつかいち市民図書館の障がい者サービスの基準に基づき、必要な障がい者サービスを行う

こと。 

閉架出納 キ 

利用者や他の図書館の請求に応じ、閉架書庫の資料を出納すること。 

予約・リクエスト処理及び相互貸借 ク 

利用者の要望に応えるため、資料の購入及び市内外の図書館に所蔵されている資料の取り寄

せを行うこと。また、市外の図書館の依頼に応じ、相互貸借の手続を行うこと。 

寄贈資料の収受 ケ 

直接窓口等に持参された寄贈資料や郵送の寄贈資料を収受すること。 

資料管理業務 (3) 

資料選定・収集・除籍 ア 

(ｱ) 資料の選定及び収集、除籍に当たっては、はつかいち市民図書館収集方針に基づき、資料

収集計画等を作成し、市の承認を得て実施すること。資料の選定対象は、すべての図書館資

料とし、新刊図書や補充・寄贈受入分の外、オンラインデータベース、地図等の図書以外の

形態の資料を含むものとする。資料収集計画においては、この施設の特徴を活かした選書と

し、大活字本や点字資料、デイジー図書等の充実も図ること。また、多文化共生社会におい

て、市内に在住している外国人利用者のための図書も充実すること。 

(ｲ) 選定に伴う契約や発注、支払い、執行管理、受入等の各処理を行うこと。 

(ｳ) 除籍した資料は、リサイクル又は廃棄を行うこと。 

(ｴ) 郷土資料（広島県、廿日市市）、地方行政資料は、はつかいち市民図書館と連携しながら網

羅的に収集し、体系的に整理・保存することを踏まえて選定・受入すること。 

(ｵ) 選定・発注した資料について、図書館システムへ受入データの登録・管理を行うこと。な

お、書誌データの存在しない資料については、図書館システムに適合する形でのデータ作成・

登録を行うこと。 

(ｶ) 新聞、雑誌、その他の逐次刊行物(年報、年鑑、白書等は除く)は、遅滞なく利用に供され

るよう進行管理し受入れること。 

資料の管理 イ 

返却督促 (ｱ) 

毎月第４木曜日に、未返却資料を確定し、必要に応じて電話での督促を行うこと。督促に

当たっては、はつかいち市民図書館と連携して実施すること。未返却資料確定後の督促作業
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（メールやハガキの送付）は、はつかいち市民図書館が行う。 

資料の費用弁償 (ｲ) 

資料を紛失又は毀損した利用者に、現物で弁償させ、資料の除籍・受入処理を行うこと。

現金で弁償させた場合は、指定管理者の収入として整理すること。 

資料の補修・製本 (ｳ) 

所蔵資料の補修、製本を行い、利用者が気持ちよく利用できるような資料の状態を維持す

ること。 

保管転換 (ｴ) 

資料の利用状況や保存等の必要に応じて、所蔵資料の保管転換を行うこと。 

蔵書点検 (ｵ) 

原則として、毎年度 1回、所蔵資料の蔵書点検を行い、とりまとめて市への報告を行うこ

と。蔵書点検の実施に際して、図書館の一時的な閉館はやむを得ないが、なるべく利用者に

影響の出ないよう工夫すること。蔵書点検の時期については、はつかいち市民図書館等と同

時期にならないよう市と協議の上決定し、蔵書点検後に長期未返却者への督促を封書や電話

で実施すること。 

こども図書館の運営 (4) 

子どもの読書推進 ア 

主催事業として、子どもや子どもの読書を推進する大人（保護者等）を対象にした、読書推

進の講座やプログラムを年１回以上実施すること。 

子どもの学習の支援 イ 

児童に対し、調べ学習の補助や子ども向け資料のレファレンスサービス等による、学習の支

援を行うこと。 

おはなし会等の実施 ウ 

(ｱ) おはなし会は、毎週 1 回以上行うこと。 

(ｲ) 必要に応じて図書ボランティアと連携して事業を実施すること。 

(ｳ) 子育てリビングのプレイルーム等と連携した魅力ある事業を実施すること。 

学校、保育園、児童館等との連携 エ 

市内の小学校や中学校、保育園、幼稚園、児童館等のニーズを捉えた図書資料収集やそれぞ

れの読書活動を支援し、団体貸出を行うこと。 

ブックリストの作成 オ 

子どもの読書啓発用のブックリストを作り、子どもたちが様々なテーマの本を探しやすいよ

うに工夫すること。 

ブックスタート事業の運営支援 カ 

市が 4ヶ月児健診と同時に実施するブックスタート事業に際して、保護者への趣旨（子ども

にとっての読書の大切さや読書を通した親子の関係性構築等）説明及び乳児への読み聞かせを

行い、運営を支援すること。なお、ブックスタート事業で配布する図書は市が購入し提供する。 

移動図書館車（たんぽぽ号）の運用 (5) 

