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第１章

総則

１．要求水準書（案）の位置づけ
ＬＡＢＶ方式による事業は国内でも事例がないことから、令和 3 年 6 月頃に山陽小野
田市（以下「市」という。
）が予定する事業パートナーの公募に向けて、要求水準書に記
載する事項等については、事前に民間事業者等との対話等を通じて調整していくことが
望ましいと考えられる。
山陽小野田市ＬＡＢＶプロジェクト要求水準書（案）
（以下「要求水準書（案）
」という。）
は、要求水準書の策定に向けて、民間事業者に対して事業の計画及び計画条件等を示すと
ともに、本要求水準書（案）の第３章から第６章において施設整備、維持管理・運営等の
各業務項目における方針や要求水準に対する考え方等についてあらかじめ示すものであ
る。

２．適用
本要求水準書（案）は、施設の整備業務、施設の維持管理業務、施設の運営業務、ＬＡ
ＢＶ方式による付加価値のある事業に関する業務に適用する。
また、本要求水準書（案）に示す事業パートナーとは、企画マネジメント、設計、工事
監理、建設、維持管理及び運営業務、付加価値運営業務を担える者が含まれた複数の企業
で構成されたコンソーシアムのことを指す。

３．用語の定義
(1) ＬＡＢＶ（Local Asset Backed Vehicle）
ＬＡＢＶは、自治体が市有地を現物出資し民間事業者等が資金出資して作ったＬＡＢ
Ｖ共同事業体が、公共施設と民間収益施設を複合的に整備、維持管理・運営する事業手
法。通常の PFI 事業が特定の公共施設を対象とすることに対し、ＬＡＢＶは複数の市有
地を官民で連鎖的に開発していくエリアマネジメントを担う事業である。
(2) 山陽小野田市ＬＡＢＶ共同事業体
市が土地を現物出資し、小野田商工会議所や山口銀行、事業パートナーが出融資して
設立する官民連携の共同事業体。
(3) 山陽小野田市ＬＡＢＶプロジェクト
ＬＡＢＶ共同事業体による、商工センターの再整備から当該エリアのまちづくりを踏
まえた事業計画。令和2年3月に市がまとめた「市有地利活用及びエリアマネジメント等
に係る官民連携事業可能性調査」において、ＰＰＰ手法のうちの一つであるＬＡＢＶの
手法により、商工センター跡地の再整備及びエリアの複数の事業候補地で連鎖的事業の
可能性について検討を行い、定性・定量面で評価を行った結果、ＬＡＢＶプロジェクト
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の優位性が認められた。また、事業者からもヒアリングなどを通じ、事業参画に対して
前向きな意見が確認できたことから、ＬＡＢＶプロジェクトの実現可能性も見込まれ
た。
令和 2 年 7 月には、市及び小野田商工会議所と山口フィナンシャルグループ（山口銀
行）が、調査の報告及び事業化に向けた検討ステージへの移行を発表するため記者会見を
実施し、多くの報道関係者が参加した。その後、検討を進める中でこの 3 者に加えて山口
東京理科大学もプロジェクト関係者として参画することになり、課題となっている学生
寮も合わせた複合施設の整備・運営の検討が具体化した。山口東京理科大学は地域連携事
業も積極的に進めており、学生寮の整備による、まちが変わるきっかけとなることが期待
される。
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第２章 事業の計画及び計画条件
１．事業の目的
ＬＡＢＶプロジェクトは、商工センター再整備事業と山口銀行小野田支店跡地利活用
（以下「リーディングプロジェクト」という。）による新たに商工センター敷地内に整
備される新施設（以下「リーディング施設①」という。）
、リーディング施設①へ移転後
の山口銀行小野田支店跡地の利活用（以下「リーディング施設②」という。
）を優先的
に実施し、さらに複数の事業地において施設整備や利活用を連鎖的に進め、居住・交流
人口の増加やまちに活気を生み出すための官民連携によるまちづくりを目指していく。
なお、ＬＡＢＶプロジェクトは、地元の産官学金及び今後パートナーとして公募・選
定する事業者等による、全国でも事例のない新たな官民連携事業の構築を目指して進め
ている。今回の取組が人口減少下における地域連携による新たなまちづくりのモデルケ
ースとなることも期待されており、単なる施設の整備や運営に留まらず、地域のニーズ
を踏まえ、民間の技術やノウハウを活かしたソフト事業なども組み合わせてエリアの価
値向上を目指す取組としていきたい。

２．事業コンセプト
(1) 多世代が集う交流・にぎわい拠点
(2) 産学官金連携によるイノベーションが実現する拠点
(3) 地域の産業振興支援や新たな雇用促進を通じて、地域経済活性化を目指す拠点
(4) 市有地利活用による利便性の高い生活空間の形成
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３．事業スキーム
山陽小野田市ＬＡＢＶプロジェクトにおいて想定する事業スキーム（案）は下記のとお
りである。
図表２－１ 想定する事業スキーム（案）①
配当

配当

資金出資

山陽小野田市

LABV共同事業体
※合同会社(LLC)
土地・建物所有

現物出資(土地)
固定資産税

家賃

出融資

リーディング施設①

リーディング施設②

公園通出張所
中央福祉センター
市民活動センター
地域職業相談室
貸会議室
理科大学生寮
小野田商工会議所
山口銀行小野田支店
民間収益事業
交流広場

大学連携施設
インキュベート施設
DX関連 等

高砂用地

山陽小野田市

事業パートナー

家賃・事業収入
家賃・事業収入

家賃・事業収入

連鎖的事業

中央福祉センター

未定

未定

未定

家賃

家賃

山口銀行

資金出資

施設の整備・維持管理・運営
家賃・事業収入

小野田商工会議所

家賃

小野田商工会議所

家賃

学生

利用料等

利用料等

市民

山口銀行

※ 法人形態は提案により調整するものとする
図表２－２ 想定するスキーム（案）②

市民

配当

資金出資

山陽小野田市

配当
出資

土地賃貸料
配当

現物出資(土地)
固定資産税

LABV共同事業体
※合同会社(LLC)
土地所有・建物(商工C以外)

出融資

資金出資

出資

施設の整備・維持管理・運営
家賃・事業収入
事業運営会社(SPC)
建物所有

リーディング施設②

リーディング施設①

大学連携施設
インキュベート施設
DX関連 等

公園通出張所
中央福祉センター
市民活動センター
地域職業相談室
貸会議室
理科大学生寮
小野田商工会議所
山口銀行小野田支店
民間収益事業
交流広場

家賃

山陽小野田市

家賃・事業収入

高砂用地

配当

小野田商工会議所

山口銀行
事業パートナー
家賃・事業収入

家賃・事業収入

中央福祉センター

未定

未定

未定

家賃

家賃

小野田商工会議所

学生

連鎖的事業

家賃

山口銀行

利用料等

市民

※ 法人形態は提案により調整するものとする
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４．事業スケジュール
項目

