
 

 

 

 

 

 

 

 

 

にかほ市若者支援住宅整備事業 

 

要求水準書 

（案） 

 

 

 

 

 

 

令和４年 10月 

 

にかほ市 

  



 

 

 

目 次 

1. 要求水準書の位置付け .......................................................... 1 

2. 本事業の背景・目的 ............................................................ 1 

3. 性能規定 ...................................................................... 1 

4. 本事業の概要 .................................................................. 2 

 事業の対象となる公共施設 ................................................ 2 

 事業方式 ................................................................ 2 

 事業期間 ................................................................ 2 

 事業用地 ................................................................ 2 

 本事業の対象業務 ........................................................ 2 

 入居者の要件等 .......................................................... 3 

5. 遵守すべき法令および条例等 .................................................... 4 

 関連する主な法令、条例等 ................................................ 4 

 主な基準・指針等 ........................................................ 6 

6. 要求水準の変更 ................................................................ 7 

7. 提出書類の取扱い .............................................................. 7 

 著作権 .................................................................. 7 

 特許権等 ................................................................ 7 

8. 個人情報の保護および秘密の保持 ................................................ 8 

 個人情報の保護 .......................................................... 8 

 秘密の保持 .............................................................. 8 

9. 地域貢献 ...................................................................... 8 

10. 実施体制 ...................................................................... 8 

11. セルフモニタリング ............................................................ 9 

 セルフモニタリングの考え方 .............................................. 9 

 セルフモニタリング実施計画書 ............................................ 9 

 セルフモニタリング報告書 ................................................ 9 

12. 事業期間終了時の要求水準 ...................................................... 9 

1. 施設整備の基本方針等 ......................................................... 10 

 若者支援住宅の基本理念 ................................................. 10 

 若者支援住宅の基本方針 ................................................. 10 

2. 施設整備に関する基本条件 ..................................................... 12 

 事業用地の概要 ......................................................... 12 

 地盤等の状況 ........................................................... 12 

 事業用地周辺のインフラ整備の状況 ....................................... 12 



 

 

 

3. 施設整備の概要 ............................................................... 13 

 施設の構成 ............................................................. 13 

 住宅施設の戸数 ......................................................... 14 

 付帯施設の規模・数量 ................................................... 15 

4. 施設整備に関する要求水準 ..................................................... 16 

 施設全般に関する要求水準 ............................................... 16 

 各施設の要求水準 ....................................................... 21 

1. 業務の区分 ................................................................... 26 

2. 業務期間 ..................................................................... 26 

3. 業務に関する手続き等 ......................................................... 26 

 提出書類 ............................................................... 26 

 調査計画書・調査報告書の提出 ........................................... 26 

 設計業務計画書・設計図書等の提出 ....................................... 26 

4. 設計業務に関する要求水準 ..................................................... 27 

 事前調査等業務 ......................................................... 27 

 設計業務 ............................................................... 27 

 その他関連業務 ......................................................... 28 

1. 業務の区分 ................................................................... 29 

2. 業務期間 ..................................................................... 29 

3. 業務に関する手続き等 ......................................................... 29 

 提出書類 ............................................................... 29 

4. 工事監理業務に関する要求水準 ................................................. 29 

1. 業務の区分 ................................................................... 30 

2. 業務期間 ..................................................................... 30 

3. 業務に関する手続き等 ......................................................... 30 

 提出書類 ............................................................... 30 

 総合施工計画書等 ....................................................... 30 

 建設期間中の各種書類等 ................................................. 30 

 完成図書等 ............................................................. 30 

4. 建設業務に関する要求水準 ..................................................... 31 

 建設業務 ............................................................... 31 

 什器備品等設置業務 ..................................................... 33 

 完成検査および引渡し業務 ............................................... 33 

 その他関連業務 ......................................................... 34 



 

 

 

1. 業務の区分 ................................................................... 35 

2. 業務期間 ..................................................................... 35 

3. 業務に関する手続き等 ......................................................... 35 

 提出書類 ............................................................... 35 

 業務計画 ............................................................... 35 

 業務報告 ............................................................... 35 

4. 開業準備業務に関する要求水準 ................................................. 35 

 開業準備業務 ........................................................... 35 

 完成式典支援業務 ....................................................... 36 

 開業準備期間中の維持管理業務 ........................................... 36 

 保険への加入 ........................................................... 36 

1. 業務の区分 ................................................................... 37 

2. 業務期間 ..................................................................... 37 

3. 業務対象範囲 ................................................................. 37 

4. 業務提供時間帯 ............................................................... 37 

5. 業務に関する手続き等 ......................................................... 37 

 提出書類 ............................................................... 37 

 業務計画 ............................................................... 37 

 業務報告 ............................................................... 38 

6. 維持管理業務の要求水準 ....................................................... 38 

 基本事項 ............................................................... 38 

 建物保守管理業務 ....................................................... 40 

 建築設備保守管理業務 ................................................... 41 

 外構等保守管理業務 ..................................................... 41 

 清掃業務 ............................................................... 42 

 警備保安業務 ........................................................... 43 

 修繕業務 ............................................................... 43 

 駐車場・駐輪場管理業務 ................................................. 44 

 空き室管理業務 ......................................................... 44 

1. 業務の区分 ................................................................... 45 

2. 業務期間 ..................................................................... 45 

3. 業務対象範囲 ................................................................. 45 

4. 業務提供時間帯 ............................................................... 45 

5. 業務に関する手続き等 ......................................................... 45 

 提出書類 ............................................................... 45 

 業務計画 ............................................................... 45 



 

 

 

 業務報告 ............................................................... 46 

6. 運営業務に関する要求水準 ..................................................... 46 

 基本事項 ............................................................... 46 

 入居者募集支援業務 ..................................................... 46 

 入居者対応等業務 ....................................................... 47 

 家賃徴収等業務 ......................................................... 48 

 明渡し対応業務 ......................................................... 48 

1. 民間提案事業（収益事業） ..................................................... 49 

2. 事業方式 ..................................................................... 49 

3. 事業可能期間 ................................................................. 49 

4. 事業内容の制限 ............................................................... 49 

 

 

 

別紙１ 位置図 

別紙２ 現況平面図 

別紙３ 地質調査報告書抜粋 

別紙４ インフラ整備状況（上水道） 

別紙５ インフラ整備状況（下水道） 

別紙６ 各業務における提出書類等（案） 

別紙７ 設計業務に関する成果物等（案） 

別紙８ 建設業務に関する成果物等（案） 

 

 

 



 

1 

 

 

 総則 

1. 要求水準書の位置付け 

にかほ市若者支援住宅整備事業要求水準書（以下「本要求水準書」という。）は、にかほ市

（以下「本市」という。）が、にかほ市若者支援住宅整備事業（以下「本事業」という。）の実

施に当たり、本事業を実施する民間事業者（以下「事業者」という。）に要求する施設の設計、

工事監理、建設、開業準備、維持管理および運営の各業務に関するサービス水準を示すもの

であり、入札説明書と一体のものとして位置付けるものである。 

なお、本要求水準書は、PFI事業としての本来の特性である民間事業者の創意工夫、ノウハ

ウ等を最大限に活かすため、最低限要求するサービス水準を示したものであり、事業者は本

要求水準書を満たす限りにおいて、本事業に関して自由に提案を行うことができる。 

事業者は、本事業の事業期間にわたり、本市が求める条件、取組事項およびサービス水準

（以下「要求水準」という。）を遵守しなければならない。本市による業績監視により事業者

が要求水準を達成できないことが明らかになった場合は、別に定める規定により、PFI事業費

の減額あるいは契約解除等の措置がなされることがある。 

 

2. 本事業の背景・目的 

本市は、にかほ市第２次総合発展計画の将来像「夢あるまち 豊かなまち 元気なまち 住

みたいまち にかほ」の実現に向け、人口減少・少子高齢化の加速を抑制し、良好なコミュ

ニティ形成による地域活性化と次世代を担う人材確保を図り、若年層の定住化や地元回帰を

促進するため、令和２年度に「若者支援住宅整備のための基本構想・基本計画」を作成、若

者支援住宅整備事業を進めることとした。 

本事業は、本市が若者を対象とした住宅の整備、維持管理および運営を「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。）に基づいて実施し、民間事業者の創意工夫を活かした提案により、若者の定住促進、

地元回帰を実現することを目的とするものである。 

 

3. 性能規定 

本要求水準書は、本市が本事業に求める最低水準を規定するものである。 

事業者は、本要求水準書に具体的な特記仕様のある内容については、これを遵守して提案

を行うこととし、具体的な特記仕様のない内容については、積極的に創意工夫を発揮した提

案を行うものとする。 
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4. 本事業の概要 

 事業の対象となる公共施設 

住宅施設（付帯施設を含む）、道路（以下、総称して「本施設」という。） 

 

 事業方式 

本事業は、PFI 法第 14 条第１項に基づき、公共施設等の管理者等である本市が事業者と締

結する本事業の契約書に従い、用地取得は本市が行い、事業者が施設を整備した後、本市に

当該施設の所有権を移転し、維持管理業務および運営業務を行う方式（BTO：Build Transfer 

Operate）により実施する。 

 

 事業期間 

本事業の事業期間は、契約の効力を得る日から令和 37年３月 31日までとする。 

なお、事業実施時期・期間は、次の通り予定している。 

 

表 1-1 事業スケジュール（予定） 

項目 実施時期・期間 

事業契約締結 令和５年９月下旬 

施設整備期間 事業契約締結日～令和７年２月下旬 

引渡し日 令和７年２月下旬 

入居者募集開始 令和７年１月頃～ 

入居開始日 令和７年４月１日 

維持管理・運営期間 令和７年４月１日～令和 37年３月 31日（30年間） 

 

 事業用地 

所在地  秋田県にかほ市平沢中谷地、白幡森地内 

面 積  18,753㎡（市道を含む） 

 

 本事業の対象業務 

事業者は、次の業務を行う。 

 設計業務 

 事前調査業務 

 設計業務 

 その他関連業務 

 工事監理業務 

 工事監理業務 
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 建設業務 

 建設業務 

 什器備品等調達設置業務 

 完成検査および引渡し業務 

 その他関連業務 

 開業準備業務 

 開業準備業務 

 完成式典支援業務 

 開業準備期間中の維持管理業務 

 維持管理業務 

 建物保守管理業務 

 建築設備保守管理業務 

 外構等保守管理業務 

 清掃業務 

 警備保安業務 

 修繕業務 

 駐車場・駐輪場管理業務 

 空き室管理業務 

 運営業務 

 入居者募集支援業務 

 入居者対応業務 

 家賃徴収等業務 

 明渡し対応業務 

 民間提案事業 

 民間提案事業 

 

 入居者の要件等 

入居者の要件について、以下に示す。事業者は、これらの要件を踏まえ、各業務を行う

こと。 

 

 入居者の要件 

①. 年齢要件 

入居者は、18歳から 39歳までとする。 

②. 世帯要件 

入居できる世帯は、単独世帯または少人数世帯（核家族世帯および核家族世帯以外の少

人数で構成される世帯等を含む）とする。 

なお、少人数世帯においては、子を除く入居者全員が年齢要件を満たすことを条件とす

る。 
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③. 住所 

にかほ市民であること（転入者の場合、入居後、概ね 1ヶ月以内に本市に転入すること）。 

④. その他 

本市は、入居者が年齢要件および世帯要件が満足している場合においても、安全・安心

の観点から他の入居者の生活に影響を与える可能性があると認められる者の入居を拒否す

る場合がある。 

 

 入居可能期間 

入居者の入居可能期間は、入居日より 10年以内とする。 

 

 入居要件を満たさなくなった場合の措置 

入居者が突発的な事由により入居要件を満たさなくなった場合は、入居日より最長 6 ヶ月

を上限に移転のための猶予期間を設ける。猶予期間は、入居者と本市の協議によって定める。 

なお、入居可能期間満了の場合は、原則として猶予期間を設けない。 

 

 入居者の募集方法 

入居者は、毎年度 1 回、次年度以降の入居者を公募するほか、空き室がある場合には、適

宜募集し、随時入居できるものとする。 

なお、公募において入居希望者多数の場合は、抽選にて入居者を定める。 

 

 賃料 

入居者の賃料は、本市に帰属するものとし、その徴収を事業者が行うものとする。 

 

 駐車場使用料 

単独世帯向け住戸の入居者は１世帯あたり１台、少人数世帯向け住戸の入居者は１世帯あ

たり２台まで、駐車場を無料で利用できる。入居者が、これ以上の台数の駐車場を利用する

場合において、駐車場使用料を求める予定である。 

駐車場使用料は、本市に帰属するものとし、徴収を行う場合は、事業者が行うものとする。 

 