移動図書館車 ア 
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移動図書館車を整備し、常に使用できる状態を維持管理すること。移動図書館の車両につい

ては、市が所有するものを譲渡するが、必要に応じて更新すること。 

巡回貸出 イ 

あらかじめ市と事業者で協議の上定める巡回場所（サービスポイント）に移動図書館車で巡

回し、貸出サービスを実施すること。サービスポイントを追加・変更する場合は、市と協議し

て決定するものとする。 

【移動図書館車 巡回場所の目安（平成３０年現在）】 

大野コース（第１・３金曜日） 

 ８区集会所 八坂一丁目 鳴川（八坂神社下） 

 梅原市営住宅 対厳山集会所 対厳山一丁目 

 青葉台集会所 柿の浦集会所 宮島口上一丁目 

 大野１区集会所 大野２区集会所  

吉和・友和保育園コース（第２金曜日） 

 友和保育園 吉和保育園 吉和市民センター 

 吉和学園   

原コース（第４金曜日） 

 原保育園 ふれあいライフ原 宮園保育園 

 原市民センター 原小学校 宮園市民センター 

 四季が丘市民センター   

保育園コース（奇：奇数月 偶：偶数月） 

 いもせ保育園（第１水） 梅原保育園（第２水） 鳴川保育園（第３水） 

 深江保育園（第４水） 阿品台東保育園（第１木） 阿品台西保育園（第２木） 

 平良保育園（第３木・奇） 廿日市保育園（第３木・奇） 地御前保育園（第３木・偶） 

 串戸保育園（第３木・偶）   

出張読み聞かせ ウ 

上記イの通り、移動図書館で市内の保育園等を巡回し、出張読み聞かせ事業を実施すること。 

ビジネス支援コーナーの運営 (6) 

ア 会社員や主婦、シニア世代、施設利用者等で創業したい人へ必要な資料提供を行うこと。必

要に応じて有料データベースを整備し、提供すること。有料データベースのうち、「現行法規」

及び「官報」については、はつかいち市民図書館が契約しているデータベースを利用すること

とする。 

イ ビジネス支援の講座等については、必要に応じて各関係団体と協働して企画実施すること。 

ウ ビジネス支援の経験者を配置すること。 

健康増進コーナーの設置運営 (7) 

本施設のコンセプトを生かした、食事や食育、メンタルヘルス、スポーツなどの健康維持・増

進のためのコーナーを設置し、情報を提供すること。また、定期的に内容を更新すること。 

図書や読書の推進活動 (8) 

図書や読書の推進に係る講座の実施 ア 
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図書や読書、情報をテーマとした講座等を年２回以上実施すること。 

読書会の支援 イ 

読書会グループが主催する読書会への支援（県立図書館からの課題図書の借受等）を行うこ

と。 

その他の業務 (9) 

ホームページの更新 ア 

はつかいち市民図書館のホームページと連携して、本業務に関する情報発信を行うこと。 

図書館だよりの発行 イ 

図書館だよりを毎月発行すること。 

ボランティア等との連携 ウ 

おはなし会のボランティアや障がい者サービスにおける朗読ボランティア等の活動支援を行

い、活動の場を提供すること。また、必要に応じて本施設での事業展開につなげること。 

テーマ展示の実施 エ 

季節・行事・時事にあわせた展示を毎月企画すること。実施に当たっては、複合施設内の他

機能と連携した展示についても企画すること。 

はつかいち市民図書館が実施する事業への協力 オ 

はつかいち市民図書館が実施する事業について、必要に応じて協力すること。 

例）子ども司書養成講座における実地研修の受け入れ協力など。 

はつかいち市民図書館との連絡調整 カ 

はつかいち市民図書館との連絡調整を図るため、年２回の館長会議、２ヶ月に１回の職員会

議及び年２回の図書館協議会に出席すること。 

廿日市市図書館基本計画に基づいた運営 キ 

廿日市市図書館基本計画（市が令和２年３月策定予定。）の内容を図書館運営に可能な限り反

映すること。 

 

９ 子育てリビング運営業務 

基本事項 (1) 

