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第 1 総則 

 １ 本書の位置付け 

本書は、千葉市（以下「市」という。）が、千葉ポートアリーナ（以下「本施設」と

いう。）の管理運営を行う指定管理者を選定するに当たり、本施設の管理運営に関し、

市が指定管理者に要求する管理運営の基準を示すものであり、別に交付する「千葉ポ

ートアリーナ指定管理予定候補者選定要項（以下「選定要項」という。）」と一体のも

のである。 

なお、本書は、千葉ポートアリーナ設置管理条例（以下「設置管理条例」という。）

第１６条に規定する市長の定める基準として位置付けるものである。 

    

 ２ 管理運営に当たっての基礎的な遵守事項 

指定管理者は、指定期間における管理運営業務の実施に当たり、本書に示す基準を

満たした施設の管理運営を行うとともに、設置管理条例及び千葉ポートアリーナ管理

規則（以下「管理規則」という。）のほか、法令、条例、規則、その他市の定めるとこ

ろに従わなければならない。また、市民の平等な利用を確保するとともに、特定の団

体（指定管理者を含む。）や個人に有利又は不利になる管理運営を行わないように特に

留意すること。 

 

 ３ 指定管理業務を実施するに当たっての前提  

指定管理業務を行う者は、本施設の管理運営の基準を前提として以下の点に留意す

ること。 

（１）指定管理者制度の適正な理解に基づく業務の履行  

指定管理者は、選定要項の「１ 指定管理予定候補者選定の趣旨」、関係法令及び

指定管理者制度の適正な理解等に基づき、業務を実施すること。 

 

（２）施設の目的・目指すべき方向性等の適正な理解に基づく業務の履行 

   指定管理者は、選定要項の「４ 管理対象施設の概要」に示す設置管理条例上の

設置目的、ビジョン・ミッション及び指定管理者制度導入に関する市の考えの適正

な理解に基づき、業務を実施すること。 

 

（３）市の施策の適正な理解に基づく業務の履行 

   指定管理者は、選定要項の「６ 市の施策等との関係」に示す施策を踏まえ、管

理運営の体制の構築や業務を実施すること。 

  ア 施策理解 

  イ 市民利用 

  ウ 市内産業の振興 
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  エ 市内雇用、現在の施設職員の継続雇用への配慮及び障害者雇用の確保 

  オ 男女共同参画社会の推進 

  カ 環境への配慮 

  キ 災害時の対応 

  ク 暴力団の排除 

 

（４）関係法令を遵守した業務の履行 

    指定管理者は選定要項の「１１ 関係法規」で示した法令及び業務の実施に当た

って遵守すべき法令等を遵守し、業務を履行すること。 

 

（５）リスク分担に基づいた業務の履行 

   指定管理者は選定要項の「１３ その他（４）リスク分担に対する方針」で示し

たリスク分担に基づき、業務を履行すること。 

 

（６）管理体制の整備等 

    指定管理者は、本事業を円滑かつ適切に遂行することが可能な管理運営体制を構

築するとともに、職員の育成及び運営に必要な研修を実施すること。 

    なお、市では概ね年１回程度指定管理者に対する説明会・研修会を開催する予定

である。職員の研修において市が実施する説明会・研修会に出席すること。 

 

（７）施設内全面禁煙の実施 

令和元年７月１日に「健康増進法の一部を改正する法律」（以下、「改正健康増進

法」という。）が施行され、千葉市においても「千葉市路上喫煙等及び空き缶等の散

乱の防止に関する条例」や「千葉市受動喫煙の防止に関する条例」により、喫煙場

所や受動喫煙について定めており、「千葉ポートアリーナ」は、敷地内全面禁煙とな

っているため、施設利用者に適切に周知すること。 
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第２ 施設の概要等   

 １ 施設概要 

所 在 地 千葉市中央区問屋町１-20 

開     設 平成 3年 3月 25日 

敷 地 面 積 15,994.83㎡ 

延 床 面 積 19,509.02㎡ 

構     造 
鉄骨鉄筋コンクリート造（一部鉄筋コンクリート造） 

地下 2階地上 3階建、塔屋 1階 

 

 

主 

 

 

な 

 

 

施 

 

 

設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ メインアリーナ 2,730㎡ 

(1) 観客収容人数 

固定席 4,380席、ロールバックチェア(電動式椅子付

移動観覧席) 616席(308席×2基)、仮設席(スタッキン

グチェア)  2,500席、車椅子用スペース 8席 

(2) 主な用途 

バスケットボール(3面)、バレーボール(3面)、バド

ミントン(12面)、卓球(42面)、柔道、剣道、体操競技

等、また、コンサートや公演会、物品の展示販売など

での利用が可能。 

(3) 主要設備等 

各種競技用具、舞台装置、大型映像装置、放送設備、

火災用自動放水銃   

 他 

２ サブアリーナ 769.6㎡ 

(1) 観客者収容人数 

ロールバックチェア(椅子付移動観覧席) 140席  

(2) 主な用途 

バスケットボール(1面)、バレーボール(1面)、バド

ミントン(4面)、卓球(12面)等、また小規模な展示会、

物品販売などでの利用が可能。 

(3) 主要設備等 各種競技用具、放送設備 他 

３ トレーニング室

(1) 

259.2㎡              

(1) 主要設備等 トレーニング機器（30機種 37台）他 

４ トレーニング室

(2) 

116㎡ 

(1) 主な用途 エアロビクス、バレエ、ダンス等 

(2) 主要設備等 鏡、放送設備 他 
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５ 体力測定室 134.4㎡ 