5. 遵守すべき法令および条例等 

本事業の実施にあたっては、関連する法令、条例、規制等を遵守すると共に、各種基準・

指針等についても本事業の要求水準と照合の上適宜参考にすること。 

 

 関連する主な法令、条例等 

関連する主な法令、条例等について以下に示す。ここに明記されていない法令についても

遵守すべきものについては、事業者の責任において遵守すること。 

 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７月 30
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日法律第 117 号 

 地方自治法（昭和 22 年４月 17日法律第 67号） 

 建築基準法（昭和 25 年５月 24日法律第 201号） 

 都市計画法（昭和 43 年６月 15日法律第 100号） 

 消防法（昭和 23 年７月 24 日法律第 186号） 

 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11年６月 23日法律第 81号） 

 公共工事の品質確保の促進等に関する法律（平成 17年３月 31日法律第 18号） 

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18年６月 21日法律第

91号） 

 道路法（昭和 37 年６月 10 日法律第 180号） 

 電波法（昭和 25 年５月２日法律第 131号） 

 水道法（昭和 32 年６月 15 日法律第 177号） 

 下水道法（昭和 33年４月 24日法律第 79号） 

 電気事業法（昭和 39 年７月 11日法律第 170号） 

 ガス事業法（昭和 29 年３月 31日法律第 51号） 

 地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10年 10月９日法律第 117号） 

 廃棄物の処理および清掃に関する法律（昭和 45年 12月 25日法律第 137号） 

 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年４月 26日法律第 48号） 

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12年５月 31日法律 104号） 

 水質汚濁防止法 

 大気汚染防止法 

 悪臭防止法 

 騒音規制法 

 振動規制法 

 エネルギーの使用の合理当に関する法律 

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 

 宅地建物取引法 

 駐車場法 

 廃棄物の処理および清掃に関する法律 

 秋田県建築基準条例 

 秋田県景観保全基本方針 

 秋田県地球温暖化対策推進条例 

 秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例 

 にかほ市道路条例 

 にかほ市が管理する市道の構造の技術的基準等を定める条例 

 にかほの景観を守り育む条例 

 にかほ市下水道条例 

 にかほ市個人情報保護条例 

 にかほ市廃棄物の処理および清掃に関する条例 
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 その他関連法令、条例等 

 

 主な基準・指針等 

関連する主な基準・指針等について以下に示す。ここに明記されていない基準・指針等に

おいても適用することが妥当な基準・指針等については準拠または参考にすること。 

なお、適用基準が示す性能等を満たし、かつ本市の承諾が得られた場合は、適用基準以外

の仕様・方法等を選定することを認める。 

また、各種基準等は最新版を参照すること。 

 建築設計基準 

 建築構造設計基準 

 構内舗装・排水設計基準 

 建築設備設計基準 

 公共建築工事標準仕様書 建築工事編 

 公共建築工事標準仕様書 電気設備工事編 

 公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編 

 公共建築工事積算基準 

 公共建築工事標準単価積算基準 

 公共建築数量積算基準 

 公共建築設備数量積算基準 

 公共建築工事共通費積算基準 

 公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編、設備工事編） 

 公共建築工事見積標準書式（建築工事編、設備工事編） 

 公共建築工事積算基準等関連資料 

 公共住宅建設工事共通仕様書 

 公共住宅建設工事共通仕様書 総則編・調査編・建築編 

 公共住宅建設工事共通仕様書 総則編・電気編 

 公共住宅建設工事共通仕様書 総則編・機械編 

 公共住宅建設工事共通仕様書 別冊 機材の品質・性能基準 

 公共住宅建築工事積算基準 

 公共住宅機械設備工事積算基準 

 共同住宅の防犯設計ガイドブックー防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針・解説

（財団法人ベターリビング、財団法人受託リフォーム・紛争処理支援センター 企画・

編集） 

 道路構造令の解説と運用 

 道路土工構造物技術基準・同解説 

 道路土工要綱 

 道路土工－切土工・斜面安定工指針 

 道路土工－カルバート工指針 
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 道路土工－盛土工指針 

 道路土工－擁壁工指針 

 道路土工－軟弱地盤対策工指針 

 道路土工－仮設構造物工指針 

 秋田県土木部設計マニュアル（道路編） 

 にかほ市宅地開発指導要綱 

 にかほ市開発行為等の規制に関する規則 

 その他関連基準、指針等 

 

6. 要求水準の変更 

本市は、事業期間中に、以下の事由により要求水準を変更する場合がある。 

 法令等の変更により、業務の内容を著しく変更する必要が生じた場合 

 災害や事故等により、業務の内容を著しく変更する必要が生じた場合 

 その他、本市が、業務の内容を変更することを特に必要と認める場合 

 本市は、以上の事由により要求水準を変更する場合、事前に事業者に通知する。また、

要求水準の変更に伴い、事業契約書に基づき本市が事業者に支払うサービス対価の変

更も含め、事業契約書の変更が必要となる場合は、必要な契約変更を行う 

 

7. 提出書類の取扱い 

 著作権 

本市が示した入札説明書等の著作権は本市に帰属し、事業者が提出した書類の著作権は事

業者に帰属する。ただし、公表その他本市が必要性を認めたときは、本市は事業者の提出書

類の全部または一部（公にすることにより入札参加者または事業者の権利、競争上の地位そ

の他正当な利益を害するおそれのあるものを除く。）を無償で使用できるものとする。提案書

の公表にあたっては、事業者に公表の範囲および内容を確認した上で公表する。 

設計図書等の成果物は、本市が無償利用する権利および権限を有する。係る利用の権利お

よび権限は、本事業終了後も存続する。事業者は、本市による成果物等の使用が、第三者の

有する著作権等を侵害するものでないことを本市に対して保証すること。事業者は、係る成

果物等の使用が、第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、ま

たは必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、または必要

な措置を講ずること。 

 

 特許権等 

事業者が提案した内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法

令に基づき保護される第三者の権利（以下、「特許権等」という。）の対象となっている技術

や工法等（材料、施工方法、維持管理方法および運営方法を含むが、これに限らない）を使
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用する場合は、その使用に関する一切の責任を事業者が負担する。 

 

8. 個人情報の保護および秘密の保持 

 個人情報の保護 

事業者は、本事業を行うにあたって個人情報を取り扱う場合は、その取り扱いに十分留意

し、情報の漏洩、滅失および毀損の防止その他個人情報の適切な管理に努め、個人情報を保

護するための必要な措置を講じるものとする。また、事業者は、業務担当者および請負業者

等に対し、個人情報の保護について必要な措置を講じるものとする。 

 

 秘密の保持 

事業者は、本事業の各業務の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならず、本事業の事

業期間が終了した後も同様とする。また、事業者は、業務担当者および請負業者等に対し、

本事業の各業務の履行に関して知り得た秘密の保持について必要な措置を講じるものとする。 

 

9. 地域貢献 

事業者は、本事業の実施にあたり、以下の点について留意する。 

 物品の調達および業務の発注等への配慮 

 地域での雇用促進 

 本市の住環境の魅力化および商業機能の維持 

 住宅施設周辺の住民との良好な信頼関係の構築 

 自主的かつ継続的な地域貢献活動 

 

10. 実施体制 

事業者は、本事業全体を統括する、事業統括責任者を選定し、本市の承諾を受けること。

事業統括責任者を変更する場合も同様とする。なお、事業統括責任者は、代表企業と直接雇

用関係にあるもの（直接雇用関係が３ヶ月以上あるもの）から選定すること。 

事業統括責任者は、本市との連絡窓口として対応するほか、各業務責任者を統括し、本事

業を円滑に進める役割を担うこと。 

事業者は、設計、建設、工事監理、開業準備、維持管理、運営の各業務において、業務責任

者を選定し、本市の承諾を受けること。これらの責任者を変更する場合も同様とする。業務

責任者は、事業統括責任者と協力して各業務をまとめる役割を有するものであり、設計、工

事監理の各業務における管理技術者、建設業務における監理技術者（または主任技術者）や

現場代理人が兼務することを想定しているが、その限りではない。 

また、事業者は、各業務の実施にあたり、法令上定められた有資格者を配置するほか、関

連する有資格者を積極的に配置し、品質確保・向上に努めること。 

入居開始後は、入居者の連絡可能な窓口を設置し、連絡担当者を置くこと。 
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11. セルフモニタリング 

 セルフモニタリングの考え方 

事業者は、本事業で実施する全ての業務に対する要求水準を維持し、改善するよう、各業

務のセルフモニタリングを徹底するとともに、その結果を踏まえ、本事業全体のセルフモニ

タリングを実施すること。 

 

 セルフモニタリング実施計画書 

事業者は、事業契約締結後、速やかに、セルフモニタリング実施計画書を策定すること。 

セルフモニタリング実施計画書の作成にあたり、事業者は、要求水準書に規定する内容お

よ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、決定するものとす

る。 

なお、セルフモニタリング実施計画書には、実際に提供するサービスが要求水準を満たし

ているか否かを確認するための基準、方法等を記載すること。また、すべての基準は、合致

しているか否かで判断できるものとすること。 

 

 セルフモニタリング報告書 

事業者は、各業務の節目となる時期および完了時に、本市にセルフモニタリング報告書を

提出すること。セルフモニタリング報告書の提出時期については、別紙 6 に示すとおりであ

る。 

セルフモニタリング報告書には、以下の内容を記載するものとするが、詳細は、業務ごと

に本市との協議の上、決定するものとする。 

 セルフモニタリングの実施状況 

 要求水準の達成状況 

 モニタリングを行った結果発見した不具合、改善点等 

 要求水準の未達が発生した場合、その内容、時期、影響、応急措置を含むこれまでの

対応状況等 

 要求水準の未達が発生した場合の今後の改善方策 

 

12. 事業期間終了時の要求水準 

事業者は、事業期間終了時において、住宅施設のすべてが要求水準書で提示した性能およ

び機能を発揮でき、著しい損傷が無い状態で本市へ引き渡すこと。なお、性能および機能を

満足する限りにおいて、経年による劣化は許容するものとする。 

また、事業者は、事業期間終了日の２年前までに住宅施設の状態について確認・評価した

報告書を本市に提出するとともに引き渡しにあたっての必要な協力等を行うこと。 
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 施設整備に関する要求水準 

1. 施設整備の基本方針等 

事業者は、以降に示す本市の若者支援住宅の基本理念、基本方針に見合った、魅力的な住

宅施設を創出すること。 

 

 若者支援住宅の基本理念 

 

 

 若者支援住宅の基本方針 

 基本方針１：若者の多様なニーズを的確にとらえた魅力ある住宅の整備 

 若者が「住みたいと思う住宅」としていくため、若年層の多様なニーズに的確に対応

した機能をもつ住宅を整備する。 

 少人数世帯の若者を支援する住宅を整備する。 

 

 

基本理念：少人数世帯の若者の定住化の足掛かりとなる魅力ある住宅の創出 

 

 若年層が定住化を考える場合、住まいの確保がひとつの大きな懸念材料となること

から、その懸念を解消する一助として、現在の住宅支援策ではカバーしきれていな

い「少人数世帯の若者の定住化の足掛かりとなる魅力ある住宅」を整備し、定住化

の促進を図る。 

 本市の「将来像の実現」や「持続可能なまちの構築」に寄与する住宅をめざす。 

 
当該住宅整備による将来的な効果 

 若者等が当該住宅を利用することで、にかほ市の魅力や住みやすさ等を認識しても

らうとともに、低廉な家賃により当該住宅を貸し出すことで、入居者の家計の負担

軽減や貯蓄の増加につなげ、自らが持ち家等を取得していけるような環境に促し、

この流れを繰り返すことで、定住化の促進につながる。 

 当該住宅を利用した若者等の定住化が進むことにより、人口減少、少子・高齢化の

加速を抑制する一助となるとともに、次代を担う人材の増加につながる。 

 当該住宅の入居者同士（若者間）の交流機会や、地域住民等との交流機会が増加す

ることにより、良好なコミュニティの形成に寄与する。 

 若者等の定住化が進むことにより、消費拡大等による経済波及効果が期待できる。 
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 基本方針２：若者が安心・安全、快適に暮らせる住環境の創出 

