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【共通事項】 

 

１ その他の業務 

(1) 事業計画書等の作成 

 次年度の事業計画書を、毎年度３月末までに作成し提出するものとします。事業計画書の作成

にあたっては、港湾局南部管理課、北部管理課及び港湾経営課等と調整を図ります。記載する内

容は以下のとおりとします。 

  ア 事業計画 

  イ 収支予算書 

(2) 事業報告書の作成 

 指定管理者は年に一度、過去１年間の業務内容を総括した「年度事業報告書」を作成し、横浜

市に提出するものとします。横浜市は提出された書類をもとに年間の債務履行を確認します。 

 なお、前年度の事業報告書は、毎年度終了後、速やかに作成し提出するものとします。 

 ア 事業報告 

 イ 利用実績（利用率、利用人数等） 

(3) 四半期報告書の提出 

  指定管理者は、３か月に一度、過去３か月間の業務内容を総括した「四半期報告書」を作成し、

横浜市に提出する。横浜市は、提出された書類をもとに当期の債務履行を確認します。 

(4) 毎月の月報提出 

   指定管理者は、月報を作成し、横浜市に提出するものとします。 

(5) 書式 

上記、月報、四半期報告書及び年度報告書の書式は、協定において定めるものとします。 

(6) 施設の使用に関する業務統計書の作成 

(7) 施設利用にあたっての要望、苦情等処理 

 指定管理者は利用者等から寄せられる苦情や要望に十分応えることのできる体制を整えるもの

とします。また、苦情、要望処理報告書を作成し、横浜市に提出するものとします。 

(8) 管理運営における施設使用者との協議 

 (9) 指定期間終了にあたっての引継業務 

 指定期間終了時には、次期指定管理者が円滑かつ支障なく港湾関係厚生施設の業務を遂行でき

るよう、引継を行います。 

(10) その他、日常業務の調整 

 

２ 留意事項 

 (1) 事業に関する留意事項 

 事業の実施に際し、各種助成金、協賛金等を活用することができるものとします。 

 (2) 施設の管理に関する留意事項 

  ア 指定管理者は、現在事務室、売店、レストラン等の店舗が入居、使用している部分について 

   は、施設の一体的な管理を行う観点から、継続して使用許可業務を行います。 

  イ 施設内に自動販売機を設置する場合は、横浜市長に対し目的外使用許可申請書を提出し許可 

   を受けるものとします。 

  ウ 防火管理者を専任し、担当業務を遂行するものとします。 

  エ 自衛組織を結成し、防火、防災に努めます。 
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 (3) 事故への対応、損害賠償の取り扱い 

 指定管理者は、施設において事故防止に努めるとともに、発生した事故への損害賠償等の対応

に関して、次のとおり義務を負います。 
ア 指定管理者の責めに帰すべき事由により、横浜市又は第三者に損害を与えた場合には、指定 
 管理者においてその損害を賠償しなければならないものとします。 
イ 施設賠償保険、火災保険については、指定管理者が加入するものとします。なお、保険範囲 

 等については、協定において定めます。 

ウ 施設及び設備に起因する損害又は傷害に対する賠償については横浜市がその責を負うものと

します。ただし、施設及び設備の管理に起因する損害又は傷害に対する賠償においては、指定管

理者がその責を負います。 

エ 施設における事故防止及び事故発生時の対応に備えて、指定管理者はあらかじめ事故防止、 
 事故対応マニュアルを定めるとともに、事故発生時には直ちにその旨を横浜市へ報告しなけれ 
 ばならないものとします。 
オ 指定管理者は、損害保険会社により提供されている施設賠償責任保険（指定管理者特約条項 
 付き）に加入し、当該保険からの保険金により損害賠償責任に対応するものとします。保険金 
 額は１億円以上とします。 

