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1 業務要求水準書の位置付け

この業務要求水準書は、「中野区産業振興センター指定管理者募集要項」（以下

「募集要項」という。）と一体のものであり、指定管理者が業務を遂行するにあ

たり、中野区（以下「区」という。）が要求する業務の水準を示すものです。指

定管理者は、業務要求水準書に掲げた業務水準を満たす限りにおいて、柔軟に事

業計画を立てて実施することができますが、この場合においても、募集要項及び

業務要求水準書に示された諸条件を遵守しなければなりません。

また、さらなる区民サービスの向上や、管理運営の簡素効率化を目指すためには、

指定管理者が、業務要求水準書のほか区が提供する諸資料を参考に現状を的確に

把握し、これらを考慮した上で同等以上の業務水準を自ら設定することも極めて

重要となります。指定管理者には、区が産業振興センターに指定管理者制度を導

入した趣旨を十分に理解し、効果・効率が高く、さらに利用者から高い満足度が

得られる業務の提案と遂行を求めます。

2 業務の範囲

指定管理者が行う業務の範囲は、中野区産業振興センター条例第７条各号に定め

るものとし、以下、業務に関する要求水準を示します。

区の求める産業振興等業務を実現するため、事業企画、広報調整、施設管理ほか、

各種折衝・調整能力を備えた人材の養成・配置に努め、業務を行うこととします。

なお、各業務の遂行にあたっては、区の条例規則・要綱・要領のほか、各種の計

画、基準、方針、指針等に基づき、次の事項に留意して運営することとします。

3 執行体制

指定管理者は、業務が円滑に遂行できるよう、中野区産業振興センター（以下「産

業振興センター」という。）に次に掲げる基準を満たす職員を配置すること。

⑴所長の配置

業務を継続的かつ安定して行うため、所長（｢所長｣とは、産業振興センター所

長をいう。）を配置する。

所長は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

①常勤の社員（または団体の正会員）であること

②公の施設の経営に当たるに相応しい人格と識見を備えていること

③組織の長として、リーダーシップを発揮する能力と経験があること

④産業振興センターの経営について明確なビジョンをもっていること

⑵副所長の配置

所長を補佐し、一般職員を指揮して産業振興センターの実務に責任を負い、所

長不在時は、所長を代理する副所長を配置すること。

副所長は、次に掲げる要件を満たす者とする。

①常勤の社員（または団体の正会員）であること

⑶開館中の所長・副所長等の配置

開館中は、所長又は副所長が在館すること。ただし、やむを得ない場合には、
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予め区の承認を得た職員が在館すること。