日程（予定）

事業構想公表

令和 3 年 4 月

実施方針の公表及び要求水準書(案)に関する

令和 3 年 6 月

質問及び個別対話の受付
事業パートナーの募集要項の公表

令和 3 年 6 月

事業パートナーの参加表明書の提出期限

令和 3 年 9 月

事業パートナーの企画提案書の提出期限

令和 3 年 11 月

事業パートナーの選定及び公表

令和 3 年 12 月

ＬＡＢＶに関する（仮称）共同開発協定の締結

令和 3 年 12 月

ＬＡＢＶ共同事業体の設立

令和 4 年１月

LAVB 共同事業体の事業計画策定～

令和 4 年 1 月～

リーディングプロジェクト整備（第 1 期）

令和 6 年 3 月

第１期施設の供用開始

令和 6 年 4 月

リーディングプロジェクト整備（第 2 期）

令和 6 年 4 月～令和 7 年 3 月

第２期施設の供用開始

令和 7 年 4 月

運営・維持管理期間（30 年間の場合）

令和 6 年 4 月～令和 36 年 3 月 31 日

事業終了（30 年間の場合）

令和 36 年 3 月 31 日

※第 1 期施設の学生寮は令和 6 年 4 月からの供用開始（学生の入居）を想定したスケジュ
ールとする。その他第 1 期施設（複合施設）については、遅くとも令和 6 年 4 月からの供
用開始を想定しているが、事業パートナーからの提案により供用開始時期を早めること
も可能とする。

５．施設機能の概要
本施設で予定する機能概要は、下記のとおりである。
※全体面積及び各機能の面積は目安とする。使用上、必要十分と判断される範囲内での計
画とすること。
(1) リーディング施設①（全体面積：4,700 ㎡程度、駐車台数：85 台以上）
① 公園通出張所
概要

内容

業務内容

・市民相談、戸籍、住民基本台帳、印鑑、身分証明等に関する業務

機能名称

機能内容

公園通出張所

50 ㎡程度とする。
ロビー、執務スペースなど必要な施設・設備を設ける。
可能な範囲で、更衣室等の共用を検討する。
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休日・夜間のセキュリティ対策に配慮すること。
② 中央福祉センター
概要

内容

業務内容

・地域福祉に関する業務

機能名称

機能内容

中央福祉センター

310 ㎡程度とする。
執務スペース、面接相談室、作業室、防災倉庫など必要な施設・設
備を設ける。
可能な範囲で、更衣室等の共用を検討する。
1 階が望ましいが、2 階以上となる場合はエレベーターの近くとす
るなど動線に配慮すること。

③ 市民活動センター
概要

内容

業務内容

・市民及び市民活動団体の支援等に関する業務

機能名称

機能内容

市民活動センター

140 ㎡程度とする。
執務スペース、交流スペースなど必要な施設・設備を設ける。
可能な範囲で、更衣室等の共用を検討する。
利用者が使用する印刷機の設置を想定しており、稼働時の音に配
慮した配置とすること。

④ 地域職業相談室
概要

内容

業務内容

・職業相談や求人情報の提供や募集に係る受付等に関する業務

名称

機能内容

地域職業相談室

90 ㎡程度とする。
執務スペース、相談室など必要な施設・設備を設ける。
可能な範囲で、更衣室等の共用を検討する。
システムサーバーの配置を想定しており、遮音、セキュリティ対策
に配慮すること。

6

⑤ 交流広場
機能名称

機能内容

交流広場

・200～300 ㎡程度とする。
・敷地内オープンスペースに芝生広場を設置する。

⑥ 小野田商工会議所
概要

内容

業務内容

・地域の商業振興等に関する業務

予定職員数

・現状 11 名

機能名称

機能内容

執務室

80 ㎡程度とする。
職員が作業できる机と椅子を設置する。
相談窓口（カウンター）を設置する。

執務室兼応接室

ソファーと椅子を設置する。
デスクと椅子を設置する。

相談室

10 ㎡以内の防音仕様の相談室を 3 室程度設置する。

給湯室

10 ㎡程度の給湯室を設置する。
※他施設との共用不可とする。

更衣室

職員が利用できる人数分の更衣室を設置する。
※他施設との共用不可とする。

書架

30 ㎡程度とする。

⑦ 会議室
機能名称

機能内容

会議室①②③

40 ㎡程度の会議室×3 室とする。
会議室①②③は遮音性に配慮したパーテーション等で結合・分断
が出来るようにする。
20 名程度がセミナー形式で収容できる面積とする。
最大人数分の椅子とテーブルを設置する。

会議室④

45 ㎡程度とする。
30 名程度がセミナー形式で収容できる面積とする。
会議室④⑤は遮音性に配慮したパーテーション等で結合・分断が
出来るようにする。
最大人数分の椅子とテーブルを設置する。

会議室⑤

110 ㎡程度とする。
70 名程度がセミナー形式で収容できる面積とする。
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会議室④⑤は遮音性に配慮したパーテーション等で結合・分断が
出来るようにする。
最大人数分の椅子とテーブルを設置する。
会議室⑥

300 ㎡程度とする。
200 名程度がセミナー形式で収容できる面積とする。
ステージを設置し、講演会等が可能な音響設備を設置する。
最大人数分の椅子とテーブルを設置する。

⑧ 山口東京理科大学学生寮
概要

内容

業務内容

・学生寮

入居予定者数

・60 名

機能名称

機能内容

学生寮

1 室 18 ㎡程度とする。
男子寮と女子寮との合計が 60 室程度とする。
※参考：山口東京理科大学在学生の男女比は２：１であるが、部屋
数の割合は指定しない。
ミニキッチン、トイレ、ユニットバス、洗濯機置き場、下足箱、収
納を整備する。
エアコン、ベッド、デスクと椅子を備え付けとする。
一般利用者が往来することのないようセキュリティに配慮する。

エントランス

部屋数に応じた郵便ポストを設置する。
各部屋へインターホンを設置する。
万全なセキュリティ対策とする。
可能な限り女子寮は専用エントランスとする。

駐輪場

学生用駐輪場を人数分設置する。

⑨ 山口銀行小野田支店
概要

内容

業務内容

・預金、貸出、有価証券売買、投資、為替等に関する業務

予定職員数

・20 名程度

外来者数

・
（1 日平均）約 150 名、
（１日最大）約 200 名

機能名称

機能内容

山口銀行小野田支店

【コンセプト】
業界の将来像を想定した従来の銀行店舗にとらわれない店舗設計
とすること。
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ＬＡＢＶ共同事業体やテナントとの親和性、シナジーが発揮でき
るよう配慮すること。
市内の山口銀行中核店舗としての銀行機能を有すること。
【想定する仕様】
予定職員数がＰＣ作業できる机と椅子を設置する。
応接室（複数室、什器により役割分け、遮音性に配慮）
、待合室
、耐火書庫（門扉のセキュリティ機能に配慮）
、自動サービスコー
ナー（ＡＴＭ3 台、両替機 1 台の設置）を設置する。
【その他】
トイレ、更衣室は共用スペースの活用も検討する。
休憩室、食堂（給湯室）、会議室は原則施設共用スペースを活用す
る。ただし、来客対応ができる最低限の設備等は設置。
夜間金庫、貸金庫の設置を検討する。
⑩ 民間テナント
機能名称

