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第１ 総則

１ 要求水準書の位置づけ

本「室蘭市複合公共施設整備運営事業 要求水準書」（以下、「本書」という。）は、室蘭市複

合公共施設整備運営事業（以下、「本事業」という。）への提案を検討する民間事業者を対象に公

表するものであり、「募集要項」と一体のものとして位置付けるものである。市が本事業の設計、

建設、維持管理・運営業務を実施する事業者（以下、「特定事業者」という。）に対し要求するサ

ービス水準を示し、本事業の提案に具体的な指針を示すものである。

２ 室蘭市複合公共施設のコンセプト

室蘭市複合公共施設は、耐震性や老朽化などの課題がある施設を集約化し、都市規模に見合っ

た公共施設の集約や複合化による維持管理コストの削減等を図るとともに、多様な市民の意見を

踏まえ、特に若者や子育て世代に配慮した図書機能や子育て機能など、施設の魅力に繋がる機能

を導入することで、世代や分野を超えた様々な人が集まり出会う多世代の交流拠点づくりを目指

す。また、市は西いぶり圏域において、定住自立圏構想に基づく中心市の役割を担っており、広

域的な交流拠点として圏域住民が広く利用できる施設としても位置付け整備を進めるものであ

る。

なお、室蘭市複合公共施設の基本的な考え方については、「室蘭市複合公共施設基本計画（平

成 26年 3月策定）」（以下、「基本計画」という。）にまとめ公表している。
市は、本事業において、室蘭市複合公共施設のコンセプトをより良い形で達成することを期待

している。
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３ 用語の定義

本事業において用いる用語について以下のとおり定義する。

ア 修繕

劣化した部位、部材又は機器の性能・機能を原状（初期の水準）又は実用上支障のない状態ま

で回復させることをいう。ただし、保守範囲に含まれる軽微な作業を除く。

イ 更新

劣化した部位、部材又は機器の性能・機能を原状（初期の水準）又は実用上支障のない状態に

回復させるため、部材や建築設備を新しいものに取り替えることをいう。

ウ 点検

建築物等の機能及び劣化の状態を一つ一つ調べることをいい、機能に異常又は劣化がある場合

必要に応じ対応措置を判断することをいう。

エ 保守

建築物等の必要とする性能又は機能を維持する目的で行う消耗品又は材料の取り換え、注油、

汚れの除去、部品の調整等軽微な作業をいう。

オ 運転・監視

設備機器を稼働させ、その状況を監視すること及び制御することをいう。

カ 長期修繕計画

本施設の開館以後、事業期間中、本施設を良好に利用でき、実用上支障のない状態に保つため

に必要となる修繕・更新工事の計画をいう。
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４ 対象業務

以下に、本事業の対象業務を示す。

大分類 中分類 小分類 業務内容 備考

分担

市
特定

事業者

設計、建

設業務

設計業務 事前調査業務 敷地測量調査に係る資料提供 ●

地盤調査に係る資料提供 ● ●

その他調査 設計業務に必要となる各種調査 ●

設計業務 基本設計業務 施設整備に係る基本設計 ●

実施設計業務 施設整備に係る実施設計 ●

その他業務 その他関連する業務 ●
周辺家屋等影響

調査・対策業務
周辺家屋等影響調査・対策業務 調査の実施及び対策の検討・実施 ●

電波障害等調査・

対策業務
電波障害等調査・対策業務 調査の実施及び対策の検討・実施 ●

建設業務 建設業務 建設工事 施設整備に係る建物建設工事 ●

外構工事 施設整備に係る外構工事 ●

その他業務 電気、ガス、上下水道、電話回線の引き

込み等
●

工事監理

業務
工事監理業務 工事監理業務 建物及び外構工事の工事監理 ●

各種申請

等手続 き

業務及び

関連業務

建設工事に伴う各

種申請等の業務
事前協議、申請及び検査実施等業務 複合公共施設：計画通知

●

施設に関する保

険付保業務
第三者賠償に備えた必要な保険の付保

業務
●

その他業務 その他関連する業務 余剰地の分筆等 ●

開館準備

業務
供用開始準備業務

施設の利用案内、申請受付等
パンフレット作成、施設内容の周知、利

用受付等 ●

備品の調達 備品の調達、設置 ●

市所管課との連絡・調整等 運営体制の確認等 ●

開館式典実施業務 開館記念式典の企画、実施 ●

総括管理

業務

日常管理業務 施設の総合案内・広報、総務等 ●

その他の管理業務 緊急時対応、利用者統計等 ●

維持管理

業務
施設管理業務

保守・点検業務
建築、建築設備、外構、環境衛生管理、

定期調査報告等
●

清掃業務
建物、外構の日常清掃、定期清掃、廃

棄物処理等 ●

警備業務 本施設、外構の巡回、非常時対応等 ●

備品管理業務 備品管理業務 備品の保守・点検、修繕・更新 ●

修繕・更新業務 修繕・更新業務（大規模修繕除く） 建物、外構の修繕・更新 ●

運営業務 施設貸出業務 研修室等の貸館業務 ●

市民活動推進機能運営業務
市民活動推進機能の開館及び市民活

動団体支援業務

交流サロンスペースの利用受付、案内

等、市民活動団体の交流や連携の促

進、市民活動に関する情報の収集と発

信、市民活動の支援と普及啓発等

●

図書機能運営業務 図書機能の開館業務 利用者対応、図書管理、案内等 ●

子育て機能運営業務 子育て機能の開館業務 子どもの遊び場の利用受付、案内等 ●

事業実施業務
主催事業 各機能の主催事業の実施 ●

自主事業（独立採算事業） 各機能の自主事業の実施 ●

カフェ等運営業務 独立採算事業 カフェ、自動販売機運営等 ●

駐車場事

業

駐車場の整備、維持管理・運営

業務（公共施設として賃貸する部

分について）

定期借地権方式
本施設の附属駐車場として利用する施

設の整備、維持管理・運営 ●

余剰地活

用事業
余剰地活用業務

定期借地権方式 又は

土地売却方式
提案による ●
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５ 対象施設

本事業の対象は以下の建築物及びその付属施設とする。

なお、複合公共施設と、駐車場及び民間施設は、「別棟」とし、複合公共施設は 2階建てとする。

６ 適用法令等

(1) 法令等

・都市計画法

・建築基準法

・建設業法

・消防法

・駐車場法

・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）

・障害者差別解消法

・景観法

・都市の低炭素化の促進に関する法律

・建築物における衛生的環境の確保に関する法律

・水道法

・下水道法

・電気事業法

・電気工事士法

・電気設備に関する技術基準を定める省令

・水質汚濁防止法

・大気汚染防止法

・電気事業法・電気設備に関する技術的基準を定める省令

・騒音規制法

・振動規制法

・労働安全衛生法

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律

・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）

・警備業法

・エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）

・その他関連する法令等

本施設 複合公共施設（カフェ等の民間運営部分を含む）

外構

民間施設等 駐車場（外構含む）

民間施設（外構含む）
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(2) 条例等

・北海道景観条例

・北海道福祉のまちづくり条例

・北海道屋外広告物条例

・室蘭市情報公開条例

・室蘭市個人情報保護条例

・室蘭市建築基準法施行条例

・室蘭市建築基準法施行細則

・室蘭市電波障害防止建築指導要綱

・室蘭市宅地開発指導要綱

・室蘭市環境基本条例

・室蘭市緑化条例

・室蘭市緑化条例施行規則

・室蘭市安心で住みよいまちづくり条例

・室蘭市暴力団の排除の推進に関する条例

・室蘭市廃棄物の減量・リサイクル及び適正処理等に関する条例

・「（仮称）室蘭市複合公共施設設置条例」

・その他関連する条例・規則等

(3) 適用基準等

・公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部）

・公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部）

・公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部）

・建築工事標準詳細図（国土交通省大臣官房官庁営繕部）

・公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部）

・公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部）

・建築設計基準及び同解説（国土交通省大臣官房官庁営繕部）

・建築構造設計基準及び同解説（国土交通省大臣官房官庁営繕部）

・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部）

・建築設備設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部）

・建築設備計画基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部）

・公共建築工事積算基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部）

・公共建築数量積算基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部）

・公共建築設備数量積算基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部）

・その他官庁営繕、建築学会等の技術基準

・建築工事安全施行技術指針・同解説

・土木工事共通仕様書（北海道建設部）

・都市公園における遊具の安全確保に関する指針（国土交通省）

・遊具の安全に関する規準（日本公園施設業協会）

※上記仕様書等については、業務実施時の最新版による。
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７ 事業期間

本事業における各業務期間は以下とする。

８ その他

(1) 個人情報の取扱い

特定事業者が本事業を行うにあたり、個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護法等法令を

遵守し、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な

管理に努め、個人情報を保護するために必要な措置を講じること。

また、特定事業者は、本事業の遂行により知り得た個人情報の漏えい、滅失、き損の防止、

並びに本人からの開示の申出、苦情及び異議の申出への適切かつ迅速な対応その他個人情報

の適正な管理の確保を図るために、市の個人情報保護条例の趣旨に沿った取扱規程等を作成

し、公表するものとする。

(2) 情報公開

特定事業者が本事業を行うにあたり作成し、又は取得した文書等で特定事業者が管理してい

るものの公開については、市の情報公開条例の趣旨に沿った取扱規程等を作成し、公表する

ものとし、適正な情報公開に努めること。

情報の公開に当たって、文書等の写しの交付を行う場合で、当該写しの交付に要する費用の

負担を公開の申出者に求めるときは、その旨を前項の取扱規程等に定めるものとする。

(3) 文書の管理・保存

特定事業者が本事業に伴い作成し、又は受領する文書等は、適正に管理・保存すること。ま

た、事業終了時に、市の指示に従って引き渡すこと。

(4) 守秘義務

特定事業者は、本事業を行うにあたり、業務上知り得た内容を第三者に漏らしたり、自己の

利益のために使用したりすることはできない。事業期間終了後も同様とする。

項目 期間

事業契約の締結 平成 28年 9月
設計建設期間 平成 28年 9月～平成 30年 11月
設計期間 平成 28年 9月～平成 29年 8月
建設期間 平成 29年 9月～平成 30年 11月（複合公共施設の引渡しは 10月中）

開業準備期間 平成 29年 9月～平成 30年 11月
維持管理・運営期間 平成 30年 12月～平成 46年 3月（15年 4ヶ月）
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(5) 環境への配慮

特定事業者は、次のような環境に配慮した本事業の実施に努めること。

物品調達の際は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に基づき、できる限り

環境物品等を利用するよう努めること。

廃棄に当たっては、市の分別基準に従い、ごみの減量化、資源化に努めること。

(6) 地域への配慮

建設から維持管理、運営業務終了まで、必要な資機材や備消耗品を調達する際、またスタッ

フを雇用する際は、可能な限り室蘭市内から調達、雇用するなど、地域経済に配慮しながら

業務を遂行するよう努めること。

障害者雇用、男女平等参画、地域との共生等の社会貢献活動に積極的に取り組むこと。
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９ 本施設にかかる基本条件

(1) 事業対象地の概要

所在 ：室蘭市中島町 2-22（旧向陽中学校跡）
地域地区等 ：近隣商業地域、準防火地域

建ぺい率・容積率 ：80％・300％
敷地面積 ：約 14,651㎡
前面道路 ：北西側（市道中島町 2丁目 2号通線、幅員 8ｍ）

南西側（市道中島町 2丁目 8条通線、幅員 11ｍ）
南東側（市道中島町 2丁目 6号通線、幅員 11ｍ）
北東側（市道中島町 2丁目 9条通線、幅員 8ｍ）

上水道 ：北西側・南西側・南東側（埋設有）

北東側（なし）

※詳細は添付資料①に示す。

下水道 ：北西側・南西側・南東側・北東側（埋設有）

※詳細は添付資料②に示す。

都市ガス ：北西側・南西側・南東側の市道に都市ガス埋設有

電気・通信設備 ：北海道電力、ＮＴＴ東日本

地盤状況 ：参考として近隣ボーリングデータを添付資料③に示す。

その他 ：参考として土地寸法図を添付資料④に示す。

：事業対象地南西に既設津波警報サイレン有（添付資料⑤に示す。）

事業対象地南東に既設防火水槽（埋設）有（添付資料⑥に示す。）

※上記基本条件における規制内容の詳細については、応募者にて各管理者に確認すること。
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(2) 施設概要

ア 施設内容

本施設及び民間施設等の必要諸室、面積等を示す。詳細は「第２ １本施設の整備水準」に示

す。

※本施設の面積は、各諸室において上記面積以上を確保すること。

施設区分 諸室 面積等 面積小計

本
施
設

複
合
公
共
施
設

貸館機能 工芸スタジオ 100㎡

1,240㎡

料理スタジオ 100㎡
音楽スタジオ 30㎡
研修室 200㎡（可動間仕切りにて分割利

用）

多目的室 300㎡（可動間仕切りにて分割利
用）

ミーティングルーム１ 30㎡
ミーティングルーム２ 30㎡
和室 50㎡
多目的フリースペース１ 200㎡（1箇所で）
多目的フリースペース２ 200㎡（分散配置で）

