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特記仕様書（公募） 

西宮市運動施設指定管理者業務特記仕様書 

【公募】 
 

※本仕様に定めのない事項については、その都度双方協議のうえ実施する。 

 

１ 施設運営管理業務仕様  
 

１．業務概要 

（１）運営管理業務 

  企画調整、開館準備及び閉館作業（大会時等における早朝深夜の開館時間外対応を含む）、受

付・案内業務（端末操作を含む）、運動施設の予約・受付業務、「スポーツネットにしのみや」の

利用登録・更新手続き（有料施設のみ。新たに導入を検討中の登録・更新に伴う各種業務や同じ

く検討中の新規登録・更新料徴収業務を含む）、施設予約等操作に関する応対（※）、電話応対、

苦情対応、物品管理、物品貸出及び返却業務、料金徴収（現金・キャッシュレス決済）及び許可

書の交付、利用促進策の実施、災害時初期対応 等 

 ※必要に応じてタブレット端末などでの応対を検討すること 

（２）維持管理業務  

  施設管理、植栽管理、清掃、安全管理、補修・修繕、照明操作、施設・器具用具等の管理・点

検・整備、施設巡回及び施錠 等 

  また、指定管理エリアが公園内又は、公園に隣接する場合は、必要に応じて公園内の巡回及び

出入口等施設の施錠を行うこと。 

なお、浜甲子園運動公園の屋外トイレは夜間施錠すること。 

（３）駐車場運営・維持管理業務 

 ①駐車場一覧      ※【 】内は公募区分を表す。 

料金 館・駐車場名称 所在地 駐車台数 

無 

料 

【１】今津体育館駐車場 今津真砂町１－４ １０台 

【１】鳴尾体育館駐車場 上田西町４－４３ １０台 

【１】甲武体育館駐車場 上大市５－１３ ２４台 

【３】津門野球場駐車場 津門住江町３ ４７台 

【３】能登運動場駐車場 能登町１４－２６ １９台 

【４】流通東体育館駐車場 山口町阪神流通センター１丁目 ２８台 

【４】流通東テニスコート駐車場 山口町阪神流通センター３丁目 ９台 

【４】山口町船坂多目的グラウンド駐車場 山口町船坂１９５８ ３５台 

【４】塩瀬体育館駐車場（公園北） 東山台５丁目１０－１ １４５台 

【４】塩瀬テニスコート駐車場（公園東） 東山台５丁目 ８０台 

【４】高座山野球場駐車場 名塩高座 １６台 

有 

料 

【２】浜甲子園体育館第１駐車場（東） 枝川町２０ １０８台 

【２】浜甲子園体育館第２駐車場（西）★ 枝川町２０ １５５台 

【３】鳴尾浜臨海野球場駐車場 鳴尾浜１丁目５－２ ５６台 

【３】甲子園浜野球場駐車場 甲子園浜２丁目７ ５０台 

 （注）無料駐車場（北部地区を除く）については、指定管理期間中に有料に変更することもあるため、留意すること（詳細未定） 

 （参考）有料駐車場料金（Ｒ4.4.1 現在） 

   最初の１時間まで 100 円。以降 30 分毎に 100 円。1 日につき 1,000 円を限度とする。大型車は３倍。 
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②開設時間 

   年末年始（施設開館時を除く。）を除き、駐車場は施設利用時間帯の前後３０分を含めた時間を 

  原則とする。ただし、浜甲子園体育館第２駐車場（西）（前ページ表中★）は、12/28 の夜間から 1/4

までの期間、年末年始特別無料開放を実施すること。 

  また、塩瀬の２駐車場（無料）については、協議の上、年末年始期間開放する場合がある。 

 ③駐車場機器    

館・駐車場名称 機器の状況 機器の設置 

鳴尾浜臨海野球場・テニスコート駐車場 リース中 
以下、どちらの方法でも可とする。ただし、機器の

状況によっては、新規導入（更新）を推奨。 

・現有機器の継続使用（この場合、現契約者から地

位承継を受けるなど協議のこと） 

・新規導入 
甲子園浜野球場駐車場 リース中 

浜甲子園体育館駐車場（東） リース中 Ｒ４年度までは市がリースしている。再リース 2年

目のため、指定管理者にて新規導入すること。 浜甲子園体育館駐車場（西） リース中 

   （注）全有料駐車場の消耗品類（駐車券・定期券・サービス券等）は各指定管理者で用意すること。 

   ※無料駐車場有料化の場合、新規の駐車場機器・消耗品類は市が用意する。 
 

 ④業務内容 

  駐車場内及び周辺部の巡回・清掃・各種日常点検、周辺路上駐車への対応、駐車場門扉や通用門 

  （例：分館西側タイマーロック付通用門）の開閉業務、駐車場機器の設置・運用管理・メンテナン 

  ス、駐車場機器による駐車場使用料の徴収・納付作業・定型書式による月次報告、施設・設備等破 

  損時の修繕業務、長期駐車車両・不法投棄物等の発見時の初期対応・市等への報告・警察等関係機 

  関への通報 等            ※指定管理期間中の無料駐車場有料化に留意すること（詳細未定） 

 ⑤大規模大会・イベント時の対応 

  当該大会・イベントのスムーズな運営が図られるよう、また利用者の動線確保や事故発生防止のた 

 め場内整理・安全確保に努め、万全の体制をとること。また、それら目的を達成するために必要な場 

 合は、駐車場開設時間を延長すること。 

  また、大型バスが駐車可能な駐車場については、安全確保確認の上、駐車させること。 

 

２．業務要領 

（１）管理業務 

      管理員は、次に例示する業務を果たし、施設を随時巡回する等必要な処置を取り、施設及び設備 

  の安全・管理保全にあたること。 

  【例示】開館前の目視・触診等による各所の日常点検、盗難・火災予防、不法侵入の退去措置、電 

      灯等電気関係スイッチ及びトイレ・シャワー室等水道栓の点検、ごみ収集、ガス器具・タ 

      バコ等の火気の取締り、各部屋・窓の戸締りの確認 等 

（２）臨機の処置及び報告 

施設・設備等に破損・不備等を発見したときは、すみやかに報告し、急務の処置を必要とする

場合は、直ちに臨機の処置を行うこと。なお、火災・風水害・その他の非常事態が発生したとき

は直ちに、各関係機関へ連絡するとともに、協力して緊急事態・初期対応にあたること。 
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３．職員配置 

  各施設の職員は、おおむね次の基準に基づき配置すること。 

（１）職種 

  ①統括責任者 

   スポーツ施策や指定管理業務に関して幅広い見識を有するとともに、施設全体の経営・運営能力 

  を備え、類似するスポーツ施設における管理運営の実績があること。なお、指定管理者の直接雇用 

  かつ専任の常勤従事者とすること。 

  ②施設責任者 

   スポーツ施設の管理能力・業務遂行に必要な専門的知識があり、主として、施設の管理・運営の 

  責任を担うことができること。 

  ③事業責任者 

   スポーツ教室等の運営能力・業務遂行に必要な専門的知識があり、主として、スポーツ関係等各 

  種教室の運営の責任を担うことができること。 

  ④上記①～③以外の従事者 

   施設整備担当者・事業担当者・受付窓口担当者・会計担当者などの各担当者（従事者）は、それ 

  ぞれの業務を担当すること。（兼務可能） 

  ※上記②・③は、指定管理者の直接雇用かつ専任の常勤従事者であることが望ましい。 

 