 住宅地内の道路の安全性（歩車分離等）や防災機能（防災倉庫等）の導入、セキュリ

ティ対策等、若者が安心・安全に暮らせる環境を創出する。 

 周辺と調和する良好な景観、潤いやゆとり、コミュニティの形成に資する住環境（公

園・緑地・交流空間等）を創出するとともに、周辺施設（役所、文教施設、子育て支

援施設、医療施設、商業施設等）への利便性を視野に入れ「快適な住環境」を創出す

る。 

 当該住宅整備で整備される一部施設（公園等）については、地域住民への開放も視野

に入れ検討を行い、地域住民との良好なコミュティ形成の場としての活用を図る。 

 

 基本方針３：環境にやさしい住宅の整備 

 地球温暖化など地球環境問題が全世界レベルでの重要な問題となっていることに鑑

み、省エネ・創エネ設備などを導入し、環境にやさしい住宅を整備し、環境への負荷

軽減を図る。 

 創エネ設備においては、災害時の活用も視野に入れる。 
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2. 施設整備に関する基本条件 

 事業用地の概要 

本事業用地の概要は、表 2-1に示すとおりである。なお、詳細は別紙１、別紙２を参照す

ること。 

本事業用地においては、令和 4 年度に実施した本市による試掘調査の結果、埋蔵文化財が

発見されている。令和 5年度に本調査を行う予定である。 

土壌汚染対策法に定める土地の形質の変更の届出は、本市が実施する。なお、これまでの

土地利用において、土壌汚染のおそれがあると判断される履歴は確認していない。 

 

表 2-1 事業用地の概要 

項目 内容 

所在地 にかほ市平沢中谷地、白幡森地内 

面積 約 18,753㎡（市道部分の敷地を含む） 

都市計画 用途地域 第１種住居地域 

一部、都市計画区域内白地地域を含む 

建ぺい率 60％ 

容積率 200％ 

道路斜線 前面道路の反対側より水平距離 20mまで 1.25 倍 

20m以降は開放 

隣地斜線 隣地境界線＋20mより 1.25倍 

現況土地利用 農地（所有権が本市に移転していることから、現在は未耕作）、市

道、用排水路 

土地の所有者 にかほ市 

 

 地盤等の状況 

本事業用地の地盤等の状況については、別紙３を参照すること。 

 

 事業用地周辺のインフラ整備の状況 

本事業用地周辺のインフラの整備状況は、表 2-2のとおりである。上水道および下水道（汚

水）に関する詳細は、別紙４および別紙５に示す。 

なお、施設整備の実施に伴い発生する水道加入金および下水道受益者分担金は、本市が負

担する予定である。 
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表 2-2 本事業用地周辺のインフラ整備状況および問合せ先 

項目 整備状況 問合せ 

上水道  市道天ヶ町・堺田 2 号線まで整備済

み 
 市道行ヒ森 7 号線に本市が配水管を

敷設する予定である。 
 詳細は、本市上下水道課と調整するこ

と。 

にかほ市上下水道課 

TEL：0184-74-7090 

下水道（汚水）  市道天ヶ町・堺田 2 号線まで整備済

み 
 市道行ヒ森 7 号線に本市が汚水管を

敷設する予定である。 
 詳細は、本市上下水道課と調整するこ

と。 

にかほ市上下水道課 

TEL：0184-74-7090 

下水道（雨水）  公共下水道なし 
 事業用地東側の市道上谷地・中谷地線

脇の用水路に雨水を放流すること。 
 詳細は、本市建設部建設課と調整する

こと。なお、本事業への入札参加を希

望する応募者は、提案前に相談を行う

こと。 

にかほ市建設部建設課 

TEL：0184-38-3006 

電気  供給事業者に確認すること 東北電力株式会社 

ガス  供給事業者に確認すること にかほガス株式会社 

通信  供給事業者に確認すること NTT東日本株式会社 

※ 電気、ガス、通信に関する事業者の問合せ先企業は、参考として示すものである。 

 

 

3. 施設整備の概要 

 施設の構成 

事業者が整備する施設の構成は以下のとおりである。 

なお、本施設の整備にあたって必要となる造成工事も本事業の対象である。 
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表 2-3 導入・整備する施設の構成 

導入機能 導入施設 

住宅施設 住宅施設 単独世帯向け住戸 

少人数世帯向け住戸 

付帯施設 屋内交流スペース 

屋外物置 

駐車場（入居者用） 

駐車場（来客用他） 

駐輪場（自転車用） 

駐輪場（バイク用） 

広場・公園 

外構（植栽・構内通路） 

ゴミ集積場 

雨水貯留施設 

道路（市道） 既存市道の拡幅整備 

 

 

 住宅施設の戸数 

整備する住宅施設の戸数は以下のとおりである。各住戸の専有面積は、表 2-4に記載の値

の±5%の範囲で計画すること。 

なお、バリアフリー対応する住戸についての専有面積は、この限りではない。 

 

表 2-4 住宅施設の規模および戸数等 

施設 対象世帯 住宅形式 間取り 専有面積 整備戸数 

単独世帯向け住戸 主に単独世帯 集合住宅 １LDK 約 38㎡ 80戸 

少人数世帯向け住戸 

主に核家族世帯および核

家族世帯以外の少人数に

よる世帯等 

集合住宅 １LDK 約 43㎡ 20戸 

※ 単独世帯向け住戸に少人数世帯が入居することについては差し支えないが、少人数世帯住戸

に単独世帯が入居することは想定していない。 
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 付帯施設の規模・数量 

付帯施設等の規模・数量については、以下のとおりである。 

 

表 2-5 付帯施設の規模および数量等 

施設 区分 規模・数量 摘要 

屋内交流スペース ― 適宜 

詳細は事業者の提案による。 

なお、市は 10人程度利用する

談話室（15 ㎡）を各住棟に 1

箇所設けることを想定してい

るが、その限りではない 

屋外物置 ― 200㎡以上 １戸あたり２㎡ 

駐車場（入居者用） 
単独世帯向け 80台以上 １戸あたり１台 

少人数世帯向け 40台以上 １戸あたり２台 

駐車場（来客用他） ― 30台以上 入居者用以外の駐車場 

駐輪場（自転車用） 
単独世帯向け 80台以上 １戸あたり１台 

少人数世帯向け 40台以上 １戸あたり２台 

駐輪場（バイク用） ― 10台以上  

広場・公園 ― 350㎡以上  

外構（植栽・構内通路） ― 適宜  

ゴミ集積場 ― 適宜  

雨水貯留施設 ― 適宜  

道路（市道行ヒ森 7号

線）拡幅 
― 約 90m 

車道幅員 5.5m、路肩幅員 1.5m 

市道天ヶ町・堺田２号線（す

ずらん通り）との交差点部の

工事を含む 

道路（市道上谷地・中

谷地線）拡幅 
― 約 35m 車道幅員 5.5m、路肩幅員 1.5m 
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4. 施設整備に関する要求水準 

 施設全般に関する要求水準 

 基本事項 

ア．第 2 次にかほ市総合発展計画を始めとする関連計画や若者支援住宅整備のための基

本構想・基本計画、令和５年策定予定の白幡森周辺エリア基本構想を踏まえ、若者

支援住宅としてふさわしい施設を計画すること。 

イ．にかほ市市営住宅の整備基準を定める条例と同等以上の性能を確保すること。なお、

当該条例のうち、該当する箇所については、「公営住宅等整備基準について（技術的

助言）」に準じること。 

ウ．秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例に準拠すること。 

エ．上記の条例、基準、以降に示す要求水準等について性能やサービス水準に相違があ

る場合は、より高い水準を要求水準として採用すること。 

 

 造成計画 

ア．周辺地形の高低差等を踏まえ、適切な造成を行うこと。 

イ．現地の水路についての詳細調査および本市および土地改良区との協議を実施した上

で、必要な規模の雨水貯留施設を計画すること。 

ウ．事業用地に敷設された既存水路については、本事業用地内で切り回すこととし、事

業用地内の雨水とともに、適切に放流すること。 

エ．周辺道路の地盤高および雨水排水に配慮し、敷地の計画高を設定すること。 

オ．本施設の雨水排水に伴い、事業用地外の既存水路等の改修が生じた場合は、本市が

改修を行う。 

 

 配置計画 

ア．事業用地周辺は、白幡森周辺エリア基本構想の対象地域に含まれており将来的な開

発が想定されることから、本事業用地だけでなく、周辺エリアの開発の方向性を視

野に入れた効率的、効果的な土地利用に配慮した施設配置計画とすること。 

イ．車両および歩行者の動線計画については、利便性および安全性を重視すること。 

ウ．居住環境、災害時の避難対応等に配慮した住棟の配置とすること。 

エ．市道行ヒ森 7号線および市道上谷地・中谷地線は、拡幅すること。 

オ．市道上谷地・中谷地線および市道行ヒ森 7号線を通って市道天ヶ町・堺田 2号線（す

ずらん通り）にアクセスできるよう出入り口を設けること。 

カ．市道上谷地・中谷地線および市道行ヒ森 7号線の間を結ぶ構内通路を整備すること。 

キ．市道上谷地・白幡森線および市道白幡森 1 号線は、現状のまま残すこと。これらの

道路の敷地と住宅側の敷地の境界は、住宅施設の設計内容を踏まえて定める。なお、

境界から道路側の敷地の改修が必要な場合は、本事業において事業者が整備するも

のとする。 
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ク．構内通路から各住棟への歩行者動線、車両動線を設けること。 

ケ．入居者・近隣住民のプライバシーに配慮した配置とすること。 

コ．公園は、入居者のコミュニケーションや憩いの場として利用するほか、周辺住民も

気軽に利用できるように配置すること。 

サ．単独世帯と少人数世帯との生活スタイルの違いにも配慮し、住戸・住棟の配置を行

うこと。 

シ．市道および構内通路については、冬季の除雪や雪捨て場を適宜設定すること。 

 

 平面計画・断面計画 

ア．限られた住戸面積の中で、極力生活環境にゆとりを持たせることができるように、

空間の効率的な活用に努めること。 

イ．ゆとりのある内部空間の高さを確保しつつ、周辺環境・景観との調和および経済性

の観点から、建物全体の高さを抑えること。 

ウ．各住棟の入口や車寄せ付近に、庇等を適切に配置し、降雨・降雪時における車いす

使用者やベビーカー利用者の利便性をはかること。 

エ．共用部は、住宅の通行の用に供する共用部分が、住宅の品質確保の促進等に関する

法律（平成 11 年法律第 81 号）第３第１項の規定に基づく評価方法基準（以下「評

価方法基準」という。） 第 5の９の９－２（３）の等級３の基準を満たすこと。 

 

 仕上げ 

ア．仕上げは、事業者の提案とし、提案時に詳細な仕上げ表を作成、考え方を明記する

こと。 

イ．住棟、外構を合わせた、事業用地全体として自然素材の採用を積極的に行い、周辺

景観や地域特性との調和に努めること。 

ウ．維持管理コストの低減に配慮した材料・構造・意匠の工夫を行うこと。 

エ．環境汚染のない材料選定を行うこと。 

オ．人体の安全性、快適性が損なわれない建築資材を使用すること。 

カ．工事完了後に化学物質測定を全戸で行い、室内空気室の状況が厚生労働省の示す濃

度指針値以下であることを確認し、本市に報告すること。 

a． ホルムアルデヒド 

b． トルエン 

c． キシレン 

d． エチルベンゼン 

e． スチレン 

 

 外観デザイン 

ア．にかほ市景観計画を踏まえ、緑豊かで落ち着いた街並みの創出に努めること。 

イ．周辺地域の建物のスケールを考慮した圧迫感のない周囲に溶け込む建物形態、デザ

インとすること。 
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ウ．若者が住みたいと思える、魅力的で、かつ、誰からも受け入れられやすいシンプル

なデザインとすること。 

 

 木材利用計画 

ア．にかほ市木材利用促進基本方針を踏まえ、地元産木材を積極的に活用すること。 

イ．周辺景観や地域特性に応じて、木製の外壁仕上げ材の採用を検討すること 

ウ．住棟・住戸の内装については、木材を積極的に活用し、ぬくもりのある空間づくり

に努めること。 

 

 色彩・サイン計画 

ア．色彩・サインは、利便性・快適性を確保するとともに、デザインの統一性を図るこ

と。 

イ．視覚障がい者、色覚障がい者、聴覚障がい者等に配慮した各種案内・誘導、点字案

内等を計画すること。 

ウ．サインは、高さや大きさ、色彩、表記方法等、さまざまな利用者に配慮した計画と

し、移動等円滑化基準およびガイドラインに準じた、わかりやすいものとすること。 

エ．使用する材料、資材等は、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

減に配慮したものとすること。 

 