(1) 主要設備等 体力測定器具（15機種 15台）他 

 ６ 幼児体育室 70.8㎡ 

(1) 主要設備等 各種遊具 他 

７ その他諸室 選手控室、更衣室、シャワー室、トイレ、事務室 他 

８ 地下施設 中央監視室、機械室、電気室、倉庫、ファンルーム 他 

施 設 の 特 徴  (1) メインアリーナは、国際的・全国的なスポーツイベ

ントや各種文化イベントの開催が可能な高水準の設備

を備えた施設である。 

(2) サブアリーナでは、市民が誰でも利用できるスポー

ツ活動の場として活用が可能である。 

(3) トレーニング室(1)には、各種トレーニング機器を整

備するとともに、体力測定室には、各種測定機器を設

置し、市民の健康・体力づくりの場として活用が可能

である。 

(4) トレーニング室(2)では、エアロビクス、バレエ、ダ

ンスなどの利用が可能である。 

(5) ２階共用スペースは、スポーツ情報の発信やコミュ

ニティ活動の支援等の場として活用が可能である。 

(6) ３階部分には諸室や会議室、倉庫等があり、事務所

機能として活用が可能である。 

(7)千葉市地域防災計画による避難場所・避難所及び集積

場所として指定されている。 

(8) 本施設には、専用駐車場はない。ただし、タイムズ

24 株式会社が管理する地下駐車場（地下１階及び地下

２階）を有料で使用することができる。 

※ 千葉ポートアリーナは、指定管理期間中に消防設備などの大規模修繕を予定してお

り、修繕期間中に施設機能が一部停止することがあります。 

 

○ 地図 

（１）管理区域図  別添管理区域図のとおり 

（２）平面図    別添平面図のとおり 
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２ 指定管理者の管理運営対象施設 

（１）「管理区域図」で示す管理区域（以下「管理区域」という。）における、建築物、

建築設備、本施設に配備されている市所有の設備・備品等、指定管理者が設置する

設備・備品等、外構施設、植栽とする。 

 

（２）上記対象施設のうち「平面図」における、地上施設（１階、２階、３階及び塔屋

階）及び地下施設の一部（地下１階及び地下２階における中央監視室、機械室、電

気室、倉庫、ファンルーム等）とする。 

また、地下１階及び地下２階においては、上記諸室のほか、本施設及び駐車場部

分に係わる電気設備、空気調和換気設備、給排水衛生設備及び消防設備等が一体的

に設置されており、当該設備の維持管理は指定管理者が行うものとする。 

指定管理者は、対象施設において「第４ 施設維持管理業務」で定める業務を行う

こと。 

なお、本施設１階、地下１階及び地下２階に設置されている駐車場については、「第

６ その他の重要事項 １ 駐車場」に定める事項に従うこと。 
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第３ 施設運営業務 

１ 基本的事項 

（１）運営業務の基本方針 

指定管理者は、指定期間中、設置管理条例、管理規則、選定要項等、協定書並びに

協定書締結後に指定管理者が自ら作成する各種事業計画書及び規程に従い、本施設の

運営業務を行うものとする。 

指定管理者は、自らのノウハウを積極的に活用し、創意工夫することにより、合理

的かつ効率的に業務を実施し、利用者満足度の向上、スポーツ・レクリエーション振

興、利用者の健康増進に努めること。 

また、利用者の安全、衛生及び快適性の確保に努めること。 

 

（２）施設運営業務の範囲 

施設の運営について、指定管理者が行う業務は以下のとおりとする。 

ア 広報・プロモーション業務 

イ 施設の貸出業務 

ウ 施設の利用受付業務 

エ 使用許可及び行為許可業務 

オ 接客業務 

カ 付属設備・備品等の貸出業務 

キ 専門員の配置 

ク 情報公開、個人情報の保護及び秘密の保持 

ケ 急病等への対応 

コ 災害時の対応 

サ 自主事業 

シ 駐車場運営協力業務 

 

（３）使用時間及び休館日 

本施設の使用時間は、設置管理条例に基づき午前９時から午後９時までとする。た

だし、指定管理者はあらかじめ市の承認を得て、使用時間の延長等の変更をすること

ができる。 

休館日は、年末年始（１２月２９日から翌年の１月３日まで）とする。ただし、指

定管理者は、あらかじめ市の承認を得て、休館日に施設を供用することができる。 

   また、市が、本施設の管理上必要があると認めたときは、臨時に使用時間を変更し、

又は使用時間以外の時間に施設を供用させ、あるいは臨時に休館日を変更し、又は上

記休館日以外の日を休館日とすることができる。この場合、指定管理者は、利用者へ

の周知について必要な措置を講じること。 
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（４）市民利用 

   本施設においては、市、千葉市教育委員会（以下「委員会」という。）、千葉市体育

協会及び同加盟団体等の主催による各種の行事等の実施が予定されている。 

指定管理者は、市及び関係機関等との協議を行うとともに、各種事業の実施に積極

的に協力すること。 

 

（５）利用料金制度の留意点 

ア 利用料金の設定 

選定要項「９ 経理に関する事項」に示すとおり、本施設では利用料金制度を

導入している。指定管理者は、市が設置管理条例第１０条で規定する額の範囲内

で、市の承認を得て、利用料金を定めることができる。 

ただし、千葉市内に在住している高齢者（満６５歳以上）の個人利用料金につ

いては、市の方針により、全ての市スポーツ施設において、個人一般利用料金か

らの２割減額を実施しているため、同水準以上の高齢者の個人利用料金額及び対

象範囲を設定すること。 

 

イ 利用料金の減免 

指定管理者は、設置管理条例第１１条及び管理規則第８条の規程に基づき、次

のとおり減免を行うこと。 

また、指定管理者は利用料金の減免の額に関する規程を作成し、市の承認を得る

こと。 

なお、減免に相当する額は、指定管理料に含むものとする。 

（ア）障害者及びその介護者 

管理規則に定める手帳を提示して本施設を使用する障害者の利用料金は、全額

免除とする。また、障害者に付き添って本施設を使用する介護者については、障

害者１名につき介護者１名の利用料金を全額免除すること。 

（イ）団体利用 

管理規則で定める団体が、本施設を利用する際の利用料金の減免の額は、以下

のとおりとする。 

ａ 障害者が主体となって組織する団体がスポーツ活動のために使用する場合は、

利用料金の全額 

ｂ 千葉市立小・中・特別支援学校及び高等学校が当該学校の体育の教科の授業

に使用する場合は、利用料金の全額 

ｃ 社会福祉法に規定する社会福祉法人が使用する場合は、利用料金の半額 

ｄ 体育及びスポーツ振興を図ることを主たる目的とする団体で、市長が指定す

るものがその主催するスポーツ活動のために利用する場合は、利用料金の半額 
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（ウ）特に必要があるとして市長が定める場合 