市民活動推進

機能

交流サロンスペース 100㎡
160㎡事務室 40㎡

印刷室 20㎡
図書機能 受付・管理・閉架書庫スペ

ース

120㎡

600㎡書架・閲覧スペース 400㎡
自習スペース 50㎡
読み聞かせの部屋 30㎡

子育て機能 子どもの遊び場 800㎡（事務室、ベビーカー置場、
子ども用トイレ、下駄箱等を含

む）

800㎡

共用部 管理事務所 適宜

（施設管理スタッフ、総合受付）

－エントランス、トイレ、廊

下等

適宜

カフェスペース 提案による

外構 駐輪場 適宜 2,500㎡
緑地、通路等 適宜

民
間
施
設
等

駐車場（外構含む） 本施設利用者用 150台分（うち、身障者用 3台） －

その他 提案による －

民間施設（外構含

む）

提案による 提案による
－
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イ 施設開館予定

本施設及び民間施設等の必要諸室における開館時間、休館日を示す。

施設区分 諸室 開館時間 休館日

本
施
設

複
合
公
共
施
設

貸館機能 工芸スタジオ

ＡＭ9：00～

ＰＭ10：00
12/29～1/3

料理スタジオ

音楽スタジオ

研修室

多目的室

ミーティングルーム１

ミーティングルーム２

和室

多目的フリースペース１

多目的フリースペース２

市民活動推進

機能

交流サロンスペース 平日

ＡＭ9：00～

ＰＭ9：00

土曜

ＡＭ9：00～

ＰＭ5：00

日曜、祝日、12/29～

1/3

事務室

印刷室

図書機能 受付・管理・閉架書庫スペ

ース
ＡＭ10：00～

ＰＭ8：00

毎月１回（月末図書整

理日）12/29～1/3
書架・閲覧スペース

自習スペース

読み聞かせの部屋

子育て機能 子どもの遊び場

ＡＭ10：00～

ＰＭ5：00

毎週火曜日

ただし、火曜日が祝日

である場合は直後の

平日を休館とする。市

の幼稚園・小学校の長

期休暇期間中の火曜

日は開館とする。

12/29～1/3

共用部 管理事務所（総合案内）
ＡＭ9：00～

ＰＭ10：00
12/29～1/3エントランス、トイレ、廊

下等

カフェスペース 提案による 提案による

外構 駐輪場 ＡＭ9：00～

ＰＭ10：00
12/29～1/3

空地、緑地、通路等

民
間
施
設
等

駐車場（外構含む） 本施設利用者用 ＡＭ9：00～

ＰＭ10：00
12/29～1/3

その他 提案による 提案による

民間施設（外構含

む）

提案による
提案による 提案による
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※「隣接」とは開口部で動線が接続された隣り合う部屋をいう。

「近接」とは、使い勝手の悪さを感じない程度の近さにあることをいう。

：貸館機能 ：市民活動推進機能 ：図書機能 ：子育て機能

：隣接

：近接

：動線

：可動間仕切り

休憩・見守

り・子育て

情報ｽﾍﾟｰｽ

カフェ

研修室

料理スタジオ

多目的
フリースペース1
（2F）

印刷室

事務室音楽スタジオ

交流ｻﾛﾝｽﾍﾟｰｽ

多目的室

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ2

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ1

工芸スタジオ

和室

子どもの遊び場

外構

（駐輪場、空

地など）

下駄箱
ｺｰﾅｰ

事務
室

出
入
口

管理事務所

多目的フリースペース2
（1F）※分散配置

エントランス

ホール

外構

（芝生・植栽

など）

自習ｽﾍﾟｰｽ

受付・管理・閉架書庫

読み聞かせの部屋

書架・閲覧スペース

駐車場 民間施設

ウ 機能相関図

本施設及び民間施設等の諸室の機能相関を示す。下図に示す諸室の近接、隣接を設計条件とす

る。詳細は「第２ １本施設の整備水準」に示す。
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第２ 設計、建設業務に係る要求水準

１ 本施設の整備水準

(1) 基本的な考え方

ア 整備の基本コンセプト

本施設は、耐震性や老朽化に課題がある施設を集約し、都市規模に見合った公共施設の集約

や複合化による維持管理コストの削減を図るとともに、多様な市民意見を踏まえ、特に若者

や子育て世代に配慮した図書や子育て機能など、施設の魅力向上につながる新たな機能を導

入することで、世代や分野を超えた様々な人が集まり出会う多世代の交流拠点として整備す

る。

市は西いぶり圏域において、総務省が提唱する定住自立圏構想に基づく中心市の役割を担っ

ており、広域的な交流拠点として圏域住民が広く利用できる施設として整備する。

イ まちづくり

事業対象地は、中島地区の中心部に位置し、商業ゾーンと住宅ゾーンが混在する立地となっ

ている。本施設の整備にあたっては、立地の特徴を踏まえ、賑わいの創出や多世代交流の促

進など、事業対象地全体が中島地区を含む市のまちづくりに資するものとなるよう計画する。

ウ 防災

本施設は、室蘭市地域防災計画に基づく災害時における指定緊急避難場所として位置付ける

予定であるほか、地震による津波被害が想定される場合は、津波避難ビル（屋上部分）とし

て活用する予定であり、これらに対応可能な施設とする。また、多世代が利用する施設であ

るため、施設内の避難動線に配慮する。

市は事業対象地南西側に津波警報サイレンを設置しており、津波警報サイレンの機能継続に

支障がないよう本施設の設計を行うこと（添付資料⑤参照）。

事業対象地南東側に防火水槽が埋設されている。防火水槽の機能継続に支障がないよう本施

設の設計を行うこと（添付資料⑥参照）。

大規模停電に備え、外部からの電源供給が可能な設備を設置する。

エ 施設配置

市は本施設の主要アクセスについて、南東及び南西側に面する幅員 11ｍの市道を予定してい
る。駐車場はこれらの市道に面して配置し、また、円滑な動線となるよう同市道からの出入

口を確保する。
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出

入

口

出入口

図 1 市道と駐車場の関係

施設に面する周辺道路は、平成 28年度より平成 30年度において順次道路改良を予定してお
り、出入り口の設計においては道路管理者と協議する。

駐車場出入り口は、周辺環境や歩行者の安全確保の観点から、出口、入口を分けるよう配慮

する。

オ 環境配慮・ライフサイクルコストの縮減

省エネルギー・省資源に積極的に取組み、自然採光・自然通風を有効に活用するほか、エネ

ルギー使用量を削減するため、ＬＥＤ照明や高効率設備機器の採用、再生可能エネルギーの

採用など、環境負荷低減に配慮する。

維持管理・運営コストを考慮した設計を行う。また、将来的な大規模修繕や改修時の間取り

変更などに対応しやすいよう、本施設の可変性に配慮した設計とする。

室蘭グリーンエネルギータウン構想やエコオフィスプランなど、市の環境関連の計画に配慮

する。

カ ユニバーサルデザインへの配慮

本施設は多世代の市民が利用する施設であり、ユニバーサルデザインの視点に立ち、すべて

の利用者が安心して利用できる施設とする。

(2) 施設全体の整備水準

ア 建築

複合公共施設のコンセプト及び諸室の整備水準が満足される仕様とする。

本市の多世代交流拠点にふさわしい外観デザインとする。

幅員：11m
幅員： 8m
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配置計画にあたっては、各諸室が機能的かつ効率的に配置されるよう配慮する。

明確なゾーニングにより、初めて訪れる人にとっても目的とする場所が容易に認識でき、わ

かりやすい諸室配置、空間構成となるよう配慮する。

必要なサイン（案内表示、室名板、禁止表示等）を設置し、利用者にわかりやすくする。

色彩計画は、街なみに配慮するとともに、各諸室の利用目的・利用者層にあわせた色調とす

る。

建物に用いるガラスには、飛散防止を講ずる。

窓ガラスは、ペアガラスを採用し適切な断熱性能を確保するほか、紫外線をカットする仕様

とし、周囲への反射に留意する。

外壁、屋根等に用いる材料については、断熱性能、耐久、耐候、耐衝撃性の面で優れたもの

とする。

積雪や凍結等の気候風土に留意し、経済性の確保と同時に、快適な温度環境の提供、施設全

体の耐久性の向上に配慮した計画とする。また、ヒートブリッジの回避には十分配慮するこ

と。

凍害や塩害による劣化・破損等に配慮するとともに、結露水の排出経路の確保など、十分な

結露対策を行う。

落雪、落氷による事故を防ぎ、積雪や路面凍結に対する安全性の確保に配慮する。

冬季の季節風について、建物内への換気の吹込みを和らげるよう、建物配置、形状、エント

ランス、窓、植栽などに配慮する。

塗装及び接着剤（建築資材、備品含む）は、ホルマリン不検出のものとする。また、各諸室

における揮発性有機化合物の室内濃度は、厚生労働省が定める指針値以下であることとし、

化合物は「住宅の品質確保の促進に関する法律」による五化合物を対象とし同法に定める測

定方法等を用いて確認するものとする。室内環境の測定及び対策は、竣工検査前に測定を行

い、対策が必要な場合には開館までに実施し、指針値以下であることを確認する。

施設内は全面禁煙とし、施設外 1カ所に雨に濡れずに喫煙することが可能なコーナーを設け
る。なお、喫煙による煙が施設内外に影響しないよう配慮する。

その他利用者の利便性の向上に努める。

揮発性有機化合物 室内濃度指針値

ホルムアルデヒド 0.08ppm

トルエン 0.07ppm

キシレン 0.20ppm

エチルベンゼン 0.88ppm

スチレン 0.05ppm
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イ 構造

(ｱ)耐震安全性

構造設計では、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説」による耐震安全性の分類

を『人命及び物品の安全性確保が特に必要な施設』で『多数の者が利用する施設』、及び『避

難所として位置付けられた施設』で『被災者の受入れ等』として耐震安全性の目標を以下と

する。

構造体：Ⅱ類

非構造部材：Ａ類

建築設備：乙類

(ｲ)安全の確認

建築基準法施行令第 138条の工作物のほか、非構造部材及び手すり、建具、山留め、乗り入
れ構台、「懸垂物安全指針」（（旧）建設省住指発第 157号・平成元年 5月 16日）に該当する
装置、装飾等についても計算により安全性を確認する。

ウ 設備

(ｱ)一般事項

更新性、メンテナンス性に配慮した維持管理しやすい計画とする。

建物内の温度、湿度及び照度をコントロールできるようにする。

主要機器は原則として屋内設置とする。また、塩害による劣化等に配慮すること。

設備機器の寒冷地対策及び設備配管の凍結防止を考慮する。

風水害、落雷、断水、停電及び大火等の災害を考慮して計画する。

原則としてトイレ、給湯器使用室等、水を使用する部屋の下階には電気室・発電機室等の室

を計画しないこと。

太陽光、風力などの再生可能エネルギーの活用といった環境配慮型設備の利用に配慮する。

雨水の処理ルートが建築物内を経由しないこと。

管理区分ごとの光熱水費が明確となるよう子メーター等を設置する。

(ｲ)電気設備

① 電灯設備

各諸室、共用部等に設ける照明器具、コンセント等の設置及び配線工事及び幹線配線工事を

行う。

各諸室の利用形態・空間に応じた適切な照明計画とするとともに、自然採光も有効活用しな

がら計画すること。

高所に設ける器具は、容易に維持管理できる構造とする。

非常照明、誘導灯（バッテリー内蔵型）は、関連法令に基づき設置する。

外壁面に外灯を設置する場合は、原則、外構に設置し、自動点滅及び時間点滅が可能な方式
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とする。

機能に応じた灯具の演色性に配慮すること。

管理事務所において一括管理できるようにする。

② 動力設備

各空調機、ポンプ類等の動力機器の制御盤の製作、配管配線及び幹線配線等を行う。

動力制御盤は原則として機械室に設置する。

③ 受変電設備

受電方式は業務電力とする。

電気負荷容量は各諸室のＯＡ機器や調理器具の同時利用でも支障のないよう設定する。

④ 避雷設備

必要に応じ建築基準法に基づき設置する。

⑤ 電話設備

建物内各室に外線及び内線の電話機の取り付け及び配線等を行う。外線及び内線は公共施設

内の各室相互に送受信できるものとする。

ダイヤルイン方式とする。

⑥ 情報配管設備

ＬＡＮの導入形式は、個人情報の情報漏洩防止等に配慮して決定する。

事務室等は、OAフロア等にするなど、将来的な更新性に配慮する。

⑦ 電気時計設備

親時計を管理事務所に設置し、施設各所に子時計を設置する。

⑧ 非常放送設備

消防法に定める非常放送設備を設置する。

⑨ テレビ共同受信設備

地上波デジタル放送による受信設備を設ける。

⑩ テレビ電波障害防除施設

事前事後のテレビ電波障害調査を行い、報告書の提出を行う。また、本施設の建設に伴うテ

レビ電波障害が近隣に発生した場合は、本事業にてテレビ電波障害防除施設を設ける。
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⑪ 配電線路・通信線路設備