機能内容

民間テナント

複数テナントを設置する。

⑪ 来客用駐輪場
機能名称

機能内容

来客用駐輪場

一般利用者用：20 台以上の駐輪スペースを確保する。
大学用：60 台（入居数）以上の駐輪スペースを確保する。
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リーディング施設①のイメージパースを以下に示す。

(2) リーディング施設②
山口銀行小野田支店がリーディング施設①内への移転が完了した後、市及び小野田商
工会議所、山口東京理科大学、山口銀行等と連携しＤＸを活用したコワーキングスペース
や起業家支援を行うインキュベーション施設、山口東京理科大学の大学連携施設など、リ
ーディングプロジェクトに付随する連携施設としての活用を優先的に検討する。
(3) 高砂用地
今後、事業パートナーからの提案を踏まえて検討する。
(4) 中央福祉センター
今後、事業パートナーからの提案を踏まえて検討する。

６．業務の概要
事業パートナーは、ＬＡＢＶプロジェクトに関して、関係する法令（条例を含む）を遵
守し、本要求水準書（案）の第３章から第６章に掲げる業務を行う。なお、各業務の実施
に必要な調査、申請、届出その他の行政手続き、事業を円滑に実施するための調整の一切
の業務を含むものとする。
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７．秘密の保持
(1) 事業パートナーは、ＬＡＢＶプロジェクトにより知り得た一切の情報を、第三者に開示、
漏洩、又はＬＡＢＶプロジェクト外の目的に使用してはならない。ただし、あらかじめ
ＬＡＢＶ共同事業体の出資者全員の承諾を得た場合はこの限りでない。
(2) 事業パートナーは、ＬＡＢＶプロジェクトに関して事業パートナーから業務を受託す
る又は請け負う者に秘密の保持に係る措置を取り、その措置について、ＬＡＢＶ共同事
業体の出資者全員の確認を受けなければならない。

８．要求水準書の規定の取扱い
事業パートナーは、ＬＡＢＶプロジェクトに係る業務の実施に当たり、本要求水準書
（案）の第３章から第６章及び適用基準等に規定する事項の全てに適合しなければなら
ない。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 材料仕様、工法、業務方法その他について具体に特定の方法を規定しているものについ
て、事業パートナーが性能を証明する措置を行ったうえでその内容についてＬＡＢＶ
共同事業体の出資者全員と協議を行い、当該規定による場合と同等以上の性能、業務成
果が得られると認めた場合。
(2) その他、要求水準によりがたい場合でＬＡＢＶ共同事業体の出資者全員と協議の上、認
められた場合。

９．法令順守及び適用基準等
ＬＡＢＶプロジェクトの実施に当たっては、関係法令、条例、規則、要綱等を遵守する
とともに、各種基準、指針等についてもＬＡＢＶプロジェクトの要求水準と照らし合わせ
て参考とすること。また、関係法令、条例、規則、要綱、基準、指針等は全て最新版を適
用すること。ＬＡＢＶプロジェクトの実施に関して特に留意すべき関係法令、条例、適用
基準等は次のとおりである。なお、関係法令に基づく許認可等が必要な場合は、事業パー
トナーがその許認可を取得しなければならない。
(1) 法令
・建築基準法
・建設業法
・建築士法
・都市計画法
・景観法
・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
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・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）
・消防法
・駐車場法
・労働基準法
・下請法
・独禁法
・その他関連する法令等
(2) 条例
・山口県建築基準条例
・山口県福祉のまちづくり条例
・山陽小野田市土地開発行為の手続等に関する条例
・その他関連する条例等
(3) 各種基準等
・官庁施設の基本的性能基準及び同解説
・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説
・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準及び同解説
・建築工事安全施工技術指針・同解説
・建設工事公衆災害防止対策要綱の解説(建築工事編)
・建設副産物適正処理推進要綱
・公共建築工事標準仕様書（建築・電気・機械工事編）
・工事監理指針（建築・電気・機械）
・その他関連する各種基準等

１０．材料
(1) 使用する材料及び設備機材等は新品（概ね製造後１年以内で、適切に保管され当初の性
能を有しているもの（専ら仮設に供するものを除く。）をいう。ただし、その期間内で
あっても性能の劣化が生じるものについては、当初の性能を有している期間までのも
のをいう。
）とする。
(2) リサイクル製品で一般的に流通している材料は品質が確認された時点で新品として扱
うものとし、資機材等の選択に当たっては、グリーン購入法を遵守する。

１１．事業期間終了時の水準
ＬＡＢＶプロジェクトに基づき事業パートナーが整備した本施設等の事業終了時の状
12

態は、第３章に規定する要求水準を満足している状態とする。
ただし、内外装その他機材で、経年的な劣化が生じる材料、機材については、維持管理
業務及び運営業務の要求水準に適合した適正な維持管理及び運営が行われ、かつ通常の
使用状況であった場合の状態を維持していれば足りる。

１２．特許権・著作権等の使用
(1) 事業パートナーは、ＬＡＢＶプロジェクトに関わる特許権、実用新案権、意匠権、著作
権その他法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている履行方法を使用す
るときは、その使用に関する一切の責任を持たなければならない。
(2) 事業パートナーは市が成果物を自由に利用すること及び成果物又は本施設等の内容を
自由に公表することを許諾する。

１３．連鎖的事業
事業構想で示しているとおり、令和 2 年 3 月の「市有地利活用及びエリアマネジメン
ト等に係る官民連携事業可能性調査」では、民間事業者等へのアンケートやヒアリングを
通じて民間収益事業及び連鎖的事業について、実現可能性のある機能がある。
これらも踏まえて、連鎖的事業については事業パートナーからの提案によりＬＡＢＶ
共同事業体において具体的な検討を行い、各事業対象地の特徴等を考慮し、事業化を目指
していく。要求水準等については第６章で示すとおりとする。
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第３章