基本的な考え方 ア 

本業務は、大野地域を中心に全市域を対象とし、妊娠期～出産期～子育て期の保護者及びそ

の子どもたちの居場所や活躍の場を提供し、切れ目のない子育て支援を行うものである。 

複合施設内の親子交流コーナーやプレイルーム、子育て相談室、子ども図書館、多目的フロ

ア等を活用し、子どもとその保護者が明るく健康に楽しく暮らせるよう、様々な講座やプログ

ラムを充実させ、育児の知識やスキルの向上、親の役割認識及び若い世代を核とした賑わいを

生み出すことを目的とする。 

運営体制 イ 

ネウボラおおのとの連携 (ｱ) 

本業務においては、大野支所内のネウボラおおのと密に連携を図りながら、子育て支援を

推進していくこと。また、個人の相談記録の取扱いもあることから、個人情報の保護策につ



筏津地区公共施設再編事業 実施方針 参考資料 

21 

いて十分に講じること。 

有資格者の配置 (ｲ) 

本業務においては、保育士や保健師等、業務毎に定める有資格者や必要研修受講者を配置

し、適切な運営に努めること。 

業務内容 必要な資格 備考 

子育て支援センター運営業務

（地域子育て支援拠点事業） 

・常勤 保育士、幼稚園教諭等の有

資格者１名以上 

・その他従事者も保健師、看護師、

保育士、幼稚園教諭等の有資格者

若しくは必要な研修受講者が望ま

しい。 

常時２名以上の従

事者を配置（うち１

名は常勤勤務とし、

２名以上は有資格

者） 

一時預かり業務 

（一時預かり事業） 

・保育士（必要人数） 

・その他スタッフも保育士等の有資

格者若しくは必要研修受講者が望

ましい。 

常時２名以上（うち

１名以上は保育士。

利用児童数により適

正数）の従事者を配

置 

放課後児童クラブ 

（放課後児童健全育成事業） 

・放課後児童支援員 １名以上 

・放課後児童支援員補助員 １名以

上 

（支援単位が一の場合。 

補助員は支援員だとなお望まし

い） 

一の支援単位（おお

むね児童４０人以

下）ごとに２名以上 

※各法令に定める有資格者の配置を遵守すること。 

利用者の把握 (ｳ) 

子育てリビングの利用者は名簿等（氏名や市内外等）を作成して把握し、支援体制の構築

や利用促進に反映させること。また、利用者名簿については随時市に報告すること。 

子育て支援センター運営業務 (2) 

妊娠期の母親や子育て中の保護者、子どもへの支援の入口として、ネウボラおおのと密に連携

しながら、子育て支援体制を整えること。対象者はすべての妊産婦、乳幼児（未就学児）とその

保護者とし、中でも妊娠期～子育て期、特に３歳までの子育て期に重点を置くこととする。 

複合施設内の親子交流コーナーやプレイルーム、子育て相談室等を活用し、見守りや気づきを

通じて気になる親子に声掛けを行うなど、子育て支援の入口として、保護者が気軽に相談しやす

い環境や体制を整えること。 

なお、本業務は、児童福祉法（昭和２２年１２月１２日法律第１６４号）第６条の３第６項に

規定する地域子育て支援拠点事業として実施する。実施にあたっては、地域子育て拠点事業の実

施について（平成３０年６月２７日子発０６２７第２号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）

の「地域子育て支援拠点事業実施要綱」及びその他関係法令等の内容を遵守すること。 
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【市と子育て支援センターの連携イメージ】 

市の事業  子育て支援センターの事業 

健康管理、 

保健相談・指

導 

・親子（母子）健康手帳交付  

 

 

 

 

情報共有 

・ 

連携 

 

 

 

・子育て相談 

・乳幼児健診（４ヶ月、1.6 歳、3.6

歳児）等の実施 

・子育て講座・プログラム

の実施 

訪問指導 ・妊産婦、乳幼児、養育者支援の訪問 ・プレイルームの運営 

健康教育・ 

子育て支援ネ

ットワーク 

 