⑷綱紀保持

産業振興センターの施設内はもとより、施設外においても、区の信用を失墜さ

せることのないよう、職員の綱紀を保つこと。

⑸服装及び名札

①職員は、統一した服装（制服もしくはスタッフジャンパー等）を着用するこ

と。

②職員は、利用者が見やすい名札を着用すること。

※名札に指定管理者の法人名を明示しても差し支えない。

※区が特に認めた場合は、統一した服装は不要とする。

⑹職員の資質向上、職員への支援

①職員の資質及び業務の水準の向上を目的とする研修を随時、実施すること。

又は、第三者の実施する研修に職員を参加させること。

②区が必要と判断した研修に職員を参加させること。

③メンタルヘルス対策を通して、職場内または個人の問題を抱える職員を支援

すること。特に所長が随時、職員と面接するなど具体策を講じること。

4 施設の運営に関する業務

⑴開館時間及び休館日

産業振興センターの開館時間及び休館日は次のとおりとする。

開館時間：午前９時００分～午後９時３０分

休 館 日：毎月の第３月曜日（その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日

に当たるときは、その直後の休日でない日）（以下「館内整理日」という。）

及び年末年始（１２月２９日～1月３日）

⑵業務時間及び休業日

①会議室等施設受付業務

業務時間：午前８時３０分～午後５時３０分

休業日 ：土曜日、日曜日、年末年始（１２月２９日～1月３日）

②施設受付案内等業務

業務時間：午前８時３０分～午後１０時００分

館内整理日は、午前８時３０分～午後６時００分

休業日 ：年末年始（１２月２９日～１月３日）

③清掃業務（日常清掃）

業務時間：午前６時４５分～午後１２時４５分

休業日 ：年末年始（１２月２９日～１月３日）・館内整理日

④設備運転保守管理業務

業務時間：午前８時００分～午後１０時００分

館内整理日は、午前８時００分～午後５時３０分

休業日 ：年末年始（１２月２９日～１月３日）
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5 施設の受付に関する業務

⑴施設利用許可等に関する業務

①施設の中野区産業振興センター条例における目的内使用（以下「利用」とい

う。）及び同条例における目的外使用（以下「使用」という。）のための団体

の登録申請受付、登録証の交付

②施設の利用・使用のための団体登録の変更・取消の受付

③施設及び附帯設備の利用・使用申請並びに備品の貸出申請の受付及び承認書

の交付

④施設利用・使用の変更・取消の受付及び取消承認書の交付

⑤利用料金・使用料金の徴収

⑥利用料金・使用料金の減額及び免除

⑵施設予約に関する業務

①施設の利用・使用にかかる抽選会の実施・運営

②電話による会議室の予約仮受付

③中野区の年間施設使用調整

④上記③の調整実施後の再調整

⑤会議室利用・使用報告書の作成

⑶備品等の管理に関する事務

①施設設備、貸出用備品及び事務室内の備品等の管理

②紛失及び破損等の事故があった場合の報告書の作成及び中野区への提出

⑷利用料金・使用料金の収納・返還に関する事務

①収納された利用料金・使用料金 (以下「収納金」という。) 及びつり銭等の

現金等の保管

②収納金の指定金融機関等への払込み

③利用承認の取消に伴う利用料金の還付（以下「還付金」という。）

④使用承認の取消に伴う使用料金の返還にかかる中野区への通知

⑤収納金及び還付金等に関する報告書の作成及び中野区への提出

6 施設の案内等に関する業務

⑴施設の貸出に伴う管理にかかる業務

①来館者、施設利用者の受付

②施設の出入口及び各室の開閉並びに鍵の管理

③券売機の管理

④当日の利用・使用状況の案内板等への書き込み

⑤施設内見回り並びに催し物・主催事業時における警備
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⑥火災、盗難等の未然防止対応及び発生時の初期処理、関係機関への連絡