施設の整備に関する要求水準

１．施設の整備に関する基本方針（案）
施設の整備業務の基本方針を以下に定める。
(1) 機能を複合化し、様々な用途で使用可能なスペースを用意することで、多様なニーズに
対応し、多世代が利用できる施設とする。
(2) イベントや商業活動を行うためのスペースや、地域ならではの特性を活かした学びや
遊びの場を用意することで、地域内外の方々が気軽に訪れることができる施設とする。
(3) 高齢者や子育て世代、学生などの若者にとっても利用しやすい魅力的な施設とし、幅広
い世代の方々が集い、交流することができる施設とする。

２．リーディング施設①の基本要件
(1) 施設の位置等
① 敷地条件
項目

内容

立地場所

山陽小野田市中央二丁目 3 番 1 号

敷地面積

5484.62 ㎡

用途市域等

商業地域

建ぺい率

80％

法定容積率

400％

防火指定

準防火地域

地域地区

指定なし

接道条件

(東側)県道小野田港線・幅員 15m
(西側)市道セメント町日産線・幅員 5.3m
いずれも建築基準法第 42 条第 1 項第 1 号道路

② 敷地及び地盤状況
敷地及び地盤状況は、必要に応じて事業パートナーが調査を行うこと。なお、開発行為
に関しては、事業パートナーにおいて調査検討の上、必要に応じて対策を講じること。
市は炭鉱の町として昭和 40 年代まで石炭の採掘が行われていたため、地下にある古洞
(石炭採掘跡)と呼ばれる空洞に対しての調査を行い、必要に応じて対策を講じること。

14

③ 社会基盤
各社会基盤の状況について以下に示す。なお、テレビの電波障害など、その他必要な社
会基盤に関しては、事業パートナーにおいて調査検討の上、対策を講じること。
項目

内容

上水道

県道小野田港線に敷設の上水道本管より供給されている

下水道

県道小野田港線に敷設の下水道本管に放流している(合流式)

都市ガス

既存建物は都市ガスの供給を受けている

電話

敷地東側の NTT 柱より引き込まれている

電力

敷地東側の中国電力柱より引き込まれている

④ 施設内容
施設の必要諸室等については、
「第２章 ５．施設機能の概要」に示すとおりとする。
⑤解体撤去対象施設
ＬＡＢＶプロジェクトにおいて解体撤去を行う既存施設の概要を下記に示す。
項目

内容

施設名称

山陽小野田市商工センター(既存外構一式共)

構造規模

RC 造 4 階建て

延床面積

2,206.721 ㎡

なお、解体撤去は、事業パートナーが行うこととし、解体撤去費用については市が負担
する。

３．施設設計要求水準
(1) 共有要件
① 社会性
地域性や景観性等について、「山陽小野田市ＬＡＢＶプロジェクト」のほか関連計画と
の整合及び調整がされていること。
② 環境保全性
省エネルギー・省資源等の環境負荷低減に資する対策が講じられていること。また、施
設建設に伴う施設周辺の生態系へ及ぼす負の影響を最小限に抑えること。
③ 安全性
防災性、機能維持性、防犯性に対する安全性が確保されていること。
④ 機能性
ユニバーサルデザインの視点に立ち、すべての利用者が安心して利用できる施設とす
ること。
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(2) 配置及び動線計画
「第２章 ５．施設機能の概要」及び平面プランに基づき、各機能の利便性が最大限図
られる配置及び動線計画とすること。また、魅力的な空間が確保できるよう、敷地が最大
限有効活用される計画とすること。
(3) 構造計画
同時利用に配慮した十分な騒音・振動対策を講じること。「官庁施設の総合耐震・対津
波計画基準」に基づき、以下の耐震性能を満たすこと。
① 構造体の耐震性：Ⅱ類
② 建築非構造部材の耐震性：Ａ類
③ 建築設備の耐震性：乙類
(4) 設備計画
「第２章 ５．施設機能の概要」の諸条件及び要求水準を満たすこと。
(5) 外構計画
建物周囲及び計画地内の雨水を速やかに排水できるよう敷地内排水設備を整備するこ
と。また、敷地内の主要な動線の範囲に夜間に人や車両が明瞭に確認できる照度を確保し、
適切な位置に設置すること。
(6) サイン計画
施設案内のためのサインを適宜設置すること。サインは、見やすく、わかりやすいもの
とし、周辺環境・景観に調和したデザインとすること。

16

４．設備計画に関する要求水準
(1) 基本方針（案）
ＬＣＣ（Life Cycle Cost）の最小化を目的に、省エネルギー設備の導入や再生可能エ
ネルギーの利用を積極的に図ること。
(2) 業務区分
「第２章 ５．施設機能の概要」の諸条件及び水準を満たすため、以下項目に対して必
要な措置を講じること。
項目

内容

電気設備

必要な電気設備を計画すること。

空調設備

空調負荷や換気量等の考慮や換気・排煙設備等、適切な環境が確保でき
る空調設備を計画すること。

給排水衛生設備

衛生的かつ合理的な計画とすること。

防災設備

関係法令及び所轄消防機関の指導に従い、各種防災設備を設置するこ
と。また、消防法における非常電源の機能を有すること。

昇降機設備

エレベーターのかごは、車椅子、視覚障害対応型とすること。

その他

受動喫煙に配慮し、喫煙スペースは設置しないこと。ゴミ置き場は、良
好な衛生、周辺環境に支障が生じないようにすること。

５．業務の実施に関する要求水準
(1) 基本事項
以下表に基づき、コスト管理計画書を作成し、ＬＡＢＶ共同事業体の出資者への提出を
行うこと。
作成書類

内容

提出時期

総括表

建設工事費の金額を「建築」、「電気設備」、「機械設

基本設計着手前

備」
、
「外構」
、
「その他」に区分して記載し提出する。
工事別内訳表

各工事別の内訳金額を記載する。

内訳明細書

「公共工事内訳書標準書式」
（建築工事・設備工事編） 実施設計終了時
による。

基本設計終了時
建設工事着手前
建設工事途中
建設工事完了時

変更金額一覧表

コスト変更が生じた場合に、変更該当部分の変更前

提出の必要が生

後の数量・単価・金額を含む内容で作成する。また、 じた時
設計・施工過程において、コストの変動が生じた場合
及び変更金額の確認の必要が生じた場合及び変更金
額の確認の必要が生じた場合に速やかに提出する。
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また、要求水準の確保のため、事業パートナーによる要求水準確認計画書、要求水準確
認報告書を作成し、ＬＡＢＶ共同事業体の出資者へ提出すること。
(2) 共通項目
事業パートナーは、ＬＡＢＶ共同事業体の出資者やその他関係機関等との協議・打合せ
を行ったときは、その内容について、その都度打合せ記録簿に記録し、相互に確認するこ
と。
(3) 設計業務
事業パートナーは、本要求水準書（案）及び事業提案書並びに設計・施工工程表等に基
づき、以下の業務を実施する。

