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別紙１ 

 

 

別府競輪場特別室等改修業務仕様書 

 

提案にあたっては提案者の自由提案とし、次の条件を満たす内容とするとともに、

別府競輪場特別室等改修業務公募型プロポーザル実施要領、本仕様書、提出書類様式

を十分に理解のうえ提出すること。 

 

１ 目的 

本業務のテーマ・ストーリーは、「ゲストの立場に立った魅力的かつ高揚できる

おもてなし空間」とする。 

上記ストーリーを具現化するために、メインスタンド４階特別室の全面リニュー

アル及び１階並びに３階記載台等の更新業務（以下「記載台等更新業務」という。）

を以下のとおり行い、ファンサービス及び運用サービス並びに運用内容、安全面等

に十分配慮した設計とするものを提案すること。 

① 別府らしく高い創造性・利便性・快適性並びに心理的なやすらぎ空間の整備 

② 特別室の利用促進と稼働率の向上のきっかけになる魅力空間の整備 

③ 特別室を利用されるゲストのニーズに合わせたエキサイティングな観戦環

境の整備 

④ 特別室フロアにおける光、音、におい、彩り及び温湿度管理がいきとどいた

非日常空間の整備 

⑤ 特別室フロアを利用されるゲストに対し、おもてなしの姿勢を真に感じるこ

とができるいきとどいた環境や上質な接客サービス等を提供するためのＶ

ＩＰらしい設備等の環境整備 

⑥ 長時間楽しむことができる快適なラグジュアリ空間の整備 

⑦ 再入場したくなる満足空間の整備 

⑧ 一般ゲストの投票券購入時の利便性の向上（記載台等更新業務） 

 

２ 施設改善の対象場所 

  本業務に係る改修対象エリアは下記のとおりとする。 

  （１）メインスタンド４階特別室（全面改修） 

１）利用者用観戦室エリア（来賓１、来賓２、来賓３、ＶＩＰ１、ＶＩＰ２） 

２）投票券購入エリア 

３）特別室フロア入口ロビー及び廊下などの共用エリア 

４）利用者用トイレ（男女） 

５）喫煙室など付帯設備 

６）その他、特別室の運用に必要な全てのエリア 
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（２）一般来場者エリア（別紙２参照） 

メインスタンド１階及び３階 

３ 費用見積 

（１）本業務は全て買い取りとし、賃貸借など後年度に負担が必要になるものに

ついては提案しないこと。また、設備維持費等の継続的な費用は５年間

（2019～2023 年度）分を本業務の見積もり範囲に含めるものとし、2018 年

度の保守料は無償とすること。 

（２）企画提案書等で提案した家具、調度品、什器、設備、工事費、設備維持経

費等の全ての提案内容を含んだ積算見積もりを提示すること。 

 

４ 利用者区分の定義 

（Ａ）スーパーＶＩＰ層  別府競輪場に高頻度で来場され、プライベート空間や

満足できるサービス環境を求められるハイクラス（１日

投票券購入額が１０万円以上）なゲスト層 

（Ｂ）ミドルＶＩＰ層   別府競輪場に高頻度で来場され、プライベート空間や

満足できるサービス環境を求められるミドルクラス（１

日投票券購入額が２万円以上）のゲスト層 

（Ｃ）一般ＶＩＰ層    別府競輪場に来場される頻度は少ないが静かに落ち着

いて楽しめる環境で競輪を楽しみたい方や特別室エリ

アで提供されるサービスを求めるゲスト層 

 

５ 特別室リニューアル基本仕様 

  提案に際しては提案者の自由提案とするが、下記項目の内容を提案に含めるもの

とし受託に際しては最低限実現すること。 

 

５－１ 共通項目 

特別室フロア全体の設備改善について以下の点を提案に含めること。 

（１）特別室フロア全体の施設改善にあたっては、ユニバーサルデザインを基本と

すること。 

（２）訪日観光客の誘致や在日外国人に対する来場促進を積極的に取り組んでいる

ことから、「インバウンド対応」を考慮した整備等を提案すること。 

（３）特別室フロアを利用するゲストへの接客サービス及び投票サービスを想定し、

サービス内容に合わせ内装・什器設備を提案すること。 

（４）指定席を利用される来場者層や一般来場者層等への周知・広告に必要な施設

を設置すること。また、フロア各所にあるサイン等を更新すること。 

（５）特別室フロア全体の施設改善にあたっては、来場者の導線を十分に考慮し利

用しやすく、投票券の購入に妨げにならない内装・設備配置等を考慮するこ

と。また、停電など不測の事態に対応できる備えも考慮すること。 
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（６）特別室フロア全体の施設の改善にあたっては、バリアフリーに対応した設備