 (4) 事業実施状況の監視等 

 指定期間中に以下の事業評価を実施します。 

ア 自己評価の実施 
 業務の質やサービスの向上を図ることを目的に、利用者等から施設運営に関する意見を聴取

し、自己評価を実施するものとします。評価項目は、別途協定において定めます。 

  （ア）利用者等により、施設運営に関する意見を聴取するものとします。 

  （イ）施設運営に関して適宜自己評価を行います。 

イ 指定管理業務に係るモニタリング等 
 横浜市は、指定管理業務について、管理の基準、管理運営業務基準等に従って適切に管理し

ているかどうかのモニタリングを行い、必要があるときは、関係書類の閲覧又は提出を求める

ことができます。実施時期や項目については、別途協定において定めます。 

 なお、モニタリングの結果、指定管理者の行う業務が横浜市の求める水準に達していないと判

断した場合、横浜市は、業務の改善等必要な指示を行い、改善がみられない場合は、業務の停止、

指定の取消しを行います。 

ウ 第三者評価の実施 
 横浜市では、客観的な視点からの評価を受けることで、指定管理者が自ら必要な業務改善を

行い、サービスの質の向上等を図ることを目的として、第三者評価の受審を指定管理者の義務

としています。 
 港湾関係厚生施設に関する第三者評価は、横浜市が定めた共通評価基準に基づき評価を受け

るものとし、これらの結果を公表します。 
エ 業務の基準を満たしていない場合の措置 
 横浜市は、指定管理者の業務が基準を満たしていないと判断した場合、指定管理者が必要な 
改善措置を講じるよう指示を行います。それでも改善が見られない場合、横浜市は地方自治法

第 244 条の 2 第 11 項に基づき、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部もしくは

一部を停止する場合があります。 
 この場合、横浜市に生じた損害は指定管理者が賠償するものとします。また、指定管理者は、

次期指定管理者が円滑かつ支障なく管理運営を行うことができるように、必要な引継ぎを行う

ものとします。 
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オ 施設利用者のアンケートの実施 

 指定管理者は、施設の適切な利活用、施設利用者の利便性の向上等の観点から、アンケート

等適当な手段により、意見、苦情等を徴取し、その結果及び業務改善への反映等について横浜

市に報告するものとします。 

カ 帳簿書類等の提出 

 監査委員等が監査等をするため必要があると認める場合、指定管理者に対して帳簿書類その

他の記録の提出を求める場合があります。 

 (5) その他 

ア 他の港湾関係厚生施設との連携 

直営施設及び他の民間設置の港湾関係厚生施設と連携し、運営会議等を開催し、出席を求め

る場合があります。 

イ 諸届 

飲食物の販売など、諸届を必要とする場合には、指定管理者が手続きを行うものとします。 

ウ 服務 

 港湾関係厚生施設に従事する職員は、利用者に施設職員とわかるように、名札を着用します。 

エ 法令の遵守等  

業務を遂行するうえで、関係する法令等を遵守するものとします。 
なお、指定期間中にこれらの法令等に改正があった場合は、改正された内容とします。 

＜主な関連法令＞ 
（ア）地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号） 
（イ）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号） 
（ウ）港湾法（昭和 25 年法律第 218 号） 
（エ）港湾法施行令（昭和 26 年政令第 4 号） 
（オ）横浜市港湾施設使用条例（昭和 22 年 9 月条例第 49 号） 
（カ）横浜市港湾施設使用条例施行規則（昭和 26 年 2 月規則第 3 号） 
（キ）横浜市行政手続条例（平成 7 年 3 月条例第 15 号） 
（ク）個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号） 
（ケ）横浜市個人情報の保護に関する条例（平成 17 年２月条例第６号） 
（コ）労働関係法令（労働基準法、労働組合法、労働安全衛生法、 低賃金法等） 
（サ）施設、設備の維持保全関係法令（建築基準法、消防法、電気事業法、水道法、建築物にお

ける衛生的環境の確保に関する法律等） 
（シ）環境法令等（エネルギーの使用の合理化に関する法律、地球温暖化対策の推進に関する法

律等） 
＜その他横浜市の計画、施策等＞ 
（ア）横浜港港湾計画 
（イ）横浜市港湾局運営方針 
オ 個人情報の保護について 
 指定管理者が管理業務を実施するにあたっては、「横浜市個人情報の保護に関する条例」（平