電力及び電話回線の引込み及び外構に供する配管配線設置を行う。

⑫ コンセント設備

コンセントは、1箇所につき 2口を基本とし、原則各諸室には 4箇所ずつ設置する。共用部
は、清掃等に支障のないよう適切な箇所に設置する。

⑬ 放送設備

管理事務所より全館及び各施設単位、各室単位での放送を可能とする設備とする。

コンパクトディスク・チューナー（AM・FM）とチャイム設備を備える。また、オートアナ
ウンスができる設備を備える。

⑭ エレベーター設備

管理事務所に運転監視盤及びエレベーター用インターホンを設置する。

最新法令に基づき必要な性能を備えること。また、地震時管制運転機能、火災時管制運転機

能、その他障害者への対応が可能な機能を備えること。

⑮ Wi-fi（公衆無線ＬＡＮ）

本施設内で利用者がインターネットにアクセスできるよう、貸館機能・市民活動推進機能・

図書機能・子育て機能の諸室にアクセスポイントを設置する。

利用者が接続しやすい形態とし、利用しやすいものとする。

⑯ 緊急通報設備

トイレ等には利用者に異常が生じた時のために、その事実を外部に知らせるための設備を設

け、迅速な対応が取れるように必要な諸室に表示盤等を設ける。

(ｳ)機械設備

① 空調設備

フロンガスを使用するシステムは極力採用しない。

各諸室にて操作できるものとする。

② 換気設備

換気設備を設け、空気環境の測定基準に則した対策を行う。

各諸室にて操作できるものとする。

③ 排煙設備

建築基準法に基づき設置する。
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④ 自動制御設備

管理事務所において各諸室の空調機、換気設備の操作が可能とする。

⑤ 衛生器具設備

清掃等維持管理を十分考慮して機器を選定する。

⑥ 給水設備

受水槽及び圧送式の設備を設けた給水設備を設置する。

⑦ 排水設備

排水方式は雨水・汚水分流式とし、市下水道及び雨水系統に適切に接続する。

⑧ 給湯設備

維持管理のみに利用する水栓以外は、原則として給湯給水設備とし、シングルレバー水栓と

する。

⑨ 消火設備等

消防法等関係法規に基づき設置する。

消火器を適宜設置する。

⑩ 警備設備

無人警備に応じた設備（機械警備等）を設置する。

警報は契約する警備会社に通報され、迅速に対応できる契約とする。

公共施設部分の鍵の管理は、特定事業者が行うものとし、入出館においては個人個人の入出

館管理が行えるシステムとする。また、市もマスターキーを保有する。

エ 外構

(ｱ)出入り口

駐車場等への施設出入り口の位置や箇所は、南東及び南西に面する市道側に設置する。

(ｲ)サービス施設

屋外での催事等が開催可能な広場を設けるとともに、適宜休憩用のベンチ等を設ける。また、

広場の一部は子どもを屋外で遊ばせるスペース、高齢者等の健康づくりができるスペースと

して整備する。子どもが遊ぶスペースと高齢者等の健康づくりスペースは適切にゾーニング

し、安全で快適に利用できるよう計画すること。

広場のうち、子どもの遊び場と隣接したスペースに、屋外遊具を設置する。遊具については

法令等に基づく安全基準を満たしたものとする。また、保護者等の休憩用のベンチ等を設置

する。
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高齢者等が利用可能な健康遊具を設置する。

(ｳ)植栽

既存樹木については、樹木調査を実施のうえ、施設整備の支障となるもの、病害や損傷など

倒木の恐れがあるものについては、将来的な維持管理等も考慮し、伐採・伐根または移植す

るなど適切に対応すること。

施設と調和する緑化に努め、環境及び景観の向上を図る。

樹種については、周辺環境に調和するものとし、景観や通行者等の安全、将来的な維持管理

のしやすさに配慮した低木の樹種を選定する。

(ｴ)案内・サイン

施設案内のためのサイン（館名板、懸垂膜用設備、案内用掲示板、サインポールを含む）を

適宜設置する。

見やすく、ピクトサインを活用するなど、判りやすいものとする。

安全性に配慮した素材、形状とするとともに、設置位置についても通行者等の安全に配慮し

た位置とする。

周辺環境・景観に調和したデザインとする。

(ｵ)外灯等

本施設内において、適宜外灯を設置する。

夜間の通行に支障をきたさぬよう適切な照度を確保する。

外灯は自動点滅及びタイマー点滅が可能な方式とする。

外構部（建物外壁部も含む）には、維持管理上必要な電源を適切に確保する。

(ｶ)敷地内舗装

敷地内の通路部分は雨天時においても滑りにくい仕様とする。

敷地内通路において水溜りなどができないよう、適切な排水処理を施す。

(ｷ)車両進入路

車両進入路と施設利用者の動線は明確に分離させるものとし、充分な安全対策を施す。

(ｸ)その他

安全確保のため、適宜、車止め・安全柵等を設ける。

電源車から本施設への電源供給（災害時）のための接続口付近には、電源車が横付けできる

専用スペースを設ける。

業務に必要な駐車スペース、搬入口を設ける。

駐輪場を適宜設置する。全て平置き式（屋根なしを可とする。）とすること。
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オ 駐車施設

本事業における駐車場は特定事業者が所有する施設である。市は本施設利用者用に 150台分
の駐車マスを利用し、サービス対価において賃料の支払いを行う。駐車場の整備は、以下に

配慮したものとすること。

駐車マスは 2.5m✕5.0m以上とする。
本施設への安全かつ利便性の高い動線が確保できるよう計画する。

150台のうち、3台分を障害者用の駐車マスとする。
障害者用の駐車マスから本施設出入口までは、雨に濡れず通行できるようにする。
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(3) 諸室の整備水準

ア 共用部

共用部

複合公共施設

エントランス

・分かりやすい場所に配置し、円滑な動線が確保できるようにする。

・十分な性能を有する風除室を設置する。

・雨水等を施設内に持ち込まないよう、泥落とし用のマット、カサ立てを設置する。

・施設案内板、サインを設置する。

・図書機能の開館時間以外に本の返却ができる図書返却用ポストを設置する。

業務用出入ロ ・物品等の搬出入に利用するため、カートが搬入容易な開口幅以上とする。

トイレ ・適切な位置に適切な数を配置する。

・多目的トイレの便房内にはベビーチェア、ベビーベッドを設置する。

・防犯や非常時に対応できる設備等を整備する。

・天井照明はＬＥＤ照明とする。

・衛生機器は全て自動水栓とし、小便器は低リップタイプとする。

・トイレは暖房便座・ウォシュレット機能を有しているものとする。

・便房の装備等に応じコンセントを適切に設置する。

更衣室兼ロッカ

ールーム

・貸館機能等の利用者を主とした更衣室兼ロッカールームを、男女別に、合計で30人分程度設置する。

・かぎ付きコイン式とするなど、自己責任の利用が可能な形態とする。

廊下・階段 ・多人数の使用に配慮し、機能的で使いやすい仕様とし、幅員についても余裕のあるものとする。

・安全でわかりやすい避難動線に配慮する。

・手摺りを設ける。

・天井照明はＬＥＤ照明とする。

・分かり易い位置に、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を1台設置する。

・円滑に清掃が行えるようコンセントを適切に設置する。

・視覚障害者に配慮した導線設備を設ける。

・図書機能及び子どもの遊び場から利用しやすい場所に、ウォータークーラーを設置する。

倉庫 ・各施設の為の倉庫を設ける。

・各種設備の補修点検用器具、補修材料等の保管を行う倉庫を設ける。

・適切なスペースを確保する。

・天井照明はＬＥＤ照明とする。

・コンセントを1室につき1箇所設置する。

管理事務所 ・本施設の維持管理における総括責任者、施設管理担当者、貸館運営責任者が常駐し、貸館スタッフも

適宜滞在する。

・本施設の総合案内及び貸館機能の受付・案内にも対応するため、エントランスに向けカウンター（2箇所

での対応が可能な広さ）を設置する。

・管理事務所壁面廊下側に郵便受けを設置する。

・市が調達する碁盤（足つき20セット、足なし4セット）、将棋盤（足つき11セット、足なし2セット）、ビリヤ

ードのボールを保管し、手軽に貸出できるスペースを計画する。

カフェ ・本施設利用者が気軽に立ち寄れる喫茶を提供するスペースを設ける。

・隔壁による区画は必須としない。

・熱・臭い等が施設内に拡散しないよう留意する。
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イ 諸室

① 貸館機能

①－1 工芸スタジオ

施設区分 公共施設 生涯学習施設

建築要件

用 途
・陶芸や絵画など趣味の活動を行う。

・飲食を可とする。

規 模 100 ㎡

設置数 １ 室

利用人員 36 人

諸室仕様
・窓には網戸を設置し、自然通風に配慮する。

・倉庫を設け、乾燥棚・保管棚を設置すること。

他室との関係 ・多目的フリースペース１に近接すること。

設備の要件 ・給湯給水シンクを2箇所以上設置する。

什器備品等
（特定事業者調達分）

・陶芸用の焼成機（引き出し式）を1台設置する。

・工作台：7台（うち 1台は講師用）及び椅子37脚

・乾燥棚、保管棚

・卓上電動ろくろ（1台）、釉かけ挟（2本）、ベルト式グラインダー（1
台）、上皿天秤はかり（1台）、亀板セット（1）など、陶芸に必要な各
種器具

什器備品等
（市調達分）

・電動ろくろ（TP-2型ドべ受付）2台（室蘭市総合福祉センターより移
転）

・ポットミル機（PTA-02型）1台（室蘭市総合福祉センターより移転）

・芯出し機（KE-2型）1台（室蘭市総合福祉センターより移転）

・粘土練り機（NRA-03型）1台（室蘭市総合福祉センターより移転）

①－2 料理スタジオ

施設区分 公共施設 生涯学習施設

建築要件

用 途 ・調理実習や料理サークル、会食等の趣味の活動を行う。

規 模 100 ㎡

設置数 １ 室

利用人員 36 人

諸室仕様

・食器や調理器具の収納は調理室内の壁面等に設置する。

・窓には網戸を設置し、自然通風に配慮する。

・外部から室内の活動が見えるようにする。

他室との関係 ・多目的フリースペース１及び研修室に近接すること。

設備の要件

・機械換気設備とし、室外への臭いの影響を小さくする。

・実習用調理台のコンロはガス・ＩＨのいずれも可とする。

・調理機器の電力量を考慮し十分なコンセントを設ける。
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①－2 料理スタジオ

什器備品等
（特定事業者調達分）

・調理実習台：7台（1台は講師用・鏡付）及び椅子37脚

・冷蔵庫（400ℓ以上）1台

・スチームオーブンレンジ（30ℓ程度）7台

・電子レンジ7台

・炊飯器（5合炊き）7台

・和洋中、子育て世代の食育に対応した各種調理器具、食器
什器備品等
（市調達分）

①－3 音楽スタジオ

施設区分 公共施設 生涯学習施設

建築要件

用 途
・地域住民のサークル活動、バンド活動、個人レッスン等を行う。

・飲食を不可とする。

規 模 30 ㎡

設置数 １ 室

利用人員 6 人

諸室仕様

・隣室や階下等の他室や外部への音・振動の影響がないよう、床・壁

等には適切な遮音性及び耐衝撃性を確保する。

・楽器類の収納庫を設置する。

・災害時は臨時のスタジオとして地域のコミュニティFM等の放送を行

う。

他室との関係 ・上下、左右の隣接する室は、騒音・振動の影響が大きい室としない
こと。

設備の要件
・非常時以外の館内放送を流さない設定ができるようにする。

・有線ＬＡＮ配線を行う。

什器備品等
（特定事業者調達分）

・ドラムセット、電子キーボード（専用椅子を含む）、譜面台（楽器数＋
1）、アンプ３台、マイク設備（楽器数＋1）

・椅子5脚

・台車（電子キーボード等の搬出入用）

・ホワイトボード
什器備品等
（市調達分）
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①－4 研修室

施設区分 公共施設 生涯学習施設

建築要件

用 途

・各種講演会、講習、セミナー、本施設内の他機能による利用、その
他団体等による会議・講義等の活動、料理教室の試食会などを行
う。

・飲食を可とする。

規 模 200 ㎡

設置数 １ 室
可動間仕切りにて 4室（50㎡／
室）に分割可能とすること。

利用人員 120 人 ※スクール形式利用の場合

諸室仕様

・圧迫感を与えないような天井高さを確保することとし、概ね天井高
3.0m以上とする。

・可動間仕切りは防音仕様とする。

・窓には網戸を設置し、自然通風に配慮する。

・長テーブルと椅子を収納する倉庫を設ける。

・プロジェクターで投影できるスクリーンを設置する。3室利用は考慮
しない。

・ＯＡフロアとする。

他室との関係 ・料理スタジオと近接すること。

設備の要件
・テレビが受信できるよう配線を行う。（分割利用時に各室で使えるよ
うにする。）

・有線ＬＡＮ配線を行う。（分割利用時に各室で使えるようにする。）

什器備品等
（特定事業者調達分）

・会議用スタッキングテーブル＋スタッキングチェアー：120人分

・椅子用台車

・講義台1台

・マイク設備

・ホワイトボード4台
什器備品等
（市調達分）

①－5 多目的室

施設区分 公共施設 生涯学習施設

建築要件
用 途

・各種講演会、講習会、セミナー、ヨガやダンスなどの軽運動を行う。

・飲食を可とする。

規 模 300 ㎡

設置数 １ 室
可動間仕切りにて3室（100㎡／
室）に分割可能とすること。

利用人員 200 人 ※スクール形式利用の場合

諸室仕様

・隣室や階下等の他室や外部への音・振動の影響がないよう、床・壁
等には適切な遮音性及び耐衝撃性を確保する。

・圧迫感を与えないような天井高さを確保することとし、概ね天井高
3.0ｍ以上とする。

・可動間仕切りは防音仕様とする。

・窓には網戸を設置し、自然通風に配慮する。

・長テーブル、椅子などを収納する倉庫を設ける。
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①－5 多目的室

・3室のうち2室において、壁面にH1800、幅はダンス等の利用に適
した長さを確保した鏡シート貼りとし、常時は見えないよう工夫す
る。

他室との関係 ・多目的フリースペース１と近接すること。

設備の要件

・テレビが受信できるよう配線を行う。（分割利用時に各室で使えるよ
うにする。）

・1室で利用する際のプロジェクター用スクリーンの補助用テレビモニ
ター（天井吊り下げ式）を適宜設置する。

・有線ＬＡＮ配線を行う。（分割利用時に各室で使えるようにする。）

什器備品等
（特定事業者調達分）

・会議用スタッキングテーブル＋スタッキングチェアー：200人分

・椅子用台車 適宜

・スクリーン（プロジェクター用）：1式

・講演台：1台

・移動式ステージ台（平台程度）：1式

・マイク設備：2本×3セット

・カラオケ設備（ワゴン式で移動可能とする）：1セット

・ヨガマット：30人分

・ホワイトボード3台
什器備品等
（市調達分）

①－6 ミーティングルーム１・２

施設区分 公共施設 生涯学習施設

建築要件

用 途

・小規模な打合せ、会議、趣味・サークル活動等を行う。

・講師の控室としても利用する。

・飲食を可とする。

規 模 30 ㎡ 1室あたり

設置数 2 室

利用人員 15 人 1室あたり

諸室仕様
・落ち着いた雰囲気の内装とし、話し声が室外に聞こえない様遮音
性を確保する。

・窓には網戸を設置し、自然通風に配慮する。

他室との関係

設備の要件
・テレビが受信できるよう配線を行う。

・有線ＬＡＮ配線を行う。

什器備品等
（特定事業者調達分）

・会議テーブル2台／室

・椅子16脚／室

・ホワイトボード1台／室

什器備品等
（市調達分）
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①－7 和室

施設区分 公共施設 生涯学習施設

建築要件

用 途

・習字、茶道など文化系の活動を行う。

・子育て支援の講座などで、乳幼児のストレッチなども行う。

・講師の控室としても利用する。

・飲食を可とする。

規 模 50 ㎡

設置数 1 室

利用人員 30 人

諸室仕様
・窓には網戸を設置し、自然通風に配慮する。

・茶室として利用できるよう炉（常時は畳下に収納）、床の間、水場を
備えること。

他室との関係

設備の要件 ・茶室として必要な設備を設置する。

什器備品等
（特定事業者調達分）

・茶道具短冊セット、掛け軸等の茶道に必要な器具

・座布団、座卓、座椅子
什器備品等
（市調達分）

①－8 多目的フリースペース１

施設区分 公共施設 生涯学習施設

建築要件

用 途

・目的がなくても気軽に立ち寄れるスペースとする。

・各種イベントやロビーコンサートなど多世代が利用する。

・地域や市政情報の発信に利用する。

・飲食を可とする。

規 模 200 ㎡

設置数 1 室

利用人員 － 人

諸室仕様
・壁で区画せず、常時開放されたフリースペースとする。

・できるだけ整形で使い易い平面形状とする。

他室との関係 ・工芸スタジオ、料理スタジオ、多目的室と近接すること。

設備の要件
・テレビが受信できるよう配線を行う。

・有線ＬＡＮ配線を行う。

什器備品等
（特定事業者調達分）

・テーブル10台、椅子40脚

・移動可能なパーテーション：10台

・パンフレットラック（Ａ4判、3列4段タイプ）：2台

什器備品等
（市調達分）
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①－9 多目的フリースペース２