（２）最少配置人数 

応募 
区分 館等名称 施設 

①統括 
責任者 

②施設 
責任者 

③事業 
責任者 

窓口対 
応(注) 

兼務の可否 

１ 

今津体育館 体育館（敷地内駐車場含む） 

１ １ １ 

２ 

各区分毎で、 

①と②・ 

①と③・ 

②と③、 

いずれかの 

兼務を可と 

する。 

（実人数２名 

以上必要） 

 

※複数区分で

選定された場

合 、 サ ー ビ ス

低下につなが

らない範囲内

で、①・②・③

それぞれの兼

務について協

議を可とする。 

鳴尾体育館 体育館（敷地内駐車場含む） ２ 

甲武体育館 体育館（敷地内駐車場含む） ２ 

２ 浜甲子園体育館 
体育館・多目的グラウンド２面・テニスコ
ート１３面・野球場３面・駐車場（有料） 

１ １ １ ２ 

３ 

鳴尾浜臨海野球場・
テニスコート 

野球場・テニスコート６面・駐車場（有料） 

１ １ １ 

２ 

津門野球場 野球場（敷地内駐車場含む） １ 

能登運動場 
運動場・管理棟（会議室） 
（敷地内駐車場含む） 

２ 

甲子園浜野球場 野球場・駐車場（有料） １ 

４ 
流通東体育館 

体育館（敷地内駐車場含む）・テニスコート
４面（敷地内駐車場含む）・野球場・多目的
グラウンド２面（敷地内駐車場含む） 

１ １ １ 

２ 

塩瀬体育館 
体育館（敷地内駐車場含む）・テニスコート
４面・高座山野球場（敷地内駐車場含む） 

２ 

（注）開館時間帯に受付窓口で利用者対応にあたることをいう。この人数は目安として、土･日･祝や大会開催時などは必要に 

   応じ追加人員を配置すること。 

【緊急時】連絡網を整備し、緊急事態発生時は、上記①～③またはそれらに準じる者と連絡が取れる体制を構築すること。 

 

 

 

   



4 

特記仕様書（公募） 

４．大規模大会の開催 

  大規模な大会が開催される場合、下記項目に特に留意すること。 

（１）会場内外の案内誘導・整理 

（２）駐輪場及び駐車場の案内誘導・整理 

（３）グラウンド整備 

（４）ごみの回収・処分 

（５）準備・片付け時の対応（早朝・深夜の開館時間外対応を含む） 

 

５．特記事項 

（１）業務において適切な処置ができるよう、日頃から研修すること。 

   特に、電話及び窓口での応対や各種受付等については日頃から研鑽に努めること。 

（２）管理施設に必要な鍵を指定管理者に預託する。指定管理者は、預託された鍵の取扱いと保管につ 

  いては厳重に行うこと。 

（３）勤務中は、名札をつけること。 

 

６．その他 

（１）業務に要する一切の委託費用、消耗品、器材等は、指定管理者の負担とする。 

（２）業務中の事故に起因する賠償等については、一切指定管理者の負担とし、事故の復旧について

は責任をもって速やかに処理するものとする。 

（３）指定管理者は、業務において生じた損害を賠償しなければならない。また、第三者に損害を与

えた場合は、指定管理者の責任において解決しなければならない。 

（４）毎月、市に業務報告すること。 

（５）この仕様書に記載されていない事項であっても、業務に付随して必要と認められることは実施

するものとし、それ以外の事項については、その都度双方協議の上、処理するものとする。 
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２ 管理施設を活用した自主事業業務仕様  

１．業務内容 

  施設の管理運営業務及び公用等での使用などに影響を与えない範囲内において、指定管理者の有す 

 るノウハウを最大限発揮すべく管理する施設を積極的に活用し、スポーツの普及・推進を図るため、 

 各種スポーツ教室など指定管理者の負担と責任において実施すること。 

２．事前調整 

  自主事業は、施設の利用状況や利用者ニーズ等を総合的に考慮して、実施すること。なお、優先的 

 な予約は認めますが、市が指定するスポーツ教室等各種事業で施設を使用する場合があり、内容・使 

 用施設・使用日時等について詳細については別途協議とする。 

３．市の承認 

  自主事業の実施にあたっては、各種スポーツ教室などの事業計画を事前に市に提出し、承認を得る 

 こと。 

４．各種費用負担 

  使用料等は原則有料とします。（自主事業の減免対象は下表による） 

申請団体 減免対象事業 
減 免 率 

施設 
使用料 

器具 
使用料 

冷暖房 

費用 
照明 
使用料 

指定管理者 

指定管理者が主催する自主事業のうち、参加者から受講料等費

用徴収（実費徴収を除く）していないもので、かつ、市が市民スポ

ーツの推進に資すると認めた事業 

１００％ ０％ 

指定管理者が主催する自主事業のうち、参加人数×参加料の合

計が運動施設、器具、照明使用料及び冷暖房費用の合計を下ま

わり、かつ、市が市民スポーツの推進に資すると認めた事業 

５０％ ０％ 

５．申込方法・受講料徴収 

  事業にかかる受講料（参加費）を受講者（参加者）から徴収することを可能とします。ただし、金

額については、市立施設であることから著しく高額とならないよう配慮するとともに、開催日時・開

催種目・近隣自治体及び民間施設での同種事業などを総合的に勘案して適正に決めること。 

  また、インターネット申込みなど非対面（接触）での方法の導入を図るとともに、受講料等の支払

い手段については、現金納付のほかに、振込やクレジットカード・2 次元コード等キャッシュレス決

済を取り入れるなど利用者の利便性を図る方策を検討すること。 

６．事業の選定 

  現在実施されている自主事業については、可能な限りにおいて、新指定管理者は引き継ぐこととす 

 る。施設の利用状況や利用者ニーズ等を総合的に考慮し、特に新規開講については他の利用状況との 

 バランスに十分配慮すること。 

  なお、施設使用範囲（使用施設・日時）等詳細については、別途西宮市と協議することとする。 

７．自動販売機 

  各施設（注）において、目的外使用として自動販売機の設置を認める。この場合、市と協議の上、 

 別途定める行政財産目的外使用料（敷地代）・光熱水費負担金（電気使用料）・自動販売機取扱料【料 

 率改定予定】を市に支払うこととする。ただし、山口町船坂多目的グラウンドの既設１台の電気使用

料については、業者にて電気を引き込み負担しているため、市への支払は不要。 

  なお、各設置場所は既存の設置場所を基本として、協議に応じる。 

   ＜参考＞令和４年度は以下のとおりです。 

    ・敷地代：１台あたり５０～２，３４２円／月 （屋内外の別や土地・建物推定時価により変動） 
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    ・電気使用料：１台あたり２，８００円／月 

    ・取扱手数料：総売上額の９％【料率については別途協議】 

８．その他 

  利用者の利便性に資する物販（レンタル含む）・有料ロッカーの設置・運営等は、市と協議の上、 

 施設の自主事業として可能とする。なお、目的外使用許可申請が必要な場合があります。 

また、スポーツ教室、自動販売機など自主事業に要する経費等をのぞいた利益は指定管理者の収入

としますが、可能な範囲で当該施設の利便性等が向上する施策に充当してください。 
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３ 消防設備保守点検業務仕様  
 

 

 

１．業務内容 

 「消防法」「同法施行令」「同法施行規則」及びこれに基づく公告等に定めるところにより保守点検

を行う。 

（１）各設備が正常に作動するように総合点検（１２ヶ月に１回）及び外観機能点検（６ヶ月に１回） 

  を実施すること。 

（２）機器故障等がある場合には、すみやかに報告し、その処置を行うこと。 

 