 

ウ 利用料金の徴収・管理 

利用料金の徴収は、原則、前納とする。ただし、指定管理者が特に必要があると

認めるときは、この限りではない。 

指定管理者は、利用者が使用許可申請書を提出する際に、利用料金の徴収を行い、

使用許可書を発行することを原則とする。（施設の個人使用の場合、及び予約シス

テムを利用して予約した予約システム対象施設の専用使用の場合を除く）。徴収し

た全ての利用料金について必要な帳簿を作成すること。 

 

エ 回数券・定期券の取扱い 

現在の指定管理者の提案により、次のとおり個人使用回数券及び定期券が販売

されている。 

       ①個人使用回数券  ※トレーニング室(1)は中学生以下利用不可 

区 分 金額 内容 使用可能施設 使用可能期間 

一般 4,600円 460円券×11枚 

・サブアリーナ 

・トレーニング室（1） 

・体力測定室 

通年 
中・高校生 2,200円 220円券×11枚 

小学生以下 1,500円 150円券×11枚 

高齢者 3,700円 370円券×10枚 

         

②年間パスポート券  ※トレーニング室(1)は中学生以下利用不可 

区 分 金額 使用可能施設 使用可能期間 

一般 20,360円 

・トレーニング室（1） 

・体力測定室 
発行日から１年間 中・高校生 10,080円 

小学生以下 6,780円 

 

③6か月パスポート券  ※トレーニング室(1)は中学生以下利用不可 

区 分 金額 使用可能施設 使用可能期間 

一般 11,100円 

・トレーニング室（1） 

・体力測定室 
発行日から６か月間 中・高校生 5,550円 

小学生以下 3,700円 

 

平成１８年度から平成２８年度に発行された回数券は、使用期限が設定されて
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いないため、平成２８年度以降も使用される可能性があるが、指定管理者は平成

２８年度以降も使用を認めるものとし、不足額が発生する場合は利用者から現金

で徴収すること。 

 

※ 今回の選定において、回数券の導入を提案する場合には、使用期間を指定期

間内に限定することとし、その取扱いについて記載すること。 

※ 定期券の導入を提案する場合も、使用期間を指定期間内に限定することとし、

その取扱いについて記載すること。 

 

なお、現在の指定管理者が発行する回数券及び定期券の期限について、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により、使用期間を延長することとなった場合には、

次期指定管理者は延長した期間について、使用を認めること。また、代金につい

ては、現指定管理者が補償するため請求すること。 

 

オ 次期指定期間及び次々期指定期間に係る利用料金の取扱い 

指定管理者が自らの収入とできる利用料金は、令和３年４月１日から令和６年

３月３１日までの利用に係る利用料金に限られるため、令和６年４月１日以降の

利用に係るものを受領した場合には、次々期指定管理者に速やかに利用料金を引

き渡すこと。 

 

２ 施設運営業務 

（１）広報・プロモーション業務 

 指定管理者は、市民等の利用促進を図るため、以下の例を参考に、必要媒体の作

成、配布等、積極的かつ効果的に広報･宣伝を行うこと。 

ア 市政だより原稿作成・掲載の依頼 

イ インターネットのホームページの開設、更新等 

ウ 施設案内リーフレットの作成・配布 

エ 必要に応じて、情報紙、各事業のチラシ等の作成・配布 

 

   ※１ 市政だよりへの掲載を依頼する場合は、市と事前に協議し、指示に従うこと。 

※２ ホームページの開設、更新等について 

別添資料「千葉市ホームページ作成ガイドライン」に準拠し、障害の有無、

年齢、性別等にかかわらず多様な人々がホームページで提供されている情報や

サービスに問題なくアクセスし利用できるよう配慮すること。 

また、「千葉市ホームページ作成ガイドライン」が改定された場合はホームペ

ージを更新するなどの対応を行うこと。 
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なお、その費用は指定管理料に含むものとする。 

   ※３ 施設案内リーフレット及び利用ガイドの作成については、別添資料「すべて

の人にわかりやすい印刷物について」に準拠し、障害の有無、年齢、性別等に

かかわらず多様な人々が容易に情報を取得することができるよう配慮すること。

また、本施設は、国際的な競技大会やイベントを誘致することを目指している

ことから、複数の言語に対応すること。 

 

（２）施設の貸出業務 

   ア 基本要件 

（ア）指定管理者は、本施設の貸出・利用について利用者の利便性及び安全性に十

分配慮すること。 

（イ）公の施設であることを常に念頭に置き、施設利用者に対し、平等な対応をす

ることに特に留意すること。 

（ウ）貸出に当たっては、利用者の危険行為や公序良俗に反する行為等を慎むよう、

注意を促すこと。 

（エ）備品の設置及びレイアウト替え、備品の貸出等、利用者の利便性を高めるた

めに必要な対応を図ること。 

（オ）利用後の簡易清掃は利用者に依頼し、その後の点検・後片付け・アリーナ清

掃等を行い、次の利用者が快適に利用できる状態を保つこと。 

（カ）修繕、設備点検等により、本施設の貸出、利用を制限する場合には、施設利

用者等への周知期間を十分確保した上で、本施設内への掲示や市政だよりへの

掲載等の必要な措置を講じること。 

イ 貸出区分 

本施設の貸出区分は、「専用使用」と「個人使用」に分類され、専用使用は、「優

先利用」と「一般利用」がある。 

なお、優先利用とは、本施設を専用使用する場合、一般利用の受付以前に、公

共性・公益性のある行事（国際・全国規模の競技会、市、委員会、千葉市体育協

会及び同加盟団体、その他公共公益団体による主催行事等）を優先的に受け付け、

利用させることをいう。 

一般利用とは、上記優先利用以外の専用使用のことをいう。 

ウ 新型コロナウイルス感染症防止策の実施 

新型コロナウイルス感染症の流行が終息するまでの期間においては、以下の取

り組みを行うこと。 

a 感染症拡大防止予防ガイドラインの実践 

社会体育施設の再開に向けた感染拡大予防ガイドライン（令和２年５月１４ 

日スポーツ庁）など、本施設に関係するガイドラインに基づく適切な新型コロ
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ナウイルス感染症対策を講じること。 

b  「新しい生活様式の実践例」に沿った利用の徹底 

本施設の利用者に対し「新しい生活様式例」に沿った利用の徹底を促すこと。 

（参考）厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルスを想定した「新しい生

活様式」の実践例を公表しました」 

URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html  

 