成 17 年 2 月横浜市条例第 6 号）の規定が適用され、個人情報の保護に関する法令等を遵守し、

個人情報を適正に取り扱うものとします。 
 また、横浜市等が実施する個人情報保護に関する必要な研修に参加するとともに、従事者に

対して必要な研修を行うものとします。 
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カ 文書の取扱規程の整備 
 指定管理者が業務に伴い作成、又は受領する文書等は、横浜市行政文書管理規程、同運用通

知に準じ、別途文書の管理に関する規程等を定め、適正に、管理及び保存する。また、指定期

間終了時に、横浜市の指示に従って引き渡します。 
キ 守秘義務 
 指定管理者は、施設の管理を行うにあたり、業務上知り得た内容を第三者に漏らすなど、自

己の利益のために使用してはならない。指定管理業務を行う指定期間が終了した後も同様とし

ます。 
ク 区分経理、会計体制の確立 

 会計帳簿を整備し、区分経理、会計体制を確立し、適正な公金管理を行います。 
ケ 施設、備品管理体制の確立 
 施設、備品の管理について、台帳等を整え、適正に管理します。 

コ 情報公開の実施について 
 指定管理者が管理業務を実施するにあたり、横浜市に準じた情報公開の対応を行う。「横浜市

の保有する情報の公開に関する条例」（平成 12 年 2 月横浜市条例第 2 号）の趣旨に則り横浜市

が別途示す「標準規程」に準拠して、指定管理者が「情報公開規程」を作成し、それに基づき、

情報開示請求等に対して適切に対応するものとします。 
サ 業務の委託 
 指定管理者は、業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせては

なりません。業務の一部について、あらかじめ横浜市が認めた場合はこの限りではありません。 
 その場合、横浜経済の活性化及び市内企業育成のため、横浜市内の中小企業（横浜市内に主

たる事業所が有る企業）の活用に努めてください。 
 また、次の業務は、第三者に委託することはできません。 
 ①施設の使用許可に係る業務 
 ②関係機関、関係団体等との調整業務 
 ③災害又は緊急時の対応業務 
 上記以外の業務を第三者に委託する場合には、その内容について、あらかじめ横浜市の承認

を得なければなりません。なお、業務の全部又は主要な部分を第三者に委託し、請け負わせる

ことはできません。 
シ 業務に必要な物品の調達 
 指定管理者の行う事業の遂行上必要な物品の一部については横浜市が貸し付けるものとしま

す。 
ス 環境への配慮 
 「横浜市脱温暖化行動方針（ＣＯ－ＤＯ30）」による温室効果ガスの削減や「横浜Ｇ３０プ

ラン」によるごみ排出量の削減など、地球環境に配慮する横浜市の施策や事業に対して、積極

的に取り組み協力するものとします。 
セ 事業の継続が困難となった場合の措置 
（ア）指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 
  横浜市は地方自治法第 244 条の２第 11 項に基づき、指定の取り消しをすることができる 
 ものとします。その場合は横浜市に生じた損害は指定管理者が賠償するものとします。また、 
 指定管理者は、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の管理運営業務を遂行できるよう、 
 次期指定管理者に対して引継ぎを行います。 
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（イ）当事者の責めに帰することができない事由による場合 
  横浜市及び指定管理者双方の責めに帰すことができない事由により、事業の継続が困難に

なった場合は、事業継続の可否について協議します。 
ソ 協定書の解釈に疑義が生じた場合等の措置 
 協定書の解釈に疑義が生じた場合又は協定書に定めのない事項が生じた場合については、横

浜市と指定管理者は誠意を持って協議します。 
タ 公租公課 
 指定管理者は法人に係る市民税等の納税義務者となる可能性があるので、総務局主税部法人

税務課、所轄の県税事務所及び税務署に問合せを行ってください。 
チ 施設情報の定期的報告  
 施設、設備の維持保全の状況について、指定管理者が確認し、横浜市に報告します。確認及