とし、全ての利用者（障害者も含む）が利用できるものとすること。 

（７）特別室フロア全体の施設改善にあたっては、別府競輪場の開催日程を十分に

考慮し、運用に影響を与えない工期、工法とすること。 

（８）別府競輪場の特色を活かした内装・什器設備を設置し、特別室フロアの利用

者拡大に寄与する提案とすること。 

（９）特別室エリアは喫煙室を除き禁煙エリアとして利用することを前提とする。 

（10）リモコンを使用する場合、他に干渉しないよう配慮すること。 

（11）配線のむき出しやモールなどは、外観を損なわないように工夫すること。ま

た、コンセントや電灯などのスイッチ類などにおいても外観と同調性を保つ

ように色を塗るなど法令等に違反しない範囲で整備すること。 

（12）上品質なアロマ空間を特別室全体エリアで体感できるように整備すること。 

（13）別府競輪場は複数併売することを前提に開催していることから、最低限３場

併売（本場開催１＋場外発売２）に対応でき、使い勝手がよく利便性を考慮し

たものを提案すること。 

（14）特別室には現在２台のネットワーク防犯カメラ（SONY 社製 品番 SNC-EM600）

を設置しているが、防犯上に問題がある場合は防犯対策を提案すること。 

（15）本業務は特別室フロアのレイアウトについて変更を要する提案も可能とする

が、各種法令等に違反することがないようにするとともに構造上に問題が発

生する可能性がある事項については右記メインスタンド設計事務所（株式会

社 日建設計 06-6203-2361）に問い合わせ、問題ないことが証明できる根拠

書類等をもって企画提案書とともに提出すること。なお、本業務により左記

設計業者との間において別途費用等が発生する場合は本業務委託の範囲内に

含めるものとする。 

 

５－２ 利用者用観戦室エリア 

特別室フロア利用者が競輪を観戦するエリアとして以下の点を提案に含めること。 

（１）本業務は６室の既設ルームを新たに開設するものとし、それぞれの利用層

にふさわしい内装とすること。また、設置する調度品、什器及び設備等につい

ても各特別室にふさわしいものを選定し配置及び設置すること。 

（２）各居室に設置するマークカードは下記の２種類あるが、ゲストが使いやす

く工夫されたマークカードケースを新規に製作し、適正に配置すること。 

・競輪投票カード（２枠複/２枠単/２車単/２車複/３連複/３連単/ワイド） 

・競輪投票カード（ながし/ボックス） 

（３）各居室はグレアを防止するため、ディスプレイは反射防止型ディスプレイ

を選択し、またグレア防止のための照明器具や間接照明を用いるなど配慮す

ること。 
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（４）各居室に設置する椅子は、デザイン性は勿論のこと、人間工学に基づくな

ど長時間快適にすごせるものを選択し、メンテナンス性に優れ且つ高い耐

久性があるものとすること。 

（５）照明設備についても十分な照度を担保でき、デザイン性に特に問題ないエ

リアについてはＬＥＤ照明など環境に配慮したものを選定するとともにエリ

アごとに照度調節できるようにすること。 

（６）花粉対策や湿度管理ができる設備等を整備するとともに、外観を損なわな

い工夫をすること。 

（７）各居室にはインターネット接続可能な情報インフラ設備を用意するととも

に、情報端末を設置し、利用者による任意の操作により競輪に関する関連情

報を容易に参照できる環境を構築すること。ただし、電話投票等などに接続

できないよう接続制限するなど別府競輪場で投票券を購入させるような仕掛

を施すこと。なお、既設ネット環境は動画を同時に視聴した際に１０台程度

の接続をすることができる設備となっている。このため既設のネット環境を

利用することは可能ではあるが、容量不足等により接続環境が悪化するなど

不測の事態が想定される場合は解決策を提案するとともに、その経費等は本

仕様書３（１）に記載したとおりであることを留意すること。 

（８）利用者が持ち込んだ情報機器（スマートフォン・タブレット端末等）を利

用できるようにインターネットの接続を可能とすること。また、充電設備等

を整備すること。 

 （９）各シートには、レース観戦や競技情報を表示するための表示装置を設置し、

個別の操作により利用者が任意の実況映像や競技情報を容易に参照できるよ

うにすること。また、実況映像や音声等の視聴用に隣席に干渉しないような

音響設備を備えること。 

（10）各窓の遮熱対策やまぶしさ対策など観戦環境の改善を図ること。 

 