・ブックスタート事業の実施 

・1.6 歳児健診後フォロー教室 

・母子保健推進員の活動支援（毎月の

研修会） 

・子育てサークル等の育

成・支援 

・子育て支援ネットワーク（関係機関

との連携） 

・子育て情報の収集・提供 

・乳幼児健診等で親子遊び

等の支援 

  ・母子保健推進員との連携 

子育て相談 ア 

妊娠期～出産期～子育て期における子育てに関する様々な相談に面談や電話相談にて随時対

応する。 

(ｱ) 相談・支援のできるスタッフを配置し、子育てに対する悩みや不安を傾聴し、その軽減や

解消をする手助けを行うこと。（主に出産の不安、離乳食を食べない、夜に寝ない、まだ歩か

ない、言葉が遅い、トイレトレーニングの仕方等といった、日々の子どもの気になることに

対する相談） 

(ｲ) 課題を早期発見し、行政支援が必要なハイリスクケース（ＤＶ・虐待の疑いや家族の支援

状況、精神不安定、生活困窮等）は市外利用者を含めて速やかに市につなぎ、協力して支援

を進めること。 

(ｳ) 相談にあたってはプライバシーの守れる子育て相談室等を活用しながら、気軽に相談でき

る環境を提供すること。 

(ｴ) 子育て相談は無料で実施すること。 

(ｵ) 相談後は相談記録を作成し、市に提出すること。 

子育て講座・プログラムの実施 イ 

子育ての仲間づくり、交流を深める場、子育て知識（子どものほめ方やペアレントトレーニ

ング、ＢＰプログラム、パパの育児参加、離乳食、ヨガ、ベビーマッサージ、授乳について等）

の習得等のための講座等を実施する。 

(ｱ) 子育て世代や子どもが広く参加でき、子育て支援に関する内容とすること。 

(ｲ) 子育て講座は月１回以上実施すること。 

(ｳ) 上記(ｲ)のうち、主催事業として、妊娠期から利用してもらい、子育てのネットワークを構
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築してもらうことで、出産後に孤立することなく子育てができることを目的に、プレママの

ための講座（プレママ・ベビー交流会等）を実施すること。 

(ｴ) 上記(ｲ)のうち、主催事業として、ペアレントトレーニング、ＢＰプログラム及び離乳食講

座を実施すること。 

プレイルームの運営 ウ 

(ｱ) 遊びを通して、子どもの成長発達を促すとともに、親子・保護者同士の交流を促すこと。 

(ｲ) 季節毎に行事等を行い、施設の利用促進を図ること。 

(ｳ) 施設や備品を常に適切に管理し、清潔で安全安心な環境を維持すること。 

(ｴ) プレイルームには「(1)イ(ｲ) 有資格者の配置」に定める有資格者等を常時２名以上配置

すること。 

子育てサークル等の育成・支援 エ 

上記イの子育て講座等を通じて、子育てサークルやボランティア等の育成、支援を行うこと。

保護者の得意なもの（手芸や楽器演奏、歌等）を、親子の触れ合いや保護者同士の交流、子育

てが楽しくなるプログラム等に組み込むことが望ましい。 

子育て情報の収集・提供 オ 

子育て情報の案内チラシを配置する等、子育て情報の収集・資料作成・提供を積極的に行う

こと。 

乳幼児健診等の支援 カ 

地域の実情を踏まえた適切な子育て支援を進めていくため、市が本施設で実施する乳幼児健

診等になるべく出席し、母子保健事業の流れや行政のフォロー体制を把握すること。また、そ

のような場に出席することで、保護者に施設職員の顔を覚えてもらい、保護者の身近な存在と

して相談しやすい関係性を築くことも目的とする。 

情報共有・連携 キ 

連絡・調整会議の実施 (ｱ) 

市が主催する定例の連絡会議及び随時のケース会議に求めに応じて出席すること。 

情報共有体制の構築 (ｲ) 

子育ての情報（とくにハイリスクケース）は、大野支所及び事業者間でお互いに情報共有

し、要支援者がどちらの支援窓口を利用する際にも見守りができるような支援体制を協力し

て構築すること。 

母子保健推進員との連携 (ｳ) 

市が主催する母子保健推進委員の定例会議に必要に応じて出席し、地域の保護者の現状や

子育てサロンの状況等の情報を共有し、事業展開に反映していくこと。 

一時預かり業務 (3) 

本業務は、施設利用者や一時的に子どもを預ける必要のある保護者のために、一時的に子ども

を預かる業務であり、児童福祉法（昭和２２年１２月１２日法律第１６４号）第６条の３第７項

に規定する一時預かり事業として実施する。業務の実施にあたっては、一時預かり事業の実施に

ついて（平成２９年４月３日子発０４０３第２２号文部科学省初等中等教育長、厚生労働省雇用

均等・児童家庭局長通知）の別紙「一時預かり事業実施要綱」及びその他関係法令等を遵守する
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こと。 

概要 ア 

対象年齢 (ｱ) 

１歳児から就学前の乳幼児とする。なお、利用ニーズ等を考慮し、事業者において安全等

の体制を確保できる場合には、事業者の提案により対象年齢を引き下げることができるもの

とする。 

定員 (ｲ) 