（３）施設の利用受付業務 

指定管理者は、受付業務として、予約システムの利用者登録受付、利用者の利用

申込受付、使用許可及び行為許可業務、料金徴収、各種の案内等、利用者への対応

等を行うこと。施設やサービス内容の特性を踏まえ、利用者の利便性に配慮した運

営を行うこと。 

施設貸出区分ごとの受付業務については、下記のとおりとする。 

 

ア 優先利用受付 

指定管理者は、国際・全国規模の競技会、市及び委員会主催行事等の公共性・

公益性のある行事については、下記「利用調整業務の基準」に従い、一般利用の受

付開始前に日程の調整及び確保を行うこと。 

なお、行事日程の調整・確保を行う際は、当該行事の公共性・公益性を勘案する

とともに、一般利用及び個人使用の受付区分において利用する市民等のニーズに最

大限配慮することとし、利用調整の詳細については、市と別途協議を行うこと。 

また、優先利用受付により内定した予約については、使用許可を受けようとする

者の申請を、予約日の属する月の２か月前の月の初日より受け付けること。 
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【利用調整業務の基準】 

区 分 調整対象行事 調整方法及び実施時期の目安 

最優先行事 ・国際、全国規模の大会・

競技会等 

・命名権スポンサーの主催

行事等（１年度３日まで） 

・その他、特に公共公益性

が高い行事等 

・市が対象行事の受付及び調整を行い、その結果を原則と

して利用前年度の１０月末までに、指定管理者に通知する。 

なお、指定管理者は上記通知に従うものとする。 

第１次調整 ・市及び委員会主催行事等 

 

・市が対象行事の受付及び調整（原則として、利用前年度

の１１月から１２月上旬まで）を行い、その結果を取りま

とめ、指定管理者に通知する。 

なお、指定管理者は上記通知に従うものとする。 

第２次調整 ・次年度における休館日の 

決定 

・指定管理者主催事業等の 

開催日の決定 

・指定管理者は、第３次調整以降における利用調整会議参

加団体等の日程調整に配慮するとともに、事前に市との協

議を行い、日程を決定（利用前年度の１２月上旬から中旬

頃）すること。 

第３次調整 

（利用調整 

会議） 

 

・千葉市体育協会及び同加

盟団体、その他公共公益団

体等が主催する行事及び

競技会等 

・指定管理者は、会議参加団体より事業計画を徴したのち、

利用調整会議（年１回、２月）を開催すること。 

・利用前年度の１２月中旬から２月下旬までに日程調整を

行い、内定表を作成し、利用内定団体に通知すること。 

随時受付 ・その他団体が主催する行

事及び競技会等 

・指定管理者は、原則として利用前年度の３月１日から利

用日当日までの期間において、一般利用及び個人使用に配

慮した調整を行うこと。 

 

イ 一般利用受付 

（ア）予約システムの導入について 

市では、インターネット経由で空き状況の照会や予約を行える予約システ

ムを導入しているため、指定管理者は、一般利用受付については市が用意す

る予約システムで行うこと。 

なお、予約システムの利用料は、市が負担する。管理に必要な施設管理者

用端末賃借料、回線使用料等は、指定管理者の負担とし、指定管理料に含ま

れているものとする。 

    【予約システム対象施設】 

       ①メインアリーナ 

       ②サブアリーナ 
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       ③トレーニング室（２） 

（イ）受付業務 

     優先利用の利用調整後、一般利用を受付ける。 

利用者が利用しようとする日の属する月の１か月前の１日から７日まで受

け付けること。 

抽選日は毎月８日とし、抽選結果について、施設での掲示やホームページ

への掲載等の方法により利用者に周知すること。 

また、利用前月１０日から利用日前日まで、随時申込を受け付けること。 

（ウ）その他 

電話等による予約・問合せの受付時間は、原則として使用時間と一致する

こと。ただし、指定管理者の提案により、電話等による予約・問合せの受付

時間は拡大できるものとする。 

また、利用日当日の予約受付については、下記の個人使用受付方法により

実施すること。 

 

ウ 個人使用受付 

優先利用及び一般利用の予約受付が終了したのち、予約済時間帯以外について、

個人等への利用に開放すること。 

受付については、原則として利用日当日に本施設窓口にて受け付けること。 

 

（４）使用許可及び行為許可業務 

指定管理者は、本施設の使用許可、使用許可の取消し及び使用の制限に当たって

は、設置管理条例、管理規則、千葉市行政手続条例、千葉市聴聞及び弁明の機会の

付与に関する規則を遵守して行わなければならない。行政手続条例第５条第１項に

規定する審査基準、同条例第６条に規定する標準処理期間及び同条例第１２条第１

項に規定する処分基準を定め、市の承認を得ること。 

また、行為許可、行為許可の取消し及び行為の制限並びに施設の変更の承認及び

原状回復に係る指示についても、同様である。 

 

（５）接客業務 

ア 接客 

指定管理者は、施設の利用者の利便性及び安全性に十分に配慮すると共に、施

設の利用者に対し公平な運営に留意し、平等な対応をすることに特に注意するこ

と。 

イ 要望・苦情対応 

指定管理者は、施設に関する要望及び苦情に対して誠意をもって対応するとと
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もに、市へ内容を報告すること。また、要望・苦情を分析し、可能なものについ