⑦異常発生時の初期対応並びに中野区職員への連絡

⑧駐車場並びに駐輪場の整理並びに監視

⑨業務日誌の記載及び提出

⑵利用者サービス等に関する業務

①施設案内

②来館者の必要に応じた介助

③施設利用のための書類及び利用者に対する利用の手引き等の作成

④中小企業者・勤労者等が施設を利用する上で必要な指導、助言等

⑤文書交換箱の受け渡し

⑥区等からの依頼事項（ポスター掲示、チラシ配架、調査回答等）の処理

7 施設の維持管理に関する業務

指定管理者は、法令及び区の定める、別紙１「中野区産業振興センター施設維持

管理業務基準」に基づき、産業振興センターの施設、設備の維持管理を行うこと。

補修、修理の必要が明らかになった場合は、速やかに必要な措置をとること。

⑴維持管理対象施設

施設の詳細は、別紙２「中野区産業振興センター施設概要」のとおり。

⑵施設維持管理業務

①施設内外の日常清掃及び環境整備

②廃棄物の管理及び処分

③昇降機、消防設備等各種機械設備の法定保守点検、清掃・消毒、機械警備

④建物等の修繕（１件につき 130 万円（消費税を含む）以下のもの）

※この場合において、修繕費は、各年度とも 2,683,000 円(消費税込み)以内

とすること。

⑤蛍光灯等の消耗品の交換、補充、管理

⑥消防法及び関係法令に基づく業務（防火管理者を定め、消防計画を作成し消

防署へ届け出ること、消防署の査察への対応等）

⑦産業振興センター敷地内の植栽の管理

⑧中野区環境マネジメントシステムに基づく業務

⑨その他、産業振興センター施設及び設備の維持管理に関する業務

⑶施設維持管理・修繕に係る協議及び報告

施設や設備等の修繕を実施するに当たっては、事前に区に協議し、了承を得て

実施し、完了後に報告すること。

⑷防火管理業務
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①防火管理者

指定管理者は消防法の規定に基づいて防火管理者を選任すること。

②消防計画の作成

消防法の規定に基づき消防計画を作成し、自主点検及び自衛消防訓練その他

必要な業務を行うこと。

⑸大規模災害発生時の対応

本施設は、地震等の大規模災害発生時には、高齢者及び病弱者対象の二次避

難所（変更の可能性あり）として使用する。大規模災害発生時の施設管理運営

にあたっては、中野区の災害対策本部へ積極的に協力し、連携して避難者支援

等に対応すること。

⑹施設の管理に関する留意事項

①目的外使用許可設備等

本施設に以下の目的外使用許可設備等を置く。目的外使用による使用料は区

が収入する。

ア自動販売機 ４台（１階体育室前）（地下 1階）

②指定管理者が、本施設を、条例で指定管理者の業務と定めている業務以外で

使用する場合は、目的外使用許可を申請するものとする。

③本施設において目的外使用許可を受けた者とは、防災等の面で協力して施設

管理を行うものとする。

8 産業振興事業に関する業務

中野区からの指定事業と自主事業を実施する。

⑴ 指定事業

①区内中小企業の経営支援、創業及び新たな産業創出、勤労者の福利厚生及び

健康増進、就労支援に関し、以下の目的を達成するため、対象者、事業例、

規模等を参考に、講座・セミナー等、より効果的な事業メニューを実施する。

なお、企画に際しては広く参加者を募るためにイベントやセミナーをオンラ

インで行うことも可とする。

ア． 経営支援

目 的：経営者の育成や事業承継、従業員教育支援を通じて区内産業の

次代を担う人材の確保、販路拡大や海外展開、事業経営におけ

るＩＴ活用スキル向上の支援を通じて区内における経営力の底

上げを支援する。

対象者：主に区内中小事業者、新入社員、経営幹部ほか

事業例：経営者の経営力アップ講座、新入社員研修会、異業種交流会

規模等：SDGｓを経営に取り入れる方法等を学ぶセミナー、新入社員を対

象としたビジネスマナー研修、販路拡大や事業承継のための異
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業種交流会等を企画・運営する。参加人数 延２００人程度