①

項目

内容

調査

必要に応じて社会基盤調査、地質調査、敷地測量調査、古洞調査、
地歴調査、アスベスト・PCB 調査 等を行うこと。

②
③

設計業務計画書

基本設計作成着手前にＬＡＢＶ共同事業体へ提出し、内容の確認

の作成

を受けること。

管理技術者及び

基本設計着手前に、設計業務における管理技術者及び照査技術者

照査技術者の通

を選任のうえ、ＬＡＢＶ共同事業体に通知し確認を受けること。

知
④

基本的性能に係

要求水準書、事業提案書、基本設計及び実施設計の着手時に、施

る設計説明書の

設の設計説明書を作成し、ＬＡＢＶ共同事業体の確認を受けるこ

作成

と。

⑤

設計

基本設計、実施設計を実施すること。

⑥

設計図書の作成

図面、基本設計書、実施設計書を作成し、ＬＡＢＶ共同事業体に
提出すること。

⑦

申請及手続き等

関係行政等に提出した書類の写し等を製本し、着工時にＬＡＢＶ
共同事業体に提出すること。

(4) 建設業務
事業パートナーは、本要求水準書（案）及び事業提案書並びに設計・施工工程表等に基
づき、以下の業務を実施する。
①

項目

内容

建設工事

解体撤去、本体、外構、関連工事（設備等インフラや道路接続、
仮設）
、近隣対応等、また別途工事との調整を実施すること。

②

現場代理人、主任

現場代理人、主任技術者及び監理技術者を選任の上、ＬＡＢＶ

技術者及び監理技

共同事業体に通知し確認を受けること。
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術者の通知
③
④

施工体制台帳及び

建設業法に基づく施工体制台帳に係る書類及び施工体系図を

施工体系図の作成

作成し、ＬＡＢＶ共同事業体に提出すること。

施工計画書、品質

事業パートナーは、建設工事着手前等、適切なタイミングで左

管理計画書、施工

記書類を作成の上、ＬＡＢＶ共同事業体に提出すること。

報告書の提出
⑤
⑥

実施工程表・月間

区分毎に、出来高予定曲線を記入した実施工程表を作成し、Ｌ

工程表の提出

ＡＢＶ共同事業体に提出すること。

別途工事との調整

工事期間中にリーディング施設①に係る別途工事との工程及
び仮設等の調整を行うこと。

⑦

使用材料の詳細に

建設工事において、材料の色、柄、表面形状等の詳細に係る内

係る確認

容については、事前にＬＡＢＶ共同事業体にその内容を提示し
確認を得ること。

⑧

電波障害対策

施設整備に伴い周辺住民等への電波障害が発生した場台、従前
の状態まで復旧させ、対策後に電波障害対策関連報告書を速や
かにＬＡＢＶ共同事業体に提出すること。

⑨

申請及び手続き等

建設工事の実施、完了及び施設の供用開始に必要な一切の協
議、申請及び手続きを行うこと。

⑩

完成図の作成

建物完成時に速やかにＬＡＢＶ共同事業体に提出すること。

⑪

完成写真の提出

完成写真は、ＬＡＢＶ共同事業体が行う事務や公的機関の広報
に、無償で使用することができる。

(5) 工事監理業務
工事監理業務は、以下の業務を実施する。
①

項目

内容

管理技術者及

建設工事に着手する前に、管理技術者及び照査技術者を選任の上、

び照査技術者

ＬＡＢＶ共同事業体に通知し確認を受けること。

の通知
②
③
④

工事監理業務

業務体制等について工事監理業務計画書を作成し、ＬＡＢＶ共同事

計画書の提出

業体に建設工事の着手前に提出し、確認を受けること。

工事監理業務

工事監理に関する記録を作成し、工事監理業務報告書としてＬＡＢ

報告書の作成

Ｖ共同事業体に毎月提出し確認を受けること。

施工計画書及

施工計画及び品質管理計画が要求水準確認計画書の計画内容に照

び品質管理計

らして適正なものになっていることを確認すること。

画書の確認
⑤

施工報告書の

建設工事において作成する施工報告書に関してＬＡＢＶ共同事業
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確認

体による要求水準確認書、要求水準確認計画書及び施工計画並びに
品質管理計画どおりに施工されていることを確認すること。

第４章

施設の維持管理に関する要求水準

１．総則
(1) 業務の目的
本施設維持管理業務の基本方針を以下に定める。
① 機能を複合化し、様々な用途で使用可能なスペースを用意することで、多様なニーズ
に対応し、多世代が利用できる施設とする。
② イベントや商業活動を行うためのスペースや、地域ならではの特性を活かした学びや
遊びの場を用意することで、地域内外の方々が気軽に訪れることができる施設とする。
③ 高齢者や子育て世代、学生などの若者にとっても利用しやすい魅力的な施設とし、幅
広い世代の方々が集い、交流することができる施設とする。
(2) 業務の範囲
① 建築物等保守管理業務
② 建築設備等保守管理業務
③ 外構施設保守管理業務
④ 環境衛生管理業務
⑤ 清掃業務
⑥ 備品保守管理業務
⑦ 警備業務
⑧ 長期修繕計画策定業務
(3) 業務の提供時間帯
各施設の運営等に支障がないよう、業務の範囲ごとに業務提供時間帯を設定すること。
なお、設定に当たっては、事前にＬＡＢＶ共同事業体の出資者と協議を行うこと。
(4) 業務期間
施設竣工日から、令和 36 年 3 月 31 日まで維持管理業務を実施すること。
(5) 業務の実施に当たっての基本方針
ＬＡＢＶプロジェクトの各施設において必要な業務を遂行する上で支障がないように、
また施設利用者が安全かつ快適に使用できるように、建物・建築設備、その他施設の性能
及び状態を、常時適切な状態に維持管理すること。なお、各業務は以下の考え方に基づき
実施すること。
① ライフサイクルコストの削減に努めること。
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② 維持管理は、予防保全を基本とすること。
③ 施設が有する機能及び性能等を保つこと。
④ 省エネルギー、省資源に努めること。
⑤ 創意工夫やノウハウを活用し、合理的かつ効率的な業務実施に努めること。
⑥ 公共施設の環境を安全、快適かつ衛生的に保ち、施設利用者の健康被害を未然に防止
すること。
⑦ 物理的劣化等による危険・障害等の発生を未然に防止すること。
⑧ 環境負荷を抑制し、環境汚染等の発生防止に努めること。
⑨ 関係法令等を遵守すること。
(6) 適用基準等
事業パートナーは、
「建築保全業務共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕課監修（最
新版）
）
」に準拠し、維持管理業務を実施すること。その他、維持管理業務の実施に当たり、
必要な関係法令、技術基準等を遵守すること。
(7) 維持管理業務計画書の作成・提出
事業パートナーは、維持管理業務の実施に先立ち、業務区分ごとに実施体制、実施内容、
実施スケジュール等の必要な事項、長期修繕計画等を記載した「維持管理業務計画書」を
ＬＡＢＶ共同事業体の出資者に提出し、確認を受けること。また、毎事業年度、前年度の
2 月までに、実施内容及び実施工程等の業務を適正に実施するために必要な事項を記載し
た「維持管理業務年間計画書」をＬＡＢＶ共同事業体の出資者に提出し、確認を受けるこ
と。なお、
「維持管理業務計画書」及び「維持管理業務年間計画書」を変更する場合も同
様とする。
(8) 維持管理業務体制の届出
事業パートナーは、実施体制及び次に示す維持管理業務従事者（以下「業務従事者等」
という。
）を「維持管理業務計画書」に定め、ＬＡＢＶ共同事業体の出資者に報告するこ
と。なお、業務従事者等を変更する場合も同様とする。業務従事者等は、業務の内容に応
じ、必要な知識及び技能を有する者とし、また、法令等により業務を行う者の資格が定め
られている場合は、当該資格を有する者を配置すること。また、業務従事者等は、業務ご
とに斉一な服装を着用すること。
(9) 維持管理業務報告書の作成・提出
事業パートナーは、維持管理業務に関する月報、四半期報及び年度総括報を維持管理業
務年間報告書として作成し、ＬＡＢＶ共同事業体の出資者に定期的に提出すること。