び報告は、横浜市が平成 22 年４月に策定した「維持保全の手引き」及び「施設管理者点検マ

ニュアル」に基づき行うものとします。 
ツ 災害等発生時の対応 
 危機発生時の状況によっては、随時、施設に協力を求める可能性があり、指定管理者はそれ

に協力するよう努める義務があるものとします。 
チ その他 

その他、記載のない事項については、横浜市と協議を行います。 
 
３ リスク分担 
 指定管理業務に係る指定管理者と横浜市の主な責任分担は以下に示す「責任分担表」のとおりと

します。 
 なお、指定管理者と横浜市の責任分担に疑義がある場合又は責任分担表に定めのない責任が生じ

た場合は、双方協議の上、責任分担を決定するものとします。 
 

    〈責任分担表〉 
 

負担者 
リスク 
の種類 

リスクの内容 
市 

指定 
管理者 

分担 
（協議）

収支計画に多大な影響を与えるもの ○   
物価変動 

それ以外のもの  ○  
資金調達不能による管理運営の中断等  ○  

資金調達 
金利上昇による資金調達費用の増加  ○  

法令等変更 管理運営に直接影響する法令等の変更   ○ 

消費税(地方消費税を含む)の税率等の変更   ○ 
法人税、法人住民税の税率等の変更  ○  
事業所税の税率等の変更   ○ 

税制変更 

それ以外で管理運営に影響するもの   ○ 
横浜市が取得すべき許認可等が取得、更新されないこと

によるもの 
○   

許認可等 
指定管理者が取得すべき許認可等が取得、更新されない

ことによるもの 
 ○  
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横浜市の政策による期間中の変更 ○   管理運営内

容の変更 指定管理者の発案による期間中の変更   ○ 

市会議決 指定の議決が得られないことによる管理運営開始の延期  ○  
大規模な外的要因による需要変動   ○ 

需要変動 
それ以外のもの  ○  
横浜市に帰責事由があるもの ○   
指定管理者に帰責事由があるもの  ○  

管理運営の

中断、中止 
それ以外のもの   ○ 
指定管理者に帰責事由があるもの  ○  
指定管理者が設置した設備、備品  ○  

施設等の 
損傷 

それ以外のもの   ○ 
横浜市に帰責事由があるもの ○   
指定管理者に帰責事由があるもの  ○  利用者等へ

の損害賠償 横浜市と指定管理者の両者、又は被害者、他の第三者等

に帰責事由があるもの 
  ○ 

審査要項等 審査要項等の瑕疵、不備に基づくもの ○   

不可抗力による施設、設備の復旧費用 ○   
不可抗力※ 

不可抗力による管理運営の中断   ○ 
※不可抗力：暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、戦乱、内乱、テロ、侵略、

暴動、ストライキなど 
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【厚生センター】 

 

４ 基本となる指針 

 (1) 施設の理念 

 港湾関係厚生施設は、港湾法第１２条第１２項の福利厚生を増進するための施設に該当します。 
 当該施設は、休憩施設、食堂、衛生施設等が、港湾労働者の就業環境及び港湾作業効率の向上

を図るために港の近くに整備されています。 
 (2) 港湾関係厚生施設の内容等 

施設名 所在地 

管理施設 

大黒ふ頭厚生センター 横浜市鶴見区大黒ふ頭 1 

鉄筋コンクリート造2階建 2,146㎡ （休憩所（食堂）、売店、事務所）  

横浜市港湾労働会館 横浜市中区海岸通 1-1 

鉄筋コンクリート造5階建 1,840㎡ （休憩所（食堂）、会議室、多目的ホール、事務所、理容室）

山下ふ頭港湾厚生センター 横浜市中区山下町 279-1 地先 

鉄筋コンクリート造2階建 3,274㎡（休憩所（食堂）、事務所、給食センター、喫茶室、売店、理

容室） 

港湾労働者本牧ふ頭厚生施設 横浜市中区本牧ふ頭 1-1 

鉄骨造平屋建 254㎡（休憩所（食堂）） 

本牧ふ頭Ｂ突堤厚生施設 横浜市中区本牧ふ頭Ｂ突堤７号上屋 

鉄骨造平屋建 167㎡（休憩所（食堂）、売店） 

 (3) 対象施設の供用時間 

   対象施設の供用時間は、利用者等の実績を踏まえ、協議するものとします。 

 