２．特記事項 

（１）４の設置状況で、実際と異なる点があれば、すみやかに報告すること。 

（２）点検・検査時において、ベル・サイレン等が鳴動する場合は事前に告知すること。 

 

３．その他 

（１）業務に要する一切の委託費用、消耗品（消火器・消防用ホースを含む）、器材等は、指定管理者 

  の負担とする。［耐用年数が経過した消耗品類については特に注意すること。］ 

（２）業務中の事故に起因する賠償等については、一切指定管理者の負担とし、事故の復旧については 

  責任をもって速やかに処理するものとする。 

（３）指定管理者は、業務において生じた損害を賠償しなければならない。また、第三者に損害を与え 

  た場合は、指定管理者の責任において解決しなければならない。 

（４）作業完了時には報告を受け、必要に応じて市に報告すること。 

（５）この仕様書に記載されていない事項であっても、業務に付随して必要と認められることは実施す 

  るものとし、それ以外の事項については、その都度双方協議の上、処理するものとする。 
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４．設置状況 

館等 

名称 
自動火災報知設備 

非常警 

報装置 
誘導灯 

屋内消火栓 

スプリンクラー 

防排煙 
設備 

避難具 
消
火
器 

１
今
津 

Ｐ－１ １０Ｌ 
 熱３３個  分布型８個 
 煙 8 個   ベル５個 
 発信機３個 

・増幅器 
１台 
・スピーカ 
１式 

小型 
１５台 

 
 

－ 

・操作盤 
  １台 
・煙２個 
・シャッタ
ー１個 

 
 
－ 

 
９本 

１
鳴
尾 

Ｐ－１ １０Ｌ 
 熱２３個  
 煙２４個 ベル５個 
 発信機５個 

 
 

－ 

小型 
１３台 

・加圧送水装置 
  １式 
・消火栓箱 
  ２基 

・操作盤 
  １台 
・煙３個 
・シャッタ
ー３個 

 
 
－ 

 
１２本 

１
甲
武 

Ｐ－１ １０Ｌ 
 煙 4 個  分布型１０個 
 スポット型２１ 
 ベル３個 発信機３個 

・増幅器 
１台 
・スピーカ 
１式 

小型 
 ８台 
 

 
 

－ 

・操作盤 
  １台 
・煙２個 
・防火戸 
  ２個 

 
 
－ 

 
８本 

２
浜
甲
子
園 

・受信機（Ｐ型１級） １
台 
・定温式スポット型感知器 
          ４個 
・煙感知器    ５０個 
・ベル      ８個 
・発信機     ８個 

 
１式 

 
２０台 

 
体育館 
 １階 4 本 
 ２階 4 本 

 
なし 
（換気窓あ
り） 

 
－ 

 
１６本 

３ 
鳴尾
浜 

臨海 

・受信機（Ｐ型２級） １
台 
・差動式スポット型感知器 
         １０個 
・定温式スポット型感知器 
         １個 
・煙感知器  ３個 
・ベル      １個 
・発信機     １個 

・増幅器 
1 台 
・スピーカ 
1 式 

５台 － － － ７本 

３ 

津門 
－ ・スピーカ 

1 式 － － － － ６本 

３ 

能登 
－ 

・ベル 
１個 

・スピーカ 
1 式 

－ － － － ３本 

３ 

甲子

園浜 

－ － － － － － ２本 

４
流
通
東 

・受信機（Ｐ型１級） １
台 
・差動式スポット型感知器 
         １５個 
・差動式分布型感知器８個 
・煙感知器 イオン化式２
個 
・ベル 2 個・発信機 2 個 

 
１式 

４台 
 大１ 
 中３ 

 
 

－ 

 
 
－ 

 
 
－ 

 
8 本、 

(野)1 本 

４
塩
瀬 

 
・Ｐ型１級２０回線 
・熱５個   煙２７個 
・煙分離２個 ベル４個 
・発信機４個 

 
１式 

 
小型 
 ８台 
 

・加圧送水装置 
  １式 
・消火栓箱 
  ４基 

 
－ 

避 難 は
しご（会
議室２、
軽 ス ポ
ーツ室）
計２台 

１２本、 
(野)２本、
(テ)2 本 
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４ 自動扉保守点検業務仕様  
 

１．設置状況 

区分 館等名称 型式 台数 

１ 

今津体育館 ナブコ ＤＳ－７５型 １ 

鳴尾体育館 ナブコ ＤＳ－７５型 １ 

甲武体育館 ナブコ VS－８５D 型 
 １ 

２ 浜甲子園体育館 ナブコ ＤＳＮ－７５D 型 １ 

３ 

鳴尾浜臨海野球場・テニスコート 三和シャッター Ｍ－３３０ＳＲ型 １ 

津門野球場 ― ― 

能登運動場 ナブコ ＤＳ－６０Ｓ型 １ 

甲子園浜野球場 ― ― 

４ 
流通東体育館 ナブコ ＶＳ－８５Ｄ型 1 

塩瀬体育館 ナブコ ＶＳ－8５Ｄ型 ２ 
 

２．業務内容 

（１）自動扉の保守点検を定期的に行い､常に正常な状態で作動するよう調整・整備すること。 

（２）事故、故障等を未然に防止するため、点検により不良と判断された消耗品は取り替えること。 

（３）故障等不調時には、点検・整備・部品交換等を行うこと。 

 

３．その他 

（１）業務に要する一切の委託費用、消耗品、器材等は、指定管理者の負担とする。 

（２）業務中の事故に起因する賠償等については、一切指定管理者の負担とし、事故の復旧については 

  責任をもって速やかに処理するものとする。 

（３）指定管理者は、業務において生じた損害を賠償しなければならない。また、第三者に損害を与え 

  た場合は、指定管理者の責任において解決しなければならない。 

（４）作業完了時には報告を受け、必要に応じて市に報告すること。 

（５）この仕様書に記載されていない事項であっても、業務に付随して必要と認められることは実施す 

  るものとし、それ以外の事項については、その都度双方協議の上、処理するものとする。 
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５ 空調設備保守点検業務仕様  
 

 

１．主要設置状況 

 

区分 館等名称 寸法・形状 型番・型式 台数 

１ 

今津体育館 
（軽スポーツ室） 

（会議室） 

 
天井埋込ダクト形 
天井吊形 

日立 
RPI-AP140SH2 
RPC-AP63SH2 

 
５ 
１ 

 ※その他に事務室・更衣室・小体育室等に業務用または家庭用エアコン設置あり。 

鳴尾体育館 
（軽スポーツ室） 

（事務室） 

 
天井カセット形 
天井カセット形 

三菱電機 
PLZ-ERP80BE 
PLZ-ERP80BE 

 
３ 
１ 

 ※その他に会議室・更衣室等に業務用または家庭用エアコン設置あり。 

甲武体育館 
（軽スポーツ室１・２） 

 

 
天井カセット形 
天井カセット形 

 
ﾀﾞｲｷﾝ 
FHCP80EN 
ﾀﾞｲｷﾝ 
FHCP80EN 

 
２ 
３ 

 ※その他に事務室・会議室・更衣室等に業務用または家庭用エアコン等設置あり。 

２ 

 
浜甲子園体育館 

 
（アリーナ南西） 
（アリーナ南東） 
（アリーナ北東） 
（アリーナ北西） 

（アリーナ送風機） 
（１・２階ロビー） 

（2 階会議室１） 
（2 階会議室２） 

（1 階事務室） 
（1 階放送室） 
（２階機械室） 

 
 
