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第第第第１１１１章章章章    総総総総    則則則則    

    

（（（（適用範囲適用範囲適用範囲適用範囲））））    

第１条 本仕様書は、別府市が実施する「別府市公共施設保全実行計画」及び「別府

市学校施設等長寿命化計画」策定支援委託業務（以下「本業務」という。）に関し必

要な事項を定めるものとする。 

 

（（（（目目目目    的的的的））））    

第２条 本業務は、平成２８年度に策定した「別府市公共施設再編計画」に基づく、

建築系公共施設の維持保全計画である「別府市公共施設保全実行計画」と、別府市の

学校施設等の個別施設の長寿命化計画を定める「別府市学校施設等長寿命化計画」の

策定を支援するものである。 

 

（（（（履行期履行期履行期履行期間間間間））））    

第３条 本業務の履行期間は，契約締結の翌日より平成３０年６月１５日までとす

る。 

 

（（（（業務業務業務業務のののの実施実施実施実施））））    

第４条 本業務の実施要領については、別途、定めるところによる。 

    

（（（（使用使用使用使用するシステムするシステムするシステムするシステム等等等等））））    

第５条 本業務に使用するシステム等は、以下のとおりとする。 

 （１）別府市では施設管理台帳システム（施設カルテ作成及び情報管理）として

『資産経営システム』を導入しているが、本業務における利用を義務づけるもので

はない。また、他のシステムについても同様である。 

 （２）保全計画の将来にわたり、検討やデータの更新が必要なもの、及び本業務に

おいて取得したデータについては、Microsoft-Excel など汎用性の高いファイル形

式で作成・整理して提出すること。 

 

 

（（（（法令法令法令法令等等等等のののの遵守遵守遵守遵守））））    

第６条 本業務は、本委託仕様書によるほか、下記の法令、指針及び別府市における

上位計画・各計画等に基づき行うものとする。 

（１）別府市総合計画 

（２）別府市公共施設マネジメント基本方針（平成 27 年 4月） 

（３）別府市公共施設等総合管理計画（平成 28年 4 月） 

（４）別府市公共施設再編計画（適正配置計画・施設保全計画）（平成 29年 3 月） 

（５）別府市公共施設耐震化推進方針（（（（平成平成平成平成 29292929 年年年年 6666 月策定予定月策定予定月策定予定月策定予定））））    

（６）別府市公営住宅等長寿命化計画（改定版）（平成 28年 2 月） 
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（７）別府市本庁舎中長期整備計画（平成 24年 2 月） 

（８）国土交通省 インフラ長寿命化計画（行動計画）（平成 26年） 

（９）各省庁 インフラ長寿命化計画（行動計画） 

（10）公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針（総務省 平成 26 年） 

（11）公営住宅等長寿命化計画策定指針（国土交通省 平成 28年 8 月改定） 

（12）学校施設の長寿命化計画策定に係る手引（文部科学省 平成 27年 4 月） 

（13）学校施設の長寿命化改修の手引（文部科学省 平成 26 年 1月） 

（14）学校施設の老朽化対策について 

（学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議 平成 25年 3 月） 

（15）学校施設整備基本構想の在り方について 

 （学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議 平成25年3月） 

（16）地方自治法、同施行令 

（17）建築基準法、同施行令 

（18）都市計画法、同施行令 

（19）消防法 

（20）その他関係法令及び通達等 

 

（（（（業務業務業務業務のののの執行体制執行体制執行体制執行体制））））    

第７条 受注者は、管理技術者、照査技術者、担当技術者をもって秩序正しく本業務

を実施するとともに、本業務の特質を考慮し専門知識と経験を有する技術者を配

置するものとする。 

２ 管理技術者は、本業務全般の管理責任者として、契約の履行に関し業務及び担当

技術者の管理、統括等を行わなければならない。 

３ 照査技術者は、本業務の技術上及び本業務全般の照査を行わなければならない。 

４ 担当技術者は、管理技術者の指示に基づき、的確に本業務を遂行しなければなら

ない。 

 

（（（（疑義疑義疑義疑義のののの解釈解釈解釈解釈））））    

第８条 本業務の実施について、本仕様書及び関係法令等に明示されていない事項

又は疑義を生じた場合は、発注者と受注者で協議する。 

 

（（（（業務実施計画業務実施計画業務実施計画業務実施計画））））    

第９条 受注者は、契約締結後、業務の実施に際して、速やかに発注者と協議の上、

本業務に関する契約図書、指示事項及び貸与資料等を十分に把握するとともに、業

務の全体工程と業務の執行体制を検討し、下記の書類を提出し、発注者の承認を受

けるものとする。 

（１）業務計画書 

（２）工程表 

（３）管理技術者選任届 
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（４）照査技術者選任届 

（５）担当技術者選任届 

（６）成果品の内容が分かる資料 

（７）その他発注者が指示する書類 

 