ては、市と協議の上、対応すること。 

※ ただし、指定管理者が行った使用許可・不許可に対する不服申立ては、地

方自治法第２４４条の４第３項に基づいて市長が受ける。 

ウ ユニバーサルサービス 

指定管理者は、障害者及び高齢者等の利用に際しては、円滑な施設利用が可能

なように適切に対応すること。また、原則として障害者の補助犬の同伴を拒んで

はならない。 

エ 迷子・拾得物 

指定管理者は、迷子の捜索・保護及び放送、拾得物の保管及び遺失物の捜索を

行うこと。状況に応じて警察等の協力を要請する等、適切な対応に努めること。 

 

（６）備品・付属設備等の貸出 

指定管理者は、利用者の活動等の便宜を図るために、本施設の備え付けの備品、

用具等や冷暖房設備等の付属設備の貸出を行うこと。 

貸出に際しては、原則として本施設窓口にて申込みを受け付けるものとする。 

また、指定管理者は、利用者の利便性や嗜好を踏まえ、自ら調達した備品、用具

等を設置、貸し出すことができる（自主事業として有償で貸し出すことも可能）。そ

の場合は、事前に市と協議すること。 

 

（７）職員の配置 

   ア 専門員の配置 

施設の運営・サービス提供に当たって特に専門員の配置が必要な場合は、専門

知識、経験、資格等を有する専門員を法令に従って適正に配置すること。 

  イ 利用者対応のための職員の配置 

（ア） 当該施設の管理運営に関する「業務責任者」を配置すること。 

（イ） 受付には、業務に必要な職員数を配置すること。 

（ウ） 職員の勤務形態は、施設の運営に支障が生じないようにすること。 

※ 緊急時に速やかな対応が可能となる人数を確保することが必要。 

ウ 研修 

職員に対して、施設の管理運営に必要な研修を適宜実施すること。特に、接遇

研修などを実施し、利用者サービスの向上に努めること。 

 

（８）情報公開、個人情報の保護及び秘密の保持 

ア 情報公開 

     指定管理者は、千葉市情報公開条例を遵守するとともに、千葉市が作成したモ
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デル規程（千葉市○○センター指定管理者情報公開規程準則及び千葉市○○セン

ター指定管理者情報公開事務処理要領準則）に従い自ら情報公開規程を作成し、

本施設の管理運営に当たり作成又は取得した文書等のうち、公開の必要な情報に

関する開示請求に対して、適切に対応するとともに、必要な措置等を講じること。 

イ 個人情報の保護 

指定管理者は、千葉市個人情報保護条例を遵守するとともに、千葉市指定管理

者等個人情報保護規程に従い、本施設を管理運営するに当たり知り得た市民等の

個人情報について、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

に必要な措置等を講じること。 

また、運営及び維持管理業務に従事してい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てはならない。 

ウ 秘密の保持 

指定管理者は、業務の実施において知り得た事項を第三者に漏らしてはならな

い。指定管理者でなくなった後も同様とする。 

 

（９）急病等への対応 

指定管理者は、本施設の利用者、来場者等の急な病気・けが等が発生した場合に

は、近隣の医療機関等と連携し、的確な対応を行うこと。 

事故（施設の瑕疵によるもの又は重大と認めたものに限る。）及び犯罪等が発生し

た場合は、直ちに市及び関係機関等に伝達を行い、その指示に従うこと。また、そ

の後速やかに書面により報告等を行うこと。軽微と認めたものについては、月次事

業報告書に記載すること。 

 

（10）災害時の対応 

指定管理者は、災害等緊急時においては、市や医療機関、関係機関等と協力し、

的確に対応を図ること。なお、利用者の避難、誘導、安全確保及び必要な通報等に

ついての本施設に関する対応マニュアルを作成すること。 

注意報・警報が発令された場合には、直ちに利用者にその旨を伝達できるよう、

訓練及び放送設備の保守等を適切に行うこと。 

災害時等に市が緊急に防災拠点、避難場所等として本施設を使用する必要がある

ときは、市の指示により、優先して広域応援部隊、避難者等を受け入れること。 

なお、本施設は、千葉市地域防災計画に基づく、避難場所・避難所に指定されて

いる他、地下駐車場は救援物資等の集積場所となっている。 

 

【地域防災拠点・避難所の役割】 

災害時に市民の自主防災活動や緊急避難地など応急復旧活動を行う地域の特性を考慮し
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た活動拠点 

 役割 

地域防災拠点 ①情報の収集・提供のための通信・広報機能 

②防災活動用資機材の備蓄 

③その他救援物資の備蓄 

避難所 ①一時的な宿泊・待機場所の提供 

②情報や飲料水及び食料等物資提供 

③避難者の安全を確保できる場の提供 

④認知度が高く、分かりやすく避難しやすい施設 

 

【集積場所の役割】 

災害時における物資の受入れ、一時保管及び市内各区各地域への配布を効率的に行うた

めの大規模物流施設 

 役割 

集積場所 ①調達した物資等や他県市町村からの救援物資の受入れ・保管 

②各地域へ配布するための物資の仕分け等 

 

千葉市地域防災計画に基づき、市、施設管理者、地域の町内自治会、自主防災会等

が一体となった「避難所運営委員会」を事前に設置し、災害発生時に市民同士が連携

しながら、主体として避難所を開設・運営する体制を整備する。指定管理者は、避難

所運営委員会の一員として、平常時から避難所運営委員会の会議や訓練等への参加が

求められる。 

 

ア 避難所の運営等に関する業務 

（ア）平常時 

ａ 避難所運営委員会会議及び避難所開設・運営訓練等へ参加すること。 

ｂ 避難所運営委員会会議及び避難所開設・運営訓練等を本施設で開催する場

合は、場所の確保を行うこと。 

ｃ 災害時に、施設管理者が不在の場合の施設の開錠方法や施設利用を確保す

る体制を、避難所運営委員会と協議し整備すること。 

ｄ 備蓄品等の保管 

・備蓄品等の保管場所を確保すること。 

・適切に備蓄品等を保管すること。 

イ 災害時 

避難所の対応については千葉市地域防災計画及び避難所ごとに作成される避難

所開設マニュアルに定めるところにより以下の業務を行うこと。なお、避難所運
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営業務においてやむを得ず指定管理者が個人情報を扱わざるを得ない場合は、本