５ 福利厚生推進事業に関する業務の基準 

  港湾労働者の福利厚生事業として、以下のとおり実施していきます。 

 (1) 福利厚生推進に関する業務の基準 

  ア 福利厚生推進に関する各種事業 

  （ア）多様化する福利厚生に関する課題に応え、その具体的解決に向けた様々な事業を企画及び 

    実施。 

  （イ）利用者の福利厚生に関するニーズに応え、施設利用者に密着した事業を企画及び実施。 

  （ウ）利用者の自主的な活動と協働して事業を企画及び実施。 

  イ 利用者の福利厚生推進に関する自主的活動の支援と場の提供。 

  （ア）利用者の自主的な活動の場として、より利用しやすい施設運営。 

  （イ）利用者、事業者が自ら研修などの活動を行う際には、内容の提案から資料、機材の提供な 

    どの支援。 

 

６ 福利厚生施設の運営に関する業務の基準 

 (1) 利用者の福利厚生に関する活動のための施設の提供 

ア 施設の開館日等 

  原則として月曜日から土曜日までとします。（保守点検等施設の安全性を確保するために必 

 要な場合や利用状況等を考慮して休館することができます。） 
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 (2) 施設の使用許可に関する業務 

  ア 施設の使用許可 

 施設の使用許可申請の受付、許可を行います。なお、使用許可申請時には、使用者からの相

談を受け付けます。 

 また、業務の開始にあたっては、現に港湾関係厚生施設（厚生センター）を使用している使

用者の継続利用を妨げないものとします。使用者に関する情報は、使用者の同意を得て、指定

期間終了時には次期指定管理者に引き継ぐものとします。 

  イ 施設の利用調整等 

  （ア）利用者が施設を利用していく上で、必要な調整、指導、助言。  

  （イ）受付には、１名以上を常駐又は派遣し、利用者へのサービスに支障なく対応できる体制。 

  （ウ）各種利用のための書類、及び利用者に対する利用の手引き等を作成。 

  （エ）必要に応じ、電話による問い合わせ、施設見学等への対応。 

 

７ 福利厚生施設の管理に関する業務の基準 

 施設を適切な状態で管理運営していくために必要な維持管理業務を経費節減と中長期的な費用対

効果の向上を基準として常に精査し、効率的な業務推進を図ります。 

 横浜市が別に定める「維持保全の手引き」「施設管理者点検マニュアル」を参照し、施設、設備の

点検（関係法令に則った法定点検、機能維持点検及び巡回、確認）を実施し、適切な施設利用が可

能かどうかを把握します。施設、設備の破損又は汚損が発生した場合には、必要に応じて速やかに

横浜市に報告するとともに、協議のうえ必要な措置を講じるものとます。 
 また、建築基準法第１２条に基づく特殊建築物の定期点検（建築物は 3 年に 1 回、建築設備は１

年に１回）を行います。 
 (1) 施設及び設備の保守管理に関する業務 

 施設を適切な状態で管理運営していくために必要な維持管理業務を経費節減と中長期的な費用

対効果の向上を基準として常に精査し、効率的な業務推進を図ります。 

 ア 建築物の保守管理 

 建築物について、仕上げ材の浮き、ひび割れ、はがれ、かび等の発生がない状態を維持し、

かつ美観を維持。 

 イ 建築設備の保守管理 

（ア）建築設備は、日常点検、法定点検、定期点検等を行い、性能を維持。 

（イ）点検は、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」（ 新版）も適用。 

（ウ）電気事業法上の電気主任技術者業務を行います。（大黒ふ頭厚生センター、横浜市港湾労働 

   会館） 

 （エ）高圧受電施設を有する施設については、月例点検及び年次点検。（大黒ふ頭厚生センター、 

   横浜市港湾労働会館、山下ふ頭港湾厚生センター） 

 ウ 備品等の保守管理 

  （ア）施設の運営に支障をきたさないよう諸室の備品の管理。 

  （イ）破損、不具合等が発生した時には速やかに報告。 

 (2) 環境維持管理業務 

 施設の環境を維持し、快適な環境を保つため、日常清掃、定期清掃を組み合わせた清掃業務を

適切に行います。 

 ア 施設の清掃業務（ゴミ収集処理を含む） 

  （ア）施設内の日常清掃（土曜、日曜、祝日を除く毎日実施） 

  （イ）定期清掃（月１回実施） 
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  イ 施設の衛生管理業務 