  
 
 

 
床置形 
床置形 
床置形 
床置形 
１１ｋｗ・７．５ｋｗ 
天井カセット形 
天井カセット形 
天井カセット形 
壁掛形 
壁掛形 
モーター 
ファン 
ファン 
 

ﾀﾞｲｷﾝ FVP140BA 
   FVP140DD 
   FVP140DD 
   FVP140DD 
 
FHCP140EC 
FHCP112AB 
FHCP140EC 
FAP63DD 
F25GTNS-W7 
BM-DBF 
FY-33FKS-A 
FY-36FKS-A 

１ 
１ 
１ 
１ 
２ 
２ 
１ 
１ 
１ 
１ 
４ 
２ 
２ 

 ※その他に事務室・放送室・更衣室等に業務用または家庭用エアコン設置あり。 
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区分 館等名称 寸法・形状 型番・型式 台数 

３ 

鳴尾浜臨海野球場・ﾃﾆｽｺｰﾄ管理棟 
 ※玄関ロビー（壁掛）・男女更衣室（壁掛）・事務室(天ｶｾ)・審判室（壁掛）・休憩室（壁掛）に 
  業務用または家庭用エアコン設置あり。 

津門野球場 
 ※事務室（壁掛）・本部席（壁掛）に業務用または家庭用エアコン設置あり。 

能登運動場 
 ※事務室（壁掛）・玄関ロビー（床置形）・会議室２台（床置形）・女子更衣室（壁掛）に業務用 
または家庭用エアコン設置あり。 

甲子園浜野球場 
 ※事務室（壁掛）・本部席（壁掛）・男女更衣室（壁掛）に業務用または家庭用エアコン設置あり。 

４ 

流通東体育館（事務室・会議室（天井埋込型）・更衣室等に業務用または家庭用エアコン設置あり。） 

塩瀬体育館 
（1 階事務室） 

（2 階会議室１） 
（2 階会議室２） 
（軽スポーツ室） 

 
ツイン天井カセット 
天井カセット 
ツイン天井カセット 
ツイン天井カセット 

 
SZRC112BAD 
SZRC80BAD 
SZRC140BAD 
RC1-AP224SHG8 

 
２ 
１ 
２ 
３ 

※その他に体育館更衣室・テニスコート・野球場管理棟に業務用または家庭用エアコン等設置あり。 
 

２．保守業務内容 

（１）空調設備稼動期間に正常に作動するよう点検・整備（室内機・室外機・配管等）を行い、点検・ 

  整備結果をまとめること。また、必要に応じて市に報告すること。 

（２）フロン排出抑制法（Ｈ27.4.1 施行）等の法令に基づき、点検を実施すること。なお、当該定期点 

  検の対象となる第一種特定機器のうち圧縮機の定格出力が 7.5kW 以上の機器は、中央体育館玄関ロ 

  ビーに設置している。   

（３）汚れや運転状況に応じてフィルタ清掃を適宜実施し、省エネ運転を心がけること。 

（４）故障等の異常があった場合には、直ちに技術員等により正常に作動するよう補修にあたること。 

 

３．その他 

（１）業務に要する一切の委託費用、消耗品、器材等は、指定管理者の負担とする。 

（２）業務中の事故に起因する賠償等については、一切指定管理者の負担とし、事故の復旧については 

  責任をもって速やかに処理するものとする。 

（３）指定管理者は、業務において生じた損害を賠償しなければならない。また、第三者に損害を与え 

  た場合は、指定管理者の責任において解決しなければならない。 

（４）作業完了時には報告を受け、必要に応じて市に報告すること。 

（５）この仕様書に記載されていない事項であっても、業務に付随して必要と認められることは実施す 

  るものとし、それ以外の事項については、その都度双方協議の上、処理するものとする。 

 



12 

特記仕様書（公募） 

６ 機械警備業務仕様  
 

１．対象施設 

区分 館等名称 

１ 今津体育館・鳴尾体育館・甲武体育館 

２ 浜甲子園体育館 

３ 鳴尾浜臨海野球場テニスコート・能登運動場・甲子園浜野球場 

４ 流通東体育館・塩瀬体育館 
 

２．警備時間    

（１）規定された使用（開館）時間をのぞき、無人となる時間帯とすること。 

（２）12 月 29 日から翌年 1月 3日迄及び臨時休館日は 24時間警備とし、臨時休館日及び使用時間を変

更する場合はその都度対応すること。 

 

３．条件 

（１）受託者は、警備業法（昭和 47 年法律 117 号）第 4条の認定を受けていること。 

（２）警備員は、警備業法（昭和 47 年法律 117 号）第 14 条第 1項の要件を満たす者とする。 

（３）業務開始前に、警備業務用機械装置を設置の上、配置平面図を作成し、提出する。また、配置

平面図には配線ルートも記載すること。 

（４）警備業務用機械装置は停電時でも使用出来るように、予備電源を取り付けること。 

 

４．警備業務用機械装置の機能 

（１）警備対象場所への侵入を感知する機能。 

（２）既存の自動火災報知設備と結線する等、火災の異常を監視する機能。 

（３）センサーが感知した内容を表示する機能。 

（４）基地局に異常等の信号を送信する機能。 

（５）機械警備の開始、解除及び異常信号等を基地局にて受信し、受信内容の表示及び受信内容の記

録をする機能（受信装置）。 

（６）機械装置及びセンサーの破壊、配線の切断等の異常を監視する機能。 

（７）機械警備に利用する通信回線の断線を常時監視する機能。 

（８）機械警備に利用する通信回線が使用中の場合、強制切断して警報信号を送信する機能。 

（９）機械警備の開始、解除の操作を行う機能。 

 

５．内容 

（１）受託者は、基地局を設置し、警備業法（昭和 47年法律 117 号）第 42 条に規定されている機械

警備業務管理者を常置し、警備責任時間帯は受信装置を監視し、警備の万全を図ること。 

（２）受託者は、対象施設に異常の感知漏れがないように、警備業務用機械装置を設置し、設置され

た警報機器が侵入等の異常を感知した場合、送信装置から電話回線等の通信回線を介して基地局

で異常信号を受信する。なお、利用した電話回線等の通信費用は委託者の負担とする。 

（３）基地局において異常信号を受信した場合には、兵庫県公安委員会規則に規定する時間（２５
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分）以内に、当該現場に警備員を到着させることが出来るように、直ちに待機所に待機している

警備員または車両で巡回中の警備員に緊急要員として現場に急行する等の指示を行うこと。 

（４）当該現場に到着した警備員は、施設の外部及び内部を点検して、異常の有無を確認する。なお

必要に応じて次の業務を行う。 

  ア．現場に応じた緊急措置。 

  イ．委託業務担当者への連絡。 

  ウ．基地局への連絡。 

  エ．警察、消防署等への通報。 

（５）受託者は、機械警備開始時刻に、機械警備が開始されているか確認を行うこと。また、機械警

備時間内においても、機械警備が開始されているか確認を怠らないようにしなければならない。

機械警備が開始されていなければ、異常の有無を確認して、機械警備の開始を行う者に連絡を行

うこと。対応の詳細については、委託業務担当者と協議すること。 

（６）受託者は、機械警備時間内において、機械警備が正常に解除された場合であっても、ある一定

時間以上解除状態が続いた場合は、異常の有無を確認して、機械警備の開始を行う者に連絡を行

うこと。対応の詳細については、委託業務担当者と協議すること。 

（７）受託者は、警備業務用機械装置が業務履行期間中、常に正常に働くように維持管理を行わなけ

ればならない。万一、警備業務用機械装置が作動不能になった場合は、すみやかに代替警備対策

を講じると共に、直ちに警備業務用機械装置の復旧を行わなければならない。 

（８）警備業務用機械装置の正常な機能を維持するために年１回以上の保守点検（法定点検を含む。）

を行うものとする。 

（９）受託者は本業務の満了等に伴い、引継ぎをするべき必要があると委託者が認めた場合には、委

託者の指示に従い引継ぎの作業を行い、引継ぎが完了したことを委託者の承諾を得るまで、誠意

をもって行わなければならない。 

（１０）機械警備に利用する警備用操作キー等一式を市へ提供すること。 

 