来の管理運営業務の場合と同様に、個人情報を適切に取り扱うこと。 

ａ 災害時の避難所関連業務  

・千葉市災害対策本部長（以下「本部長」という。）又は区災害対策本部

長（以下「区本部長」という。）から避難所開設の指示を受けた場合は、

避難所の管理運営にあたる直近要員や避難所運営委員会とともに、速やか

に避難所を開設すること。 

・夜間等の突発的な災害等により、本部長又は区本部長からの避難所開設

指示以前に、避難の必要性が発生した場合、避難者を受け入れるとともに

区本部長に報告すること。 

ｂ 避難所の管理運営への協力業務 

直近要員や避難所運営委員会とともに次の業務を行なうこと。 

・状況を把握し、区本部長に連絡すること。 

・施設の管理保全に努めること。 

・避難所管理組織の構築を支援し、避難者の保護を行なうこと。 

・その他、千葉市が特に必要と認め指示した事項。 

     ｃ 救援物資の集積場所 

       本部長又は区本部長から集積場所開設の指示を受けた場合は、管理運営に

あたる市職員とともに、速やかに集積場所を開設すること。 

 

（イ）帰宅困難者への対応 

地震や大雪等により、交通機関が途絶し、帰宅困難者が発生した場合は、必

要に応じて受入を行うこと。その対応は避難所の管理運営に準ずるものとする。 

（ウ）費用負担 

避難所の運営等に伴い指定管理者に費用が発生し、又は臨時休館の影響で指

定管理者の利用料金が減少した場合は、市と指定管理者とで協議し、影響額に

係る費用分担を決定するものとする。 

 

（11）自主事業 

ア 施設の興行の企画・誘致業務 

指定管理者は、本施設を利用して、本施設の設置目的に適合する範囲において、

自らの企画による興行を実施し、または興行の誘致等を行い、自らの収入とする

ことができる。興行の企画・誘致に係る費用は、すべて指定管理者の負担とし、

市からの指定管理料を充ててはならない。 

興行の企画・誘致の内容については、各年度の事業計画の作成時に市と協議を

行い、市の承認を得ること。実際の実施に当たり、当該年度の事業計画との変更
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が生じる場合は、市と調整を行い、確認を得ること。 

指定管理者が興行を実施する場合、管理を行っている施設を利用する場合でも

所定の利用料金を負担するものとする。 

 

イ 飲食・物販事業 

指定管理者は、本施設において、市の行政財産目的外使用許可により飲食・物

販事業（自動販売機の設置を除く。）を行うことができる。この場合、指定管理者

は所定の使用料を市に支払うものとする。特に、飲食事業の実施に関しては、食

品衛生法等の必要な法規・法令を遵守し、利用者に安全な飲食物を提供すること。

提供・販売するサービスの内容、方法及び料金等は指定管理者が設定する。 

なお、これらの業務を行う場合、あらかじめ事業決定前にその内容について市

と協議し承認を得ること。 

 

【行政財産使用料（令和２年４月現在）】 

許可物件 使用料の額 

建物の一部（床面） １㎡につき月額 1,358円（概算） 

     

 

第４ 施設維持管理業務 

１ 基本的事項 

（１）維持管理業務実施の基本方針  

指定管理者は、本書のほか、「建築保全業務共通仕様書」（国土交通省大臣官房官庁

営繕部監修）を参考に業務を履行すること。 

（参照 URL http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun_hozen_shiyousho.htm） 

また、以下の基本方針を踏まえた維持管理業務を遂行し、利用者の利便性・快適性

の確保に努めること。 

ア 関係法令等を遵守すること。 

イ 施設の環境を安全、快適かつ衛生的に保ち、利用者の健康被害を未然に防止す

ること。  

ウ 施設が有する機能及び性能等を保つこと。 

エ 合理的かつ効率的な維持管理の実施に努めること。 

オ 物理的劣化等による危険・障害等の発見・点検に努めること。 

カ 予防保全に努めること。 

キ 環境負荷を抑制し、環境汚染等の発生予防に努めるとともに、省資源、省エネ

ルギーに努めること。 

 

http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun_hozen_shiyousho.htm
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（２）業務の対象範囲 

施設の維持管理について、指定管理者が行う業務は以下のとおりとする。 

ア 建築物維持管理業務 

イ 建築設備維持管理業務 

ウ 什器・備品・リース物件維持管理業務 

エ 植栽維持管理業務 

オ 外構施設維持管理業務 

カ 清掃業務 

キ 環境衛生管理業務 

ク 保安警備業務 

 

（３）用語の定義 

ア 点検 

建築物等の部分について、損傷、変形、腐食異臭その他の異常の有無を調査す

ることをいう（「建築保全業務共通仕様書」より）。 

イ 保守 

建築物等の機能の回復又は危険の防止のために行う消耗部品の取り替え、注油、

塗装その他これらに類する軽微な作業をいう（「建築保全業務共通仕様書」より）。 

ウ 修繕 

劣化した部位、部材又は機器の性能又は機能を、修理し、又は更新することに

当たり、現状（初期の水準）又は実用上支障のない状態まで回復させることをい

う。ただし、保守の範囲に含まれる定期的な小部品の取り替え等を除く。 

 

２ 建築物維持管理業務  

（１）業務の対象範囲  

管理区域内の建築物の屋根、外壁、建具（内部・外部）、天井、内壁、床、階段、

付属物等の各部位とする。 

 

（２）建築物維持管理の基準 

ア 建築物に対して、関連法令等の規程や「建築保全業務共通仕様書」を参考に、

日常点検、定期点検、法定点検（建築基準法第１２条）を実施すること。 

イ 点検に当たっては、特に天井・外壁の雨漏り・劣化、床、階段、手すり等の劣

化・損傷など、利用者の安全性、快適性に配慮した点検を行うこと。 

ウ 建築物の仕上げ材等に関しては、結露やカビの発生防止、開閉・施錠装置、自

動扉等の正常な作動、床仕上げの清掃など、日常的な保守を行うこと。 
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エ 建築物の不具合を発見した際には、速やかに市に報告すること。 