最大１２人程度を想定している。乳幼児の年齢によって受入れる人数を調整すること。 

利用料金 (ｳ) 

１人３０分当たり３５０円の範囲内で利用者から徴収することができることとする。また、

長時間利用の割引等についての提案も可能とする。 

また、施設内で行われる講座やプログラムに保護者が参加する場合、必要に応じて利用料

を無料とすることを可能とする。 

利用者の登録・管理 (ｴ) 

乳幼児や保護者の状況の把握をするため、事前に一時預かり事業の登録をしてもらうこと。 

食事の提供 イ 

食事提供の可否については、事業者において安全等の体制を確保できる場合に実施できるも

のとする。その場合は、保護者によるお弁当等の対応とし、離乳食に至らない乳児については、

粉ミルク等による対応とする。 

有資格者による託児及び安全管理 ウ 

(ｱ) 「(1)イ(ｲ) 有資格者の配置」に定める有資格者を預かる乳幼児の年齢や人数に応じて適

切に配置し、安心して子どもを預けられる体制を整えること。 

(ｲ) 施設や備品を常に適切に管理し、清潔で安全安心な環境を維持すること。 

放課後児童クラブの運営 (4) 

本業務は、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に対し、授業の終了後等に適切な遊び

及び生活の場を与え、健全な育成を図る業務であり、児童福祉法（昭和２２年１２月１２日法律

第１６４号）第６条の３第２項に規定する放課後児童健全育成事業として実施する。 

事業の実施に当たっては、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成２６年

厚生労働省令第６３号）や放課後児童健全育成事業の実施について（平成３１年３月２９日子発

０３２９第１号厚生労働省子ども家庭局長通知）の「放課後児童健全育成事業実施要綱」、廿日市

市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年条例第２２号）、

その他関係法令等を遵守すること。 

民設民営型の運営 ア 

本業務は、廿日市市留守家庭児童会条例により定める公設型の放課後児童クラブではなく、

事業者が独自で設置する民設民営型の放課後児童クラブとする。運営補助金の詳細については、

次の「カ 事業者の収入」を参照すること。なお、民設民営型での運営に当たり、併設して高

付加価値のスポーツクラブや塾等の実施を認めることとし、その場合は放課後児童クラブとは

別体系で行うこと。 
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【イメージ】 

 

主な業務内容 イ 

事業者の行う業務内容は概ね次のとおりとする。詳細な業務内容については、事業者が本業

務の目的内で最も効果的なものを定めるものとする。 

(ｱ) 児童の健康管理、情緒の安定の確保 

(ｲ) 出欠確認を始めとする児童の安全確認、活動中及び来所・帰宅時の安全確保 

(ｳ) 児童の活動状況の把握 

(ｴ) 遊びの活動への意欲と態度の形成 

(ｵ) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の醸成 

(ｶ) 児童が宿題・自習等の学習活動を自主的に行える環境の整備及び必要な支援 

(ｷ) 基本的生活習慣を身に付けさせることへの援助及び自立に向けた支援 

(ｸ) 連絡帳等を通じた家庭との日常的な連絡、情報交換の実施 

(ｹ) その他児童の健全育成上必要な活動 

利用児童について ウ 

対象児童 (ｱ) 

本業務の対象は、児童福祉法第６条の３第２項及び放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６３号）に基づき、保護者が労働等（疾病や介

護・看護、障がい等も含む。）により昼間家庭にいない小学校に就学している児童とする。な

お、併設する独立採算部分については、この限りではない。 

対象地区 (ｲ) 

概ね大野地域～廿日市地域西部を想定している。必要に応じて利用児童の送迎等を行い、

安全性の確保を行うこと。 

規模 (ｳ) 

４０人１クラス程度（一の支援の単位につき概ね４０人以下の児童数。） 

なお、事業者の提案による支援単位（クラス数）の増加を可能とする。 

利用児童の募集及び決定 (ｴ) 

利用児童の募集及び決定は事業者が実施するものとする。募集に際しては、対象地区の児

童の保護者に運営内容等を十分に周知すること。決定後は速やかに利用の可否を連絡するこ

と。受入可能な定員を上回る利用希望があった場合は、学年や家庭環境を考慮の上、支援の

必要性が高いと考えられる児童が優先的に利用できるように配慮すること。 

開所日時について エ 

開所日数 (ｱ) 