 インテリア・什器備品計画 

ア．インテリア・什器備品は、利便性・快適性を確保するとともに、デザインの統一性

を図ること。 

イ．什器備品は、諸室の機能に応じた安全性、メンテナンス性に配慮したものとするこ

と。 

ウ．什器備品、設備機器等については、操作性の高いものとすること。 

エ．使用する材料、資材等は、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

減に配慮したものとすること。 

 

 環境・エネルギー計画 

ア．にかほ市地球温暖化防止実行計画（第 3 期計画）を踏まえ、環境負荷の低減に努め

ること。 

イ．バイオガス・太陽光・風力などの再生可能エネルギーを利用できる設備の導入など、

再生可能エネルギーの利用促進に努めること。 

ウ．断熱構造等省エネルギーに配慮した建築設計を行うこと。 

エ．省エネルギー型機器・節水型機器を積極的に導入すること。 

オ．照明等の設備機器は、発生する熱負荷が低減されるものを採用すること。 

カ．自然採光の活用、雨水の利用や使用水の再利用などを検討し、導入に努めること。 

キ．敷地内については、可能な限り緑地面積を広く確保すること。 

ク．建設副産物の発生を抑制すると共に、建設副産物の再資源化に努めること。 



 

19 

 

ケ．オゾン層破壊物質や温室効果ガスの使用抑制、漏洩防止に努めること。 

コ．再生資源を活用した建築資材や再生利用・再利用可能な建築資材、解体容易な材料

の採用等、資源循環の促進に努めること。 

サ．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）に基づく特

定調物品の調達に努めること。 

シ．「にかほ市住みよい環境づくり条例」を遵守し、本施設周辺の良好な環境の保全に

努めること。また、周辺住民の生活環境への影響に配慮し、必要な住民対応を行う

こと。 

ス．住宅施設の構造、規模等を踏まえ、より高い ZEH 基準を満たすよう努めること。な

お、本市は、ZEH-Oriented 相当以上の省エネ性能を確保することを期待するが、少

なくとも、住宅が評価方法基準第５の５の５－１（３）の等級４の基準を満たすこ

と。 

 

 安全対策 

ア．利用者が安全に利用できる直感的に分かりやすい動線計画とすること。 

イ．事業用地および住宅施設全体を明るく死角の少ない空間とし、安全性を高めること。 

ウ．防犯カメラは、利用者や近隣住民のプライバシーにも配慮し、効果的な位置に設置

すること。なお、秋田県防犯カメラの設置および運用に関するガイドラインを参考

にすること。 

エ．敷地内の夜間の安全性の確保ため、屋外照明灯を適切に配置すること。 

オ．壁、柱、什器等の凸部については、曲面形状としたりやクッション性のある素材を

採用したりすることなど、利用者、特に子どものケガ防止策を講じること。 

カ．滑りやすい部分では、転倒防止等について配慮した計画とすること。 

 

 災害対策 

ア．にかほ市および秋田県のハザードマップおよび避難計画等を参考に、自然災害への

対応に配慮すること。 

イ．事業用地内に、消火栓または防火水槽を設けること。 

ウ．風害による住宅施設本体および周辺への影響を最小限にすること。 

エ．落雷による電子機器等の防護を行うこと。 

オ．主要な窓ガラスは飛散防止対策を講じること。 

カ．各施設について災害発生時の浸水・冠水対策について十分に配慮すること。 

 

 メンテナンス性への配慮 

ア．耐久性、信頼性の高い設備や機材および建材を採用すること。 

イ．住宅施設内外の仕上げは、できるだけ汚れにくいもの、かつ、損傷しにくいものを

採用し、メンテナンス性、耐久性、美観に配慮して、日常の維持管理（保守点検や清

掃等）や中長期的な更新および修繕等に要するコストの縮減を図ること。 

ウ．器具類については、耐久性の高い製品を採用すると共に、交換が容易な仕様とする
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こと。 

エ．住宅の給水、排水およびガスの設備に係る配管が評価方法基準第５の４の４－１（３）

および４－２（３）の等級２の基準を満たすこと。 

オ．清掃、点検および保守等の業務に応じた作業スペース、設備配管スペース等の確保、

点検用開口部等の設置などに努めること。 

カ．外構、広場・公園およびこれらに設置された施設・設備等についても、維持管理が

容易で、耐久性のあるものとすること。 

キ．将来の更新等に対応しやすいように配慮すること。 

 

 音環境・光環境・熱環境 

ア．周辺住宅等への騒音の影響に配慮すること。 

イ．遮音性能は、住宅の床および外壁の開口部が、評価方法基準 第 5 の 8 の 8―1（3）

イの等級 2の基準または評価方法基準第 5の 8の 8―1（3）ロ①cの基準（鉄筋コン

クリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法

基準第 5 の 8 の 8―1（3）ロ①d の基準）および評価方法基準第 5 の 8 の 8―4（3）

の等級 2の基準を満たすこと。 

ウ．屋外照明灯は、周辺環境、特に農地への影響に配慮したものとすること。 

エ．事業用地の南側にある農地に対して、東からの日照の確保に配慮すること。 

オ．住棟間隔は、互いの日照の阻害要因にならないよう設定すること。 

カ．表面結露および内部結露を抑制すること。 

 

 長期使用への配慮 

ア．事業期間終了後も本市が引き続き使用することを踏まえ長期使用に配慮した計画と

すること。 

イ．公園に設置する遊具やベンチ等の施設についても、長く安全に使えるよう配慮した

計画とすること。また、適切に更新すること。 

ウ．事業者は、事業期間終了時まで、全ての施設について、経常的な修繕のほか、長期

的なライフサイクルコストの削減のために必要な計画的な修繕・更新を行い、要求

水準を維持すること。 

 

 構造計画 

ア．耐震性能は、日本住宅性能表示基準の耐震等級２（構造躯体の倒壊防止および損傷

防止）以上とすること。 

イ．住宅の構造耐力上主要な部分およびこれと一体的に整備される部分が、評価方法基

準 第 5の 3の 3―1（3）の等級３の基準（木造の住宅にあっては、評価方法基準 第

5の 3の 3―1（3）の等級２の基準）を満たすこと。 
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 各施設の要求水準 

 住宅施設 

①. 住戸の要求水準 

各住戸の要求水準は以下のとおりである。 

 

表 2-6 住戸の要求水準 

項目 要求水準 

エントランス  エントランスには集合郵便受けを設置すること。 
 共用の宅配ボックスを設置すること。 

バリアフリー  １階の一部住戸は、バリアフリー対応を行うものとし、住戸数は

３戸とすること。 
 上記、バリアフリー対応の住戸は、住戸内の各部が、評価方法基

準 第 5 の９の９－１（３）の等級３の基準を満たすこと。 
天井高  住戸の主要居室（個室および LDK）の天井高は 2,500mm 以上と

すること。 
外壁開口部  侵入が懸念される窓等の外壁開口部には、侵入対策を行うこと。 
居室  可能な限り多くの収納スペースを確保するとともに、家具、家電

製品のスペースを想定した間取りすること。 
台所・調理機器  想定人員に応じた適切な大きさのキッチンを設置すること。形

状、大きさ、配置などは事業者の提案による。 
浴室バス  ユニットバス仕様を基本とし、大きさ・仕様は想定人員に応じた

ものとすること 
洗面台  洗面化粧台は、収納付きとすること。 
トイレ  トイレは浴室とは別室とすること。 
建具  建具は、利用者にとって安全で使いやすいものとなるよう配慮す

ること。 
 外部建具は断熱性・遮熱性を考慮した建具とし、必要箇所には網

戸を設置すること。 
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②. 付帯施設の要求水準 

表 2-7 付帯施設の要求水準 

施設 要求水準 

屋内交流スペース 

 入居者同士が交流できるスペースとして、屋内交流スペースを設

置すること、屋内交流スペースの詳細は、事業者の提案によるも

のとする。 

屋外物置 
 敷地内の利用しやすい位置に入居者専用の物置（トランクルーム）

を設置すること。扉は鍵付きとすること。 

駐車場（入居者用） 

 住棟の玄関近くに設置すること。少人数世帯向け住戸においては、

少なくとも一台分を住棟の玄関近くに設置すること。 
 関連法令等に従い、必要な台数以上の車いす利用者用の駐車場を

設置すること。 
 車いす利用者のための駐車場でない駐車ますについても、その一

部には、小さな子供のいる世帯の利用に配慮し、ベビーカーなど

の大型荷物の積み下ろしがしやすい、ゆとりのある大きさの駐車

ます（または周辺スペース）を設けること。 

駐車場（来客用他） 
 入居者用とは別に、30 台以上が駐車可能な駐車場を整備するこ

と。 

駐輪場（自転車用） 

 住棟の玄関近くまたは住宅敷地内に、単独世帯向け住戸において

は、各戸１台分、少人数世帯向け住戸においては、各戸２台分の

駐輪場を住宅敷地内に設置すること。 
 駐輪場は住棟数、住棟配置に応じて適切に配置すること。 
 屋根付きの駐輪場とすること。 

駐輪場（バイク用） 
 住宅敷地内に 10 台以上のバイク用駐輪場を設置すること。 
 屋根付きの駐輪場とすること 

広場・公園 

 広場・公園は子どもたちが様々な遊びをのびのびとできる空間と

なるよう、レイアウトおよび施設の内容を計画すること。 
 遊具等の施設を設置する場合は、安全性に配慮すること。 
 広場・公園は、入居者および近隣住民にとって使いやすい位置に

設置すること。 
 夜間利用も想定されるため、最低限の安全性が確保されるよう適

切な照度を確保すること。 
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施設 要求水準 

外構（植栽・屋外照明灯・

構内通路） 

 敷地周囲および住棟・駐車場周囲に緑地帯を配置するなど、周辺

景観・環境との調和に配慮すること。 
 住民のプライバシーや防犯に意識した植栽計画を行うこと。 
 環境負荷についても配慮した舗装材料を採用すること。 
 車両や歩行者の安全性、公園利用者の安全性に配慮して屋外照明

灯を配置すること。 

ゴミ集積場 

 各戸数分のゴミを収納できるゴミ集積場を設置すること。設置位

置は各戸からのアクセス、ゴミ収集車によるゴミの回収のしやす

さに配慮し、適宜箇所数を設定すること。 
 ゴミ集積場は屋根付き扉付きとするなど環境美化に配慮したもの

とすること。 

市道行ヒ森 7号線 

 道路の幅員は、７m（左路肩 0.75m＋左車線 2.75m＋右車線 2・
75ｍ＋右路肩 0.75ｍ）とすること。 

 路肩部分に、既存水路を移設すること。 
 道路の規格は、道路構造令に基づく３種４級の道路として必要な

規格を備えること。 
 設計速度は、40km/h とすること。 
 舗装はアスファルト舗装とすること。 
 詳細は本市との協議によるものとする。 
 市道拡幅の計画が確定後、若者支援住宅敷地と道路敷地と区分す

る予定であるため、本市が実施する境界確定および土地の分合筆

に協力すること。 
 市道天ヶ町・堺田 2 号線と接続部に、隅切等の必要な整備を行う

こと。 

市道上谷地・中谷地線 

 道路の幅員は、７m（左路肩 0.75m＋左車線 2.75m＋右車線 2・
75ｍ＋右路肩 0.75ｍ）とすること。 

 路肩部分に、既存水路を移設すること。 
 道路の規格は、道路構造令に基づく３種４級の道路として必要な

規格を備えること。 
 設計速度は、40km/h とすること。 
 舗装はアスファルト舗装とすること。 
 詳細は本市との協議によるものとする。 
 市道拡幅後、若者支援住宅敷地と道路敷地と区分する予定である

ため、本市が実施する境界確定および土地の分合筆に協力するこ

と。 
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③. 設備の要求水準 

表 2-8 設備の要求水準 

施設 要求水準 

電気設備 

受 変 電 設

備・配電設

備等 

 施設の規模・機能等を踏まえ、適切な受電方式を採用すること。 
 共用部、各住戸の使用電力量を個別に計測できるものとすること。 
 規格・容量・住戸内電気系統は提案によること。 