（（（（工程管理工程管理工程管理工程管理））））    

第１０条 受注者は、作業工程に変更が生じる場合には速やかに「変更業務実施計画

書」を提出し、発注者と協議し承認を得なければならない。 

 

（（（（貸与資料貸与資料貸与資料貸与資料））））    

第１１条 本業務の履行にあたり、必要と認められる次に掲げる資料を受注者に貸

与するものとする。（別府市公式ホームページで閲覧可能な資料について、貸与は

行わない。） 

 （１）施設白書（平成 25 年 5月）（PDF ﾌｧｲﾙ） 

 （２）施設カルテ（平成 29 年 3月）（Excel ﾌｧｲﾙ） 

     ※施設カルテについては別府市公式 HP で閲覧可能 

 （３）資産経営システムにて管理する施設個別データ（CSV ﾌｧｲﾙ） 

    主な内容：施設カルテに記載のデータ及び棟別の建設年度、構造など 

 （４）過去１５年間における全施設の工事履歴（Ｈ１３～Ｈ２７）（Excel ﾌｧｲﾙ） 

 （５）既成の保全計画（Excel ﾌｧｲﾙ及び PDF ﾌｧｲﾙ） 

※公営住宅のうち長寿命化にかかるもの、本庁舎、山の手小学校の一部 

 （６）「別府市公共施設等総合管理計画」策定時に試算したＬＣＣ（CSV ﾌｧｲﾙ） 

 （７）建築基準法第１２条点検結果資料（Ｈ１３～Ｈ２７）（ｊｗｗﾌｧｲﾙ） 

（８）劣化度調査記録（平成２６年度実施 ９１施設）（Excel ﾌｧｲﾙ） 

※調査者：㈱三菱総合研究所 

（９）別府市教育行政基本方針（平成２９年度） 

（10）別府市学校施設台帳 

（11）別府市小中学校区図 

 （12）その他 発注者が必要と認める関係資料及びデータ 

    

（（（（貸与資料貸与資料貸与資料貸与資料のののの保管保管保管保管等等等等））））    

第１２条 本業務において、発注者から貸与される資料については、受注者は必ず

｢借用書｣を提出し、その重要性を認識し、資料等の汚損、滅失及び盗難等の事故の

ないように取り扱い、使用後は速やかに返却するものとする。また、受注者は、貸

与を受けた資料等を本業務以外に使用してはならない。 

 

（（（（守秘義務守秘義務守秘義務守秘義務））））    

第１３条 受注者は、本業務の実施に関して知り得た各種情報について、発注者の許

可無く第三者に公表、貸与又は開示してはならない。本業務終了後であっても同様
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とする。 

 

（（（（個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護））））    

第１４条 発注者より貸与された資料において、個人情報にかかる資料を取り扱う

場合、受注者はＩＳＭＳ（情報セキュリティマネジメントシステム）認証取得証明

書の写し若しくはプライバシーマーク認証取得証明書の写し、及びマニュアル類

を発注者に提出し、承認を受けるものとする。 

    

（（（（損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償））））    

第１５条 本業務に伴い事故等が発生した場合、受注者は所要の措置を講ずるとと

もに、発注者に事故発生の原因、内容及び経過等を速やかに報告し、その指示に従

うものとする。 

２ 前項において生じた損害は、受注者の責任において解決するものとする。 

    

（（（（打合打合打合打合せせせせ等等等等））））    

第１６条 受注者は、本業務の実施前及び実施中における主要な作業打合せにあた

っては、管理技術者及び担当技術者を出席させ、月に 1 回程度、発注者と十分に

協議するものとする。 

２ 前項の協議内容について、受注者は、議事録を当該打合せから５日以内に作成

し、発注者と受注者で確認の上、それぞれ１部ずつ保有するものとする。 

 

（（（（業務業務業務業務のののの指示及指示及指示及指示及びびびび監督監督監督監督））））    

第１７条 本業務の実施に当たり受注者は、発注者が別に定める調査職員と常に綿

密な連絡をとり、その指示及び監督を受けなければならない。 

 

（（（（業務進捗状況業務進捗状況業務進捗状況業務進捗状況のののの報告報告報告報告））））    

第１８条 受注者は適正な工程管理を行い、「作業月報」を翌月までに作成し、進捗

状況を随時発注者に報告するものとする。 

報告は以下の内容とし、書式は指定しない。 

（１）各種業務の進捗状況 

 （２）当該月の作業内容及び作業人員数 

 

（（（（照査照査照査照査のののの目的目的目的目的））））    

第１９条 受注者は、本業務を施行するうえで技術資料等の諸情報を活用し、十分に整

理することにより、本業務の高い質を確保することに努めるとともに、さらに照査を

実施し、本業務に誤りがないよう努めなければならない。 

 