補助対象

独立採算部分

時間帯①

時間帯②

パターン１ パターン２

放課後児童クラブ

放課後児童クラブ スポーツクラブ等

放課後児童クラブ

スポーツクラブ等
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開所日数は年間２５０日以上とし、保護者のニーズや施設の開館等に合わせて最大限開所

すること。 

開所時間 (ｲ) 

開所する時間は、次の時間以上を原則とし、保護者の労働時間や小学校の授業の終了時刻

その他の状況等を考慮して定めること。 

小学校の授業の休業日（長期休暇期間等） a 

１日につき８時間以上 

小学校の授業の休業日以外の日（平日） b 

１日につき３時間以上 

その他 c 

延長保育や閉館日の開所等については、保護者の希望やニーズ等を勘案し、事業者の提

案により実施することとする。 

支援員の配置 オ 

本業務の運営に当たっては、利用児童数に応じて「(1)イ(ｲ) 有資格者の配置」に定める有

資格者の支援員等を配置し、適切な運営に努めること。 

本業務における収入 カ 

利用料金の徴収 (ｱ) 

事業者は、本業務に係る利用料金を設定し、利用児童の保護者から徴収することができる。 

なお、放課後児童クラブ部分における月額の利用料金は市の基準と同水準程度とすること

が望ましい。 

また、おやつ代や行事の参加料等を利用児童の保護者の同意の上で徴収することも可能と

する。 

運営費の補助 (ｲ) 

市は、子ども・子育て支援交付金（子ども・子育て支援交付金の交付について（府子本第

４７４号）に定める放課後児童健全育成事業に対する交付金）の交付額を参考に、別途定め

る要綱等で規定する上限額の範囲内で、本業務の運営費補助を行う予定である。 

高付加価値の教室等の実施 (ｳ) 

本放課後児童クラブに独立採算で高付加価値型のスポーツクラブ等を併設運営する場合の

利用料金は、事業者が設定できるものとする。 

施設内他機能の活用 キ 

施設内の様々な機能を活用し、複合施設内にある強みを生かした事業やクラブ行事を展開す

ること。また、地域や活動団体等との交流事業についても検討すること。 

施設の有効活用 ク 

児童の利用しない時間帯については、子育ての講座や他の講座等に使用するなど、施設の有

効活用を図ること。 
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１０ 民間提案事業 

基本事項 (1) 

基本的な考え方 ア 

民間提案エリアは、事業者の提案により整備する施設で、本施設と一体的に整備することに

より、一層の利用促進や利便性向上、にぎわいの創出が図られる施設である。民間提案エリア

で実施する民間提案事業は、カフェやショップ等の収益を計上するものも可能とし、その場合

は原則独立採算とする。民間提案エリアの床面積は 500㎡を目安として計画している。 

民間提案エリアに期待するもの イ 

民間提案エリアで実施する事業は事業の背景や目的、施設への導入機能等をよく理解した上

で提案すること。民間提案エリア内で想定される事業は次のとおりとする。 

 項目 内容例 条件等 

１ 独立採算の事業 

・カフェ、ショップ等の飲食施設 

（とくに推奨する。） 

・トレーニングルームに付随する有

料スタジオ 

・原則独立採算とする。 

・延床面積に応じた施設使用

料を指定管理料から差し引

くものとする。 

２ 施設機能の拡充 

・図書館閲覧スペースの拡充 

・音楽室の拡充 

・トレーニングルームの拡充 

・プレイルームの拡充 

・施設整備費及び指定管理料

の範囲内で実施できるもの

とする。 

３ その他 ・上記以外 
・施設の効用を高めるものに

限る。 

費用分担 ウ 

民間提案事業による収入は事業者に帰属するものとし、民間提案エリアにかかる費用の分担

については、次のとおりとする。 

費目名 
費用分担 

備考 
市 事業者 

設計・建設にかかる費用 ● ●  

 設計 ●   

 躯体工事 ●   

 設備工事 ●  ※特殊なものを除く。 

 内装工事  ●  

備品の購入・設置にかか

る費用 
 ● 

設置した備品は期間終了前に協議の上、決定す

ることとする。 

民間提案エリアの運営に

かかる費用 
 ● 人件費、材料費、事務費等 

民間提案エリアの維持管

理にかかる費用 
 ● 

光熱水費、保守管理費、清掃費、警備費、修繕

費等 

※民間提案エリアを含めた施設全体で管理運営する場合においても、面積按分や副メーター
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の設置等により、民間提案エリア部分の収支を明確に分けること 