21

(10)維持管理台帳の作成・提出
施設管理台帳を整備・保管し、ＬＡＢＶ共同事業体の出資者の要請に応じて提示するこ
と。
(11)非常時・災害時の対応
事業パートナーは、安全管理に係る業務として事故防止に努め、事故及び災害発生時に
備え、緊急時の対応、防犯対策及び防災対策について、マニュアルを作成し、周知徹底を
図ること。
(12)点検及び故障等への対応
点検及び故障等への対応は、計画書に従って速やかに実施すること。
(13)費用の負担
維持管理業務の実施に係る必要な資機材及び消耗部品等は、事業パートナーが負担する
こと。
(14)保険
事業パートナーは、維持管理期間中に第三者の身体、財産に損害を与えた場合に、その
損害に対する補償を行う第三者賠償責任保険に、自らの負担により加入すること。
(15)個人情報の保護及び秘密の保持
事業パートナーは、業務を実施するに当たり知り得た市民等の個人情報を取り扱う場
合については、漏洩、滅失、又は、毀損の防止等、個人情報の適切な管理のために必要な
措置を関連法令に準拠して講じること。また、業務に従事する者、又は、従事していた者
は、個人情報をみだりに他人に知らせ、又は、不当な目的に利用しないこと。
なお、事業パートナーは、業務の実施において知り得た事項を第三者に漏らさないこと。
２．要求水準
(1) 建築物等保守管理業務
① 業務の対象は、
「第２章 ５．施設機能の概要」に示す施設とする。
② 「第２章 ５．施設機能の概要」の諸条件及び水準を満たすため、以下業務を実施する
こと。
①

項目
日常保守点検
業務

内容
建築物等が正常な状況にあるかどうか現場を巡回して観察し、異状
を感じたときには正常化に向けた措置を行うこと。
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②

定期保守点検
業務

③
④
⑤

クレーム対応
修繕業務
緊急修繕業務

建築物等が正常な状況にあるかどうか、測定等により建築物等の
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。
クレーム等発生には現場調査、初期対応等の措置を行うこと。
長期修繕計画書及び必要に応じて、修繕・更新を行うこと。
施設利用者・不審者の故意・過失で生じた破損に関して、必要に応
じて緊急修繕業務を行うこと。

③ 「第２章 ５．施設機能の概要」の諸条件及び水準を満たすため、下記に示す施設機能
に対して、業務の基本方針及び業務実施内容を遵守し、運営業務に支障がないよう必
要な措置を講じること。
内装外壁、床、屋根、天井、建具（扉・窓・窓枠・シャッター・稼働間仕切等）、階段等
(2) 建築設備等保守管理業務
① 業務の対象は、
「第２章 ５．施設機能の概要」に示す施設とする。
② 「第２章 ５．施設機能の概要」の諸条件及び水準を満たすため、以下業務を実施する
こと。
項目

内容

①

運転・監視

各設備を適正な操作によって効率よく運転・監視すること。

②

法定点検

各設備の関連法令の定めにより、点検を実施すること。

③

定期点検

各設備について、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。

④
⑤
⑥

劣化等への対

劣化等について調査・診断・判定を行い、保守、修繕等の適切な方

応

法により対応すること。

故障・クレー

申告やクレーム等により発見された軽微な故障の修理を行うこ

ム対応

と。クレーム発生時には現場調査・初期対応・処置を行うこと。

修繕業務

長期修繕計画及び必要に応じて、修繕・更新を行うこと。

③ 「第２章 ５．施設機能の概要」の諸条件及び水準を満たすため、下記に示す施設機能
に対して、業務の基本方針及び業務実施内容を遵守し、運営業務に支障がないよう必
要な措置を講じること。
照明、動力設備・受変電設備・自家発電設備、通信、排水とごみ、空調換気・排煙、エレ
ベーター設備、防災設備等
(3) 外構施設保守管理業務
① 業務の対象は、
「第２章 ５．施設機能の概要」に示す施設とする。
② 施設の機能と環境を維持し、施設サービスが円滑かつ快適に行われるよう、各施設に
ついて、点検・維持・保守・修繕・更新を行うこと。
③ 「第２章 ５．施設機能の概要」の諸条件及び水準を満たすため、下記に示す項目につ
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いて、業務の基本方針及び業務実施内容を遵守し、運営業務に支障がないよう必要な
措置を講じること。
外構施設全般、外灯照明、植栽、埋設配管、側溝、暗渠、排水桝等
(4) 環境衛生管理業務
① 業務の対象は、
「第２章 ５．施設機能の概要」に示す施設とする。
② 建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づいて、建築物環境衛生管理技
術者を選任し、公共施設の環境衛生管理を行うこと。
③ 「第２章 ５．施設機能の概要」の諸条件及び水準を満たすため、下記に示す項目につ
いて、業務の基本方針及び業務実施内容を遵守し、運営業務に支障がないよう必要な
措置を講じること。
内容
①

年間管理計画及び月間管理計画を作成し、維持管理業務計画書に記載すること。

②

管理計画に従い、環境衛生管理業務を行うこと。

③

管理計画及び臨時に必要と認められた事項について、測定、検査、調査を実施して、
その結果を評価すること。

④

測定、検査、調査その他の活動によって、特に改善・変更を要すると認められた事項
については、具体的にその内容を明らかにした文書を作成し、その都度、総括責任者
及び市に意見を報告すること。