７．その他 

（１）業務に要する一切の委託費用、点検・補修費用、消耗品、器材等は、指定管理者の負担とする。 

（２）業務中の事故に起因する賠償等については、一切指定管理者の負担とし、事故の復旧については 

  責任をもって速やかに処理するものとする。 

（３）故障等の異常があった場合には、直ちに技術員等により正常に作動するよう補修にあたること。 

（４）指定管理者は、業務において生じた損害を賠償しなければならない。また、第三者に損害を与え 

  た場合は、指定管理者の責任において解決しなければならない。 

（５）毎月末に巡回報告を受けること。 

（６）この仕様書に記載されていない事項であっても、業務に付随して必要と認められることは実施す 

  るものとし、それ以外の事項については、その都度双方協議の上、処理するものとする。 
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７ 清掃業務仕様  
１．業務内容   ＜詳細は別表「清掃作業要領」によること。＞ 

（１）清掃範囲 

   指定管理エリア全体とする。ただし、指定管理エリアに隣接する場所で、放置することにより自 

  施設の美観、環境衛生の保持に悪影響を与えるおそれのある場合は、必要に応じて清掃範囲に入れ 

  ること。 

（２）条件 

   使用する資機材、洗剤等は次の条件を満たすものとする。 

  ①建材を損傷する（変色、退色、溶解ほか）ことのないもの。 

  ②周囲に影響（臭気、目にしみる等）を与えないもの。 

  ③環境汚染の少ないもの。 

  ④引火性ガソリン、ベンジン等は使用しないこと。ただし、やむを得ず使用する必要性が生じた場 

   合は、市担当者と協議すること。 

（３）整理整頓 

   使用する資機材等は必ず所定の場所に整理格納し、所定の場所以外のところに放置しないこと。 

 

２．注意事項 

（１）指定管理者は館を常に清潔に保つべく責任ある業務を実施し、館等の美観、環境衛生の保持に留 

  意すること。 

（２）開館業務に支障をきたさないように常に細心の注意を払い、特に来館者のある窓口部門について 

  は、清掃時間を優先的に考慮すること。 

（３）作業に従事する場合、制服等を着用し、清潔端正に努め、言葉使い・態度に留意し不快の念を与 

  えることのないよう十分に注意すること。 

（４）清掃に要する費用は、市が負担するもの（光熱水費）をのぞき全て指定管理者の負担とする。 

（５）作業中は特に盗難・火災の予防に注意し作業終了後は窓扉の施錠及び火の元を確認し、不要の灯 

  りを消すこと。 

（６）本業務実施に当たっては、関係法令などを遵守すること。 

 

３．臨機の処置及び報告 

  施設・設備等に破損・不備を発見したときは、すみやかに報告しなければならない。 

  この場合、急務の処置を必要とするときは、直ちに臨機の処置をしなければならない。 

 

４．作業実施記録 

  作業終了後、「清掃業務日誌」に記録すること。 

 

５．その他 

（１）業務に要する一切の委託費用、消耗品、器材等は、指定管理者の負担とする。 

（２）業務中の事故に起因する賠償等については、一切指定管理者の負担とし、事故の復旧については 

  責任をもって速やかに処理するものとする。 

（３）指定管理者は、業務において生じた損害を賠償しなければならない。また、第三者に損害を与え 

  た場合は、指定管理者の責任において解決しなければならない。 

（４）この仕様書に記載されていない事項であっても、業務に付随して必要と認められることは実施す 

  るものとし、それ以外の事項については、その都度双方協議の上、処理するものとする。 
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【別表】清掃作業要領 

清掃範囲 
日常清掃 定期清掃 

回数 清掃要領 回数 清掃要領 

体育室・小体育室・軽スポーツ室・ 
柔道場・剣道場・格技場 毎日 

・床面は、ホ－キ
掃きで集塵し、水
拭きする。また、
カーペット等は電
気掃除機により集
塵すること。 
・扉・手摺は、雑
巾がけをし、手垢
の着いた汚染部は
洗剤を用いて清拭
きする。 
・便器・洗面器
は、洗剤で洗浄す
る。なお、トイレ
ットペーパー・石
鹸類は適宜補充す
ること。 
・特に床面・壁面
等で汚れがひどい
場合は、薬品を用
いて漂白脱色をす
る。 
・窓ガラスは、洗
剤で水拭き、乾拭
きで仕上げる。 
・屋外部分は清掃
し集塵すること。 
・ごみは指定日に
集積場所へ搬出す
る。 
 

年１２回 

・洗剤で汚れを落とした後、良質
の水性ワックスを塗布し、ツヤ出
しをする。 
・モルタル仕上げの床はブラシを
かけた後、洗剤で清拭きする。 
・カーペット部分は、汚れが著し
い場合は、必要に応じてクリーニ
ングする。 
・体育室等のフローリングフロア
は、モップで除塵した後、靴跡等
よごれのひどい箇所を水またはシ
ンナーの雑巾がけで除去する。最
後にドレッシングオイル（ノンス
リップタイプ）を塗布し、乾燥さ
せる。 
・必要に応じて、機械による洗浄
作業を行うこと。 
・窓ガラスは、外部から水拭きす
る。 
・照明器具は、照度低下時等必要
に応じて清掃する。 
・屋外箇所等では、必要に応じて、
高圧洗浄作業を実施すること。 
・給排水管等では、必要に応じて、
洗管・通管・洗浄作業を実施する
こと。 

会議室・放送室 毎日 年６回 

玄関ホール・エントランス・下足室 毎日 年６回 

廊下・階段等共用部（屋内・屋外） 毎日 年６回 

事務室・救護室 毎日 年６回 

管理諸室（警備員室・湯沸室等） 毎日 年６回 

男女更衣室・男女シャワー室 毎日 年６回 

男女トイレ・身障者用トイレ 毎日 年６回 

屋外トイレ 
（浜甲子園運動公園 3 ヵ所・流通東
野球場・流通東テニスコート・山口町
船坂多目的Ｇ） 

毎日 年６回 

自動販売機コーナー 毎日 年６回 

屋外施設の管理棟・本部席 毎日 年４回 

館内観覧席・アリーナキャットウォ
ーク・器具庫・倉庫（屋内・屋外） 随時 随時 

窓ガラス 随時 年１回 

照明器具 ― 随時 

屋外施設の手洗い場・観覧席・ 
ダッグアウト 等 随時 随時 

体育館及び管理棟等建物の屋上・ 
体育館及び管理棟等建物周辺部分・ 
駐車場・駐輪場・指定管理エリア 
屋外部分及びその周辺（芝生・植栽 
帯等） 等 

随時 ― 

【備考】 

・上記回数は目安とし、使用頻度・汚れ具合等状況に応じて回数を変更すること。 

・上記以外に、必要に応じて、日常・定期清掃では環境を良好に保つことができない場合において 

 特別清掃（定期清掃でも対応できない汚れの除去等）を実施すること。 

・上記により排出された廃棄物は適切に処理すること。 
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８ 塵芥収集業務仕様  
１．収集場所・回数 