施設区分 公共施設 生涯学習施設

建築要件

用 途

・目的がなくても気軽に立ち寄れるスペースとする。

・各種イベントやロビーコンサートなど多世代が利用する。

・地域や市政情報の発信に利用する。

・飲食を可とする。

規 模 200 ㎡

設置数 適宜 室
本施設の諸室を有効に接続する
よう適宜分散配置させる

利用人員 － 人

諸室仕様

・壁で区画せず、常時開放されたフリースペースとする。

・できるだけ整形で使い易い平面形状とする。

・分散配置は、最大4箇所までとする。うち 1カ所に、ビリヤード台を
2台設置する。

他室との関係 ・分散配置したスペースのうちの1つは、カフェ及び子どもの遊び場
に近接し、外部への直接の出入口を設けること。

設備の要件
・テレビが受信できるよう配線を行う。

・有線ＬＡＮ配線を行う。

什器備品等
（特定事業者調達分）

・テーブル、椅子を適宜配置する。1人掛けや多人数掛けなど、提案
するスペースに適したものとする。

什器備品等
（市調達分）

・ビリヤード台（Ｌ153㎝×Ｗ280㎝×Ｈ78㎝：1台、Ｌ150㎝×Ｗ293
㎝×Ｈ80㎝：1台）、キュー台、ボール（すべて室蘭市総合福祉セ
ンターより移転）
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② 市民活動推進機能

②-1 交流サロンスペース

施設区分 公共施設 市民活動センター

建築要件

用 途

・市民活動センター登録団体または町内会・自治会が協働事業を行う
ための打ち合わせ会議等に利用する（当該活動に関する以外の団
体組織の運営等に係る定例的な総会等は除く）。

・市民活動センター登録団体の情報発信や各種募集等を行う（展示・
体験講座等を含む）。

・市民活動センター主催の市民活動に関する講座・研修等にも利用
する。

・飲食を不可とする（ただし茶菓程度は可とする）。

規 模 100 ㎡

設置数 1 室

利用人員 50 人

諸室仕様

・廊下から室内が見えるような隔壁の仕様を工夫すること。

・廊下の壁面の一部には、市民活動センターで実施される講座・研
修等のお知らせ、月次予定等を掲示できるようにする。

・窓には網戸を設置し、自然通風に配慮する。

・内部の壁面は、市民活動センター登録団体の展示等ができるもの
とする。

・ＯＡフロアとする。

他室との関係 ・事務室及び印刷室と隣接すること。

設備の要件
・テレビが受信できるよう配線を行う。

・有線ＬＡＮ配線を行う。

什器備品等
（特定事業者調達分）

・会議用スタッキングテーブル＋スタッキングチェアー：50人分

・椅子用台車 適宜

・ホワイトボード 2台

・移動式パーテーション（展示用、打ち合わせ仕切り用）（4団体程度
の会議が一度に開催できる数）

・レターボックス（市民活動団体への連絡用）100団体分

・登録団体情報のファイル棚150団体分

・利用者が資料等の原稿印刷を行うことができるパソコン・プリンター
を設置する。

・パンフレットスタンド（A4判、3列4段タイプ）：2台
什器備品等
（市調達分）
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②-2 事務室

施設区分 公共施設 市民活動センター

建築要件

用 途

・市民活動をサポートする事務を行う。

・各種相談対応を行う。

・交流サロンスペース、印刷室の管理を行う。

規 模 40 ㎡

設置数 1 室

利用人員 3 人

諸室仕様

・入口付近に受付カウンター（ロータイプ）を設置する。

・窓には網戸を設置し、自然通風に配慮する。

・まちピカパートナーに貸し出す備品（草刈り機14台、携行缶6個、
熊手8個、ほうき8本、フェイスガード14個）を保管する倉庫を設け
る。

・ＯＡフロアとする。

他室との関係
・印刷室と隣接すること。

・交流サロンスペースと隣接すること。

設備の要件
・テレビが受信できるよう配線を行う。

・有線ＬＡＮ配線を行う。

什器備品等
（特定事業者調達分）

・ハイキャビネット：5台

・ローキャビネット：5台

・受付カウンター用の椅子（対面での業務対応が可能な数）

什器備品等
（市調達分）

②-3 印刷室

施設区分 公共施設 市民活動センター

建築要件

用 途
・市民活動センター登録団体及び町内会・自治会等が資料等の印
刷・帳合に利用する。

・飲食を不可とする。

規 模 20 ㎡

設置数 1 室

利用人員 － 人

諸室仕様
・外部から室内がよく見えるよう、隔壁の仕様を工夫する。

・丁合作業を行うスペースを確保する。

他室との関係
・事務室と隣接すること。

・交流サロンスペースと隣接すること。

設備の要件 ・有線ＬＡＮ配線を行う。

什器備品等
（特定事業者調達分） ・コピー機（RICOHimagioMP6001RC同等品以上の性能、リース可）
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②-3 印刷室

・印刷機（理想科学工業RISOGRAPHSD6680F同等品以上の性能、
リース可）

・作業台2台

・紙折り機（ダイレクトジャパンDJ160F同等品以上の性能、リース可）

・ペーパーカッター ※安全に配慮したもの
什器備品等
（市調達分）
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③ 図書機能

③-1 受付・管理・閉架書庫スペース

施設区分 公共施設 図書室

建築要件

用 途

・図書館と同様に所蔵資料の貸出、返却、資料相談を行う。

・将来の蔵書増加に備え、5千冊程度を収蔵する閉架書庫を設置す
る。

・飲食を不可とする。

規 模 120 ㎡
閉架書庫：30㎡
受付・管理ｽﾍﾟｰｽ：90㎡

設置数 1 室

利用人員 － 人

諸室仕様

【受付・管理スペース】

・図書機能利用者の受付カウンターとそのバックスペースとする。

・受け入れ図書の整理を行うスペースを設ける。

・受付カウンターは利用者対応が行いやすい広さ（2箇所）とし、バッ
クスペースは壁で区画すること。

・ＯＡフロアとする。

【閉架書庫スペース】

・積層複式書架（手動式）により5,000冊程度が収納できるスペースと
すること。

・壁で区画し、施錠できるようにすること。

他室との関係
・書架・閲覧スペースと隣接すること。

・受付・管理スペースの受付カウンターと閉架書庫スペースは隣接す
ること。

設備の要件

・テレビが受信できるよう配線を行う。

・有線ＬＡＮ配線を行う。

・図書館システムを導入するため、市の光ケーブル敷設が可能な配
管を設置する。

什器備品等
（特定事業者調達分）

・カウンターデスク2台、椅子2脚

・ハイキャビネット、ローキャビネット（適宜）

・積層（複式・単式）書架（5,000冊程度の収納に対応）
什器備品等
（市調達分） ・図書館システム導入に係るパソコン、スキャナー、プリンター
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③-2 書架・閲覧スペース

施設区分 公共施設 図書室

建築要件

用 途

・開架書庫（児童書3万冊程度、一般書1万冊程度）を設置する。

・雑誌・新聞を配置する。

・くつろいで本を読む。

・飲食を不可とする。

規 模 400 ㎡

設置数 1 室

利用人員 － 人

諸室仕様

・にぎやかな空間形成とし、従来のような”図書館では静かにする”の
ではなく、赤ちゃんや子どもの笑い声、友人同士の会話が利用す
る人達にとってBGMとなるような空間とする。

・ゆるやかにつながる空間形成とし、防犯等の観点を除く必要最小
限の仕切り以外を設けず、多世代の市民が気軽に訪れることので
きる空間とする。

・自然光をできるだけ取り入れ、明るい空間とする。ただし、書架部分
については紫外線等による図書の劣化を防ぐ工夫を行うこと。

・蔵書は、4万冊、雑誌50タイトル、新聞（地方紙2紙以上、全国紙4
紙以上）とし、開架書架に収納する。書架は、ユニバーサルデザイ
ンに配慮し、適切な間隔とすること。

・ＯＡフロアとする。

他室との関係
・受付・管理スペース及び自習スペースと隣接すること。

・カフェと近接すること。

設備の要件

・テレビ及びラジオが受信できるよう配線を行う。

・有線ＬＡＮ配線を行う。

・読書に適した照明とすること。

什器備品等
（特定事業者調達分）

・児童書開架書架（低書架とし、表紙を見せる工夫を行う。ティーンエ
イジ向けは一般的な書架可））

・一般書開架書架

・雑誌、新聞用書架

・テーブル、椅子、スツール、ソファ（すべて適宜）

・子ども用テーブル、椅子（適宜）
什器備品等
（市調達分）
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③-3 自習スペース

施設区分 公共施設 図書室

建築要件

用 途
・中高生や社会人が自習を行う。

・飲食を不可とする。

規 模 50 ㎡

設置数 1 室

利用人員 30 人

諸室仕様
・防音性、遮音性に配慮する。

・書架・閲覧スペースとの間の隔壁は、相互の室内がよく見えるようガ
ラス張りにする等仕様を工夫する。

他室との関係 ・書架・閲覧スペースと隣接すること。

設備の要件 ・個人机のうち15台に、情報コンセントとして、有線LAN、コンセント
を備える。

什器備品等
（特定事業者調達分） ・1人用照明付き自習机30台、椅子30脚

什器備品等
（市調達分）

③-4 読み聞かせの部屋

施設区分 公共施設 図書室

建築要件

用 途

・乳幼児に本の読み聞かせを行う。

・読み聞かせが無い場合は、足を伸ばしてくつろげる閲覧コーナーと
する。

・飲食を不可とする。

規 模 30 ㎡

設置数 1 室

利用人員 20 組 大人1人・乳幼児1人：1組

諸室仕様

・座位で活動できるよう、下足の履き替えスペースを設置する。

・床はカーペット敷きとする。

・児童書の一部を収納するため、壁面に書棚を設置する。書棚上部
は利用者の荷物が置けるようにする。

・防音性、遮音性に配慮する。

・書架・閲覧スペースとの間の隔壁は、相互の室内がよく見えるようガ
ラス張りにする等仕様を工夫する。

・読み聞かせの雰囲気を出せるよう、暗くできるようにする。

・窓には網戸を設置し、自然通風に配慮する。

他室との関係
・受付・管理スペースと近接すること。

・書架・閲覧スペースと隣接すること。

設備の要件

・床暖房とする。

・照明は調光可能とする。

・有線ＬＡＮ配線を行う。
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③-4 読み聞かせの部屋

什器備品等
（特定事業者調達分）

・書架（ロータイプ（読み聞かせ時に子どもの視界に入らないような工
夫ができるもの）、1000冊以上収納）

・下駄箱

・読み聞かせ講師用椅子
什器備品等
（市調達分）



35

④ 子育て機能

④-1 子どもの遊び場

施設区分 公共施設 子育て施設

建築要件

用 途
・子どもが自由に利用できる遊び場。

・飲食不可とする。（ただし休憩・見守りスペースは除く。）

規 模 800 ㎡

乳幼児ゾーン、遊びゾーン、子ど
もトイレ、ベビーカー置場で構成
800㎡には子育て機能事務室20
㎡を含む

設置数 1 室

利用人員 100～200 組 大人1人・乳幼児1人：1組

諸室仕様

・乳幼児・遊びゾーンは、子どもたちの利用に配慮し、維持管理が容
易な床仕上げとし、壁等も衝突等に配慮した仕様とする。圧迫感を
与えないため、適切な天井高さを確保する。

・軽運動ゾーンは、フローリングとし、遊び場は原則上靴を使用しな
い。遊び場時間以外は、適宜上靴を使用する。

・抗菌素材を活用するなど、適切な衛生環境が確保できるよう配慮す
ること。

【乳幼児ゾーン】

・乳幼児を主な利用対象とする。

・ままごと、つみき、知育玩具、クッションベンチ等のコーナーを設け
る。

・飲食不可とする。

【遊びゾーン】

・３歳以上の幼児から小学校中学年までを主な利用対象とする。

・すべり台、ジャングルジム等の機能が複合した大型遊具を設置する
こと。

・砂場（２ｍ四方以上）、エアートラック（複数人で使用可）、ボールプ
ール等の遊具を設置すること。

・子どもの遊び場におけるイベントや遊具等を使い子どもが自由に飛
びまわれる空間として軽運動スペースを設ける。なお、子どもの遊
び場が閉館している時間は、子ども以外の利用者にも有料で開放
する。