（（（（照査事項照査事項照査事項照査事項））））    

第２０条 照査技術者は、本業務全般にわたり次に掲げる事項について照査を実施しな
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ければならない。 

（１）基本条件の確認 

（２）業務計画（実施方針及び実施手法等）の妥当性の確認 

（３）成果品の確認 

    

（（（（成果品成果品成果品成果品のののの引引引引きききき渡渡渡渡しししし））））    

第２１条 本業務完了後の成果品の検査については、発注者が実施し、検査の合格をも

って全ての引き渡しを終了するものとする。 

 

（（（（成果品成果品成果品成果品のののの帰属帰属帰属帰属））））    

第２２条 本業務の成果品に関する所有権及び著作権は、発注者に帰属し、受注者は、

発注者の承認を得ずして他者に公表、貸与又は使用してはならない。 

 

（（（（著作権著作権著作権著作権及及及及びびびび所有権所有権所有権所有権））））    

第２３条 本業務の成果品の所有権及び著作権は、当該成果品の引き渡しをもって、受

注者から発注者に移転するものとする。 

    

（（（（成果品成果品成果品成果品））））    

第２４条 本業務の成果品は次のとおりとする。記載のない仕様は、適宜とする。 

（１） 別府市公共施設保全実行計画      ５０部（A4カラー くるみ製本） 

（２） 別府市公共施設保全実行計画概要版  １００部（A4カラー 簡易製本） 

（３） 別府市学校施設等長寿命化計画     ５０部（A4カラー くるみ製本）  

（４） 別府市学校施設等長寿命化計画概要版 １００部（A4カラー 簡易製本） 

（５） 議事録                                 ３部（ファイル綴じ） 

（６） 作業月報                              ３部（ファイル綴じ） 

（７） その他 業務遂行のために使用した資料  ３部（ファイル綴じ） 

（８） 各デジタルデータ（CD-R又は DVD-R）  ３部 

 

（（（（検査等検査等検査等検査等））））    

第２５条 受注者は、本業務の工程毎及び本業務完了後に発注者の検査を受けるも

のとし、発注者より仕様書の定めに適合しないものとして、修正の指示があった場

合は、速やかに修正を行い、再検査の合格をもって本業務を完了するものとする。

ただし、本業務完了後であっても、成果品に瑕疵が発見された場合は、受注者は発

注者の指示に従い、責任を持って、速やかに是正するものとする。なお当該是正に

係る費用は、全て受注者の負担とする。 

 

（（（（委託料委託料委託料委託料のののの支払支払支払支払いいいい））））    

第２６条 発注者は、前条の検査を実施し、受注者が検査に合格した場合、委託業務

の範囲内で、委託契約書で定める委託料を支払うものとする。 
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（（（（費用負担費用負担費用負担費用負担）））） 

第２７条 本業務に係る必要な費用は、本仕様書に明記がないものであっても、原則

として受注者の負担とする。 

 

（（（（再委託再委託再委託再委託））））    

第２８条 受注者は、本業務の一部を第三者に再委託する場合は、あらかじめ発注者

の承認を受けるものとする。ただし、再委託業務が本業務の主たる部分である場合

は、再委託してはならない。 

２ 受注者は、協力者及び協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行わ

れるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の

再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面のほか詳細を業務計画

に係る資料として、発注者に提出しなければならない。 

    

（（（（特許権等特許権等特許権等特許権等のののの使用使用使用使用））））    

第２９条 受注者は、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利権の対象である履行方法を発注者が指定した場合

は、その履行方法の使用について発注者と協議しなければならない。    

 

（（（（明示明示明示明示のないのないのないのない事項事項事項事項））））    

第３０条 受注者は、本仕様書に明示されていない事項については、発注者と協議し

て本仕様書に適合すると認められた場合は、速やかに発注者にその旨を通知しな

ければならない。 

 

（（（（履行期間履行期間履行期間履行期間のののの変更変更変更変更））））    

第３１条 受注者は、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の

算定根拠、修正した業務工程表その他必要な資料を発注者に提出しなければなら

ない。 

２ 受注者は、発注者の請求により履行期間を短縮した場合は、速やかに修正した業

務工程表を提出しなければならない。 

 

（（（（暴力団関係者等暴力団関係者等暴力団関係者等暴力団関係者等によるによるによるによる不当介入不当介入不当介入不当介入のののの排除対策排除対策排除対策排除対策））））    

第３２条 受注者は、本業務の履行に当たって暴力団関係者等から不当介入を受け

た場合は、拒否するとともに、発注者に報告し、かつ、警察に届け出なければなら

ない。 

なお、協力者等に対しても同様の対応を行うよう周知徹底しなければならない。    