区分 館等名称 回数 備考 

１ 
今津体育館 週２回 

・管理区域内の塵芥は収集場所へまとめて集積しておくこと。 

・塵芥の量に応じて、収集回数を調整すること。 

鳴尾体育館 週２回 
・管理区域内の塵芥は収集場所へまとめて集積しておくこと。 

・塵芥の量に応じて、収集回数を調整すること。 

甲武体育館 週２回 
・管理区域内の塵芥は収集場所へまとめて集積しておくこと。 

・塵芥の量に応じて、収集回数を調整すること。 

２ 浜甲子園体育館 週２回 
・野球場の塵芥は、収集場所へまとめて集積しておくこと。 

・塵芥の量に応じて、収集回数を調整すること。 

３ 

鳴尾浜臨海野球場・ 

テニスコート 
週２回 

・野球場・テニスコートの塵芥は、収集場所へまとめて集積しておく

こと。 

・塵芥の量に応じて、収集回数を調整すること。 

津門野球場 週 1 回 
・野球場の塵芥は、収集場所へまとめて集積しておくこと。 

・塵芥の量に応じて、収集回数を調整すること。 

能登運動場 週１回 ・管理区域内の塵芥は収集場所へまとめて集積しておくこと。 

甲子園浜野球場 週１回 ・管理区域内の塵芥は収集場所へまとめて集積しておくこと。 

４ 
塩瀬体育館 週１回 

・塩瀬体育館のほか、高座山野球場・塩瀬テニスコートの塵芥は、収

集場所へまとめて集積しておくこと。 

・塵芥の量に応じて、収集回数を調整すること。 

流通東体育館 週１回 

・流通東体育館のほか、野球場・テニスコート・多目的グラウンドの

塵芥は、収集場所へまとめて集積しておくこと。 

・塵芥の量に応じて、収集回数を調整すること。 

    ※大規模大会開催時など、必要に応じて臨時収集を実施すること 

    ※塵芥収集後、周辺清掃を行うこと。  

 

２．その他 

（１）廃棄物の処理手数料（指定ごみ袋にかかる経費を含む）、業務に要する一切の委託費用、消耗品等

は、指定管理者の負担とする。 

（２）可燃ごみについては、西宮市の事業系指定ごみ袋を使用すること。 

（３）指定ごみ袋の事業所名記載欄へは、排出元がわかる名称を表記すること。 

（４）業務中の事故に起因する賠償等については、一切指定管理者の負担とし、事故の復旧については 

  責任をもって速やかに処理するものとする。 

（５）指定管理者は、業務において生じた損害を賠償しなければならない。また、第三者に損害を与え 

  た場合は、指定管理者の責任において解決しなければならない。 

（６）この仕様書に記載されていない事項であっても、業務に付随して必要と認められることは実施す 

  るものとし、それ以外の事項については、その都度双方協議の上、処理するものとする。 
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９ 昇降機（エレベータ）保守点検業務仕様  
１．設置場所 

区分 館名称 台数 

１ 鳴尾体育館 1 台 

４ 塩瀬体育館 1 台 
 

２．業務内容 

（１）消耗部品付き保守点検 

   エレベータ設備一切の保守点検を、１ヶ月に 1回定期的に行い、常に正常な状態を保ち操作運転 

  できるよう清掃、注油、調整すること。点検の結果について、報告書にて報告すること。 

  ①点検   リレー関係、電磁ブレーキの各部分、扉開閉機溝のゆるみ、摩耗、亀裂過熱及び 

        電気時絶縁不良等のチェック。 

  ②調整   各機器の調整 

  ③注油   各機器への適油注油 

  ④清掃   各機器の清掃，特にリレー類のほこりに留意すること。 

  ⑤部品の交換   摩耗、亀裂及び点検により不良と判断された消耗部品の交換  

（２）検査 

  ①昇降機検査資格者により、年 1回検査を行うこと。検査結果は報告書にて報告すること。 

  ②昇降機検査には、必ず職員が立ち会いするものとし、その検査手数料は指定管理者の負担とする。 

（３）アドバイス 

   上記、点検検査により判明した本仕様外の不良部品については、修理取替等進言すること。 

   また、大きな経費が伴う修理については、翌年度の予算編成前（９月頃）に進言すること。 

３．管理運営事項 

（１）不時の故障が発生し、指定管理者より緊急の連絡をうけた場合、直ちに技術員を派遣し設備の保 

  全に当たること。 

（２）保守点検業務を開始しようとする時は、体育館に連絡し、業務終了時には、作業報告書を提出す 

  ること。 

（３）保守点検業務は正規の資格を有する技術員により行う。 

（４）保守点検業務は原則として、体育館職員の就業時間内に行うものとする。但し、不時の故障が発 

  生した場合は、この限りではない。 

  （５）次の消耗部品は、指定管理者の負担とする。 

  ① 主電動機、電動発電機用カーボン刷子 

  ② 主接触器用カーボン及びコッパー 

  ③ 中形リード線付き接点及びカーボン接点 

  ④ 小型リード線付き接点及び固定側接点 

  ⑤ 扉開閉用電動機カーボン刷子 

  ⑥ 主リード線 

  ⑦ ブラグインリレー 

  ⑧ 信号用電球、ウエス、各種ヒューズ、乾電池 

  ⑨ リミットスイッチ接点、ファイナルリミットスイッチ接点、ドアスイッチ接点 

  ⑩ 油脂類（ギヤー油は補充用） 

４．その他 

（１）業務に要する一切の委託費用、消耗品、器材等は、指定管理者の負担とする。 

（２）業務中の事故に起因する賠償等については、一切指定管理者の負担とし、事故の復旧については 

  責任をもって速やかに処理するものとする。 

（３）指定管理者は、業務において生じた損害を賠償しなければならない。また、第三者に損害を与え 

  た場合は、指定管理者の責任において解決しなければならない。 

（４）毎月末に作業報告を受けること。また、必要に応じて、市に報告すること。 

（５）この仕様書に記載されていない事項であっても、業務に付随して必要と認められることは実施す 

  るものとし、それ以外の事項については、その都度双方協議の上、処理するものとする。 
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１０ 電気工作物保安点検業務仕様  

 

１．業務 

   電気事業法施行規則第５２条の２の規定による保安点検業務 

 

２．対象設備 

区分 施 設 名 称 受電総容量 

１ 
今津体育館 １００ｋＶＡ 

鳴尾体育館 １００ｋＶＡ 

甲武体育館 
１００ｋＶＡ 

 

２ 浜甲子園体育館・テニスコート ５００ｋＶＡ 

３ 鳴尾浜臨海野球場・テニスコート ２８０ｋＶＡ 

甲子園浜野球場 １２０ｋＶＡ 

４ 
塩瀬体育館 １７５ｋＶＡ 

塩瀬テニスコート １７５ｋＶＡ 

高座山野球場 １８０ｋＶＡ 

 

３．業務内容 

（１）定期業務＝保安規定に定める月次点検（月１回）及び年次点検（年１回）を行う。 

（２）定期業務外＝保安業務以外の保安規定に定めた業務、精密検査、竣工検査、工事監理など。 

（３）点検実施後はすみやかに委託業務担当者に結果を報告すること。 

（４）不時の故障などが発報した時は、至急技術員を派遣し、故障を直すこと。 

 