＜軽運動スペースの想定＞

・ハーフバスケットコート（3on3）1面 又は

・卓球台3台 が利用できるスペース

・上記の球技の邪魔にならない位置に、クライミングウォール設置

・昼間と夜間の活動に用いる遊具、備品等の倉庫を設置

・飲食不可とする。

【子どもトイレ】

・本施設共用部から直接入れるものとし、乳幼児ゾーン、遊びゾーン
と近接すること。



36

④-1 子どもの遊び場

【ベビーカー置場】

・本施設共用部から直接入れるものとし、子育て機能事務室と近接
すること。

【下駄箱コーナー】

・子どもの遊び場（乳幼児ゾーン・遊びゾーン）への出入口に下駄箱
及びロッカーを設ける。

【授乳コーナー】

・本施設共用部に向け出入口を設け、乳児の授乳、おむつ替えを行

う室として、6㎡以上の個室とする。

・ベビーベッド等乳児を寝かせられるスペースを確保し、乳児用体重

計、おむつ用ゴミ箱を設置する。

・プライバシーに配慮し、2名同時利用時や扉の開閉時の目隠し、サ

インを設置する。

【休憩・見守り・子育て情報スペース】

・子どもが遊んでいる姿を見守りながら親が休憩できるスペースとして
隔壁で区画する。

・子育て情報の発信などができるようにする。

・乳幼児ゾーン及び遊びゾーンへの視線を確保できるよう、隔壁の一
部又は全部を工夫する。

他室との関係 ・子育て機能事務室と下駄箱コーナーの間に子どもの遊び場出入口
を隣接させること。

設備の要件

・乳幼児ゾーン、遊びゾーンは自然換気を基本とする。その他のスペ

ースは、できるだけ自然換気とするが、やむを得ない場合は機械換

気とする。

・床暖房等、子どもがのびのびと安全に動き回れる温熱環境とする。

・天井照明はＬＥＤ照明とする。

・授乳コーナーには、哺乳瓶の洗浄等に使うシンク、シングルレバー

給湯給水栓を設置する。

・コンセントを5箇所以上設置する。

什器備品等
（特定事業者調達分）

・遊具、ベンチ、マット、積み木等玩具

・卓球3式（卓球台3台、ネット、ラケット（ダブルス対応数）、ボール6

個）

・バドミントン 1式（支柱、ネット、ラケット4本、シャトル3個）

・バスケットボール1式（バスケットゴール1台、バスケットボール2個）

・幼児用跳び箱1式

・幼児用鉄棒1式

・ローテーブル3台、ソファー30人分
什器備品等
（市調達分）
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④-2 事務室

施設区分 公共施設 子育て施設

建築要件

用 途

・子どもの遊び場を管理するための事務作業を行う。

・子どもの遊び場の事業実施等の準備を行う。

・子どもの遊び場の利用の受付、案内を行う。

規 模 20 ㎡
子どもの遊び場 800㎡の内数と
する

設置数 1 室

利用人員 － 人

諸室仕様

・子どもの遊び場に視線が行き届くよう配置し、隔壁の仕様を工夫す
る。

・子どもの遊び場入口付近の廊下に向けて受付カウンターを設置す
る。

・ＯＡフロアとする。

他室との関係
・子どもの遊び場に隣接すること。

・下駄箱コーナーとの間に子どもの遊び場出入口を隣接させること。

設備の要件
・テレビが受信できるよう配線を行う。

・有線ＬＡＮ配線を行う。
什器備品等
（特定事業者調達分） ・ハイキャビネット、ローキャビネット（適宜）

什器備品等
（市調達分）
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２ 設計業務

特定事業者は、本施設の設計業務を行う。

準拠すべき法令、基準、本要求水準を満たす設計とすること。

設計業務の詳細及び範囲等については、市の担当者と連携を図り、十分に打ち合わせ等を行

い業務を達成するよう努めること。

関係機関と十分協議した上で、適切な業務期間の設定を行うこと。

設計業務に必要となる、現況測量、地質調査を適切に行うこと。

設計業務着手に先立ち、詳細工程表を含む設計業務計画書（基本設計、実施設計、各種調査

及び申請等に関する業務含む）を市に提出し確認を得ること。

本施設は、国土交通省社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）の交付を受ける予

定であり、特定事業者は、対象内外事業の区分や工事費算出等の資料を作成し、市が行う申

請手続き並びに会計検査の支援を行うこと。

(1) 基本設計

特定事業者は、実施設計を行う前に、以下のア～クの項目における基本設計を市に提出し確

認を得ること。なお、要求水準確認表の書式は業務着手の前に市と協議のうえ確認すること。

提出時の体裁、部数等は、別途市の指示するところによる。提出図書は電子データも提出す

ること。（CADデータについては、AutoCAD等によること。それ以外については DXF変換
を行うこと。）

民間施設等については、計画概要書（建築、構造、設備、外構、施工の各概要書）、建物概要・

面積表・法規チェック、建物配置計画、内観・外観デザイン計画（パース含む）を提出する

こと。

なお、市議会への基本設計の中間報告のため、11月下旬までに報告に必要な外観図、内観図、
施設平面図等を、A3カラー各 3部及び電子データにて提出すること。

ア 建築計画

計画概要書

建物概要・面積表・法規チェック

建物配置計画

施設レイアウト・動線計画

備品什器仕様・レイアウト計画

平面計画・断面計画・立面計画

色彩計画

内観・外観デザイン計画（パース含む）

内装仕様・外装仕様（使用材料）
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イ 構造計画

計画概要書

基本構造計画

ウ 電気設備計画

計画概要書

仕様概要

エ 機械設備計画

計画概要書

仕様概要

オ 外構計画

計画概要書

舗装・植栽計画

カ 施工計画

施工計画書

概算工事工程表（着工までの実施設計、各協議、申請期間を含む）

キ その他

打ち合わせ議事録

要求水準確認表

必要と思われる図面、計画書等

概算工事費内訳書

ク 関係各機関との事前協議

計画通知申請及び関係条例

官庁との事前協議記録

(2) 実施設計

ア 基本事項

以下の点に留意し、業務を実施すること。

関係各機関と十分打ち合わせを行うこと。

建築工事標準仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（最新版）等の関係法令、基準等

を遵守すること。

敷地測量図の確認を行うこと。

地質調査の確認を行うこと。
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電波障害について調査すること。

業務実施期間中、市に対して作業の報告（中間報告）を行い、業務終了後最終的な報告を行

い、市に確認を受けること。

イ 設計図書

実施設計業務の成果は設計図書として、主に以下に示す設計図、その他資料をとりまとめるこ

と。要求水準確認表は、基本設計業務において作成した要求水準確認表に基づき、基本設計着手

時からの経緯が分かるよう、同様の書式で作成すること。

(ｱ)建築設計図書

特記仕様書、図面リスト、案内図、配置図（事業対象地全体を含む）、面積表、仕上表、平面

図、立面図、断面図、矩計図、階段詳細図、平面詳細図、断面詳細図、各部詳細図、展開図、

伏せ図、建具図、サイン計画、便所詳細図、エレベーター詳細図、外構図、完成予想図（外

観パース図、内観パース図）、その他必要と思われる図面等。

(ｲ)構造設計図書

特記仕様書、図面リスト、各種構造図、構造計算書、その他必要と思われる図面等。

(ｳ)電気設備設計図書

特記仕様書、図面リスト、受変電設備図、幹線系統図、動力設備図、弱電設備図、消防設備

図、エレベーター設備図、各種計算書、その他必要と思われる図面等。

(ｴ)機械設備設計図書

特記仕様書、図面リスト、給排水衛生設備図、消防設備図、空調設備図、換気設備図、昇降

機図面、衛生機器リスト、各種計算書、その他必要と思われる図面等。

(ｵ)施工計画書

仮設計画、工事事務所の設置位置、使用材料一式、工事資機材一式、施工体制一式、資材置

き場、工事工程表、残土処理、その他必要と思われる図書等。

(ｶ)その他

工事費内訳書、積算数量調書（国土交通省公共建築工事内訳書式等に準じること）、打ち合わ

せ議事録、要求水準確認表。

(3) 申請業務等

特定事業者は、本施設の計画通知申請その他必要となる申請等を行うこと。

申請業務においては、申請にともなう各関係諸官庁との協議、お知らせ看板の設置、近隣説
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明等を行うこと。

建設工事に伴う各種申請図書の作成及び提出、申請図書作成に伴う各関係諸官庁との協議、

調整等を行うこと。

申請等に用いた資料及び関係諸官庁より受領した資料は、とりまとめて市に提出すること。

特定事業者は、民間施設等の建築確認申請における計画概要書を市に提出し、設計概要を報

告すること。

３ 工事監理業務

(1) 監理業務

工事監理者は、自らの責任により実施設計図書を監理すること。

工事監理者は、要求水準及び提案内容の設計意図を十分把握し監理すること。

工事監理者は、建設工事着手前に工事監理概要書（各種打ち合わせ・検査日程等、工事管理

体制、工事監理業務着手届を明記した工程表を含む）を市に提出し、承認を 得ること。

工事監理者が行う業務内容は、「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。

工事監理者は、市があらかじめ定めた時期において、工事の進捗状況等を報告するほか、市

から要請があった場合には適時報告、説明等を行うこと。

工事監理者は建築基準法第７条による建築物に関する完了検査の申請とこれに伴う作業等を

行うこと。

特定事業者は、本施設の竣工確認検査の 2週間前までに、工事監理報告書及び要求水準確認
表を市に提出すること。

要求水準確認表は、設計業務において作成した要求水準確認表に基づき、基本設計着手時か

ら実施設計、施工段階の経緯が分かるよう、同様の書式で作成すること。
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４ 建設業務

特定事業者は、設計業務において提案した本施設の整備について、建設工事を行う。

(1) 基本事項

関連法令等を遵守すること。

近隣及び工事関係者の安全確保と騒音、振動、臭気等の環境確保に十分配慮すること。

近隣住民との調整や関係各機関との調整を十分行い、工事の円滑な進行や常駐警備員を配置

するなど安全を確保すること。

工事や工程の工夫等により、工期の順守と短縮を図ると共に、近隣住民への周知を徹底して

作業時間に関する了解を得ること。

複合公共施設の建設は、平成30年9月末までに竣工検査を済ませ、市に報告を行うこと。

(2) 建設工事

ア 着工前業務

特定事業者は設計図書及び施工計画書に従って施設の建設工事を行うこと。

着工に先立ち、詳細工程表を含む施工計画書を作成し、以下の書類を添付の上市に報告し、

確認を受けること。

施工計画書

工事実施体制

施工体制台帳

工事着手届

現場代理人、監理技術者、主任技術者等の通知書（経歴書を添付）

仮設計画書

工事記録写真撮影計画書

主要資機材一覧表

下請業者一覧表

その他必要となる書類

工事の記録簿の作成を行い、常に工事現場に整備する。市による完工確認終了後、竣工図等

と共に整理し、市に提出すること。

各種届出、申請、許認可等の書類の写し等を市に提出すること。

周辺環境や交通、通行者の安全対策を十分に講じること。

イ 建設期間中業務

各種法令及び工事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書等に従い適切な建設工事を実

施すること。
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特定事業者は、工事監理者を通じ、定期的に施工管理状況の報告を行う。

建設期間中及び建設業務完了後に事業者が行う検査又は試験について、事前に市に実施日等

を通知すること。なお市は当該検査又は試験に立ち会うことができるものとする。

市は、建設期間中に行われる工程会議に立ち会うことができるとともに、いつでも工事現場

での施行状況の確認を行うことが出来る。

市が検査、会議、現場等に立ち会う場合、事業者は協力すること。

建設期間中は以下の書類を市に提出し、確認を得ること。

機材等承諾願い

残土処分計画書、報告書

産業廃棄物処分計画書、報告書（マニュフェスト含む）

生コンクリート配合計画書

各種試験成績書

各種出荷証明書

工事監理報告書

その他必要となる書類

ウ 建設工事完成後

特定事業者は、本施設の建設工事完了後速やかに、事業者自らの責任及び費用において、建

築基準法その他関係法令に基づく各種検査、及び要求水準等に示された内容が満たされてい

ることを確認する竣工検査を実施し、その内容を市に書面にて通知すること。

本施設開設に必要な試運転等を実施すること。

特定事業者は、竣工検査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市

に報告し、合わせて本施設の鍵を引き渡すこと。

市は竣工検査の通知を受けた後、市による竣工確認検査を実施し、特定事業者に建設業務完

了の確認を通知する。

エ 事業対象地の分筆、登記について

特定事業者は、自らの提案に基づき、必要な時期に事業対象地の分筆を行うための境界確定

測量を実施し、分筆登記を行う。

境界確定測量及び分筆登記の実施にあたっては、事前に市と協議すること。



44

５ 配置予定技術者

特定事業者は、設計業務、工事監理業務、建設業務の実施にあたり、以下の技術者を配置する

こと。

業務 配置予定技術者の要件

基本設計業務 設計企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にある管理技術者を1名配

置すること。

建築、構造、電気設備、機械設備の各主任担当技術者を 1名配置する
こと。

管理技術者と各主任担当技術者の兼務は認めない。

管理技術者及び各主任担当技術者は、一級建築士とすること。ただし、

電気設備、機械設備の主任担当技術者は建築設備士も可とする。

管理技術者及び各主任担当技術者については、実施設計完了までの

間、原則として変更を認めない。なお、退職、病気、死亡等の事情に

よりやむを得ず変更する場合は、本書に示す配置予定技術者の要件を

満たし、かつ当初の者と同等以上の者を配置することとし、あらかじ

め市の確認を得ること。

管理技術者及び各主任担当技術者の実績要件は、募集要項に示すとお

りとする。

実施設計業務 ・同上。

工事監理業務 設計企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にある工事監理者を配置す

ること。

工事監理者は、一級建築士とすること。

工事監理者は、建設工事完了までの間、原則として変更を認めない。

なお、退職、病気、死亡等の事情によりやむを得ず変更する場合は、

本書に示す配置予定技術者の要件を満たし、かつ当初の者と同等以上

の者を配置することとし、あらかじめ市の確認を得ること。

工事監理者の実績要件は、募集要項に示すとおりとする。

建設業務 建設企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にある監理技術者及び各主

任技術者を配置すること。

監理技術者及び各主任技術者については、工事完了までの間、原則と

して変更を認めない。なお、退職、病気、死亡等の事情によりやむを

得ず変更する場合は、本書に示す配置予定技術者の要件を満たし、か

つ当初の者と同等以上の者を配置することとし、あらかじめ市の確認

を得ること。

監理技術者及び各主任技術者の実績要件は、募集要項に示すとおりと

する。
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第３ 開館準備業務に係る要求水準

１ 基本事項

本施設の開館は、平成 30年 12月 1日を予定している。特定事業者は、開館までの期間につ
いて、必要な準備業務等を行うこと。

２ 業務内容

(1) 開館準備業務計画書の提出

開館準備業務の実施に先立ち、開館準備の工程、実施体制、実施内容等を記載した開館準備

業務計画書を市に提出し、確認を得ること。

(2) 供用開始準備

ア 全般事項

開館日に本施設の供用を開始できるように、施設、設備の準備及び物品等の調達、搬入、設

置等の準備を行うこと。

特定事業者は、本施設を PRするためのグッズ等を市の承認を得て作成することができる。

イ 施設の利用申請受付に関する業務

予約の受付開始日は、「平成 30年 6月 1日」からを予定している。円滑に予約受付開始がで
きるよう、必要な準備を行うこと。

特定事業者は、平成 29年 11月末日までに、施設の「利用案内（案）」及び「使用規則（案）」
を作成し、市に提出すること。

本施設の案内開始は、平成 30年 3月からとする。

ウ 施設及び開催されるイベント等の広報に関する業務

本施設の開館に先立ち、開催予定の事業、イベント等を広く市民に周知するための広報活動

を行うこと。

エ 貸館機能の準備

貸館機能の諸室において市が調達する備品のうち、電動ろくろ（TP-2ドべ受付）2台、ポッ
トミル機（PTA-02型）1台、芯出し機（KE-2型）1台、粘土練り機（NRA-03型）1台、碁
盤（足つき20セット、足なし4セット）、将棋盤（足つき11セット、足なし2セット）、ビ