５－３ 特別室の各居室と、収容席数等は以下の内容とすること。 

Ａ プラチナメンバールーム 

① 同時に２組以上が利用できる１室とする。  

② 1 組あたりパスポート購入者を除く３名以上の同伴利用が可能であ

ること。 

③ プライベート空間を確保し、グループ単位でゆっくり楽しめる空間

を創造するとともに、十分な防音及び遮音等を考慮すること。 

④ 併売時においてＡ場については臨場感あふれる指向性の高い音響設

備及び大画面の映像装置等、真に楽しめる環境を提案すること。 

⑤ 利用者層として、スーパーＶＩＰ層を対象として、高級来賓者と同等

以上のサービスと観戦環境を提供するための内装・家具・調度品等を

提案すること。 
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Ｂ ゴールドメンバールーム 

① １組２名で利用が可能なブース席とし６組（１２名）以上を収容でき、

着席可能とすること。 

② 隣席と干渉することなくプライベート空間を確保し、利用者が隣席

の利用者を気にすることなく楽しめる個別空間を創造すること。 

③ 利用者層としてミドルＶＩＰ層を対象として、複数人で競輪観戦を

楽しんでいただく観戦環境を提供するための内装・家具・調度品等を

提案すること。 

 

Ｃ 一般ＶＩＰ（非メンバー）ルーム 

① １名の利用に対応した個別シートとし、１８席以上を確保すること。 

② 観戦エリアは２エリアを用意し、それぞれのエリアで収容人員の均

衡を図ること。 

③ 個別シートの設置においては、満席時においても利用者の「導線」を

妨げることのないように隣席との空間を十分取り通路スペースを確保

すること。 

④ 利用者層として一般ＶＩＰ層を対象として、気軽にゆったりと落着

いて、競輪観戦を楽しんでいただきけるための内装・什器等を用意す

ること。 

 

Ｄ サロンルーム 

① プラチナメンバー及びゴールドメンバーが利用する上級ゲスト専用

のサロンとして整備し、スーパーＶＩＰ層及びミドルＶＩＰ層がゆっ

くりくつろげる空間を提供するために必要な設備等及び想定される利

用人数に応じた内装・家具・什器等の設備を備えること。 

② レース観戦や競技情報を表示するための表示装置を設置すること。 

③ 室内環境や利用者のプライバシーに配慮した、電話での通話ができ

る環境を整備すること。 

④ 投票券が購入できる設備（以下、「有人発券機等」という）を配置し、

部屋にいながら投票券の購入を可能とすること。また、不測の事態に

備え無停電装置を設置し、施設基準の範囲内で整備を行うこと。 

  なお、有人発券機等は、トータリゼータエンジニアリング㈱九州第二

事業所（0977-27-6259）が管理保守を行っていることから、配線電源工

事及びＩＤＦ登録など有人発券機等を運用するために必要な環境整備

は左記業者と協議のうえ行う必要がある。また、有人発券機等を運用

するために必要な環境整備に係る全ての経費は受託者の負担とする。

ただし、有人発券機は発注者から他で利用しているものを持ち込むの

で有人発券機は新たに購入する必要はない。 
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５－４ 共用エリア 