オ 劣化診断や劣化判定及び修繕が必要とされる不具合については、市と協議の上、

劣化等の判断、修繕の決定を行うこと。 

カ 指定管理者の責めに帰すべき事由による建築物の更新費用は、指定管理者の負

担とする。 

 

３ 建築設備維持管理業務  

（１）業務の対象範囲 

管理区域内の電気設備、温熱源機器、冷熱源機器、冷暖房関連機器、空気調和換

気設備、給排水衛生設備、昇降機、映像設備、音響設備、監視制御設備、消防設備

等の設備とする。 

    なお、本施設の地下１階及び地下２階に設置されている駐車場部分に係る電気設

備、空気調和換気設備、給排水衛生設備、消防設備等の設備についても業務の対象

とする。 

 

（２）建築設備維持管理の基準 

建築設備に対して、関連法令等の定めを遵守するとともに「建築保全業務共通仕

様書」を参考にして、日常点検、定期点検、法定点検（建築基準法第１２条等）、保

守等を実施すること。 

ア 運転監視業務 

設備の適正な運用を図るために行う運転及び監視並びにこれに関連する電力、用

水、燃料等の需給状態を管理すること。 

また、設備に応じて、適切な運転記録をとること。 

イ 日常点検及び保守業務 

日常の機器運転管理、点検、保守を行うこと。 

また、点検及び正常に機能しない際の対応等について、適切に記録を残すこと。 

ウ 法定点検（定期点検含む）及び保守業務 

各設備の関連法令の定めにより、点検を実施すること。また、法令に規定のない

場合でも、設備の初期性能・機能保持のため、定期的に運転中の機器を停止し、外

観点検、機能点検、機器動作特性試験、整備業務を行うこと。その際に、必要な消

耗品の保守・更新についても、指定管理者の負担により随時行うこと。 

また、点検及び正常に機能しない際の対応等について、適切に記録を残すこと。 

エ 建築設備の不具合を発見した際には、速やかに市に報告すること。 

オ 劣化診断や劣化判定及び修繕が必要とされる不具合については、市と協議の上、

劣化等の判断、修繕の決定を行うこと。 

カ 指定管理者の責めに帰すべき事由による建築設備の更新費用は、指定管理者の負
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担とする。 

キ 法令対応が必要な建築設備の定期点検などの費用は、指定管理料に含まれるもの

とし、法令点検等の対応等は原則として指定管理者が対応すること。 

なお、点検等に当たり、所有者の証明書類等が必要な場合は、市がこれを貸与し、

又は準備することとする。 

 

（３）維持管理専門員の配置 

建築設備維持管理業務の実施に当たり、以下の資格を有する維持管理専門員を適正

に配置すること。 

【必要技術資格】 

  ア 第３種電気主任技術者 

  イ 第１種電気工事士 

ウ １級ボイラー技士 

エ 第２種冷凍機械責任者 

オ 建築物環境衛生管理技術者 

 

（４）その他事項 

  ア 大型映像装置 

メインアリーナに設置されている大型映像装置（２３０インチ２基）については、

耐用年数が経過し老朽化が著しいため、使用に際して支障をきたさないよう、維持

管理に十分留意すること。 

なお、交換部品の生産が停止されており、修繕が困難となる可能性がある。 

 

４ 什器・備品・リース物件維持管理業務  

（１）業務の対象範囲 

本施設に配備されている市所有の什器・備品及び市賃借のリース物件（以下「什

器等」という。）とする。 

指定管理者は、什器等が正常な機能を保持し、利用者が安全、快適に施設を使用

することができるよう什器等の点検、保守等を行うこと。 

また、什器等が正常に機能しない場合、または正常に機能しないおそれが明らか

になった場合は、適切な方法により応急の対応をするとともに、市へ報告すること。 

 

（２）什器等の維持管理の基準 

ア 什器等に対して、日常点検、定期点検、日常の清掃等を行い、また、機械器具

に当たっては保守等を実施すること。 

イ 点検に当たっては、什器等の劣化・損傷など、老朽化や利用者の安全性、快適
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性に配慮した点検を行うこと。 

ウ 什器等の不具合を発見した際には、速やかに市に報告すること。 

エ 劣化判定及び修繕が必要とされる不具合については、市と協議の上、劣化等の

判断、修繕の決定を行うこと。 

 

（３）什器等の管理の留意点 

ア 市は、現在、本施設に配備されている市所有の什器等については、原則として

指定管理者に無償で貸与する予定である。それ以外の什器等で、指定管理者が業

務を行う上で必要と判断するものについては、指定管理者の負担により調達する

こと。 

イ 指定管理者が指定管理料を財源として指定管理期間中に取得した什器等は市へ

帰属する。また、指定管理者が持ち込んだ什器等については、原則、指定管理期

間終了後に指定管理者が撤去するものとするが、指定管理者は次期指定管理者と

の間で物品の継続使用について合意し、市が承認した場合、それらを撤去せずに

次期指定管理者に引き継ぐことができる。 

ウ 本施設の現状活用されている市所有の什器等の更新費用は、市と協議の上、更

新の決定を行うこと（必ずしも、更新を行うものではない）。 

エ 指定管理者の責めに帰すべき事由による什器等の更新費用は、指定管理者の負

担とする。 

（４）備品台帳 

指定管理者は、備品管理に当たり、備品台帳を整備すること。 

備品台帳は、市所有の備品と指定管理者所有の備品とに区分すること。市所有の

備品については、市が貸与する備品台帳にて管理することとし、指定管理者所有の

備品は、指定管理者が作成する備品台帳にて管理すること。 

備品台帳には、備品の品名、規格、金額（単価）、数量、購入年月日、耐用年数及

び所有者並びに備品に係る保険、公租公課等を必ず記載すること。 

（５）備品の定義 

備品とは、比較的長期間にわたって、その性質、形状等を変えることなく使用に

耐えるもので、購入価格が単価２万円以上の物品をいう。 

なお、上記の備品の定義に該当しない物品であっても、後に所有権の所属が問題

となる恐れがある高額なものについては、備品と同様に取り扱うものとする。 

（６）物品の帰属等 

指定管理者が持ち込んだ物品については、原則、指定期間終了後に指定管理者が

撤去するものとするが、指定管理者は次期指定管理者との間で物品の継続使用につ

いて合意し、本市が承認した場合、それらを撤去せずに次期指定管理者に引き継ぐ

ことが出来る。 
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５ 植栽維持管理業務 

（１）業務の対象範囲 

管理区域内の植物とする。 

 