民間提案エリアの考え方 エ 

民間提案エリアで実施する事業イメージについては、次のとおりとする。 

【民間提案エリアのイメージ】 

 

財産の区分 オ 

民間提案エリアの財産区分は行政財産とし、提案内容がカフェやショップ等の場合は、行政

財産の目的外使用とする。目的外使用においては、別途協議の上、民間提案エリアの延床面積

に応じた使用料を指定管理料から差し引くものとする。 

対象とならない事業 (2) 

幼稚園、保育所等 ア 

幼稚園（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条）、保育所（児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号）第３９条）、認定こども園（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第９条）及び類推する施設。 

用途による禁止項目 イ 

(ｱ) 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 

(ｲ) 犯罪に関わる又は助長する用途、主に深夜営業のみを行う用途、公序良俗に反する用途、

その他本施設や地区の品位や価値を損なう用途 

(ｳ) 住宅、風俗施設、学校、宗教施設、工場・倉庫に供する用途 

対象とならない施設形態 (3) 

構造躯体改変の必要となる場合 ア 

事業期間満了後に本施設等の構造躯体の改変が必要となる施設形態 

他のサービスへの影響のある場合 イ 

他のサービスの提供に支障をきたす恐れのある施設形態 

セキュリティに影響のある場合 ウ 

本施設内のセキュリティや入退場・移動に悪影響を与える施設形態 

  

カフェ・軽食など
独立採算で実施

貸付

市民交流スペース、ロビーホール、青少年サロン　等

共有スペース

建物：市所有

面積振り分け

市

施設使用料

土地：市所有

行政財産
目的外使用

体育館 市民センター 図書館 子育てリビング 民間提案エリア

アリーナ
トレーニングルーム　等

研修室
多目的フロア

音楽室
工作室　等

図書室
こども図書館
閲覧室　等

子育て
支援センター
（子育て相談室
プレイルーム）

等

放課後児童
クラブ

（民設民営）
他４機能を
補完する
もの
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第４ 維持管理業務 

１ 基本要件 

基本方針 (1) 

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、その他施設の機能及び性能を、常時適切な状態に維

持管理すること。 

なお、実施に当たっては、次の項目を遵守し、業務を実施すること。 

ア ライフサイクルコストの縮減に努めること。 

イ 多くの市民の利用、大会やイベントに供する集客施設である点を十分に考慮し、適切に業務

を実施すること。 

ウ 維持管理は、予防保全を基本とし、施設の長寿命化に配慮すること。 

エ 本施設が有する機能及び性能等を保つこと。 

オ 省エネルギー、省資源に努めること。 

カ 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。 

キ 本施設の環境を安全、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。 

ク 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。 

ケ 環境負荷を抑制し、環境汚染等の発生防止に努めること。 

コ 関係法令等を遵守すること。 

業務実施時間帯 (2) 

本業務の実施に当たっては、施設の運営等になるべく支障がないような時間を設定すること。 

業務区分 (3) 

維持管理業務の区分は、以下の通りとする。 

ア 建築物維持管理業務 

イ 建築設備維持管理業務 

ウ 備品等保守管理業務 

エ 修繕・更新等業務 

オ 清掃業務 

カ 環境衛生管理業務 

キ 警備業務 

ク 外構施設保守管理業務 

ケ 植栽管理業務 

コ 駐車場・駐輪場管理業務 

点検及び故障等への対応 (4) 

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。 

 

２ 業務の要求水準 

建築物維持管理業務 (1) 

業務の対象 ア 
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建築物維持管理業務の対象は、本施設の各建築物（テニスコート含む）とする。 

業務の方針 イ 

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、建築

物等の点検、保守、修繕を実施すること。 

日常（巡視）保守点検業務 (ｱ) 

建築物等が正常な状況にあるかどうか、現場を巡回して五感により観察し、異常を感じた

ときには正常化に向けた措置を行うこと。 

定期保守点検業務 (ｲ) 

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。 

建築設備維持管理業務 (2) 

業務の対象 ア 

建築設備維持管理業務の対象は本施設の各建築設備とする。 

業務の方針 イ 

運転・監視 (ｱ) 

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、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

合は除去若しくは適切な対応を取ること。 

法定点検 (ｲ) 

a 各設備の関連法令の定めにより、点検を実施すること。 

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。 

定期点検 (ｳ) 

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。 

c 定期点検等においては、主要な設備でメーカー独自の機能を有し、他者での定期点検が

難しい設備においては、各種設備等の納入メーカーによる実施を基本とする。 

劣化等への対応 (ｴ) 

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。 

故障・クレーム対応 (ｵ) 
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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市に