（１）特別室フロアエレベータ前ロビー及び廊下 

① 別府競輪場の特色をいかした内装・什器設備を設置し、特別室フロア

の利用者拡大に寄与する設備とすること。 

② 受付け業務に必要な備品及び貴重品の管理をするために必要な設備

についても本業務の範囲内とする。 

③ エレベータを降り立った瞬間のファーストインスピレーションを刺

激する工夫をすること。 

（２）利用者用トイレ（男女） 

① 想定される人数に応じて、ＶＩＰに相応しい利用者用トイレ（男女）

の改修を適宜行うこと。 

② 臭いや汚れ等メンテナンス性に優れたものとすること。 

③ トイレの拡張又は増設等する際には、構造上の問題等もあることから

事前調査が必要な場合は発注者に申し出ること。なお、調査等に係る

全ての費用等については調査を実施した者の負担とする。 

（３）喫煙室など付帯設備 

① 特別室フロアは禁煙エリアとして運用するが、非喫煙者及び喫煙者

双方に快適なスペースとし分煙を徹底すること。 

② イスやモニター、灰皿等特別室にふさわしい備品等を設置すること。 

（４）共用電話エリア 

共用エリアにおける環境や利用者のプライバシーに配慮した、電話での

通話ができる環境を整備すること。 

 

６ その他調度品等 

 現在の特別室に係る運用業務は以下のとおり行っているが、下記の業務運営に必

要な備品及び調度品等は本業務の範囲内で準備すること。 

（１）現行の特別室の運用は以下のとおり 

① アテンダントの２名体制（ただし、人数を変更する場合は、発注者が指示） 

② ゲストのお出迎えから座席までの案内や帰宅時のお見送り 

③ 発注者が手配するドリンク、スポーツ紙（５紙）の提供 

④ ペグシルやマークカード、消しゴム等の管理及び補充 

⑤ ケータリングサービス（食事の注文から代金の支払い、配膳及び片付けま

での全て）。なお、食事代は、ゲストの負担 

⑥ 掃除（床掃き、テーブルやイス、モニター等の拭掃除、灰皿の交換）、整

理整頓、ゴミは全て回収し、指定のゴミ捨て場に廃棄。 

⑦ 飴、おしぼりを手配し、無料で提供 

⑧ 特別室の利用案内、ドリンク、フードメニュー表の作成及び内容の更新 

⑨ 充電器の貸し出し 
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⑩ ゲストの貴重品の管理（保管） 

⑪ イベント装飾（クリスマスや正月等）の装飾 

⑫ 必要に応じ、情報誌等（競輪に限らず、観光やグルメ等）を手配、配置 

⑬ 特別室内の防犯（必要に応じ、自衛警備及び特別警備と連絡） 

 

（２）特別室の利用状況は以下のとおり。 

①プラチナ：１名 

②ゴールド：４名 

③平成２９年度特別室延べ利用者数 

  ・本場開催：  ２９４名 

  ・場外発売：１，６９０名 

 

（３）特別室料金体系 

チケット名 
前売券 当日 

６月券 ３月券 １月券 １日券 

会

員 

Ａ プラチナメンバー 80,000 50,000 20,000 *** 

Ｂ ゴールドメンバー 40,000 25,000 10,000 *** 

非

会

員 

Ｃ 一般ＶＩＰ 

(当日券) 

 

本場 

開催 

ＧⅢ以上 *** *** *** 3,000 

ＦⅠ/ＦⅡ *** *** *** 1,500 

場外発売 *** *** *** 1,000 

  

（４）機器器具等は以下のとおり。 

    ①ドリンク自動販売機 

ドリンク自動販売機は株式会社アペックスと別府市が契約しているため、

本業務において必要なければ撤去することは可能である。 

②オッズプリンター 

   オッズプリンターは必須情報端末であることから、本業務で撤去する

ことはできない。なお、情報線等の関係から既設箇所より移動する場合は

設置業者（日本トーター株式会社 092-441-5604）に移設依頼を行うこと。

また、移設等にかかる全ての経費は受託者の負担とする。 

③テレビモニター 

 既設のテレビモニター（各居室設置）については、本業務に流用して使

用することを認めるものとする。ただし、移設や設置方法の変更等に必要

な各種経費については受託者の負担とする。 

また、テレビモニターを本業務において撤去した場合は、発注者の指定

する場所に梱包して運搬すること。 
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 ④既設家具及び調度品等 