 （ア）建築物環境衛生管理技術者による調査（月１回、山下ふ頭港湾厚生センター） 

 （イ）空気環境測定業務（２か月に１度、山下ふ頭港湾厚生センター） 

 （ウ）貯水槽の定期清掃（３か月に一度）、定期検査業務（年１回、山下ふ頭港湾厚生センター、 

   横浜市港湾労働会館） 

 （エ）浄化槽の定期清掃（３か月に一度）、定期検査業務（年１回、大黒ふ頭厚生センター） 

 （オ）水質検査（20 項目、15 項目、山下ふ頭港湾厚生センター） 

 （カ）便所害虫駆除業務（月１回） 

  （キ）施設内害虫駆除（６か月に１度、横浜市港湾労働会館） 

  （ク）防虫、防鼠駆除（６か月に１度、大黒ふ頭厚生センター） 

  （ケ）施設内の除草、殺虫作業（年１回、大黒ふ頭厚生センター） 

 （コ）排水管の定期清掃（１年に１度） 

  ウ 施設の小破修繕の範囲について 

 施設、設備、備品等の小破修繕は、毎年度ごとに決定する指定管理料の範囲内で建築物、建

築設備（機械設備、電気設備）、その他の管理区域内の施設に関わる不具合対応の小破修繕を行

うものとします。（消耗部品の交換も含む。） 
 指定管理料を超える修繕への対応は、横浜市と別途協議します。 
 なお、以下の範囲中、原因者がいる場合には、原因者に現状復帰させるように指導するもの

とします。 
 （ア）建築関係 

ａ建具（付属金物、ガラス等の取替を含む）の修繕 

ｂシャッター（金物等の取替を含む）の修繕 

ｃ自動ドア（付属品等の取替を含む）の修繕 

ｄ軒樋、縦樋（管、集水器、金物等の部分的な取替を含む）の修繕 

ｅ内装（床、壁、天井仕上げ等の補修、塗装等）の修繕 

ｆ建物の外構等（犬走、雨水第一桝及び蓋、U字溝及び蓋等）の修繕 

ｇ備品(カーテン、ブラインド等)の修繕 

ｈその他これらに類する修繕 

  （イ）電気関係 

ａ大黒ふ頭厚生センター、横浜市港湾労働会館 

     電気事業法上の電気主任技術者業務を含め全ての維持管理及び修繕 
    ｂ山下ふ頭港湾厚生センター 

     受変電設備の年次点検を含む全ての維持管理及び修繕 
   ｃ港湾労働者本牧ふ頭休憩所、本牧ふ頭Ｂ突堤７号上屋付属休憩所 

     低圧受配電盤を含む全ての維持管理、修繕 

   ｄその他これらに類する修繕 

 （ウ）機械設備関係 

 ａ対象は建築設備に係わる不具合対応、修繕 

 ｂ空気調和設備（配管も含む）の修繕 

 ｃ給排水衛生設備（配管も含む）の修繕 

 ｄ浄化槽設備（配管も含む）の修繕 

 ｅ搬送設備（エレベータ）の修繕 

 ｆ消防設備（配管も含む）の修繕 

 ｈその他これらに類する修繕 
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 ｉ各種消耗品の購入、交換 