リヤード台 2台を室蘭市総合福祉センターより移転する。搬出・搬入は特定事業者が行うこ
と。

オ 市民活動推進機能の準備

市民活動推進機能の諸室において市が調達する備品のうち、まちピカパートナーに貸し出す
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備品（草刈り機 14台、携行缶 6個、熊手 8本、ほうき 8本、フェイスガード 14個）を室蘭
市市民活動センター（港湾部庁舎 1階）より移転する。搬出・搬入は特定事業者が行うこと。

カ 図書機能の準備

図書機能にて所蔵する図書 40,000冊のうち 20,000冊（児童書 10,000冊、一般書 10,000冊）
を市立室蘭図書館より移転する。移転図書の選定は市で行うが、梱包・搬出、搬入は特定事

業者が行うこと。

移転図書以外の 20,000冊程度については新規購入とし、特定事業者は図書の選定リストを作
成し、市の承認を得た後に、特定事業者が購入、装備（バーコード装着等）、データ作成、シ

ステム登録を行うこと。

(3) 開館式典の実施

特定事業者は、市と開館式典の詳細について確認し、具体的な企画・提案を行い、式典を実

施すること。

本施設の開館式典については、概ね以下の内容を予定する。

＜開館式典の概要＞

① 市長あいさつ

② 特定事業者あいさつ

③ テープカット

④ 施設を活用したイベント等の実施

⑤ 施設見学会

※式典の来賓については市が連絡・調整を行う。
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第４ 総括管理業務

１ 基本事項

(1) 基本的な考え方

総括管理業務とは、本事業における維持管理業務及び運営業務の全般的な総括を行う業務であ

る。総括管理業務の執行について総合的な管理を行う総括責任者を配置し、全体管理、連絡調整

等の責任体制を確立し、総括管理業務全体について効率的な執行を図ること。なお、総括責任者

の選任にあたっては、本施設と同種、同規模程度の施設管理に精通した者で業務全体を総合的に

把握し調整を行うことのできる知識・経験を有する人材とすること。

また、本施設は、地方自治法に基づく指定管理者制度による管理・運営を行う。

(2) 業務実施期間

総括管理業務の実施期間は、平成 30年 12月 1日～平成 46年 3月 31日とする。

(3) 対象業務

特定事業者は、次の項目について、総括管理業務を行うものとする。

日常管理業務

その他の管理業務

(4) 総括責任者の要件

特定事業者は、総括責任者の選任にあたり、以下を条件として人選を行うこと。

(5) 業務の基本事項

施設の特色、設備内容等を充分に把握し、管理業務全体の調整を図る。

施設の利用状況及び利用内容に柔軟に対応した業務の全体的推進を図る。

第 5、第 6に示す業務毎に従事者の中から責任者を選任し、連絡調整を密にしながら、業務停
滞がないよう管理業務全体を統括する。

臨時に本施設の休館日または利用時間を定める場合は、あらかじめ市の承認を受けること。

休館日、利用時間、利用料金（減免、還付制度を含む）は、公にしておくこと。

特定事業者は、施設等及び物品を滅失し、又はき損したときは、速やかに市に報告すること。

防火管理及び消防計画等の策定に当たっては、消防法第8条を遵守し、防火管理者等を配置

すること。

総括責任者の要件 ・本施設と同種・同規模程度の施設管理実績を有し、業務に精通

していること。

・業務全体を総合的に把握し調整を行うことのできる知識・経

験・コミュニケーション能力を有すること。
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防災、防犯その他不測の事態への対応等について、職員に周知徹底すること。

本事業に係る会計書類は、各会計年度の終了後、事業期間が終了するまで保存すること。

本施設の維持管理・運営に関し、特定事業者自ら業務モニタリングを行い、その結果を市に

報告すること。

特定事業者は、本施設の維持管理・運営における市民ニーズの把握及び利用者の満足度を把

握するため、年 1回以上のアンケート調査を実施すること。
上記の調査は、主催事業及び自主事業に関するアンケート調査とは別途行うものとし、アン

ケート内容及び実施時期等の方法については、事前に市に確認すること。

市は、特定事業者が自ら行うモニタリングとは別に、市の基準に基づき、本事業のモニタリ

ングを行う。

特定事業者が負担者となる第三者賠償に備え、あらかじめ損害保険に加入する等、必要な措

置を講じること。

(6) 環境への配慮

特定事業者は、総括管理業務、維持管理業務、運営業務の執行にあたり、以下のとおり環境へ

の配慮に留意すること。

電気、ガス等のエネルギー使用量削減に向けた目標を設定し、取組みを進め、省エネルギー

の徹底と二酸化炭素など温室効果ガスの排出抑制に努め、廃棄物の発生を抑制しリサイクル

の推進や適正処理を図ること。

環境に配慮した商品、サービスの購入（グリーン購入）を推進し、また、廃棄にあたっては

資源の有効活用や適正処理を図ること。

化学物質・感染性廃棄物等のリスク管理を行い、環境や人に影響を及ぼす事故を防止するこ

と。

施設利用者等に対して環境の保全及び創造に関する情報提供に努めるとともに、業務に関わ

るものに対する教育及び学習の推進に努めること。

(7) 市との連絡調整

以下の書類を提出し、市の確認を受けること。記載内容の詳細は事業契約後に市と協議するこ

と。

表 1 維持管理業務、運営業務における提出書類

分類 作成書類 提出頻度 提出期限 内容

事業

計画

事業計画書

1回/年

前年度 3月末日 実施体制、連絡先、業務計画、

長期修繕計画、危機管理マニ

ュアル、各種業務マニュアル

等（税の滞納無証明書を添付

すること）

開館準備業務計画書 初年度

のみ

平成 30年 7月末日 実施体制、連絡先、業務計画、

開館式典計画
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分類 作成書類 提出頻度 提出期限 内容

収支予算書

1回/年
前年度 3月末日 収入・支出の計画等（支出項

目は詳細項目まで明示するこ

と。）

主催事業企画書
1回/年

前年度 9月末日 講座内容、会場、時間、受講

料金（予定）、収支予測等

自主事業企画書
1回/年 前年度 9月末日 講座内容、会場、時間、受講

料金（予定）、収支予測等

駐車場事業計画書
1回/年 前年度 3月末日 実施体制、連絡先、業務計画、

収支予測等

余剰地活用事業計画

書
1回/年

前年度 3月末日 実施体制、連絡先、業務計画、

収支予測等

業務

報告

事業報告書

1回/年

4月末日 前年度の事業内容及び利用者

アンケート調査集計・分析結

果の報告、管理に係る収支決

算書、主催・自主事業の報告

等

開館準備業務報告書

1回
平成 30年 12月 15日 業務の実施内容報告、業務に

係る収支決算書、本施設の利

用案内、使用規則等

月例業務報告書

毎月

翌月 10日まで 管理実績・利用実績（設備管

理状況・事業実施状況・利用

者数、利用団体数、各種収支、

利用料金収支等）・開館準備業

務実施実績、要望・苦情等の

状況と対応策等

利用状況分析報告書

1回/年
事業年度終了後 30日以
内

各貸室の回転率、利用率、利

用者の属性、減免利用、加算

利用等の傾向分析結果等

自己評価書
1回/年

事業年度終了後 30日以
内

自らが設定したモニタリング

項目に基づいた自己評価結果

主催事業報告書

毎月

実施後の翌月 10日まで 収支報告、利用者数等各事業

別明細、アンケート調査結果

等

自主事業報告書

毎月

実施後の翌月 10日まで 収支報告、利用者数等各事業

別明細、アンケート調査結果

等

収益事業報告書 1回/年 4月末日 前年度の事業内容の報告

駐車場事業報告書 1回/年 4月末日 前年度の事業内容の報告

余剰地活用事業報告

書
1回/年 4月末日 前年度の事業内容の報告
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２ 日常管理業務

(1) 管理業務全般の指揮、管理、監督

施設の設置目的、特性等を踏まえ、利用者の利便性に配慮し、効果的・効率的な管理・運営

を行うこと。

(2) その他必要な連絡調整の実施

特定事業者は、上記の（1）で定める事項以外にも、必要に応じて市との連絡調整を行い、本
施設が円滑に管理・運営できるよう配慮すること。

(3) 本施設の利用案内等業務

特定事業者は、本施設全体及び各機能の利用促進及び広報宣伝に関し、利用案内の作成、配

布、補充及びホームページの作成、管理を行うとともに、主催事業や自主事業を適宜ホーム

ページに更新すること。

利用案内を変更する場合には、事前に必要に応じて市と協議し変更すること。

利用案内は、施設において常時配布・閲覧できるようにするとともに、ホームページなどで

広く周知すること。

施設の見学、視察等に係る申し込みがあった場合は、市と連絡・調整を行い適切に対応する

こと。

(4) 各業務間の連絡調整

本施設の管理・運営にあたっては、各業務間の連絡調整・連携を十分に行い、利用者に対し

て安全かつスムーズなサービスの提供が行えるようにすること。

各業務間の連絡調整・連携にあたっては、各機能の市職員を含めた連絡調整会議を、原則、1
ヵ月に 1度実施すること。
本施設及び事業対象地内の民間施設、駐車場を含めた連絡会議を 3ヵ月に 1度実施し、連絡
調整・連携を行うこと。

(5) 従業員の管理・監督

ア 名簿の提出

特定事業者は、本施設の管理・運営にあたり、各業務に配置する人員について、予め顔写真

を添付した一覧表、各人員配置を示す組織表（必要に応じ有資格証明書の写しを添付）を事

業計画書とともに提出すること。また、配置人員の変更がある場合は、都度、市に報告し、

再提出すること。

イ 従業員の管理教育

各業務従業員は、その服務にあたって、品位を保ち、規律を守り、各自の担当業務に精通す

ること。
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(6) 備品等の管理、管理台帳の作成

ア 基本指針

特定事業者は、本施設の設備、備品等について、施設利用者への貸出を行うほか、維持管理・

運営に必要な場合において使用することができる。

イ 備品管理台帳

特定事業者は、備品管理台帳を作成し適切に管理を行うこと。

特定事業者が自らの責において購入する備品（特定事業者の事務等に必要であり、本施設の

サービス提供と直接関係しないもの）は本施設の備品と区分すること。

備品管理台帳は、修繕更新記録を明確に記し、備品管理台帳と備品所在の突合せを行い、そ

の結果を事業報告書にて市に報告すること。

３ その他の管理業務

(1) 利用者等の安全に関する業務

ア 危機管理業務

(ｱ)危機管理マニュアル

特定事業者は、危機管理マニュアルを策定し、併せて防災計画を策定し、市の確認を得た上

で、室蘭市消防本部に提出すること。変更を行った場合も、同様の手続きとする。

危機管理については、所轄の消防署と協議を行うこと。

消防訓練を年 2回行い、利用者がいることを想定した避難誘導訓練も年 1回行うこと。
(ｲ)救命講習の受講

普通救命講習を受講し、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を取り扱うことができる従業員を配

置すること。

イ 災害等発生時対応業務

災害等の発生時には、室蘭市地域防災計画等に基づき、適切に対応すること。

(2) 立入り検査等の立会い及び必要な手続き等の実施

特定事業者は、本施設の維持管理・運営にあたり、法定点検等その他関係官公庁が実施する

立ち入り検査等を行う場合、立ち合い及び必要な手続き等について対応すること。

(3) その他、市の指示する事項

特定事業者は、本施設の維持管理・運営にあたり、適宜市の検査及び市の指示を受ける等、

市との連絡調整を密にし、各業務の処理状況について報告を行うこと。これらの報告等は、

書面にて提出すること。
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第５ 維持管理業務に係る要求水準

１ 基本事項

(1) 基本方針

市は、本施設の施設特性を踏まえ長期的視点にたった効果的かつ効率的な維持管理の実施を

期待する。

特定事業者は、本施設の機能及び性能等を常に発揮できる最適な状態を保ち、施設の利用者

が安全かつ快適に利用できるような品質、水準等を維持すること。

維持管理業務は予防保全を基本とし、劣化による危険、障害の発生を未然に防ぐよう努める

こと。

本施設利用者の安全確保に努めること。

施設環境を良好に保ち、本施設利用者の健康被害を防止すること。

省資源・省エネルギーに努めること。

ライフサイクルコストの削減に努めること。

環境負荷を低減し、環境汚染等の発生防止に努めること。

故障等による公共サービスの中断に係る対応を定め、回復に努めること。

(2) 業務実施期間

維持管理業務の実施期間は、平成 30年 12月 1日～平成 46年 3月 31日とする。

(3) 対象業務

特定事業者は、次の項目について本施設の維持管理業務を行うものとする。

保守・点検業務（建築物、建築設備、外構、環境衛生管理を含む）

清掃業務（本施設全体）

警備業務（本施設全体）

備品管理業務

修繕・更新業務（本施設全体）

(4) 業務執行体制

特定事業者は、維持管理業務を実施するにあたり、以下の有資格者を必ず選任すること。

電気主任技術者（3種）
建築物環境衛生管理技術者

電気工事士（1種）
防災管理者

2級ボイラー技士
清掃作業監督者
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ビルクリーニング技能士、その他、法令等で規定された必要な資格の保有者