４．その他 

（１）業務に要する一切の委託費用、消耗品、器材等は、指定管理者の負担とする。 

（２）業務中の事故に起因する賠償等については、一切指定管理者の負担とし、事故の復旧については 

  責任をもって速やかに処理するものとする。 

（３）指定管理者は、業務において生じた損害を賠償しなければならない。また、第三者に損害を与え 

  た場合は、指定管理者の責任において解決しなければならない。 

（４）各作業完了後に作業報告を受けること。また、必要に応じて、市に報告すること。 

（５）この仕様書に記載されていない事項であっても、業務に付随して必要と認められることは実施す 

  るものとし、それ以外の事項については、その都度双方協議の上、処理するものとする。 
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１１ 野球場・運動場・多目的グラウンド整備業務仕様  
 

１．業務内容   ＜詳細は別表「グラウンド整備作業要領」によること。＞ 

（１）整地業務 

   使用状況・天候などによって、適宜整地作業を実施すること。（トンボかけ・ブラッシング等） 

（２）内野補正整備業務    

  日常管理の範囲内では対処できないグラウンド表層部を良好な状態に復元することを目的とし、 

 標準的な手順は次のとおりとする。 

①トラクターにより５ｃｍ程度（状態により適宜調整）の耕起、または、レーキングを行うこと。 

②機械力（ブルドーザー・小型整地機）、または、人力により不陸整正（レーキング、トンボかけ、 

 ブラッシング）を行うこと。 

③ローラー（３ｔ程度）にて転圧を行い、その都度、塁間・マウンドなどの地盤高測量を行うこと。 

④地盤高測量の結果、適宜、グラウンド用土（内野用黒土等）を補充すること。その際、補充土の 

 敷均しに先立ち耕起・レーキングを行い、既設土と「なじみ」を保つように施行すること。 

⑤適正なグラウンド勾配に修正した後、ローラー（３ｔ程度）により転圧を行い、適度な硬さに仕 

 上げること。この時、必要に応じて散水により、十分効果のある締固めを行うこと。 

⑥表層のブラシ仕上げを行った後、適宜にがり撒きを実施すること。 

⑦マウンド・ブルペンは、適宜整形し締固めを行うこと。 

⑧ホームベース・ピッチャープレート・塁ベースは、使用状況により適宜交換すること。（２年に 

 １回の交換を目安とする。） 

（３）芝生地管理業務 

①外野芝生刈込み 

外野の芝生を刈込み、刈った芝はスイーパー等で清掃し、処分するものとする。 

②除草剤・殺虫剤・殺菌剤散布 

発生する雑草の種類によって使用する薬剤を選定し、十分除草効果等が発揮するよう念入りに散

布すること。なお、全て薬品の取扱いについては、法律で定めた有資格者の指導のもとに行うこ

と。 

③施 肥 

撒布むらができないよう工夫し、芝生の育成が均一になるよう努めること。 

④芝生用目砂かけ 

使用砂は、川砂または山砂とし、散布機で均一に散布後、ブラシで十分にすりこみを行った後、

ローラーで転圧すること。 

 ・上記作業は、実施時期を逸すると著しく作業効果が落ちるため、作業効果が最大発揮できるよう施用すること。 

 ・芝生の地下茎の育成回復を図るよう適宜スパイカーで穿孔し通気性を高めるため、芝生エアレーションを各所 

 において、必要に応じて実施すること。 

 ・散水作業については、芝生や内外野の状況に応じて、適宜実施すること。 

 ・物理的あるいは薬害などにより芝生に損傷を与えた場合は、指定管理者の責任においてすみやかに補償ある 

 いは復旧しなければならない。 

（４）にがり撒き（苦汁散布） 

 立地・使用状況により、野球場は年２～４回程度、多目的グラウンドは年２～３回程度、分館野

球場・運動場及び能登運動場は年４回程度を目安として実施すること。 

（５）場内巡視 

   場内を適宜巡視すること。施設内及び周辺の異変を発見した場合は、ただちに初期対応し、市に 

  報告すること。必要に応じて、警察等関係機関にも通報すること。 

  【例】不審者・不審物・不法投棄・設備等の破損・利用者の危険行為・施設内及び周辺水路等への 

     土砂流入・施設内及び周辺付近の倒木や地面の陥没 等 

（６）簡易清掃 

   場内巡視の際に発見した落ち葉等のごみは随時取り除くこと。 

（７）ボール撤去 

   防球ネットや木上に載ったボールの撤去 

 

（８）樹木・除草作業 

   以下の作業について、利用者のプレーや通行の妨げになるなどの場合、年数回程度、適切な時期 
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  に実施すること。 

  ①樹木剪定［能登運動場・甲子園浜野球場・山口町船坂多目的グラウンド及びその周辺地の 

        指定管理エリア内のみ対象］ 

  ②除草作業［同上エリア内及び浜甲子園多目的グラウンドの樹木帯・芝生地など指定管理エリア内

が対象］ 

（９）側溝清掃 

   梅雨・台風シーズン前など随時実施すること。 

（１０）遊具点検［能登運動場のみ］ 

   遊具（滑り台・２連鉄棒）の定期的な点検（年２回程度）を実施し、点検の結果については、市

へ報告すること。修繕が必要な場合の修理費用は、指定管理料の修繕費用または市が支出すること

とする。なお、怪我等のおそれが伴う損傷等があれば、使用禁止の処置を行うとともに、直ちに市

へ報告すること。 

  ・滑り台の主な点検項目（例）：支柱・階段・踊場の腐食、滑り面破損、地面くぼみ 等 

  ・鉄棒の主な点検項目（例）：支柱の腐食、棒緩み、地面くぼみ 等 
 
 
３．業務管理 

（１）写真（作業前、作業中及び作業後）を適宜保存し、作業日誌を作成すること。 

（２）作業については、１級造園施工管理技術等のグラウンド管理技術の優れた者を当たらせること。 

（３）業務に要する特殊機械類（トラクター、小型レーキングカー、コートローラー等）は、全て指定 

  管理者が調達し、回送持込を行うものとする。 
 
４．その他 

（１）業務に要する一切の委託費用、消耗品、器材等は、指定管理者の負担とする。ただし、修理にか 

  かる費用は、別途定める修繕費用から支出することとする。 

（２）業務中の事故に起因する賠償等については、一切指定管理者の負担とし、事故の復旧については 

  責任をもって速やかに処理するものとする。 

（３）指定管理者は、業務において生じた損害を賠償しなければならない。また、第三者に損害を与え 

  た場合は、指定管理者の責任において解決しなければならない。 

（４）作業完了時は報告を受けること。また、必要に応じて、市に報告すること。 

（５）この仕様書に記載されていない事項であっても、業務に付随して必要と認められることは実施す 

  るものとし、それ以外の事項については、その都度双方協議の上、処理するものとする。
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【別表】グラウンド整備作業要領 
 

 

 

浜甲子園野球場（Ａ） 

名称 形状寸法 作業回数／年 

内野補正整備 2,326 ㎡ ６回 

黒土補充(黒土・山砂)  随時 

外野芝生刈込 3,535 ㎡ ８回 

除草剤撒布 3,535 ㎡ ３回 

施肥 3,535 ㎡ ３回 

芝生用目砂かけ 3,535 ㎡ １回 

外野芝生エッジ切  １回 

 