  オ 施設及びオイルタンクの点検業務（法定点検及び定期的な点検を含む） 

   (ア）施設の保守点検業務 

ａ消防設備（全施設） 

ｂ自家用電気工作物点検（山下ふ頭港湾厚生センター、大黒ふ頭厚生センター、横浜市港湾 

労働会館） 

ｃシャッター点検（大黒ふ頭厚生センター、横浜市港湾労働会館） 

ｄ自動ドア点検（大黒ふ頭厚生センター、横浜市港湾労働会館） 

ｅ乗用昇降機点検（大黒ふ頭厚生センター、横浜市港湾労働会館） 

ｆ緑地保全（大黒ふ頭厚生センター） 

ｇ空気調和設備（大黒ふ頭厚生センター、横浜市港湾労働会館） 

ｈ小規模受水槽点検（横浜市港湾労働会館） 

ｉその他これらに類する点検 

  （イ）消防設備及びオイルタンクの点検業務 

ａ防火管理者の選任（横浜市の指名する者の防火管理者資格（甲種）取得及び防火管理者と

しての選任） 

ｂ火気の使用又は取り扱いに関する監督 

ｃ消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備 

ｄ避難又は防火管理上必要な構造及び設備の維持管理 

ｅ放火されにくい環境づくり及び使用者への指導 

ｆオイルタンクの設備点検 

ｇその他防火管理上必要な業務 

  カ 施設の保安警備業務 

    施設の夜間巡回警備の実施（毎日実施） 

  キ 施設の施錠及び鍵の管理業務 

    施設の出入口の施錠確認及び使用者と指定管理者間の鍵の受け渡し等の管理業務 

 

８ 福利厚生施設の運営に関する業務基準 

 (1) 港湾労働者の福利厚生推進に関する業務 

ア 利用者ニーズの把握、調査 

イ 社会状況や利用者ニーズに対応した、新たな福利厚生事業の企画、実施 

 (2) 施設の使用に関する業務統計書の作成 

 指定管理者は以下の日報を作成するものとします。書式、記載内容は協定において定めます。 

ア 出納簿 

イ 港湾厚生施設使用状況調書 

ウ 港湾厚生施設修理状況調書 

エ 港湾厚生施設火気取締簿 

オ 受託財産管理台帳（横浜市港湾労働会館） 

カ 鍵保管簿（横浜市港湾労働会館） 

   指定管理者は以下の月報を作成すること。書式、記載内容は協定において定めます。 

キ 業務処理状況報告書 
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【共同住宅】 
 

９ 基本となる指針 

 (1) 施設の理念 

   港湾関係厚生施設は、港湾法第１２条第１２項の福利厚生を増進するための施設に該当します。 
 当該施設（共同住宅）は、港湾労働者の就業環境及び港湾作業効率の向上を図るため、就労場

所である港の近くに安価な住宅を提供するために整備されています。 
 (2) 港湾関係厚生施設の内容等 

施設名 所在地 

管理施設 

港湾労働者共同住宅第２新山下寮 横浜市中区新山下町 1-17-10 

鉄筋コンクリート造3階建 453㎡（単身者用18戸、共同シャワー） 

 

10 福利厚生推進事業に関する業務の基準 

港湾労働者の福利厚生事業として、以下のとおり実施していきます。 

 (1) 入居者管理事務に関する業務の基準 

ア 入居者に対する使用許可に関する業務 

 入居者からの使用許可申請の受付、許可を行います。なお、使用許可の申請受付時に入居者

からの相談を受け付けます。 

イ 入居者の利用調整 

（ア）入居者が施設を利用していく上で、必要な調整、指導、助言を行います。 

（イ）受付には、１名以上を常駐又は派遣し、入居者へのサービスに支障なく対応できる体制と 

  します。 

（ウ）各種利用のための書類及び利用者に対する利用の手引き等を作成するものとします。 

 

11 住宅施設及び共同施設の管理に関する業務の基準 

 施設を適切な状態で管理運営していくために必要な維持管理業務を経費節減と中長期的な費用対

効果の向上を基準として常に精査し、効率的な業務推進を図ります。 

 横浜市が別に定める「維持保全の手引き」「施設管理者点検マニュアル」を参照し、施設、設備の

点検（関係法令に則った法定点検、機能維持点検及び巡回、確認）を実施し、適切な施設利用が可

能かどうかを把握します。施設、設備の破損又は汚損が発生した場合には、必要に応じて速やかに

横浜市に報告するとともに、協議のうえ必要な措置を講じるものとします。 
 また、建築基準法第１２条に基づく特殊建築物の定期点検（建築物は 3 年に 1 回、建築設備は１

年に１回）を行います。 
(1) 施設及び設備の保守管理に関する業務 

ア 施設設備の保守管理 

 施設設備（建築設備、電気設備、機械設備等）は、日常点検、法定点検、定期点検等を行い、

性能を維持します。 

（ア）共同部分の鍵の保管 

  （イ）施設周辺の清掃業務 

イ 建設設備の保守管理 

 （ア）建築設備は、日常点検、法定点検、定期点検等を行い、性能を維持。 

（イ）点検は、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」（ 新版）の適用。 
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ウ 備品等の保守管理 