(5) 適用基準等

本業務の実施においては、関連する全ての法令・基準・規則等及び本事業を行うにあたり必

要となるその他の条例等について遵守すること。

また、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築保全業務共通仕様書＜最新版＞」を参考に

該当する項目、内容を設定すること。

(6) 消耗品等の取扱い

維持管理に係る消耗品の調達は、特定事業者が行うこと。

照明器具の電球、安定器も消耗品として取り扱うこと。

(7) 光熱水費について

本施設に関する事業期間中の光熱水費については、サービス対価に含むものとする。

光熱水費の変動によるサービス対価の改定については、事業契約書に従う。

特定事業者は、環境配慮・省エネルギーに留意し、光熱水費削減に努めること。

２ 保守・点検業務

(1) 業務範囲

保守・点検業務は以下とする。

建築物保守・点検業務

外構保守・点検業務（植栽管理を含む）

環境衛生管理業務

定期調査報告業務

(2) 建築物保守・点検業務

特定事業者は、本施設の日常及び定期の点検を行い、施設の品位、美観を保ち良好な状態を

維持すること。

特定事業者は、本施設の建築設備について、日常及び定期の点検を行い、その性能を十分に

発揮し利用者の快適な利便に供するため、良好な状態を維持し機能の低下を防ぐこと。

点検において、将来的な修繕の必要な箇所等については、特定事業者自らが提案する長期修

繕計画を確認のうえ、必要に応じ市に報告すること。

(3) 外構保守・点検業務

特定事業者は、外構（駐輪場を含む）の保守・点検を行うこと。

植栽管理については、水遣り・施肥のほか、以下の業務を行うこと。
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台風等による倒木を防ぐため、支柱等適切な措置を講じること。

冬季期間の対策を適切に実施すること。

良好な景観を保つため、適切に雑草等の除去、灌水を行うこと。

樹木類は、公道、隣地への影響等を考慮して、必要に応じて剪定や刈り込み等を行うこと。

事業期間中、植栽が枯損した場合は、特定事業者の責及び費用負担において復元すること。

敷地周りの除草を適切に行い、常に清潔感ある印象を与えるよう努めること。

生垣の支柱等が朽損した場合は、早急に修復すること。

(4) 環境衛生管理業務

特定事業者は、本施設の良好な環境を保持するため、「建築物における衛生的環境の確保に関

する法律」等の関係法令を順守し、必要な点検等の実施、管理を行うこと。

(5) 定期調査報告業務

特定事業者は、建築基準法第 12条に基づく、定期調査報告を、本施設の建築物については 3
年以内ごと、建築設備・昇降機については 1年以内ごとに実施すること。

３ 清掃業務

(1) 業務範囲

清掃業務は、本施設及び外構について、以下とする。

日常清掃業務

定期清掃業務

臨時特別清掃業務

廃棄物処理業務

(2) 日常清掃業務

特定事業者は、良好な環境衛生、清潔感、美観の維持に心がけ、清潔で快適に施設内外が保

たれるように、日常清掃を実施すること。

(3) 定期清掃業務

特定事業者は、日常清掃では時間帯等において実施しにくく、且つまた対象が広範囲で日常

清掃以上の清掃効果を求めるため、定期清掃を実施すること。

(4) 臨時特別清掃業務

特定事業者は、台風災害や、その他予期しない事情で清掃が必要になった場合の清掃を実施

すること。
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(5) 廃棄物処理業務

特定事業者は、本施設及び外構で発生した廃棄物の処理を行うこと。

４ 警備業務

(1) 業務範囲

警備業務は、本施設及び外構について、以下とする。

機械警備業務

巡回業務

非常時対応業務

(2) 機械警備業務

特定事業者は、本施設について、火災、盗難及び不良行為を予防し、かつ安全を確保するた

め、機械警備を行うこと。

(3) 巡回業務

特定事業者は、以下の内容等について、適切に巡回警備を行うこと。

扉の施錠確認

使用のない施設、関係者使用区域への第三者の立ち入り防止

給湯室の状況確認

不要場所の消灯

火気の点検

消火栓、消火器の設置状況の確認

非常口及び避難経路の確保

防犯上重要と思われる場所の状況確認

各施設の備品、付属施設の設置状況の確認

諸室、通路部分の状況確認、不審物等の撤去

敷地内駐輪場以外の放置自転車等の整理

敷地内の駐車車両の移動勧告

(4) 非常時対応業務

特定事業者は、あらかじめ市と打合せを行い十分な連絡調整のうえ、以下の業務を行うこと。

ア 火災発生時

館内放送、誘導による来館者の安全確保、保護

防火管理の組織に基づく通報、消火活動の実施、協力
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消防車両駐車位置の確保

消防車両到着後の付近警備

イ 地震発生時

館内放送、誘導による入館者の保護

昇降機の緊急停止状況の確認と乗員者の救助、協力

必要に応じた関係官庁への連絡

落下、転倒物の有無の確認と現場の保護

出火の有無の確認と消火活動

ウ 不審者への対応

状況の確認、必要に応じた警察への通報

人相、着衣、年齢、体つき等不審者の状況確認記録

不審者の保護等、必要に応じた措置

エ 傷病者への対応

傷病状況の確認、必要に応じた消防への通報

傷病者の保護、傷病状況に応じた軽微な応急処置

事故者の保護、事故現場等の保全

普通救命講習を受講し、ＡＥＤ（自動体外式徐細動器）を取り扱うことができる従業員の配

置

５ 備品管理業務

(1) 業務範囲

特定事業者は、本施設内の備品について、以下の業務を行うこと。

備品の保守・点検業務

備品の修繕・更新業務

(2) 備品の保守・点検業務

特定事業者は、利用者の使用に支障を来さないよう、備品の手入れを行うこと。また、本施

設の備品について、本施設の維持管理・運営上必要な場合に使用することができる。

(3) 備品の修繕・更新業務

備品の損傷等があった場合、特定事業者は適宜、備品の修繕・更新を行うこと。

本施設の備品は、第 4 2（6）備品等の管理、管理台帳の作成に示すとおり、備品管理台帳
に記録を行い、修繕・更新を行った場合は、その結果を備品管理台帳に反映すること。
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６ 修繕・更新業務

(1) 業務範囲

特定事業者は、本施設について、以下の業務を行うこと。

長期修繕計画（本事業期間）の作成

修繕・更新等業務

修繕・更新等の記録

(2) 長期修繕計画の作成

特定事業者は、自らが提案する本施設整備の内容に基づき、事業期間中の長期修繕計画を立

案し市の確認を得ること。

特定事業者自らが提案し市が確認した長期修繕計画と実態に乖離が生じ、変更の必要が生じ

る場合は、市と協議し、市の確認を得た修繕・更新計画を立て、長期修繕計画に反映するこ

と。

(3) 修繕・更新等業務

特定事業者は、自らが立案した長期修繕計画に基づき、事業期間中の修繕・更新等の工事を

実施すること。

(4) 修繕・更新等の記録

特定事業者は、竣工図書及び備品等の管理台帳について、修繕等により変更が必要となった

個所を修正し記録を更新すること。

記録の更新は、電子データにて行うこととし、記録更新の都度、設計図書等の差し替えを行

うこと。ただし、設計図書等の原本 1部については更新をせず保管すること。

７ 事業期間終了時の本施設状況について

特定事業者は、事業期間終了の 3年前に、自ら立案・作成し更新を行った長期修繕計画に基
づき、市に、事業期間終了後に必要な工事等について説明を行うこと。

特定事業者は、事業期間終了の 1年前に、本施設の劣化状況の点検を行うこと。点検の結果、
本施設の整備水準を満たさない部分（施設利用上の問題がない範囲において、事業期間中の

経年劣化は水準未達としない）について、市に報告のうえ、速やかに修繕等の工事を行うこ

と。工事を行った場合は、長期修繕計画を更新すること。

特定事業者は、事業期間終了の 1か月前に、自らが行った本施設の劣化状況点検結果と結果
に基づき実施した工事等に関する報告書及び最新の長期修繕計画書を、市に提出し確認を得

ること。

市は、特定事業者から提出された書類及び本施設を確認のうえ、書面にて維持管理業務完了

の確認を通知する。
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第６ 運営業務に係る要求水準

１ 基本的な考え方

(1) 業務の取組姿勢

本施設利用者が気持ちよく快適に本施設を利用できるよう、日頃から十分な準備のもと、業

務にあたるものとする。

事業実施業務においては、多世代の交流、子育て支援といった本施設の主旨に即し、多様な

事業構成とし、積極的に運営業務にあたるものとする。

(2) 業務実施期間

運営業務の実施期間は、平成 30年 12月 1日～平成 46年 3月 31日とする。

(3) 対象業務

特定事業者は、次の項目について運営業務を行うものとする。

貸館機能運営業務

市民活動推進機能運営業務

図書機能運営業務

子育て機能運営業務

事業実施業務

カフェ運営業務（特定事業者による独立採算業務）

(4) 運営体制

運営スタッフは、本書で示す業務内容に対して十分なサービス提供が可能となるよう、市民

活動推進機能や図書機能、子育て機能の専門性を十分に理解のうえ、利用者に対し誠意を持

って対応できる人材を適切に配置すること。

以下については、各機能への配置人員のうち 1名以上に必須の専門性とする。また、図書機
能及び子育て機能については、運営責任者も同様の専門性を持つものとする。

＜運営スタッフに求める専門性＞

市民活動推進機能 ・市民活動経験を有し相談・助言が可能であり、市民活動団体と円滑

なコミュニケーション能力を有する者

図書機能 ・司書資格を有する者

子育て機能 ・子育て機能業務に関心・意欲がある者。

・子育て支援施設等での勤務経験を一定程度有する者。

・子育て支援員研修（地域子育て拠点事業）の講習を受講できる者。
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スタッフ
・
・

スタッフ
・
・

スタッフ
・
・

スタッフ
・
・

図書機能
運営責任者
要専門性

子育て機能
運営責任者
要専門性

市民活動推進機
能運営責任者
要専門性

施設管理
担当者

貸館機能
運営責任者

総括責任
者

運営責任者：必要な専門性を備える場合は兼任可

以下の責任者及び担当者は、常勤で配置するものとする。なお、各機能運営責任者は、必要

な専門性を備える場合は兼任を可とする。

＜常勤配置させる職員＞

Ø 施設管理担当者（第 5維持管理業務の窓口となる担当者を指す。）
Ø 貸館機能運営責任者

Ø 市民活動推進機能運営責任者

Ø 図書機能運営責任者

Ø 子育て機能運営責任者

＜運営体制イメージ＞

運営体制の構築にあたっては、本施設が様々な機能を有する複合施設であることから、機動

的で効率的な人員配置を行うこととし、特定事業者の運営ノウハウや専門知識・技術に基づ

く創意工夫を取り入れた提案を期待する。

常勤で配置する各機能運営責任者以外のスタッフについては、運営業務におけるサービス内

容や利用者ニーズ、利用状況の変化等に応じ適切に対応できる配置とすること。

運営スタッフは、それぞれの運営業務にふさわしい服装とすること。なお、制服等を使用す

る場合は、事前に市の確認を得ること。

２ 貸館機能運営業務

(1) 対象施設

本施設の貸館機能運営業務は、貸館機能の諸室を対象とする。

(2) 貸出条件

ア 開館日及び開館時間

「（仮称）室蘭市複合公共施設設置条例」に基づき本施設において想定する施設開館日及び開

館時間は、第 1 9（2）イに示すとおりである。
市長が特に必要と認めたときは、特定事業者はこれを変更し、又は臨時に休館することがで
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きる。

イ 利用料金の設定

地方自治法第244条の2第8項の規定により、「（仮称）室蘭市複合公共施設設置条例」の規

定に基づき、本事業における本施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を特定事

業者の収入として収受させるものとする。

利用料金を徴収する諸室は、第 1 9(2)アに示す施設区分の貸館機能のうち、多目的フリース
ペース１・２を除く諸室を想定している。

利用料金の額は、「（仮称）室蘭市複合公共施設設置条例」で定める範囲内で、特定事業者が

定め、市の承認を得るものとする。「（仮称）室蘭市複合公共施設設置条例」で定める使用料

の額に変更が生じた場合は、特定事業者と協議するものとする。

特定事業者は、利用料金の額、納入方法、減免等について定め、又はこれらを変更しようと

するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

ウ 利用料金の免除

特定事業者は、「（仮称）室蘭市複合公共施設設置条例」の規定により利用料金の減免につい

て定めることができる。

(3) 運営計画策定業務

特定事業者は、貸館機能の運営に関し、運営方針の作成を行うほか、必要に応じ各種業務マ

ニュアルを作成する。

(4) 予約受付等案内業務

ア 予約の受付

特定事業者は、「（仮称）室蘭市複合公共施設設置条例」及び本施設の利用案内に基づき、施

設の利用申し込み受付を行う。

予約の受付は、市の施設予約システムまたは電話等で受け付ける。

研修室等の貸館機能の予約は、使用日の属する月の６月前から使用日の３日前までとする。

ただし、６月前の予約については下記のとおり「施設予約システム」による抽選制度による

ものとする。この場合、利用者には事前に利用者登録をしてもらうこととする。

＜施設予約システムによる抽選制度の概要＞

Ａ １日から９日は抽選による受付期間とする。

複数の場合は、１０日にシステムにより自動抽選する。

Ｂ １１日から１９日の間は予約の確認期間とする。

Ｃ ２０日以降は、随時予約を受付する。
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イ 施設予約システムについて

システムの管理は市が行う。

特定事業者は、システム利用者の、利用登録申請受付、登録証の交付を行うこと。

特定事業者は、システム利用者から操作等の問い合わせがあった場合は、適切な説明を行う

こと。

特定事業者は、システムからの予約状況を随時確認すること。

ウ 利用承認等

利用の承認及び承認の取り消し又は利用の中止、もしくは制限は、「（仮称）室蘭市複合公共

施設設置条例」に基づき行うこと。

利用の承認を拒みもしくは取り消し又は利用を中止させた者については、その記録を作成し、

速やかに市に報告すること。

利用の申請方法や、利用承認を行わない場合の条件、利用承認後の手続等について、施設の

利用案内に記載し、利用者へ案内をすること。

(5) 施設・備品等の貸出

特定事業者は、利用許可を得た利用者に対し、諸室等の施設及び本施設に附帯する設備、備

品等を貸し出すこと。また、貸出にあたっては、利用者の利便性向上と安全確保に配慮する

こと。

(6) 施設利用料金の収受

特定事業者は、「（仮称）室蘭市複合公共施設設置条例」及び本施設の利用案内に定めるとこ

ろに従って、利用者から利用料金を徴収し、特定事業者の収入とする。

収納業務では、現金出納帳を備え、取り扱った利用料金のすべてを記入し、その状況を明ら

かにするとともに、申請書等の利用料金に係る諸帳簿類を適正に管理・保管すること。

(7) その他

特定事業者は、利用者の希望に応じ、施設利用に関する設営、運営などの相談に対応するこ

と。

特定事業者は、利用者からの問合せ、クレーム対応等に誠意をもって対応すること。

３ 市民活動推進機能運営業務

(1) 対象施設

市民活動推進機能運営業務は、市民活動推進機能の諸室を対象とする。

(2) 運営の基本方針

市民活動推進機能を総称して「室蘭市市民活動センター」とし、室蘭市民の自主的で公益的
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な市民活動を支援し、市民による活力と魅力あるまちづくりを推進することを目的とする。