電灯・コン

セント設備 

 屋外照明灯は、自動点滅または時間点滅が可能な方式とすること。 
 各室、共用部等に設ける照明器具、コンセント等は、用途に適し

た形式、容量を確保し、それぞれ適した位置に配置すること。 
 ダイニング、個室の照明については、入居者が照明機器を設置で

きるようにすること。なお、適切な照度が確保できる照明機器が

設置できるようにすること。 
 ダイニング、個室以外の部分については、必要な照度を確保する

照明機器を設置すること。 
 照明器具については、省エネルギー型の製品の採用や、容易に交

換ができるよう配慮し、入手が難しい電球および器具は使用しな

いこと。 
 高所にある器具に関しては、容易に保守管理ができるよう配慮す

ること。 
 安全上・管理上考慮が必要な部分のコンセントについては、カバ

ー・カギ付とすること。 
 コンセントは居室の利用形態に合わせて、適宜設置すること。 

電話・テレ

ビ受信・情

報通信設備 

 各戸に電話・テレビ受信・情報通信設備の配管・配線を行うこと。 
 テレビ受信設備は、地デジ・ＢＳ・ＣＳの受信が可能なものとす

ること。 
 インターネットに接続するための光回線設備を設置すること。光

回線およびインターネットプロバイダー等への契約は、居住者が

個別に行うものとする。 
インターフ

ォン設備 

 各住戸にインターフォンを設置すること。 
 インターフォンにはセキュリティ機能を設けること。 

警備設備・

防犯設備 

 共用のエントランスおよび防犯上必要性の高い箇所に、防犯カメ

ラを設置すること。 
 共用部玄関はオートロックとすること。 

空調設備 

空調設備  各室に空調設備を設置可能な設備とすること。 

換気設備 

 結露、消臭、シックハウスに配慮し、更新性・メンテナンス性に

すぐれたシステムを提案すること。 
 浴室には、暖房乾燥機を設けること。 
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施設 要求水準 

給排水衛生

設備 

給水設備 

 給水系統は各住居と共用系統は別系統とし、メーターも別に設置

すること 
 吐水口および被給水設備の受水において、必要水量・水圧が定常

的に保てるシステムとすること。 
 受水槽を設ける場合は、耐久性のある材料とし、6 面点検が可能

なものとすること。また、屋外に設置する場合は、安全対策とし

て、外柵を設けるとともに、災害時に受水槽から直接給水できる

構成とすること。 
 給水ポンプを設置する場合は、ポンプ故障時に対応可能なローテ

ーション運転を可能なものとすること。また、メンテナンスや更

新に配慮した運転システム・台数を提案すること。 

排水設備 

 汚水・雑排水は建物内分流方式とし、公共下水道に接続すること。 
 雨水は外部の側溝等を通じて、調整池に接続すること。 
 接続にあたっては、関係機関と事前に協議すること。 

給湯設備 

 環境・省エネに配慮した高効率な給湯システムを設置すること。 
 浴室の給湯設備には追い焚き機能を設けること。 
 熱源は都市ガスとすること。 

衛生設備 

 清掃等維持管理が容易な器具・機器を採用すること。 
 トイレは特に臭気や衛生に配慮し、快適な生活が維持できるよう

にすること。 
 トイレは洋式とし、温水洗浄機能およびシートヒーター付きの便

座を導入すること。 
消防設備等  火災報知機はインターフォンとの連携が可能なものとすること。 

昇降設備 

 ３階建て以上の各住棟には、エレベーターを設置すること。 
 エレベーターは、車いす利用者、障がい者が円滑に利用できるも

のとすること。 
再生可能エネルギー利用

設備 
 再生可能エネルギー利用設備の積極的な導入に努めること。 

 

  



 

26 

 

 

 設計業務に関する要求水準 

1. 業務の区分 

事業契約書、本要求水準書、提案書等に基づき、設計業務および設計関連業務を実施する

こと。具体的には、次の業務を実施する。 

 事前調査等業務（測量調査・地質調査、関係機関・団体との調整等） 

 設計業務（基本設計、実施設計） 

 その他関連業務（各種申請、手続等） 

 

2. 業務期間 

事業契約締結日～事業者が提案する時期 

設計業務期間は上記を基本とし、事業者の提案に基づいて本市と事業者との間で協議した

上で、事業契約書において定める。 

 

3. 業務に関する手続き等 

 提出書類 

事前調査業務および設計業務の実施にあたっては、本市および必要に応じて本市関係機関

等と十分協議しながら進めるものとする。事前調査業務、基本設計および実施設計の各種段

階に応じて、別紙６に示す書類を本市に提出すること。 

 

 調査計画書・調査報告書の提出 

ア．事業者は、調査に先立ち、調査内容や日程等を記載した調査計画書を作成して本市

に提出し、本市の確認を受けること。また、事前調査終了後に速やかに調査報告書

を本市に提出すること。 

 

 設計業務計画書・設計図書等の提出 

ア．事業者は、設計業務の着手前に、本市との打ち合わせスケジュールを記載した詳細

工程表を含む設計業務計画書を作成し、本市に提出して承諾を得ること。 

イ．設計業務計画書には、業務責任者を配置した設計体制を定め、明記すること。 

ウ．設計業務計画書のほか、要求水準および事業提案の内容を達成するための方法およ

び確認方法についてのセルフモニタリング実施計画書を作成し、本市に提出して承

諾を得ること。 

エ．基本設計および実施設計の終了時に、別紙７に示す設計図書その他成果物等を本市

に提出すること。 
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4. 設計業務に関する要求水準 

 事前調査等業務 

ア．事業者は、本事業の実施にあたり以下の調査等が必要な場合は、事業者の責任にお

いて適切に実施すること。実施内容や実施時期については、事業者の提案による。

なお、住宅敷地および道路区域の境界確定に伴う測量は、事後調査として、本事業

において事業者が実施する。 

a． 地質調査 

b． 測量調査 

c． 周辺家屋等影響調査・対策 

d． 電波障害等調査・対策 

e． その他、本事業の実施に当たり必要な調査 

イ．確認申請等の関係法令等に関する対応、上下水道、電力、通信等供給施設との接続、

出入口の設置位置や雨水排水等の流末の設定等にあたっては、事業者が関係機関と

の事前相談、協議等を適切に行い決定すること。なお、協議にあたり、本市は必要

な支援等を行う。 

 

 設計業務 

ア．事業者は、本要求水準書、事業提案等に基づき、本施設を整備するために必要な基

本設計および実施設計を行うこと。 

イ．事業者は、本市と十分協議を行い、設計業務を実施すること。本市は設計（基本設

計、実施設計）の検討内容について、いつでも確認することができるものとする。 

ウ．事業者は、その責任において、設計の進捗管理を実施すること。 

エ．事業者は設計業務計画書に基づき、定期的に本市に対して設計業務の進捗状況説明

および報告を行うこと。 

オ．基本設計は、単なる建築物の全体像を概略的に示す程度の業務とせず、実施設計に

移行した場合に各分野の業務が支障なく進められるものとすること。 

カ．基本設計において、主要な寸法、おさまり、材料、技術等の検討を十分に行い、空間

と機能のあり方に大きな影響を与える項目について、基本方針と解決策が盛り込ま

れた内容とすること。 

キ．基本設計完了後、設計内容が要求水準書および提案書に適合していることについて

本市の確認を受け、実施設計業務に着手すること。 

ク．実施設計は、工事の実施に必要かつ事業者が工事費内訳明細書を作成するために十

分な内容とすること。 

ケ．工事費内訳明細書は、公共建築工事積算基準、公共建築工事標準単価積算基準等、

国土交通省の定める積算基準および内訳項目、単価に基づき作成をおこなうこと。

なお、単価の算定等に疑義が生じた場合は本市と協議を行うものとする。 
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コ．本市や関係各機関との協議等に際して打ち合わせ議事録を作成すること。 

 

 その他関連業務 

ア．本事業に伴い必要となる各種申請、また、これにより必要となる調査、図面・図書

等の作成、協議、手続き、調整、説明会等のすべての業務を行うこと。 

イ．必要な関係機関への届出、各種申請は事業者の責任で行い、諸費用は、事業者が負

担すること。 

ウ．建築確認申請等、関係法令等に定められた各種申請等の手続を事業スケジュールに

支障がないように適切に実施すること。また、本市が求める場合は、各種申請や許

認可等の書類の写しを、遅滞なく提出すること。係る法的手続きは、事業者の責任

により実施すること。 
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 工事監理業務に関する要求水準 

1. 業務の区分 

事業契約書、本要求水準書、事業提案書等に基づき、工事監理業務を実施すること。 

 

2. 業務期間 

事業者の提案する時期～令和７年２月頃 

工事監理期間は上記を基本とし、事業者の提案に基づいて本市と事業者との間で協議した

上で、事業契約書において定める。 

 

3. 業務に関する手続き等 

 提出書類 

工事監理業務の各段階において、別紙６に示す書類を本市に提出すること。 

 

4. 工事監理業務に関する要求水準 

ア．工事監理者は、自らの責任により実施設計図書に基づき工事監理を行うこと。なお、

工事工程の節目において、必要に応じて本市職員が立ち会う場合がある。 

イ．工事監理者は、工事監理の状況等を毎月本市へ報告するほか、本市から要請があっ

た場合には適時報告、説明等を行うこと。 

ウ．その他、業務を実施する上で必要な関連業務がある場合は適宜行うこと。 
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 建設業務に関する要求水準 

1. 業務の区分 

事業契約書、本要求水準書、事業提案書等に基づき、建設業務および建設関連業務を実施

すること。具体的には、次の業務を実施する。 

 建設業務 

 什器備品等調達設置業務 

 完成検査および引渡し業務 

 その他関連業務（各種申請、手続等） 

 

2. 業務期間 

事業者の提案する時期～令和７年２月頃 

建設期間は上記を基本とし、事業者の提案に基づいて本市と事業者との間で協議した上で、

事業契約書において定める。 

 

3. 業務に関する手続き等 

 提出書類 

建設業務の各段階において、別紙６に示す書類を本市に提出すること。 

 

 総合施工計画書等 

ア．事業者は、建設工事着工前に別紙６に示す書類を作成し、工事監理者の承諾を得た

上で、本市に提出すること。なお、変更、追加がある場合は速やかに報告し、承諾を

得ること。 

 

 建設期間中の各種書類等 

ア．事業者は、建設期間中には、別紙６に示す書類等について、工事監理者の承諾を得

た上で、遅滞なく本市に提出すること。 

 

 完成図書等 

ア．事業者は、別紙９に示す完成図書その他成果書類を提出すること。なお、これら図

書の控えを事業者にて保管すること。 

イ．提出図書には作成した図書の電子データ（設計図等の CAD データも含む）を提出す

ること。なお、電子データのファイル形式については、建設業務の着手段階で本市

との協議により定める。 
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4. 建設業務に関する要求水準 

 建設業務 

 基本事項 

ア．自然環境保全に配慮し、環境負荷の軽減に効果的な施工計画とすること。 

イ．事業者は、工事着手から完成までの進捗状況を、月１回および施工の節目ごと（国

土交通省による営繕工事写真撮影要領に示す撮影対象・撮影時期ごとおよび写真管

理基準に示す写真管理項目ごと）に写真等を使用し記録すること。 

 

 各種申請 

ア．工事に伴う許認可等の各種申請等は事業者の責任において行うこと。各種申請等を

行うにあたり、事業者から要請があった場合、本市は必要に応じて資料の提供その

他の協力を行う。 

 

 施工 

ア．事業者は、要求される性能が確実に実現されるよう施工すること。 

イ．関係法令等および工事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書および施工計画

に従って工事を実施させること。 

ウ．施工体制において、代表事業者、構成事業者等の役割と責任の範囲を明らかにする

こと。また、指揮系統、緊急時の連絡体制、本市への報告体制等を明確にすること。 

エ．本市は、事業者が行う工程会議に出席することができるとともに、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。 

オ．事業者は、施工状況について説明を求められたときには、説明に必要な資料を準備

した上で、速やかに回答すること。 

カ．事業者は工事現場に工事記録を常に整備すること。 

キ．備品設置と施工との工程上の調整を十分に行い、工事全体が円滑に進められるよう

努めること。 

 

 廃棄物の処理 

ア．建設により発生した廃棄物等については、法令等に定められた方法により適正に処

理、処分すること。 

イ．廃棄物の抑制、再生利用、減量化に努めること。 

 

 建設期間中の留意事項等 

ア．工事現場内の事故等災害の発生に十分留意するとともに、事業用地およびその周辺

地域へ災害を及ぼさないよう、万全の対策を行うこと。特に、第三者への安全面に

配慮すること。 

イ．工事により事業用地およびその周辺地域に万が一悪影響を与えた場合は、事業者の
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責任において速やかに対応すること。 