浜甲子園野球場（Ｂ） 

名称 形状寸法 作業回数／年 

内野補正整備 2,326 ㎡ ６回 

黒土補充(黒土・山砂)  随時 

外野芝生刈込 3,464 ㎡ ８回 

除草剤撒布 3,464 ㎡ ３回 

施肥 3,464 ㎡ ３回 

芝生用目砂かけ 3,464 ㎡ １回 

外野芝生エッジ切  １回 

 

浜甲子園野球場（Ｃ） 

名称 形状寸法 作業回数／年 

内野補正整備 2,278 ㎡ ６回 

黒土補充(黒土・山砂)  随時 

外野芝生刈込 4,575 ㎡ ８回 

除草剤撒布 4,575 ㎡ ３回 

施肥 4,575 ㎡ ３回 

芝生用目砂かけ 4,575 ㎡ １回 

外野芝生エッジ切  １回 

 

浜甲子園多目的グラウンド（Ａ）（Ｂ） 

名称 形状寸法 作業回数／年 

グラウンド整備 
（Ａ）8,254 ㎡

（Ｂ）5,678 ㎡ 
随時 

真砂土補充  随時 

 

 

 

 

 

高座山野球場 

名称 形状寸法 作業回数／年 

内野補正整備 3,000 ㎡ ６回 

黒土補充(黒土・山砂)  随時 

外野芝生刈込 5,200 ㎡ ６回 

除草剤撒布 5,200 ㎡ ３回 

殺菌剤撒布 

（芝生春ハゲ症用） 
5,200 ㎡ ２回 

殺菌剤撒布 

(芝生一般用) 
5,200 ㎡ ２回 

施肥 5,200 ㎡ ３回 

芝生用目砂かけ 5,200 ㎡ １回 

 

 

流通東野球場 

名称 形状寸法 作業回数／年 

内野補正整備 約 2,500 ㎡ ５回 

真砂土・砂補充  随時 

外野芝生刈込 3,650 ㎡ ７回 

除草剤撒布 3,650 ㎡ ２回 

殺菌剤撒布 3,650 ㎡ 随時 

施肥 3,650 ㎡ ３回 

芝生用目砂かけ 3,650 ㎡ １回 

下木刈込 
H=120cm、 

182 ㎡ 
１回 

生垣刈込 
H=200cm、 

50 ㎡ 
１回 

 

 

山口町船坂多目的グラウンド（Ａ）（Ｂ） 

名称 形状寸法 作業回数／年 

グラウンド整備 
（Ａ）10,700 ㎡

（Ｂ）6,070 ㎡ 
随時 

にがり撒き（砂塵

対策を含む） 

（Ａ）10,700 ㎡

（Ｂ）6,070 ㎡ 
随時 

真砂土補充  随時 

 

 

 

 

※形状寸法・作業回数は目安です。また、実際の作業時期は最も作業効率のよい任意の時期とします。  
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鳴尾浜臨海野球場 

名称 形状寸法 作業回数／年 

内野補正整備 3,208 ㎡ １７回 

黒土補充(黒土：山砂) 4.5:5.5 随時 

外野芝生刈込 9,683 ㎡ ３０回 

芝生バーチカット 9,683 ㎡ ２回 

除草剤撒布 
(芝生一般用) 

9,683 ㎡ ２回 

施肥（窒素肥料） 9,683 ㎡ ３回 

肥料（液肥） 9,683 ㎡ １回 

芝生用目砂かけ  １回 

 

 

津門野球場 

名称 形状寸法 作業回数／年 

内野補正整備 3,000 ㎡ ６回 

黒土補充(黒土・山砂)  随時 

外野芝生刈込 6,000 ㎡ ６回 

除草剤撒布 6,800 ㎡ ３回 

施肥 6,000 ㎡ ３回 

芝生用目砂かけ 6,000 ㎡ １回 

外野芝生エッジ切  １回 

 

 

能登運動場 

名称 形状寸法 作業回数／年 

グラウンド整備 4,264 ㎡ ６回 

真砂土補充  随時 

にがり撒き（砂塵対

策を含む） 

管理事務所南側広

場（ゲートボール

場）含む 
随時 

遊具点検 滑り台・鉄棒 ２回 

※公園部分（遊具設置箇所）及び管理事務所南側広場

（ゲートボール場）については、状態に応じて適宜整地

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲子園浜野球場 

名称 形状寸法 作業回数／年 

内野補正整備 3,000 ㎡ ６回 

黒土補充(黒土：山砂)  随時 

外野芝生刈込 7,190 ㎡ ７回 

除草剤撒布 7,190 ㎡ ３回 

殺菌剤撒布 7,190 ㎡ ２回 

施肥 7,190 ㎡ ３回 

芝生用目砂かけ 7,190 ㎡ １回 

外野芝生エッジ切 390 ㎡ １回 
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１２ 給排水設備管理業務仕様  
 

１．設置状況 

 

区分 施 設 名 称 容量等 

３ 甲子園浜野球場 上水道に使用する貯水槽（約 5 ㎥） 

４ 
塩瀬体育館 上水道に使用する貯水槽（約７㎥） 

高座山野球場 
上水道に使用する貯水槽（約６㎥）（※1） 
散水に使用する受水槽（約 2.5 ㎥）(※2) 
トイレの浄化槽（約６㎥） 

     （※1）当該施設の場所：国見台６丁目２号緑地 

 

 

 

２．業務内容 

 上記施設の受水槽(※２を除く)・浄化槽について、法定による点検・清掃・水質検査等を実施する

こと。 

（１）給水設備：【主要業務】受水槽及びポンプ等各種機器点検・受水槽等清掃・水質検査 

【点検概要】基礎や固定部の点検・外観異常確認・付属装置や配管の点検 

（２）浄化槽：【主要業務】清掃・汚泥排出処分・点検 

（３）業務終了後、報告書及び水質検査成績表等の提出を受けること。また、必要に応じて、市に報告

すること。 

高座山野球場の散水用給水設備について、保守点検を行い、必要に応じて、市に報告すること。 

３．その他 

（１）業務に要する一切の委託費用、消耗品、器材等は、指定管理者の負担とする。ただし、修理にか 

  かる費用は、別途定める修繕費用から支出することとする。 

（２）業務中の事故に起因する賠償等については、一切指定管理者の負担とし、事故の復旧については 

  責任をもって速やかに処理するものとする。 

（３）指定管理者は、業務において生じた損害を賠償しなければならない。また、第三者に損害を与え 

  た場合は、指定管理者の責任において解決しなければならない。 

（４）作業完了時は報告を受けること。また、必要に応じて、市に報告すること。 

（５）この仕様書に記載されていない事項であっても、業務に付随して必要と認められることは実施す 

  るものとし、それ以外の事項については、その都度双方協議の上、処理するものとする。 
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１３ 山口町船坂多目的グラウンド受付・管理業務仕様  
 

１．受付方法 

 （１）受付は、原則として現地で行うこととするが、状況に応じて流通東体育館での

受付も可とします。 

（２）利用者に対して、確実な方法でＡＥＤの貸出を行うこと。（ＡＥＤは市で用意） 

 

２．管理方法  

 （１）利用中に常時管理人を配置する必要はないが、適宜巡回を行うこととする。 

 （２）現場簡易事務所（プレハブ物置）に救急セット・アイシングのための氷など   

を用意すること。 

 （３）防犯カメラのインターネット回線使用料（プロバイダ料含む）は指定管理者

の負担とします。 

    

 

 

 