支援の対象となる市民活動とは、より良い社会づくりのため、NPO法人やボランティア、町
会・自治会など市民（総称して「市民活動団体」という。）が中心となった自主的・主体的な

非営利の活動をいい、次の各号のすべてに該当するものとする。

Ø 市民の自主的・主体的な活動

Ø 不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する活動

Ø 営利を目的としない活動

Ø 政治活動や宗教活動を主たる目的としない活動

上記目的を達成するため、市民活動団体の交流や連携の促進、市民活動に関する情報の収集

と発信、市民活動の支援と普及啓発、そのほか必要な事業を行う。

(3) 業務内容

ア 運営計画策定業務

特定事業者は、市民活動推進機能の運営に関し、運営方針の作成、事業計画の企画・立案を

行うほか、必要に応じ各種業務マニュアルを作成し、市の確認を得ること。

イ 受付等利用者対応業務

(ｱ)交流サロンスペース

特定事業者は、交流サロンスペース及び備品の貸出に関し、受付及び利用案内を行うほか、

クレームや問合せ等の対応を行う。

交流サロンスペースの利用範囲は、市民活動団体が協働事業を行うための打合せ会議、帳合

などの軽作業、市民活動団体の活動説明会及び無料体験会など結成間もない市民活動団体の

ＰＲを主とするもの（原則結成２年を限度とする）、施設主催の市民活動に関する講座・研修

等とする。

ただし希望が重複する場合は、新規の市民活動団体を優先することとし、活動期間の長い市

民活動団体については、年1回を限度に利用を認めることとする。

(ｲ)印刷室

特定事業者は、コピー機・印刷機を事業者負担において設置し、料金徴収を含めた独立採算

で運営を行う。料金設定は、事前に市の確認を得ることとし、市民活動推進を考慮し、可能

な限り市価より安価に設定すること。

ウ 市民活動団体の登録・情報管理

特定事業者は、登録団体増加に努めるとともに、登録に関する対応を行い市の承認を得るこ

と。

登録団体の情報は適切に管理するとともに、団体概要を市民に分かりやすく発信すること。
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エ 市民活動に関する情報発信業務

・ 特定事業者は、市民活動団体向け・まち「ピカ」パートナー向け、一般市民向けを対象とし

た下記の内容の情報発信を行う。内容については市の確認を得ること。

➣市民活動団体向け･･･補助金・助成金や登録団体等に関する情報、主催・自主事業に関する

ものとし、月 1回発行する。（A4サイズの紙媒体。登録団体や公共施
設等で配布）

➣まち「ピカ」パートナー向け･･･活動紹介、活動に関する注意事項等とし、年 1回以上発行
する。（A4サイズの紙媒体、登録団体や公共施設等で配布）

➣一般市民向け･･･主催・自主事業に関する情報、登録団体の活動に関するもの等とし、適宜

発行する。（紙媒体や電子媒体等で特定事業者の提案による）

・ 情報発信にあたっては、マスメディア等にも情報提供を行い、広く周知できるようにするこ

と。

オ 市民活動団体支援業務

特定事業者は、市民活動推進のために市民活動団体間の連絡・調整、市民活動団体が活用で

きる助成金・補助金に関する情報提供・獲得支援、市民活動団体の活動にあたっての助言、

NPO設立に関する必要な助言等の支援を行う。

カ まち「ピカ」パートナー事業に関する業務

特定事業者は、まち「ピカ」パートナー事業について、市の定める方針に従い、利用者対応、

関係機関や団体との連絡・調整（登録申請受付、団体への燃料提供、公用ゴミ袋の配布及び

関係機関への回収依頼、活動に関する広報、事業報告書のとりまとめ等）を行う。

まち「ピカ」パートナー事業に係る草刈り機等の貸出・管理を行う

まち「ピカ」パートナー事業の初回登録時には、軍手・火ばさみ・草刈り鎌等を適宜支給す

る。

キ 管理業務

特定事業者は、市民活動推進機能の運営に関し、計画的、効率的に業務を管理し、市民サー

ビスの向上に努める。

業務管理に関する会計等庶務業務を適切に行い、運営状況を明確にすること。

４ 図書機能運営業務

(1) 対象施設

図書機能運営業務は、図書機能の諸室を対象とする。

(2) 運営の基本方針

図書機能は、多くの人が集まり・学び・楽しむ拠点として「にぎやかさとあたたかさを兼ね
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備えた本の広場」をコンセプトとする。特に乳幼児などの親子連れ、小中高校生などの若者

向けの本を重点的に配置するほか、生涯学習や市民活動に関する一般書を配置し、魅力ある

図書空間の運営を目指す。

にぎやかな空間形成として、従来のような”図書館では静かにする”のではなく、赤ちゃん

や子どもの笑い声、友人同士の会話が利用する人達にとって BGMとなるような図書空間と
する。

ゆるやかにつながる空間形成として、防犯等の観点を除く必要最小限の仕切り以外を設けず、

多世代の市民が気軽に訪れることのできる図書空間とする。

(3) 業務内容

ア 運営計画策定業務

特定事業者は、図書機能の運営に関し、運営方針の作成、事業計画の企画・立案を行うほか、

必要に応じ各種業務マニュアルを作成し、市の承認を得ること。

イ 受付等利用者対応業務

特定事業者は、図書機能の諸室利用に関し、設置条例及び基本方針に基づき、受付、案内、

利用者登録、図書貸出、レファレンスサービス、問合せ、督促業務等の利用者対応を行う。

特定事業者は、蔵書検索用情報端末の操作説明、利用方法の周知等を行う。

ウ 管理業務

特定事業者は、図書機能の運営に関し、計画的、効率的に業務を管理し、市民サービスの向

上に努める。

業務管理に関する会計等庶務業務を適切に行い、運営状況を明確にすること。

蔵書の管理は、本施設内における整理整頓、点検、保存等について特定事業者が行い、記録

上の管理は、別途市の図書館システムによるものとし、専用回線からアクセスする専用サー

バーへの入力にて行う。

開架・閉架図書の配架は、特定事業者が市の定める基準により行う。

本施設に無い他館の図書予約を受け付け、図書館本館と調整を図り、利用者に提供または返

却対応を行う。

図書購入リクエストに関しては、年間 50冊程度を行うこととし、特定事業者が選定し、市の
承認を得たのちに、特定事業者が購入する。

雑誌は、年間 50タイトル程度以上を配置する。新聞は、地方紙 2紙・全国紙 4紙以上を配置
する。

市図書館、登別市・伊達市で貸出した図書についても、本施設で返却を受け付ける。返却の

あった図書は、区分ごとに分類する。他館への引き渡しについては市が行う。

図書整理計画を作成し市の承認を得て実行する。

本施設の蔵書で、本施設で貸し出した図書については、返却が遅れたものの督促業務を行う。
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５ 子育て機能運営業務

(1) 運営の基本方針

子どもの遊び場は、将来を担う子どもたちが天候に左右されず、全身を使ってのびのび遊べ

る機能とし、主に乳幼児から小学校中学年程度を対象とし、それぞれの年齢にあった遊具の

設置やイベントの実施を通じ、子育て世代のコミュニケーションを促し、本施設に活気をも

たらす核機能を目指す。

遊具を使った遊び以外に、歌や踊り、季節ごとの行事など、多彩な事業展開により個性豊か

な子どもを育む運営とする。

(2) 対象施設

子育て機能運営業務は、子育て機能の諸室を対象とする。

(3) 業務内容

ア 運営計画策定業務

特定事業者は、子育て機能の運営に関し、運営方針の作成、事業計画の企画・立案を行うほ

か、必要に応じ各種業務マニュアルを作成し、市の確認を得ること。

イ 受付等利用者対応業務

特定事業者は、子育て機能の諸室利用に関し、設置条例及び基本方針に基づき、受付、案内、

利用者登録、料金徴収、問合せ・クレーム対応等の利用者対応を行う。

入場後の一時退場、再入場など利用者の利便性に配慮した工夫を行う。

特定事業者は、遊具等の安全な利用方法の周知及び利用補助を行う。

市と連携し、子育て情報の発信・周知に努める。

ウ 管理業務

特定事業者は、子育て機能の運営に関し、計画的、効率的に業務を管理し、市民サービスの

向上に努める。

業務管理に関する会計等庶務業務を適切に行い、運営状況を明確にすること。

特定事業者は、遊具等の定期的な清掃を行い、常に衛生的で清潔な状態を保つこと。

特定事業者は、遊具等の入れ替えを行う場合は、事前に市に確認し、選定、調達、設置を行

うこと。

６ 事業実施業務

(1) 業務対象

本施設の事業実施業務は、施設の設置目的や市の方針に基づき特定事業者が企画立案し、市

の承認を得たのちに特定事業者が実施する主催事業（サービス対価に含む）と、特定事業者
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が企画立案し、市の承認を得たのちに特定事業者が実施する自主事業（サービス対価に含ま

ない）を行う。ただし、自主事業については、特定事業者の任意とする。

市は、多世代交流や市民サービスの向上に効果的な事業など、施設に活気をもたらす積極的

な自主事業の提案を期待する。

主催事業について、参加費を徴収する場合は、原則全額を特定事業者の収入とし、参加費の

設定については、市の承認を得て決定する。

主催事業及び自主事業の詳細については、添付資料⑦に示す。

(2) 業務内容

ア 主催事業

市の方針に基づき、特定事業者は施設目的に沿った主催事業を具体的に企画し、事前に市へ

報告し確認を得た後、実施すること。

イ 自主事業

特定事業者は、本施設の各機能における諸室または外構を含む本施設の任意の場所において、

自らの提案により事業を実施することができる。

自主事業の企画、実施にあたっては、事前に市への企画提案を報告し、確認を得ること。

ウ 意向調査

主催事業に対する来館者の評価や、今後の事業の企画立案のために、主催事業及び自主事業

の参加者を対象としたアンケート調査及び分析を行い、毎年度報告すること。なお、アンケ

ート内容及び実施時期等の方法については、事前に市に確認すること。

７ カフェ等運営業務

(1) 業務の基本的な考え方

カフェについては、維持管理・運営に係り特定事業者の独立採算で実施することを原則とす

る。ただし、カフェの実施形態は、店舗型に拘らず喫茶を提供する利便性の高い機能として、

民間の創意工夫を活かした効率的な提案を期待する。

前項の達成のため、カフェの規模や維持管理・運営に係る人員配置については、本施設全体

の中で柔軟に捉えるなど、実現性を重視した提案を期待する。

(2) 事業内容

特定事業者は、本施設の利用者へのサービス提供を目的とするカフェ（主に喫茶を提供する

施設）を自らの提案により整備し、特定事業者の独立採算で収益事業を行うこと。

※なお、カフェスペースの建築及び建築設備の整備についてはサービス対価の対象とし、内

装の整備、調理機器等調達及び維持管理・運営を独立採算の対象とした収益事業とする。

特定事業者は、自動販売機の設置等の運営業務を特定事業者の独立採算となる収益事業を行

うことができる。
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特定事業者は収益事業の事業リスクが本事業の実施に影響を及ぼさないように配慮すること。

特定事業者は、収益事業の実施にあたっては、地方自治法第 238条の 4第 2項第 4号に規定
する行政財産の貸付により行い、本施設の使用料を市に支払うこととする。

(3) 業務内容

特定事業者は、本施設の利用者等に対し、カフェスペースにおける喫茶等の提供を行うこと。

また、本施設内へのケータリングサービスの実施も可とする。

アルコール類の販売は不可とする。ただし、イベント等開催時及びケータリングサービスで

は、アルコール類の販売を可能とする。

運営日、運営時間は原則、本施設の開館日のＡＭ10：00～ＰＭ5：00とするが、本施設の利
用状況等を勘案した運営日、運営時間を本市との協議により変更することができる。

(4) 事業期間等

カフェ等運営期間は、本事業期間における維持管理・運営期間（平成 30年 12月 1日～平成
46年 3月 31日）とする。

第７ 駐車場事業

１ 基本事項

特定事業者は、事業用地内に、自らの提案において定期借地権方式により駐車場の整備運営

を行うこと。

市は、本施設利用者のための駐車場として、特定事業者と 150台分の賃貸借契約を締結する。

２ 業務内容

(1) 対象業務

本事業における駐車場の管理・運営業務は、以下とする。

駐車場の維持管理業務

駐車場の運営業務

(2) 駐車場の維持管理業務

特定事業者は、自らが提案、整備し定期借地権方式により運営する駐車場について、市が賃

貸借により利用する範囲に関し、第 5維持管理業務に係る要求水準 1～6について準用し、
本施設利用者へのサービス提供に支障のないよう、適切に維持管理を行うこと。ただし、警

備業務については、機械警備のみの対応も可とする。

(3) 駐車場の運営業務

特定事業者は、自らが提案、整備し定期借地権方式により運営する駐車場について、市が賃



68

貸借により利用する範囲に関し、駐車場利用受付、利用料金収受等の業務を行う。

特定事業者は、駐車場における車両の誘導やトラブル等に対応すること。

大規模なイベント等により混雑が予想される場合は、交通誘導員の増員等を行い、本施設の

円滑な利用に配慮すること。

駐車場の利用料金については、特定事業者の提案に基づき市が承認した金額を設定する。

３ 事業期間等

駐車場の定期借地期間は、最低 15年以上とする。
市と特定事業者の駐車場賃貸借契約期間は、本事業期間における維持管理・運営期間（平成

30年 12月 1日～平成 46年 3月 31日）とする。