イ． 区内中小事業者との伴走型支援

目 的：従来型の「聞いて終わり」ではなく、個別相談を交えた連続講

座にすることで、長期的な中小企業、創業支援を充実させる。

対象者：主に区内中小事業者、創業予定者、区内での新規事業を検討し

ている事業者

事業例：コース別連続講座（飲食コース・経理コース・IT活用コース等）

規模等：オンライン型のセミナーを中心とし、個別相談においては講義

内容を実際の受講者（区内事業者）に適用して課題解決を目指

す実践型セミナー 参加１００名程度

ウ． 創業支援及び新たな産業創出

目 的：創業全般のノウハウ習得、事業拡大を支援する。

対象者：主に区内中小事業者、創業予定者、新規事業を検討している方、

区内事業所の後継者ほか

事業例：なかのビジネス創造塾、事業者間交流会等

規模等：経営、財務、人材育成、販路開拓、M&A に係る財務、事業計画

書の作り方等、創業に必要な基礎知識を習得できるセミナーや

産学公金の創業支援ネットワークを活用した創業イベント(例：区
内大企業と創業者の商談・出資等を目的とした交流会)などを企
画・運営する。参加人数 延３００人程度

エ． 勤労者の福利厚生及び健康増進に関すること

目 的：勤労者が健康増進やコミュニケーションを図る機会を持つこと

で、職場の雰囲気を良好にし、組織を活性化させ、企業の生産

性向上に役立てる。

対象者：主に区内在勤者

事業例：ライフプラン講座、健康教室

規模等：参加人数 延１００人程度

オ． 雇用・就労支援に関すること

目 的：主に区内在住・在学者や、高齢者、女性、若者、障害者の就労

を支援し、区内事業者の人材確保と連動する取組みを進める。

対象者：就労を希望する区民（特に高齢者、女性、若者、障害者ほか）

事業例：IT 活用スキルなど、求職者の市場価値向上を目指した就職活動

支援セミナー、合同企業説明会など

規模等：区内事業者の合同説明会、仕事相談会、面接会等を開催し、働

き甲斐ある職場での就労を希望する区民に対してその機会を提

供するとともに、事業者の人材確保を支援する。参加人数 延

１５０人程度

②産業及び雇用に関する情報を収集し、提供する。

ア． 区内産業に関する情報を収集・整理し、分かりやすく発信するとと
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もに、区内事業者自身も情報を発信・共有できるようにする。

イ． 産業振興センターのホームページを開設し、原則毎日更新する。

ウ． 企業経営に役立つ国、都、区などの情報を掲載するメールマガジン

を発行し、月 2回程度、希望する企業に配信する。

③指定事業等を有効・円滑に進めるための産学公金の連携を図る。

指定事業を有効・円滑かつ自主的に進めるため、関係団体・機関等との連携

構築を図り、相互に事業効果を高める。

④収集した個人情報や事業者等の情報は、十分な保護を行い、取扱基準を示す。

⑤事業終了後には「実績報告書」を作成し、報告する。

⑥受講者にアンケートを行い、効果（満足度等）を測定し、自己評価を行う。

⑵自主事業

産業振興センターの目的の範囲内で、かつ指定事業に支障の及ばない範囲において、

指定管理者が自己の責任と負担で行う。

また、事業計画書に記載のない、新たな自主事業を実施する場合は、具体的な事業

内容について協議の上、区の承認を得ること。

（例：イベントコーナーを活用したテレワークスペースの管理運営等）

⑶参加料

①参加料については、公の施設としての施設目的に合致する料金設定及び取り

扱いを行う。

②参加料については、受託事業者の収入とする。

9 主たる業務に付随する事務等

⑴経理及び財産管理

①指定管理者は、産業振興センターの経理と財産管理を行うこと。

②指定管理者は、産業振興センターの運営に係る帳簿、財産台帳その他必要な

経理書類を作成し、区及び関係官公署の求めに応じて、いつでも提出できる

ようにすること。

③指定管理業務に係る経費の収支状況は、月次報告書に含めて提出すること。

⑵財産、備品の管理

①土地、建物

産業振興センターの土地及び建物は、区に帰属する。

②物品

ア． 産業振興センターに置かれる物品のうち、区の備品及び産業振興セ

ンター資料を含む消耗品並びに指定管理者が、区が支弁した費用で

購入した備品、消耗品は、区に帰属する。

イ． 指定管理者は、備品等を適正に使用し、通常の消耗、朽廃により消

滅したものを除き、指定期間の終期に、始期の状態のまま区に返還
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すること。