  別府市所有家具等不用品については本仕様の範囲内で廃棄とするが、

ＶＩＰ１及び２に設置されている個人席（カウンター席は除く）は流用使

用を可能とする。また、廃棄の際は発注者と十分協議のうえ決定すること。 

    ⑤自動発券機 

 自動機２台（発売１台＋発払１台）及び有人窓口１窓の体制を（トータ

リゼータエンジニアリング㈱九州第二事業所 0977-27-6259）保守管理

している。自動機の移設又は発売所の模様替え等を提案される場合は左

記事業者と打ち合わせ、変更にかかる全ての費用は受託者の負担とする。 

⑥空気清浄機 

 既設ＶＩＰ１、ＶＩＰ２及びロビーに既設の空気清浄機を計３台設置

しているが、本業務において使用する場合は流用使用することは可能と

する。ただし、流用して使用しない場合は発注者が別に利用する。 

⑦内線電話等 

      既設の内線電話機等は流用して使用するものとし、配置換え等による配

線の引き直し等は本業務の範囲内とする。また、外観等に影響がある場合

はその対応策を提案すること。この際、各居室に内線電話が不必要と判断

できる運用を想定する場合は内線電話を設置しない提案も可とする。 

 

７ 記載台等更新業務 

記載台等更新業務に係る仕様は別紙２を参照してください。なお、平成３０年１

２月（予定）に自動発券機を増設するので本業務を提案する際に考慮してください。 

 

８ 工期関係 

（１）以下の業務については平成３１年２月８日（金）より運用開始できるように

しなければならない。なお、経済産業省の確認検査があることを考慮し工程を

組むこと。経済産業省の確認検査は運用開始２週間前に行われる。 

    ① プラチナメンバールーム全般 

    ② ゴールドメンバールーム全般 

    ③ サロンルーム全般 

    ④ その他、発注者と契約候補者との協議により決定されたもの 

（２）プラチナメンバーやゴールドメンバーについてはパスポートにより利用され

ていることから原則、特別室の営業を中止することはないので留意すること。 

（３）本業務についてはゲストの利用時間中の作業はできないので留意すること。 

（４）詳細については受注者決定後協議する。 

（参考）平成３０年度１０月以降の非開催日は以下のとおりである。 

10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

12・17・31 9・19 5・20・31 31 1～7、12～15 28 日 
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９ 注意事項 

（１）本業務において構造物に変更等を加える等の場合、構造上の問題の他、空調、

配線及び消防設備等、構造等に支障がないことを確認したうえで施工すること。

なお、左記の影響により不測の事態が発生した場合は全て受託者の負担とする。 

（２）モニター等設置するもの全てについて、地震等の安全対策を徹底すること。 

（３）耐火性の高いものを使用するなど、防火対策を徹底すること。 

（４）メンテナンスや清掃が簡素化できるように努めること。 

（５）その他、開催や発売に支障がでるものについては禁止とする。 

 

１０ 各種法令等 

 本業務を行うにあたり、常に最新の下記に示す規格、法令等に基づき遂行すること。 

（１）日本工業規格           （ＪＩＳ） 

（２）電気学会、電気規格調査会標準規格 （ＪＥＣ） 

（３）日本電機工業会標準規格      （ＪＥＭ） 

（４）電気用品取締法 
（５）電気設備技術基準 

（６）電気設備工事監理指針 

（７）建築基準法 

（８）消防法 

（９）建設業法 

（10）公共建築工事標準仕様書（建築・電気設備・機械設備工事編） 

（11）公共建築設備工事標準図（建築・電気設備・機械設備工事編） 

（12）自転車競技法 

（13）競輪場施設改善指針 

（14）別府市諸規則 
（15）その他関係法令、条例、規則等 

 