ウ．工事により周辺地域に水枯れ等の被害が発生しないよう留意するとともに、万一発

生した場合には、本市に報告を行い、事業者の責任において速やかに対応を行うこ

と。 

エ．工事車両の通行については、あらかじめ周辺道路の状況を把握し、事前に道路管理

者等と打合せを行い、運行速度や誘導員の配置、案内看板の設置や道路の清掃等、

十分な配慮を行うこと。 

オ．通行者および一般車両への危険防止や安全性の確保について、十分な対策を行うこ

と。 

カ．道路、公共施設等に損傷を与えないよう留意し、工事期間中に汚損、破損をした場

合の補修および補償は、事業者の負担において行うこと。 

キ．地震等の災害が発生した場合には、関係者の安全確保に努めるとともに、本市の災

害対策に必要な支援・協力を実施すること。 

 

 近隣対策 

ア．事業者は、契約締結日から工事の着工日までの間に、近隣住民に対し、住宅施設の

概要、事業者が実施する工事の内容並びに工程、および近隣に影響を与える可能性

のある業務の概要を記した「事業計画」を作成して説明を行うとともに、近隣住民

との調整および事前調査等を十分に行い、近隣住民の理解および安全の確保に努め

ること。 

イ．事業者は、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、振動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、その他合理的に要求される範囲の近隣対策を実施す

ること。近隣対策の結果、事業者に生じた費用については、事業者が負担するもの

とする。ただし、本市が設定した条件に直接起因するもので、事業者が善管注意義

務を尽くしても避けられなかったものについては本市が負担する。 

ウ．近隣対策の実施について、事業者は、本市に対して、事前および事後にその内容お

よび結果を報告するものとする。 

エ．本市は、必要と認める場合には、事業者が行う説明に協力するとともに、必要な近

隣対策を行う。 

 

 隣地所有者施設の移転 

ア．事業者は、買収済みの事業用地内にある隣地所有者が所有する既存施設（引込柱・

照明、物置、浄化槽）を隣地所有者の敷地内に移設すること。 

イ．既存施設の劣化等が原因で移設が困難な場合は、施設を更新すること。 

ウ．既存施設の移転にあたっては、本市および隣地所有者と十分に協議・調整を行うこ

と。 

 

 保険 

ア．事業者は、工事期間中、自らの負担により建設工事保険および第三者賠償責任保険
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等に加入すること。 

 

 什器備品等設置業務 

ア．事業者は、必要な什器備品等を準備し設置すること。なお、什器備品等の内容につ

いては事業者の提案による。 

 

 完成検査および引渡し業務 

 事後調査 

ア．工事中または工事完成後に周辺家屋の補償等が生じた場合は、事業者が誠意をもっ

て解決に当たり、事業の円滑な進捗に努めること。また、本事業の実施により、周

辺地域への影響が及んだと判断される場合には、適切に調査、分析し、対策を検討

すること。 

イ．本事業のすべての工事完了後に市道および住宅敷地の確定測量を実施し、分筆等の

登記業務を行うこと。なお、建築物の登記は行わない。 

 

 事業者による完成検査 

ア．事業者は、本施設の完成検査および機器、器具、および整備備品等の試運転検査等

を実施すること。 

イ．完成検査および機器、器具、および整備備品等の試運転検査等の実施については、

それらの 14 日前までに、本市に書面で通知すること。 

ウ．本市は、事業者が実施する完成検査および機器、器具等の試運転に立ち会うことが

できる。 

エ．事業者は、本市に対して完成検査および機器、器具等の試運転の結果を、建築基準

法に基づく完了検査の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。 

 

 本市による確認および引渡し業務 

①. 本市の完成確認等  

ア．本市は、事業者による完成検査および機器、器具、整備備品等の試運転検査等の終

了後、住宅施設について、次の方法により行われる完成確認を実施する。 

a． 本市は、事業者の立会いの下で、完成確認を実施する。 

b． 完成確認は、設計図書との照合により実施する。 

c． 本市の完成確認での指摘事項は、事業者の責任において引渡しまでに修補

すること。 

d． 事業者は、機器、器具等の取扱いに関する本市への説明を、試運転とは別

に実施すること。 

②. 引渡し業務 

ア．事業者は、本市から完成確認通知を受領した後、完成図書、鍵、機器・器具等の付属
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品、説明書等を添えて本市に引き渡すこと。 

 

 その他関連業務 

 基本事項 

ア．本事業に伴い必要となる各種申請、また、これにより必要となる調査、図面、図書

等の作成、協議、手続き、調整、説明会等のすべての業務を行うこと。 

 

 設計・建設住宅性能評価の取得 

①. 要求性能 

ア．住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく性能表示を行い、一覧表を作成して

提案時に提出し、指定した等級は必ず達成すること。 

②. 住宅性能評価の取得 

ア．指定住宅性能評価機関より、設計住宅性能評価書と建設住宅性能評価書の交付を受

けること。 

イ．評価結果が本要求水準書および事業者の提案書に示す基準以上であることを確認し、

本市に報告するとともに評価書を提出すること。 

 住宅瑕疵担保責任保険への加入 

ア．特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（平成 19 年法律第 66 号）に基

づき、住宅瑕疵担保責任保険への加入または保証金を供託すること。 

イ．保険加入を選択する場合は、利用する保険法人について、本市へ報告すること。 

ウ．利用する保険法人において、設計および建設に関する基準を定めている場合は、そ

の基準を遵守すること。 
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 開業準備業務 

1. 業務の区分 

事業契約書、本要求水準書、提案書等に基づき、開業準備業務を実施すること。具体的に

は、次の業務を実施する。 

 開業準備業務 

 完成式典支援業務 

 開業準備期間中の維持管理業務 

 

2. 業務期間 

開業 6ヶ月前～開業約 1ヶ月後 

開業準備業務期間は上記を基本とするが、詳細は、事業者の提案に基づいて本市と事業者

との間で協議した上で、事業契約書において定める。 

 

3. 業務に関する手続き等 

 提出書類 

開業準備業務の各段階において、別紙６に示す書類を本市に提出し、確認の通知を受ける

こと。 

 業務計画 

事業者は、本市との協議の上、業務計画書、セルフモニタリング実施計画書を作成し、開

業準備業務着手 1ヶ月前までに本市に提出して承諾を得ること。業務計画書には、実施体制、

実施方針、実施内容、実施工程等の計画を示すものとする。また、開業準備期間中の維持管

理に関する事項についても、当該業務計画書に含めること。 

 

 業務報告 

事業者は、別紙６に示す提出時期までに、開業準備業務の実施状況をとりまとめ、業務報

告書、セルフモニタリング報告書を提出し、市の確認を受けること。 

 

4. 開業準備業務に関する要求水準 

 開業準備業務 

ア．事業者は、住宅施設供用の 6 か月前までに以下の業務に着手し、住宅施設の適切な

開業に向けてサービスができるように準備するものとする。 

a． 業務マニュアルの作成 

b． 業務担当者に対する教育訓練の実施 
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c． 供用開始前における住宅施設の入居者募集準備 

 

 完成式典支援業務 

ア．本市は、住宅施設の供用開始に先立ち、関係機関や地元代表者を招いた完成式典の

開催を予定している。事業者は完成式典の開催に当たり、必要な会場の設営および

資材等の調達を行うこと。また、内覧の際には関係者等に対し、住宅施設案内を行

うこと。 

イ．完成式典は、開業準備業務中に実施すること。 

ウ．完成式典支援業務に必要となる資材および消耗品などの調達は、事業者の負担とす

る。 

エ．事業者は、完成式典における開催通知の作成送付、司会進行、案内誘導、駐車場管

理なども本市と協議して対応すること。 

 

 開業準備期間中の維持管理業務 

ア．事業者は、住宅施設の引渡しから供用開始日までの間の住宅施設の維持管理を行う

こと。 

イ．供用開始前であることを踏まえて、「第 7 維持管理業務に関する要求水準」に準じ

て、必要な維持管理業務を行うこと。 

 

 保険への加入 

ア．事業者は、開業準備期間および維持管理期間中、自らの負担により第三者賠償責任

保険および火災保険に加入すること。 
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 維持管理業務に関する要求水準 

1. 業務の区分 

事業契約書、本要求水準書、事業提案書等に基づき、維持管理業務を実施すること。具体

的には、次の業務を実施する。 

 建築物保守管理業務 

 建築設備保守管理業務 

 外構等管理業務 

 清掃業務 

 警備保安業務 

 修繕業務 

 駐車場管理業務 

 空室管理業務 

 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 

開業日～事業期間終了 

維持管理業務期間は上記を基本とするが、詳細は、事業者の提案に基づいて本市と事業者

との間で協議した上で、事業契約書において定める。 

 

3. 業務対象範囲 

維持管理業務の対象範囲は、事業者が提案した住宅施設の事業区域にある施設とし、事業

者が整備する市道は維持管理の対象としない。 

 

4. 業務提供時間帯 

住宅施設の運営等に支障がないよう、業務ごとに業務提供時間帯を設定すること。なお、

設定にあたっては、事前に本市と協議を行うこと。 

 

5. 業務に関する手続き等 

 提出書類 

維持管理業務の各段階において、別紙６に示す書類を本市に提出すること。 

 

 業務計画 

事業者は、本市との協議の上、業務計画書、セルフモニタリング実施計画書を作成し、維
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持管理業務着手 1ヶ月前までに本市に提出して承諾を得ること。業務計画書には、実施体制、

実施方針、実施内容、実施工程等の計画を示すものとする。 

また、開業後 2 年目以降については、毎年度 2 月末までに次年度の業務計画書を作成し、

本市に提出して承諾を得ること。 

なお、維持管理業務の内容等に変更がある場合は、業務計画書およびセルフモニタリング

実施計画書について必要な変更を行い、維持管理業務の内容を変更する日の前日までに本市

に提出して承諾を得ること。 

 

 業務報告 

事業者は、別紙６に示す提出時期までに、維持管理業務の実施状況をとりまとめ、月別業

務報告書、年度別業務報告書、セルフモニタリング報告書を提出し、市の確認を受けること。 

セルフモニタリング報告書は、毎年度 2 回以上提出するものとし、提出回数、提出日は、

事業者の提案によるものとする。 

 

6. 維持管理業務の要求水準 

 基本事項 

 維持管理の基本方針 

ア．施設・設備の機能・性能・品質を維持するため、また危険・障害の未然防止のため、

予防保全を基本とする維持管理を計画すること。 

イ．効率的・効果的な維持管理業務を実施すること。 

ウ．利用者が安全・安心に利用できる施設環境を保つこと。 

エ．ライフサイクルコストの削減に努めること。 

オ．省資源、省エネルギー等、環境負荷の低減に努めること。 

カ．廃棄物の抑制に努めること。 

キ．故障等によるサービス中断に対する対応を定め、障害が発生した場合は、早期の回

復に努めること。 

ク．事業期間中の工程を定め、関係法令、技術基準等を遵守し、必要な手続きを行い、

業務を実施すること。 

ケ．本市が要求する維持管理業務のサービス水準を示す参考資料として、最新版の建築

保全業務共通仕様書の各章の中で、自らが提案する維持管理業務に対応する部分を

参照すること。建築保全業務共通仕様書に示された仕様によるものと同水準のサー

ビスを第一の達成目標として作業仕様を策定することとし、方法や回数等の個々の

仕様については、事業者の提案とする。 

 

 施設管理台帳の作成 

ア．住宅施設の管理台帳を整備・保管し、本市の要請に応じて提示すること。 

イ．管理台帳は、施設の諸元のほか、共用部及び住戸の主要な点検や修繕・更新等の履
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歴が把握できるように整備すること。また、これらの情報が住戸の入居状況と関連

付けて確認できるようにすること。 

 

 点検および故障等への対応 

ア．日常的に行う維持管理業務（清掃等）の実施と併せ、住宅敷地の巡回を実施するこ

と。 

イ．点検（法定点検、定期点検、自主点検）への対応は、計画書に従って速やかに実施す

ること。 

ウ．故障時に緊急対応ができるようにすること。 

 

 非常時・災害時等の対応 

ア．事業者は関連法令等の規定に基づき、人為災害・事故および地震、風水害、火災（以

下、「災害等」という。）のあらゆる非常事態に備え、業務担当者の役割分担、訓練計

画、入居者の安全確保、関係機関への通報等、平常時および非常時の対応を具体的

に記した「緊急時等対応マニュアル」を本市と協議した上で作成し、当該マニュア

ルに従い対応を行うこと。 

イ．事業者は、本施設の損傷、障害、異常等に関して緊急性の高い事象が発生し、本市

から要請を受けた場合には、業務計画書に記載のない場合であっても関連業務の責

任者または業務担当者を速やかに現場に急行させ、当該箇所の修理、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。 

 