⑤

関係官公庁の立入り検査の際には、その検査に立会い、協力すること。

⑥

関係官公庁から改善命令を受けたときには、その主旨に基づき、関係する業者に周知
するとともに、具体的な改善方法をＬＡＢＶ共同事業体の出資者に報告すること。

(5) 清掃業務
① 業務の対象は、
「第２章 ５．施設機能の概要」に示す施設とする。
② 「第２章 ５．施設機能の概要」の諸条件及び水準を満たすため、以下業務を実施する
こと。
内容
①

公共施設の環境･衛生を維持し、機能及び見た目においても快適な空間を保つこと。

②

できる限り業務及び施設利用者の妨げにならないように清掃を実施すること。

③

施設利用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。

④

業務に使用する用具及び資材等は、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。

⑤

清掃箇所の状況を踏まえ、日常清掃（日単位から週単位の短い周期で行う清掃）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。
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⑥

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。

⑦

清掃用具、洗剤等の資機材やトイレットペーパー等の衛生消耗品は全て事業パート
ナーの負担とすること。

③ 「第２章 ５．施設機能の概要」の諸条件及び水準を満たすため、下記に示す項目につ
いて、業務の基本方針及び業務実施内容を遵守し、運営業務に支障がないよう必要な
措置を講じること。
項目

内容

①

施設清掃

安全で衛生的な環境を提供すること。

②

害虫駆除業務

関係法令に基づき、適切な方法でネズミ・ゴキブリ等の駆除を行う
こと。

③

ごみ処理業務

収集したごみは、ごみ集積場に運搬して、市指定の方法により分別
すること。

④

外構施設

建物周辺、出入口周辺、排水管、汚水管等の汚れや詰まりのないよ
う清潔な状態を維持し、美観を保つこと。

(6) 備品保守管理業務
① 業務の対象は、
「第２章 ５．施設機能の概要」に示す施設とする。
② 「第２章 ５．施設機能の概要」の諸条件及び水準を満たすため、以下業務を実施する
こと。
内容
①

備品、消耗品の管理を行うこと。

②

消耗品の発注・購入を行うこと。

③ 「第２章 ５．施設機能の概要」の諸条件及び水準を満たすため、下記に示す項目につ
いて、業務の基本方針及び業務実施内容を遵守し、運営業務に支障がないよう必要な
措置を講じること。
内容
①

常に施設利用者が備品を安全に使える状態を維持すること。

②

施設運営上必要な備品を適宜整備し、管理を行うとともに、不具合の生じた備品に
ついては、速やかに市に報告すること。

③

消耗品については、在庫を適切に管理し、不足がないようにすること。
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(7) 警備業務
① 業務の対象は、
「第２章 ５．施設機能の概要」に示す施設とする。
② 「第２章 ５．施設機能の概要」の諸条件及び水準を満たすため、施設全体を保全し、
施設利用者の安全を守り、サービスの提供に支障を及ぼさないよう、警備業法を順守
し、適切な防犯・防災警備を実施すること。
③ 「第２章 ５．施設機能の概要」の諸条件及び水準を満たすため、下記に示す項目につ
いて、業務の基本方針及び業務実施内容を遵守し、運営業務に支障がないよう必要な
措置を講じること。
内容
①

施設の用途・規模・開館時間・使用状況等を勘案して適切な警備計画を立て、犯罪・
事故等の未然防止に努めること。

②

警備業法、消防法、労働安全衛生法等関連法令等を遵守すること。

③

24 時間、365 日、施設の警備を行い、警備方法は、機械警備を原則とすること。

④

不審者・不審物を発見した場合には、警察への通報等、適切な処置を行うこと。

(8) 長期修繕計画策定業務
運営開始から 10 年を経過した時点で、15 年目に計画する大規模修繕の必要な箇所等に
ついての長期修繕計画を策定してＬＡＢＶ共同事業体の出資者に提出すること。また、事
業終了 2 年前には、施設の状況についてチェック・評価し、報告書をＬＡＢＶ共同事業体
の出資者に提出すること。
① 業務の対象は、
「第２章 ５．施設機能の概要」に示す施設とする。
② ＬＡＢＶプロジェクト期間中の円滑な事業継続及び事業期間終了後に効果的・効率的
に適切な修繕等を取り込むことができるよう、具体的な改善計画を作成呈すること。
③ 「第２章 ５．施設機能の概要」の諸条件及び水準を満たすため、下記に示す項目につ
いて、業務の基本方針及び業務実施内容を遵守し、運営業務に支障がないよう必要な
措置を講じること。
内容
①

建築物等の耐用年数、消耗度等に照らし、大規模修繕時期を示すものであること。

②

大規模修繕が必要な場所の修繕履歴を示すとともに、消耗具合を具体的に示すもの
であること。

③

特殊機材（すでに製造中止で手に入らないなど）を使用している場合、その内容を
示すとともに、代替できる機材があれば表示すること。

④

その他、事業終了時に発生している不具合について報告書にまとめること。
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第５章