１１ 発生材処理 

本業務に伴い発生した発生材の処理については排出者である受託者にて、しかる

べき手続きをおこない処理を実施すること。 

また、発注者に次の書類を提出し確認を得ること。 

（１）建設廃棄物処理計画書（分別解体等） 

（２）工事関係廃棄物報告書 

（３）再資源化報告書 

（４）マニフェスト 

（５）廃棄物の写真（カラー:積載状況） 

（６）資源有効利用促進法、建設リサイクル法、グリーン購入法、家電リサイクル

法等の環境基本法に則り、施工すること。 
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１２ その他 

（１）廃棄物は、本業務の範囲内で廃棄すること。 

（２）機器等の故障や壁紙の剥がれなど通常使用する範囲で、内装（壁、床、天井、

照明及びこれに付随するもの）及びモニターに不具合、不良があった場合の、

保証期間は３年とする。ただし、イスやテーブルその他装飾品等については

１年とする。この期間は、受託者は無償で必要な措置をおこなうこと。 

（３）本業務に必要な諸官公署の届出書類は、全て受託者が作成し、遅滞なく手続

きすること。諸官庁に対する検査は、適宜、発注者に申し出て検査を受けるこ

と。 

（４）作業全般については、公共工事（建築一式工事）と同等の人員配置（現場代

理人・専任主任（監理）技術者）等により、安全環境が担保でき、かつ確実な

作業をすること。また、建築一式工事において受注できる金額は「別府市が発

注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査の申

請の時期等に関する告示（昭和 55 年 11 月 19 日告示第 176 号）」第１ 競争

入札参加者の資格 1 の２項に規定するとおりであることから、格付け金額

を超えた希望価格の提出はできないこと並びに下請工事の金額の総額が

6,000 万円を超える場合は、特定建設業である必要があることなど参加申込

時においては注意すること。 

（５）本業務にあたり「施工体制の適正化及び一括下請負の禁止の徹底」や「地方

公共団体の公共工事に係る入札・契約手続き及びその運用の更なる改善の推

進について」等の建設工事にかかる各種通達等を準拠し履行すること。また、

必要があればＣＯＲＩＮＳ又はＴＥＣＲＩＳなどの処理も適正に行うこと。 

（６）作業中は、ゲスト及び近隣に配慮し、不注意による事故及び騒音振動等によ

る苦情及び対応は、受託者の責任でおこなうこと。 

（７）業務履行にあたり「施工プロセス」のチェックを適宜行い、安全対策、工程

管理、施工管理、施工体制管理等十分に行い業務遂行すること。 

（８）下請契約は履行開始前に書面により行うこと。 

（９）物品の購入等にあたっては、市内業者を可能な限り活用すること。 

（10）受託者が、下請業者の施工結果を十分に検査すること。 

（11）受託者は、委託業務の主たる業務を他に委託し、又は請け負わせてはならな

い。 

（12）完成時には発注者の求める書類等（CAD データ含む）を用意し遅滞なく提出

すること。 

（13）本業務は委託業務であるが、別府市契約事務規則（平成 2 年 10 月 1 日規則

第46号）第６条の規定により契約保証金を納めなければならないものとする。 

（14）本仕様書に記載がない事項については、発注者と受託者で別途協議する。 
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（参考）競輪場施設改善指針（平成１５年３月６日競輪政策決定会議） 

３ 場内お客様サービス関連施設（抜粋） 

（８） トイレ 

② 空気設備を完備するとともに換気を十分に行い、定期的な清掃により清

潔さを常に維持すること。 

③ 照明、採光等により十分な照度を確保すること。 

④ ブースは内開きとし、未使用時は扉を常時開放状態とすること。 

⑤ 男子用小便器は個別式便器とし、洗浄方式はセンサー感知式とすること。 

⑥ 洗面所はトイレ内に設置し、個別式とすること。また、ハンドドライヤ

ーの設置について配慮すること。 

⑧ 各トイレに設置する洋式便器は、温水洗浄便座の設置を配慮すること。 

⑨ 女子トイレの拡充、設備の充実、清掃の強化等に特に配慮すること。 

 

５ 投票施設（抜粋） 

① 投票施設は観客席から至近距離に設置するとともに、周辺に快適な推理

スペースを十分確保すること。 

② 投票等の窓口をカラーリング、サイン等により明確に区分すること。 

⑧ 各施設に現金及び重要書類を保管するための設備として据置き型又は

床下設置型金庫を設置し、当該金庫の周辺は常に整理整頓し、緊急時に即

応できるようにすること。 

⑩ 会員制等で利用者を限定している特別な有料席（ロイヤルルーム等）に

あっては、オープンカウンター形式の投票窓口の設置を推進すること。 

 

 

（問い合せ先） 

 １ トータリゼーター系（投票系）  

トータリゼータエンジニアリング㈱九州第二事業所（別府競輪場内） 

0977-27-6259 担当：青木様 

２ 場内映像系（監視カメラ含む） 

  日本トーター株式会社九州支社 

092-441-5604 担当：岡本様 

３ メインスタンド設計者 

  株式会社 日建設計              06-6203-2361 

  