 関係諸機関への届出・報告 

ア．事業者は、維持管理に関する各業務の担当者に、必要に応じて、関係諸機関等への

報告や届出、連絡等を行わせること。 

 

 その他維持管理上必要な業務 

ア．本事業を実施するに当たり、本要求水準書および事業契約書で示す内容を満たす上

で、その他に維持管理業務上必要な業務がある場合は、本事業実施に支障がないよ

う、適切に実施すること。また協議が必要と判断される事項は、事業者は、事前に

本市と協議すること。 

 

 長寿命化計画書の策定 

ア．事業者は、住宅施設の建物本体および各種設備の耐用年数等を踏まえた維持管理・

予防保全と長期的な修繕について、次に示す事項を踏まえた長寿命化計画を策定し、

維持管理業務の開始１ヶ月前までに本市に提出し、承諾を得ること。なお、当該計

画は、平成 26 年４月 22 日総務省「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指

針」に示された個別施設計画に相当するものとする。 
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①. 事業期間中の維持管理計画 

ア．事業期間中の維持管理について、その実施方法や時期等を定めた計画とすること。 

②. 事業期間中の修繕計画 

ア．事業期間中の修繕や更新について、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」という。）の実施方法や時期等を定めた計画とすること。な

お、大規模修繕については本事業には含めないが、計画は、想定される大規模修繕

期を含めたものとすること。 

③. 事業期間終了後の維持管理・修繕計画 

ア．事業期間終了後に見込まれる維持管理・修繕について、その実施方法や時期等を定

めた計画とすること。 

④. 長寿命化計画書の修正 

ア．事業期間中の計画修繕の実施状況を踏まえ、長寿命化計画書は定期的に見直し、本

市に提出すること。 

イ．事業期間終了後に効率的・効果的な維持管理および大規模修繕に取組むことができ

るよう、事業期間終了２年前には施設の状況について調査・評価を行い、事業期間

終了後における維持管理および修繕の具体的な内容、工法、概算工事費等を含む計

画書を作成し、本市に提出すること。 

 

 建物保守管理業務 

 業務の内容 

ア．住宅施設の建築物等の点検、保守、修繕等を実施することでその機能と環境を維持

する。 

 

 業務の要求水準 

①. 巡回業務 

ア．建築物等が正常な状況にあるかどうか、定期的に住宅敷地を巡回して、異常を発見

した際には正常化に向けた措置を行うこと。巡回の頻度、方法については事業者の

提案とする。 

②. 法定点検・定期保守点検業務 

ア．関連法令の定めにより、点検を実施すること。 

イ．建築物等が正常な状況にあるかどうか、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。 

③. クレーム対応 

ア．入居者からのクレーム、要望、情報提供等（以下「クレーム等」という。）に対し、

速やかに状況確認を行い、初期対応等の措置を行うこと。 
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 建築設備保守管理業務 

 業務の内容 

ア．住宅施設の各種建築設備等の点検、保守、修繕等を実施することでその機能と環境

を維持する。 

 

 業務の要求水準 

①. 法定点検・定期点検 

ア．各設備の関連法令の定めにより、点検を実施すること。 

イ．法令に基づく点検のない各設備についても、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。 

ウ．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または何らかの悪影

響を及ぼすと考えられる場合には、適切な方法（保守、修繕、交換、分解整備、調整

等）により対応すること。 

エ．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。 

②. 劣化等への対応 

ア．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。 

③. クレーム対応 

ア．申告やアラーム等により発見された故障の修理を行うこと。 

イ．クレーム等に対し迅速な判断により対処すること。 

ウ．故障、クレーム発生時には速やかに現場調査・初期対応・処置を行い、必要に応じ

本市に報告すること。 

 

 外構等保守管理業務 

 業務の内容 

ア．住宅施設の外構等（植栽、工作物等も含む。）に関し、美観を保ち、年間を通じて安

全・快適に利用できるよう維持管理する。 

 

 業務の要求水準 

①. 外構等定期保守点検業務 

ア．事業者は、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。 

イ．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。 

ウ．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。 

エ．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
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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 

ア．事業者は、植栽に関し、植栽の剪定・刈り込み、散水、除草、害虫防除および施肥等

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。 

イ．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。 

ウ．花壇を設置する場合は、季節ごとの適切な植え替えを行うこと。 

エ．芝生を整備する場合には、芝刈り、水やり、除草、害虫防除および施肥等を適切に

行い、快適に利用できる状態を保つこと。 

オ．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。 

 

 清掃業務 

 業務の内容 

ア．住宅施設を美しくかつ心地良く、衛生的に保ち、サービスが円滑に提供されるよう、

清掃業務を実施する。 

 

 業務の要求水準 

①. 日常清掃業務 

ア．住宅施設の環境･衛生を維持し、機能および見た目において清潔で快適な空間を保つ

こと。 

イ．対象とする施設ごとの用途や特性に応じ、日常清掃を行うこと。日常清掃は、概ね

数日から週単位の短い周期で行うことを想定しているが、清掃の頻度や回数、場所

については、事業者の提案によるものとする。 

ウ．できる限り入居者および業務の妨げにならないような手法・時間帯で清掃を実施す

ること｡ 

エ．入居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。 

オ．業務に使用する用具および資材等は、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。 

カ．清掃箇所の状況を踏まえ、日常清掃と定期清掃（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｡ 

キ．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。 

ク．清掃用具、洗剤等の資機材の衛生消耗品は適宜補充すること。 

②. 定期清掃業務 

ア．事業者は、日常清掃では実施しづら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ること。 

イ．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。 
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③. 防虫・防鼠業務 

ア．ハチ、クモ、コウモリ、鼠、鳥等、入居者の要望等の必要に応じて、外壁の内・外側

の小動物を取り除く努力をすること。 

イ．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。 

 

 警備保安業務 

 業務の内容 

ア．住宅施設を保全し、利用者等の安全を守り、サービスの提供に支障を及ぼさないよ

う、施設の内部から敷地周辺まで、防犯・警備・防火・防災・安全管理を実施する。 

 

 業務の要求水準 

①. 警備 

ア．警備保安業務は 24時間 365日対応とすること。なお、事故、犯罪、火災、災害等が

発生した場合は、速やかに現場に急行し、本市および関係機関へ通報･連絡を行える

体制を整えること。 

イ．維持管理業務の担当者または警備員が定期的に巡回し、事故、施設の損傷、盗難等

の予防並びに利用者および業務担当者等の安全を確保すること。 

ウ．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。 

②. 防火・防災業務 

ア．緊急時の安全避難手段を確保し、避難経路および避難装置に明確な表示を施すこと。 

イ．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。 

ウ．火の元および消火器・火災報知器等の点検を定期的に行うこと。 

エ．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

図を作成して、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。 

オ．災害および火災が発生した場合または発生する恐れがある場合は、防火管理者が定

める消防計画に従い、速やかに対応すること。 

カ．消防法に基づく消防計画を作成し、それに即した訓練を実施すること 

 

 修繕業務 

 業務の内容 

ア．施設の引渡しから事業期間終了までの間、予防保全を基本とし、施設が正常に機能

するために必要な一切の修繕・更新（経常修繕・計画修繕・更新）を行う。 

 

 業務の要求水準 

ア．事業者は、住宅施設の引渡しから事業期間終了までの間、長寿命化計画に基づき、

住宅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、施設の一般的な利用により経常的に発生する破損等（利

用者・不審者の故意・過失で生じたものも含む。）を解消する経常修繕および計画修
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繕とする。 

ウ．事業者は、施設の修繕・更新を行った場合、修繕・更新箇所について本市に報告を

行い、必要に応じて本市の立会いによる確認を受けること。また、当該修繕に係る

設計図、施工図等を添付した「修繕報告書」を作成し、本市に提出すること。 

エ．事業者は、施設の修繕・更新を行った場合、その内容を履歴として記録に残し、以

後の維持管理業務を適切に実施すること。また、必要な場合は、修繕内容を施設台

帳および完成図面等に反映させ、常に最新の施設・設備等の状態が分かるようにす

ること 

 

 駐車場・駐輪場管理業務  

 業務の内容 

ア．駐車場、駐輪場について、安全かつ快適に利用できるよう維持管理する。 

 

 業務の要求水準 

ア．清掃、除草等を適切に行い、常に安全・快適に利用できるようにすること。 

イ．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。 

 

 空き室管理業務 

 業務の内容 

ア．入居者の居ない空き室について、適切に管理を実施する。 

 

 業務の要求水準 

ア．空気の入れ替えなど、住宅施設が劣化しないように適切に管理すること。 

イ．防犯対策を行い、不審者の侵入がないよう管理すること。 
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 運営業務に関する要求水準 

1. 業務の区分 

事業契約書、本要求水準書、提案書等に基づき、運営業務を実施すること。具体的には、

次の業務を実施する。 

 入居者募集支援業務 

 入居者対応業務 

 家賃徴収等業務 

 明渡し対応業務 

 その他上関連業務 

 

2. 業務期間 

開業日～事業期間終了 

運営業務期間は上記を基本とするが、詳細は、事業者の提案に基づいて本市と事業者との

間で協議した上で、事業契約書において定める。 

 

3. 業務対象範囲 

運営業務の対象範囲は、事業者が提案した住宅施設の事業区域にある施設とし、市道は対

象としない。 

 

4. 業務提供時間帯 

住宅施設の運営業務の実施に当たって、入居者の一次対応については 24時間 365日対応す

ること。 

 

5. 業務に関する手続き等 

 提出書類 

運営業務の各段階において、別紙６に示す書類を本市に提出すること。 

 

 業務計画 

事業者は、本市との協議の上、業務計画書、セルフモニタリング実施計画書を作成し、運

営業務着手 1 ヶ月前までに本市に提出して承諾を得ること。業務計画書には、実施体制、実

施方針、実施内容、実施工程等の計画を示すものとする。 

また、開業後 2 年目以降については、毎年度 2 月末までに次年度の業務計画書を作成し、

本市に提出して承諾を得ること。 
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なお、運営業務の内容等に変更がある場合は、業務計画書およびセルフモニタリング実施

計画書について必要な変更を行い、運営業務の内容を変更する日の前日までに本市に提出し

て承諾を得ること。 

 

 業務報告 

事業者は、別紙６に示す提出時期までに、運営業務の実施状況をとりまとめ、月別業務報

告書、年度別業務報告書、セルフモニタリング報告書を提出し、市の確認を受けること。 

セルフモニタリング報告書は、毎年度 2 回以上提出するものとし、提出回数、提出日は、

事業者の提案によるものとする。 

 

6. 運営業務に関する要求水準 

 基本事項 

 運営業務の基本方針 

ア．住宅施設の運営業務にあたっては、若者支援住宅の趣旨を踏まえ、本施設で過ごす

時間が快適で安心したものとなるよう、創意工夫を持って各種取組を行うこと。 

イ．公共施設として、入居者および利用者に対して公平・公正な対応に努めること。 

 

 コンプライアンス重視 

ア．関係法令等を遵守し、業務上知り得た個人情報等について、漏洩、滅失および毀損

防止等、個人情報等保護のために必要な措置を講ずること。また、入居者のプライ

バシーに配慮すること。 

 

 入居者募集支援業務 

 業務の内容 

ア．入居者募集に関し、若者支援住宅の周知・広報を行うとともに、入居希望者への重

要事項説明を行う。 

イ．入居申込書の本市への転送、本市の選定結果の希望者への通知、契約締結手続き、

鍵の引渡し等の調整を行う。 

 

 業務の要求水準 

ア．入居開始当初から高入居率を達成するための営業活動、広報活動、情報発信を積極

的に行うこと。本事業の目的である若者の単身世帯、少人数世帯の誘致に向け、そ

の層の入居者を募る工夫を行うこと。 

イ．入居者募集に際し、空室を極力少なくするよう、本市と協力し、近隣地域に対し、

宣伝活動・入居募集・勧誘活動を効果的に行うこと。提案時に、その内容について

明確に提案すること 。 

ウ．ホームページの作成等インターネットでの広報、検索エンジン対策、現地内覧のネ
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ット申し込みなどができるように対応すること。 

エ．本市の定住促進を視野に入れた事業であることを踏まえ、本市の魅力の紹介や、定

住支援施策等のメニューも一緒に宣伝すること。 

オ．モデルルームの設置は必須としないが、先行して内装を完成させる部屋をタイプ別

に用意し、入居希望者の内覧に供するなど、入居申し込み者の獲得に努力すること。 

カ．上記の事務手続きを適切に実施すること。 

キ．入居者に対して、事前に住宅施設の維持管理の観点から住宅施設の使用について十

分な説明を行い、入居者の理解を得た上で入居させること。 

ク．業務を適切に実施することができる人員配置や業務手順書を策定すること。 

 