施設の運営に関する要求水準

１．総則
(1) 業務の目的
施設の竣工から事業終了までの間、要求水準書及び事業契約書に従い、良質で魅力的な
サービスを提供し、全ての施設利用者が安全、快適かつ便利に利用できる品質・水準等を
保持することを目的とする。
(2) 業務の範囲
運営業務として、以下の業務を実施することを予定している。
① 庶務業務
② 利用促進業務
(3) 対象施設
ＬＡＢＶプロジェクトにおける運営業務は、リーディング施設①を対象とする。ただし、
自主事業における実施場所について、商工センター敷地外である場合は事前にＬＡＢＶ
共同事業体の出資者に届け出て、了承を得ること。
(4) 業務実施に当たっての基本方針
事業パートナーは以下の方針に従い、運営業務を実施すること。
① 市民が安全かつ快適に利用できる施設となるような運営に努めること。
② 提供するサービスの維持、向上に努めること。
③ 施設利用者ニーズを反映した運営に努めること。
④ 創意工夫やノウハウを活用し、合理的かつ効率的な業務実施に努めること。
⑤ （仮称）新商工センターを核として周辺エリアのにぎわい創出に寄与するような
業務の実施に務めること。
(5) 適用基準等
事業パートナーは、運営業務の実施に当たり、必要な関係法令、技術基準等を遵守する
こと。
(6) 運営業務計画書の作成・提出
① 基本事項
(ⅰ) 事業パートナーは、運営業務の実施に先立ち、業務区分ごとに実施体制、実施内
容、実施スケジュール等の必要な事項を記載した「運営業務計画書」を施設運営開
始の 6 ヶ月前までにＬＡＢＶ共同事業体の出資者に提出し、確認を受けること。
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(ⅱ) 毎事業年度、実施内容及び実施工程等の業務を適正に実施するために必要な事項
を記載した「運営業務年間計画書」を前年度の 12 月末までにＬＡＢＶ共同事業体の
出資者に提出すること。
(ⅲ) リーディング施設①における自主事業については、企画案をＬＡＢＶ共同事業体
の出資者に提出し、確認を受けること。なお、提出時期については、ＬＡＢＶ共同
事業体の出資者と協議の上決定することとする。
(ⅳ) 「運営業務計画書」及び「運営業務年間計画書」を変更する場合も、変更後の計画
書をＬＡＢＶ共同事業体の出資者に提出し、確認を受けること。
(7) 運営業務体制の届出
事業パートナーは、実施体制及び次に示す運営業務に従事する者（以下「運営業務従事
者等」という。
）を「運営業務計画書」に定め、ＬＡＢＶ共同事業体の出資者に報告する
こと。なお、運営業務従事者等を変更する場合も同様とする。
運営業務従事者等及びその他運営業務に従事する者は、業務の内容に応じ、必要な知識
及び技能を有する者とし、また、法令等により業務を行う者の資格が定められている場合、
当該資格を有する者を配置すること。
(8) 運営業務報告書の作成・届出
事業パートナーは、運営業務に関する日報、月報、四半期報及び年度総括報を運営業務
年間報告書として作成し、ＬＡＢＶ共同事業体の出資者に定期的に提出すること。なお、
毎月の施設の利用状況・管理状況を整理した利用状況等月次報告書など、ＬＡＢＶ共同事
業体の出資者が提出を求めた書類を定期的に作成し提出すること。
(9) 非常時・災害時の対応
維持管理業務における「非常時・災害時の対応」の考え方に準ずること。
(10)事業パートナーの収入及び費用の負担
収入は自主事業等から得られるものを見込み、運営業務に係る全ての費用は事業パー
トナーの負担とする。
(11)個人情報の保護及び秘密の保持
事業パートナーは、業務を実施するに当たり知り得た市民等の個人情報を取り扱う場
合については、漏洩、滅失、又は、毀損の防止等、個人情報の適切な管理のために必要な
措置を関連法令に準拠して講じること。また、業務に従事する者、又は、従事していた者
は、個人情報をみだりに他人に知らせ、又は、不当な目的に利用しないこと。なお、事業
パートナーは、業務の実施において知り得た事項を第三者に漏らさないこと。
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２．要求水準
(1) 庶務業務
「第２章 ５．施設機能の概要」の諸条件及び水準を満たすため、下記に示す項目につ
いて、業務の基本方針及び業務実施内容を遵守し、運営業務に支障がないよう必要な措置
を講じること。

①

項目

内容

フロア管理

施設の鍵を厳重に管理すること。その他、事業の実施に当たって、
施設のフロアの管理上、必要と認められる業務を行うこと。

②

外部対応

視察者や見学者等の来客、電話での各種問い合わせ、苦情等の対応
及び処理を行うこと。

③

文書・データ

収入集計及び使用状況表を日別、月別、四半期別、年別、事業区分

管理

別、使用形態別、施設別に作成して、保管すること。その他、ＬＡ
ＢＶ共同事業体の出資者の求めに応じた記録やデータ等を作成し
て、保管すること。これらのデータ等については、ＬＡＢＶ共同事
業体の出資者の求めに応じて速やかに提出することができるよう
事業期間中整理・保管しておくこと。

④

遺失物の管理

遺失物については、保管・記録するとともに、持ち主の問い合わせ
に適切に対処できるよう整理、保管すること。なお、遺失物の管理
については、関係法令を遵守すること。

(2) 利用促進業務
「第２章 ５．施設機能の概要」の諸条件及び水準を満たすため、施設に関するパンフ
レットやホームページを作成し広報・情報発信の業務を実施すること。なお、記載・掲載
内容について、ＬＡＢＶ共同事業体の出資者との協議の上決定すること。
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第６章

ＬＡＢＶ方式による付加価値のある事業に関する要求水準

１．総則
(1) 目的
ＬＡＢＶプロジェクトは、各関係機関機能の導入検討を進めると同時に、産学官金が一
体となり、
「多世代が集う交流・にぎわい拠点」、
「産学官金連携によるイノベーションが
実現する拠点」
、
「地域の産業振興や新たな雇用促進を通じて、地域経済活性化を目指す拠
点」
「市有地利活用による利便性の高い生活空間の形成」のコンセプト実現によるエリア
の価値向上を目指すため、付加価値のある取組の実現を目指す。
(2) 事業パートナーに求める役割
ＬＡＢＶプロジェクトは、産官学金及び市民が一体となったプロジェクトである。そこ
で、事業パートナーには、プロジェクト関係者との調整や必要に応じて意見交換等ができ
る場を設定するとともに、プロジェクト関係者の意向を踏まえ、事業パートナー及びプロ
ジェクト関係者の連携による相乗効果を生み出す付加価値のある取組を提案・実現する
コーディネーターとしての役割を期待する。
(3) コンセプト
① 産学官金連携による、ビジネスマン、起業家、学生の多世代異業種が活発に交流し、
繋がりを持たせ（リンクさせ）
、イノベーションを創出（協創）する拠点
② ＤＸ推進などの最先端技術や体験・実験ができるワクワク感があり、学生と地域企業、
地域企業同士などをつなぐ拠点
③ 市が行う市民活動サポートや小野田商工会議所の経営相談、起業・創業支援、銀行の
融資機能等と連携しながら学生を巻き込んだ拠点
２．要求水準
(1) 主な機能
ＬＡＢＶ方式による付加価値のある事業の目的、コンセプトに沿って、主な機能は以下
に示すとおりとする。
① よろず相談機能
② トライアル機能
③ 人材育成機能
④ 大学による講座
⑤ ＤＸ機能
⑥ 起業・創業支援機能
⑦ その他コンセプトに沿った機能
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(2) 候補地
付加価値のある取組実施場所は、以下 3 カ所を優先候補地とし、事業パートナーからの
提案によりＬＡＢＶ共同事業体の出資者において具体的な検討を行うこととする。
ア．リーディング施設①
イ．リーディング施設②
ウ．交流広場
(3) 施設の整備・運営に関する事項
下記に示す項目について、業務の基本方針及び業務実施内容を遵守し、リーディング
施設①の運営業務に支障がないよう必要な措置を講じること。
内容
①

事業パートナーは、提案の内容に基づき各業務を行うこと。

②

事業開始時期は、第 2 期施設の供用開始から遅くとも 1 年度以内に開始できるよう
努めること。

③

施設の整備・改修等については建築基準法、都市計画法等を遵守するとともに、提
案する建物用途に関連する法令等に適合した計画とすること。
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