（ア）施設の運営に支障をきたさないよう諸室の備品の管理。 

（イ）破損、不具合等が発生した時は速やかに報告。 

(2) 環境維持管理業務 

 施設の環境を維持し、快適な環境を保つため、日常清掃、定期清掃を組み合わせた清掃業務を

適切に行います。 

ア 施設の清掃業務（ゴミ収集処理を含む） 

（ア）施設内及び施設周辺の日常清掃（土曜、日曜、祝日を除く毎日実施） 

（イ）定期清掃（１か月に１度） 

イ 施設の衛生管理業務 

（ア）建築物環境衛生管理技術者にかかる業務全般 

（イ）施設内のゴミの搬出 

（ウ）貯水槽の清掃（６か月に一度） 

（エ）排水管清掃（１年に１度） 

（オ）衛生管理備品の点検、補充（１か月に１度） 

ウ 施設の小破修繕 

 施設、設備、備品等の小破修繕は、毎年度ごとに決定する指定管理料の範囲内で建築物、建

築設備（機械設備、電気設備）、その他の管理区域内の施設に関わる不具合対応の小破修繕を行

うものとします。（消耗部品の交換も含む。） 
 指定管理料を超える修繕への対応は、横浜市と別途協議します。 
 なお、以下の範囲中、原因者がいる場合には、原因者に現状復帰させるように指導するもの

とします。 
（ア）建築関係 

 ａ建具（付属金物、ガラス等の取替を含む）の修繕 

 ｂ軒樋、縦樋（管、集水器、金物等の部分的な取替を含む）の修繕 

 ｃ内装（床、壁、天井仕上げ等の補修、塗装等）の修繕 

 ｄ建物の外構等（犬走、雨水第一桝及び蓋、U字溝及び蓋等）の修繕 

   ｅ備品(カーテン、ブラインド等)の修繕 

   ｆその他これらに類する修繕 

（イ）電気関係 

 ａ低圧受配電盤を含む全ての維持管理、修繕 

 ｂその他これらに類する修繕 

（ウ）機械設備関係 

 ａ対象は建築設備に係わる不具合対応、修繕 

 ｂ空気調和設備（配管も含む）の修繕 

 ｃ給排水衛生設備（配管も含む）の修繕 

 ｄ消防設備（配管も含む）の修繕 

 ｅその他これらに類する修繕 

 ｆ各種消耗品の購入、交換 

エ 施設の保守点検等（法定点検及び定期的な点検を含む） 

（ア）消防用設備点検（６か月に１度） 

（イ）小規模受水槽点検 

 （ウ）その他これらに類する点検 
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オ 防火管理に関する業務 

（ア）防火管理者の選任（横浜市の指名する者の防火管理者資格（甲種）取得及び防火管理者 

 としての選任） 

（イ）防火対象物点検資格者取得及び防火対象物点検資格者としての選任 

  （ウ）防火対象物点検資格者による防火対象物定期点検 

  （エ）火気の使用又は取り扱いに関する監督 

  （オ）消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備 

  （カ）避難又は防火管理上必要な構造及び設備の維持管理 

（キ）「防火管理者の受託を業とする法人等の教育担当者のための講習会」を受講した担当者によ 

    る教育の定期的な実施 

  （ク）放火されにくい環境づくり及び入居者への指導  

  （ケ）消火、通報及び避難訓練の実施 

  （コ）その他防火管理上必要な業務が行われているかの確認 

 

12 住宅施設の運営に関する業務の基準 

(1) 港湾労働者共同住宅事業に関する業務 

 入居者ニーズの把握、調査 

(2) 施設の使用に関する業務統計書の作成 

指定管理者は、以下の日報を作成すること。書式、記載内容は協定において定める。 

ア 出納簿 

イ 使用料現金領収日計表 

ウ 共同住宅使用許可願書綴 

エ 港湾厚生施設使用状況調書 

オ 港湾厚生施設修理状況調書 

カ 港湾厚生施設火気取締簿 

キ 業務処理状況報告書 