 入居者対応等業務 

 業務内容 

ア．住宅施設入居者への各種対応等の業務を行う。 

 要求水準 

①. 解錠業務 

ア．入居者が鍵を紛失した場合、解錠を行うこと。 

 

②. 駐車場および駐輪場運営業務 

ア．入居者より駐車場および駐輪場の使用の申し出があった場合には、当該入居者から

駐車場・駐輪場使用申込書を受け取り、本市に提出すること。 

イ．無料で使用可能な駐車ます数を超える利用申込の場合には、駐車場等使用料の徴収

が発生することを説明した上で、当該入居者から駐車場・駐輪場使用申込書を受け

取り、本市に提出すること。 

ウ．駐車場内において無断駐車など不法な車両を発見した場合は、適切に対応すること。

特に入居者用の駐車場に駐車させないよう配慮すること。 

エ．駐輪場について、入居者以外の無断駐輪や放置された自転車がないか定期的に確認

し、放置自転車があった場合は、本市に回収を依頼すること。 

 

③. 交流促進業務 

ア．入居者間および地域住民との交流を促進するようなイベント、入居者の本市への愛

着を高めるイベント等を事業者は積極的に提案し、実施すること。 

イ．入居者または地域住民が無料で参加できるイベントの提案があった場合は、協議に

より、本市が費用負担する場合がある。 

ウ．参加料や利用料等徴収するイベント、物販や飲食提供を伴うイベントの場合は、事

業者が費用負担すること。 

 

④. クレーム対応 

ア．入居者のクレーム等に対して、緊急を要する場合は速やかに対応し、その対応策を
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本市に報告し、再発防止措置を含め迅速かつ適切に対応するとともに本市と協議す

ること。 

イ．入居者にアンケート等を実施して、クレーム等の有無について把握すること。 

 

 家賃徴収等業務 

 業務の内容 

以下の家賃徴収等業務を行う。 

ア．家賃・敷金・駐車場等使用料の徴収（家賃・敷金・駐車場等使用料は、本市が定め

る） 

イ．入居者の銀行口座からの家賃・駐車場等使用料の自動引き落とし手続き 

ウ．毎月の引き落としの確認、引き落とせていない場合の入居者への連絡対応 

 

 業務の要求水準 

ア．事務手続きを適切に実施すること。 

イ．徴収した家賃等は、当該月の翌月末までに本市の指定する銀行口座へ振り込み、未

納の場合は別途報告し、本市の指示を受けること。 

ウ．督促する場合には、クレームとならないように、丁寧かつ適切な対応で行うこと。 

エ．クレームが発生した場合には、速やかに本市と協議すること。 

 

 明渡し対応業務 

 業務の内容 

ア． 退去の申し出があった場合、および入居要件がなくなった場合の明渡し対応業務を

実施する。 

 

 業務の要求水準 

ア．入居者の退去の申し出があった場合および入居要件がなくなった場合において、退

去手続きを行うこと。 

イ．入居者より退去の申し出があった場合、本市に届け出ること。 

ウ．退去にあたって、専有部分の状態確認および退去時の立会を行うこと。 

エ．鍵の回収、敷金の清算などの明け渡しをクレームがないように対応すること。 

オ．クレームが発生した場合には速やかに本市と協議すること。 

カ．入居者の退去に伴う原状回復は、事業者が原状回復計画を本市に提出し、本市の承

諾を受けたのち、事業者が実施すること。 

キ．原状回復計画は、経年劣化部分と敷金充当分を分けて記載すること。なお、原状回

復費用は事業者の負担とする。なお原状回復後に敷金が残った場合は入居者に返還

すること。 
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 民間提案事業に関する要求水準 

 

1. 民間提案事業（収益事業） 

事業者、事業者の構成員または協力企業は、本事業用地内の一部を使用し、もしくは、余

剰地または建物の一部を本市より借り受け、民間収益事業を行うことができる。 

 

2. 事業方式 

民間提案事業を行う事業者または事業者の構成員および協力企業（以下「民間提案事業者」

という。）の提案に基づき、本市は、民間提案事業者に、本事業用地の一時的な使用を認め、

もしくは、余剰地または建物を貸し付けるものとする。 

土地を貸し付ける場合は、その用途に応じて、事業用定期借地権設定契約を民間提案事業

者との間で締結する予定である。 

建物の一部を貸し付ける場合は、民間提案事業者との間で、定期建物賃貸借契約を締結す

る。 

 

3. 事業可能期間 

事業可能期間は、にかほ市財務規則に基づき、土地の貸付においては最長 30年、建物の貸

付においては最長 10 年とする。ただし、再契約は可能である。 

 

4. 事業内容の制限 

民間提案事業においては、本事業の目的が、若い世代の本市への定住促進であることを踏

まえ、入居者および近隣住民の利便を高めることを目的とする事業のみ実施することができ

る。 

 

 

 


	第1  総則
	1. 要求水準書の位置付け
	2. 本事業の背景・目的
	3. 性能規定
	4. 本事業の概要
	（1） 事業の対象となる公共施設
	（2） 事業方式
	（3） 事業期間
	（4） 事業用地
	（5） 本事業の対象業務
	1） 設計業務
	2） 工事監理業務
	3） 建設業務
	4） 開業準備業務
	5） 維持管理業務
	6） 運営業務
	7） 民間提案事業

	（6） 入居者の要件等
	1） 入居者の要件
	①. 年齢要件
	②. 世帯要件
	③. 住所
	④. その他

	2） 入居可能期間
	3） 入居要件を満たさなくなった場合の措置
	4） 入居者の募集方法
	5） 賃料
	6） 駐車場使用料


	5. 遵守すべき法令および条例等
	（1） 関連する主な法令、条例等
	（2） 主な基準・指針等

	6. 要求水準の変更
	7. 提出書類の取扱い
	（1） 著作権
	（2） 特許権等

	8. 個人情報の保護および秘密の保持
	（1） 個人情報の保護
	（2） 秘密の保持

	9. 地域貢献
	10. 実施体制
	11. セルフモニタリング
	（1） セルフモニタリングの考え方
	（2） セルフモニタリング実施計画書
	（3） セルフモニタリング報告書

	12. 事業期間終了時の要求水準

	第2  施設整備に関する要求水準
	1. 施設整備の基本方針等
	（1） 若者支援住宅の基本理念
	（2） 若者支援住宅の基本方針
	1） 基本方針１：若者の多様なニーズを的確にとらえた魅力ある住宅の整備
	2） 基本方針２：若者が安心・安全、快適に暮らせる住環境の創出
	3） 基本方針３：環境にやさしい住宅の整備


	2. 施設整備に関する基本条件
	（1） 事業用地の概要
	（2） 地盤等の状況
	（3） 事業用地周辺のインフラ整備の状況

	3. 施設整備の概要
	（1） 施設の構成
	（2） 住宅施設の戸数
	（3） 付帯施設の規模・数量

	4. 施設整備に関する要求水準
	（1） 施設全般に関する要求水準
	1） 基本事項
	2） 造成計画
	3） 配置計画
	4） 平面計画・断面計画
	5） 仕上げ
	6） 外観デザイン
	7） 木材利用計画
	8） 色彩・サイン計画
	9） インテリア・什器備品計画
	10） 環境・エネルギー計画
	11） 安全対策
	12） 災害対策
	13） メンテナンス性への配慮
	14） 音環境・光環境・熱環境
	15） 長期使用への配慮
	16） 構造計画

	（2） 各施設の要求水準
	1） 住宅施設
	①. 住戸の要求水準
	②. 付帯施設の要求水準
	③. 設備の要求水準




	第3  設計業務に関する要求水準
	1. 業務の区分
	2. 業務期間
	3. 業務に関する手続き等
	（1） 提出書類
	（2） 調査計画書・調査報告書の提出
	（3） 設計業務計画書・設計図書等の提出

	4. 設計業務に関する要求水準
	（1） 事前調査等業務
	（2） 設計業務
	（3） その他関連業務


	第4  工事監理業務に関する要求水準
	1. 業務の区分
	2. 業務期間
	3. 業務に関する手続き等
	（1） 提出書類

	4. 工事監理業務に関する要求水準

	第5  建設業務に関する要求水準
	1. 業務の区分
	2. 業務期間
	3. 業務に関する手続き等
	（1） 提出書類
	（2） 総合施工計画書等
	（3） 建設期間中の各種書類等
	（4） 完成図書等

	4. 建設業務に関する要求水準
	（1） 建設業務
	1） 基本事項
	2） 各種申請
	3） 施工
	4） 廃棄物の処理
	5） 建設期間中の留意事項等
	6） 近隣対策
	7） 隣地所有者施設の移転
	8） 保険

	（2） 什器備品等設置業務
	（3） 完成検査および引渡し業務
	1） 事後調査
	2） 事業者による完成検査
	3） 本市による確認および引渡し業務
	①. 本市の完成確認等
	②. 引渡し業務


	（4） その他関連業務
	1） 基本事項
	2） 設計・建設住宅性能評価の取得
	①. 要求性能
	②. 住宅性能評価の取得

	3） 住宅瑕疵担保責任保険への加入



	第6  開業準備業務
	1. 業務の区分
	2. 業務期間
	3. 業務に関する手続き等
	（1） 提出書類
	（2） 業務計画
	（3） 業務報告

	4. 開業準備業務に関する要求水準
	（1） 開業準備業務
	（2） 完成式典支援業務
	（3） 開業準備期間中の維持管理業務
	（4） 保険への加入


	第7  維持管理業務に関する要求水準
	1. 業務の区分
	2. 業務期間
	3. 業務対象範囲
	4. 業務提供時間帯
	5. 業務に関する手続き等
	（1） 提出書類
	（2） 業務計画
	（3） 業務報告

	6. 維持管理業務の要求水準
	（1） 基本事項
	1） 維持管理の基本方針
	2） 施設管理台帳の作成
	3） 点検および故障等への対応
	4） 非常時・災害時等の対応
	5） 関係諸機関への届出・報告
	6） その他維持管理上必要な業務
	7） 長寿命化計画書の策定
	①. 事業期間中の維持管理計画
	②. 事業期間中の修繕計画
	③. 事業期間終了後の維持管理・修繕計画
	④. 長寿命化計画書の修正


	（2） 建物保守管理業務
	1） 業務の内容
	2） 業務の要求水準
	①. 巡回業務
	②. 法定点検・定期保守点検業務
	③. クレーム対応


	（3） 建築設備保守管理業務
	1） 業務の内容
	2） 業務の要求水準
	①. 法定点検・定期点検
	②. 劣化等への対応
	③. クレーム対応


	（4） 外構等保守管理業務
	1） 業務の内容
	2） 業務の要求水準
	①. 外構等定期保守点検業務
	②. 植栽管理業務


	（5） 清掃業務
	1） 業務の内容
	2） 業務の要求水準
	①. 日常清掃業務
	②. 定期清掃業務
	③. 防虫・防鼠業務


	（6） 警備保安業務
	1） 業務の内容
	2） 業務の要求水準
	①. 警備
	②. 防火・防災業務


	（7） 修繕業務
	1） 業務の内容
	2） 業務の要求水準

	（8） 駐車場・駐輪場管理業務
	1） 業務の内容
	2） 業務の要求水準

	（9） 空き室管理業務
	1） 業務の内容
	2） 業務の要求水準



	第8  運営業務に関する要求水準
	1. 業務の区分
	2. 業務期間
	3. 業務対象範囲
	4. 業務提供時間帯
	5. 業務に関する手続き等
	（1） 提出書類
	（2） 業務計画
	（3） 業務報告

	6. 運営業務に関する要求水準
	（1） 基本事項
	1） 運営業務の基本方針
	2） コンプライアンス重視

	（2） 入居者募集支援業務
	1） 業務の内容
	2） 業務の要求水準

	（3） 入居者対応等業務
	1） 業務内容
	2） 要求水準
	①. 解錠業務
	②. 駐車場および駐輪場運営業務
	③. 交流促進業務
	④. クレーム対応


	（4） 家賃徴収等業務
	1） 業務の内容
	2） 業務の要求水準

	（5） 明渡し対応業務
	1） 業務の内容
	ア． 退去の申し出があった場合、および入居要件がなくなった場合の明渡し対応業務を実施する。

	2） 業務の要求水準



	第9  民間提案事業に関する要求水準
	1. 民間提案事業（収益事業）
	2. 事業方式
	3. 事業可能期間
	4. 事業内容の制限