報告すること。 

備品等保守管理業務 (3) 

業務の対象 ア 

備品等保守管理業務の対象は、本施設内のすべての備品等とする。 

什器・備品の保守管理 イ 

事業者は、施設運営に支障をきたさないよう施設運営上に必要な備品等を管理するとともに、

不具合の生じた備品等については随時、修繕・更新等を行うこと。 

消耗品の保守管理 ウ 

(ｱ) 施設の管理運営に必要な消耗品を適宜、事業者が購入し、保守管理を行うこと。 

(ｲ) 不具合の生じたものに関しては随時更新を行うこと。 

修繕・更新業務 (4) 

業務の対象 ア 

修繕・更新業務の対象は本施設のすべてとする。 

業務の方針 イ 

(ｱ) 事業者は、本施設の引渡しから事業期間終了までの間、本施設が正常に機能するために必

要な修繕・更新をすべて実施すること。 

(ｲ) 本事業で実施する修繕は、経常修繕（利用者・不審者の故意・過失で生じた破損に対する

修繕を含む。）及び予防保全の観点から行う計画的な小中規模修繕工事（以下、「計画修繕工

事」という。）とし、大規模修繕工事を含まないこととする。 

長寿命化計画の策定 ウ 

長寿命化計画 (ｱ) 

事業者は、本施設の建物本体及び各種設備の耐用年数等を踏まえた予防保全と長期的な修

繕について、その考え方や整備の方針等を明らかにした長寿命化計画を策定すること 

事業期間中の修繕計画 (ｲ) 

事業者は、(ｱ)の長寿命化計画に基づき、事業期間中に修繕や更新が予め見込まれるものに

ついて、事業期間全体の長期修繕（保全）計画を作成し、計画的な修繕工事を実施ものとす

る。なお、毎事業年度の計画修繕工事に係る費用は、当該年度の支払い時期に、修繕に要し

た実費を精算する方式とする。 

事業終了後の修繕計画 (ｳ) 

事業者は、本事業終了後に市が効率的・効果的に適切な大規模修繕に取組むことができる

よう、具体的な修繕計画を策定すること。また、事業終了２年前には、施設の状況について

調査・評価し、報告書を市に提出すること。 

清掃業務 (5) 

業務の対象 ア 
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清掃業務の対象範囲は、本施設のすべてとする。 

業務の方針 イ 

(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。 

環境衛生管理業務 (6) 

業務の対象 ア 

環境衛生管理業務の対象は本施設のすべてとする。 

業務の方針 イ 

建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）に基づいて、本

施設の環境衛生管理を行うこと。 

警備業務 (7) 

業務の対象 ア 

警備業務の対象は、実施方針中「第２ ６(1)エ 事業対象敷地」で示す敷地（以下、「本敷地」

という。）とする。 

業務の方針 イ 

業務の対象となる本施設全般を保全し、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（昭和４７年法律第１１７号）を遵守し、適切な防犯・防災警備を実施

すること。 

外構施設保守管理業務 (8) 

業務の対象 ア 

外構施設保守管理業務の対象は本施設の外構施設とする。 

業務の方針 イ 

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、外構施設に

ついて、点検・維持・保守・修繕・交換処理を行うこと。 

外構施設の保守管理にあたっては、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。 

植栽管理業務 (9) 

業務の対象 ア 

植栽管理業務の対象は実施方針中「第２ ６(1)エ 事業対象敷地」で示す敷地（以下、「本
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敷地」という。）内の植栽とする。 

業務の方針 イ 

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、植栽につい

て、点検・維持・保守・修繕・交換処理を行うこと。 

植栽の管理にあたっては、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。 

駐車場・駐輪場管理業務 (10) 

業務の対象 ア 

駐車場・駐輪場管理の対象は本敷地内の駐車場・駐輪場とする。 

共通事項 イ 

(ｱ) 利用者が安全かつ快適に利用できるよう留意し、利用者の誘導などを実施すること。 

(ｲ) 事業者は、駐車場管理規程を定め、常時、駐車場内の監視を行い、駐車場が混雑した場合、

又は混雑が予想される場合には、駐車場内及び車両入口付近に車両を誘導する整理員を配置

する、駐車場の空き状況が把握できるように表示を行う等により、混雑の緩和や安全の確保

についての対応を行うこと。 

(ｳ) 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。 

(ｴ) 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。 

(ｵ) 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。 

(ｶ) 駐車場法（昭和３２年法律第１０６号）等で定められた技術的基準を維持すること。 
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