ウ． 区に帰属する備品に破損や紛失があった場合、指定管理者がこれを

修理又は弁済すること。

エ． 区の備品の廃棄及び購入備品については、区に報告すること。

オ． 毎年度１回、備品台帳と産業振興センターに置かれた物品のチェッ

ク作業を行うこと。

③財産の使用料等

ア． 指定管理者が、管理の業務のために、予め区の承諾を得て備品等を

設置する場合、その設置に伴い発生する施設の使用料は、これを免

除する。

イ． 指定管理者が設置した備品等について、指定管理者は、特に区が承

認したものを除き、指定管理期間の終期にはこれを撤去し、施設の

原状回復を行うこと。

⑶中野区による監査等の対応

①中野区監査事務局や議会等から、産業振興センターの管理業務に関して、出

頭、調査及び帳簿類や証拠書類の提出を求められた場合、その指示に従い対

応すること。

②区から業務内容、経理状況に関する書類等の提出を求められた場合、その指

示に従い対応すること。

⑷各種資料等の作成業務

区の求めに応じて、各種調査回答、広報、指定管理業務関連資料の作成を行うこ

と。

⑸連絡調整会議等の開催

指定管理者と区は、毎月１回、定例の連絡調整会議を行うこと。また、双方の必要

に応じて、臨時の連絡調整会議を行うこと。

⑹文書（書類）の保存

施設の管理運営にあたって作成した文書（書類）の保存年限は、法令に定めのある

もののほか、区の例に従うこと。

10 遵守事項

指定管理者は、募集要項に定めたもののほか、次の事項を遵守するとともに、職員

にも遵守を徹底させること。

⑴協定書の遵守

基本協定及び年度協定を遵守すること。

⑵公平性の確保

公の施設の業務を管理することに鑑みて、業務を行うにあたっては、特定の個人、

団体、地域に便宜を供与しないこと。また、便宜供与を疑われる行為を厳に慎むこ

と。

⑶産業振興センターの安全確保と危機管理
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産業振興センター敷地内における安全確保と危機管理を重要な課題として捉え、区

と連携して利用者の安全確保と施設内の危機管理に努めるとともに、マニュアル作

成等具体的な対応策を講じること。

①施設での火災、犯罪等の発生防止に努め、財産の保全を図るとともに利用者

の安全確保に努めること。

②地震・火災等の災害の発生、及び施設利用者・入館者等の傷病・事故等の発

生に備えて、対応マニュアルを定め、日ごろから訓練を行うなどの態勢を整

えるものとすること。

③施設又は施設利用者に事故が生じたときは、迅速かつ適切な対応を行い、速

やかに中野区に報告すること。

11 業務の質の確保及び自己評価の実施

⑴指定管理者は、業務の安定した履行を確保し、サービスの向上に結びつけるため、

様々な観点から、質を高める取り組みを行うよう努めること。

⑵指定管理者は、利用者の意見等を踏まえ、毎年度終了後 90 日以内に、１年間の

業務の実施結果を分析して自己評価を行い、その結果を区に報告すること。

⑶自己評価の実施方法（評価項目、評価手法など）については、事前に区の承認を

得ること。

12 その他留意事項

⑴環境への配慮

①環境への配慮

管理運営業務の遂行にあたっては環境に関する法令等を遵守し、中野区が取

り組んでいる環境マネジメントシステムの趣旨をふまえ、次のような環境へ

の配慮を行う。

l 紙の使用量削減

l エネルギー(電気、ガス）及び水道の使用量削減

l ごみ排出量削減

l グリーン購入の推進

②中野区環境マネジメントシステムの本庁舎外の施設における報告

ア． 「施設独自の環境活動」の目標を設定し、その成果を報告する

イ． エコオフィス活動を継続、発展させていくために、次の項目等につ

いてその結果を測定し報告する。

⑵光熱水費の徴収

用紙使用量・購入量 外注印刷物作成量 グリーン購入実績

ガソリン等使用量 電気・ガス・水道使用量 ごみ排出量

エコオフィス活動の実施状況
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使用者が、中野区産業振興センターとなっている光熱水費のうち、行政財産使用

許可している「自動販売機の設置業者」が使用する光熱水費の使用料は、指定管理

者が徴収することとする。

⑶関連する地域住民団体等と良好な関係を築き、連携を図ること。

⑷暴力団の排除措置

管理運営業務の遂行にあたって、暴力団、暴力団関係者及び暴力団関係者が関与す

る団体（以下｢暴力団等」という。）を排除するため、中野区暴力団排除条例及び同

条例施行規則に基づき、暴力団排除活動を推進する。