（２）植栽維持管理の基準 

ア 植物の維持管理に当たっては、別添資料「千葉市公園緑地維持標準仕様書」に

従うこと。 

イ 植物の種類、形状、生育状況等に応じ、適切な方法による維持管理を行うこと。 

ウ 使用薬剤、肥料等は、環境及び安全性に配慮して選定すること。特に薬剤散布

の際は、農薬取締法及び「千葉市の施設等における農薬・殺虫剤等薬物の適正使

用に係る指針」「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル」（※）等を遵守し、

薬剤の使用削減を図ること。 

※ 参照 URL 

 ・ http://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/kankyokisei/ 

 ・ http://www.env.go.jp/water/dojo/noyaku/hisan_risk/manual1_kanri.html 

エ 施肥、潅水及び病害虫の防除等を行い、植物を常に良好な状態に保つこと。 

オ 剪定、刈り込み及び除草等を適宜行い、利用者及び通行者等の安全の確保及び

美観を保つこと。 

    ※ 市では本施設に行政財産の目的外使用許可で看板の設置を許可している。剪

定に関しては看板の露出に影響のないように実施すること。 

 

６ 外構施設維持管理業務 

（１）業務の対象範囲 

ア 外構設備  門扉、手摺り、フェンス、ベンチ類、屋外消火栓 側溝等 

イ 敷地地盤  各種外部舗装床、縁石等 

ウ 地中設備  埋設配管、マンホール、排水枡、暗渠等 

  （２）外構施設維持管理の基準 

ア 外構施設に対して、関連法令等の定めや「建築保全業務共通仕様書」を参考に、

日常点検、定期点検、日常清掃等を実施すること。 

イ 点検に当たっては、外構施設の劣化・損傷など、老朽化や利用者の安全性、快

適性に配慮した点検を行うこと。 

ウ 日常清掃に当たっては、目に見える外構施設の水拭き、掃き掃除、側溝掃除等

を行い、美観の形成に努めること。 

エ 外構施設の不具合を発見した際には、速やかに市に報告すること。 

オ 劣化診断や劣化判定及び修繕が必要とされる不具合については、市と協議の上、

劣化等の判断、修繕の決定を行うこと。 

http://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/kankyokisei/
http://www.env.go.jp/water/dojo/noyaku/hisan_risk/manual1_kanri.html
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カ 指定管理者の責めに帰すべき事由による外構施設の更新費用は、指定管理者の

負担とする。 

 

７ 清掃業務  

（１）業務の対象範囲  

管理区域内の建築物（内部・外部）及び敷地とする。 

 

（２）清掃の基準  

「建築保全業務共通仕様書」を参考に実施すること。 

   ア 日常清掃 

建築物、什器等及び器具等を常に清潔な状態に保つこと。 

イ 定期清掃 

指定管理者は、日常清掃では実施しにくい以下に挙げる清掃について実施する

こと。 

（ア）石材類、P系シートの洗浄及びワックスの塗布 

（イ）木床の乾拭き及びワックスの塗布 

（ウ）出入口、通路マットの清掃・水洗い 

（エ）カーペットの洗浄及びシミ抜き 

（オ）その他特に必要がある箇所 

ウ 特別清掃 

高所での作業や利用者制限等を伴う、以下に挙げる清掃について実施すること。 

また、行事及びその他興行等の開催により、特に汚れが目立つ箇所の清掃を重

点的に行うこと。 

（ア）外装ガラス清掃 

（イ）外装サッシ部分清掃 

（ウ）間仕切りガラス・サッシ清掃 

（エ）防煙垂れ壁清掃 

（オ）柱ステンレス清掃 

   （カ）ミラー（ステン含む）清掃 

   （キ）サブアリーナ壁面中断の電動リフトによる清掃 

（ク）その他特に必要がある箇所 

エ その他 

日常清掃、定期清掃及び特別清掃のほかにも、利用者等に不快感を与えないよ

う、必要に応じて清掃を実施し、施設の良好な環境衛生、美観の維持に努めるこ

と。 

また、殺菌剤等の薬剤の使用に当たっては、環境及び安全性に配慮して選定す



 

 25 

るとともに、「千葉市の施設等における農薬・殺虫剤等薬物の適正使用に係る指針」

を遵守し、薬剤の使用削減を図ること。 

なお、人体に有害な薬品等は関係法令に準拠し厳重に管理すること。 

 

８ 環境衛生管理業務 

（１）業務の対象範囲 

管理区域内における一般諸室、空調・給排水設備等とし、清掃、ごみ処理及び害

虫駆除清掃を含むものとする。 

 

（２）環境衛生管理業務の基準 

   ア 次に掲げる業務について、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（ビ

ル管理法）及び労働安全衛生法、水道法、水質汚濁防止法等の関係法令に基づき、

施設の環境衛生管理に努めること。 

   （ア）空気環境の調整及び測定 

   （イ）空気調和装置に関する衛生上必要な措置 

   （ウ）給水に関する衛生上必要な措置 

   （エ）防錆材に関する必要な措置 

   （オ）排水に関する衛生上必要な措置 

   （カ）清掃 

   （キ）害虫駆除 

     なお、害虫駆除を実施する際は、「千葉市の施設等における農薬・殺虫剤等薬物

の適正使用に係る指針」「建築物における維持管理マニュアル」を遵守し、薬剤の

使用削減を図ること。 

（参照 URLhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei09/03.html） 

 

イ ごみ処理 

     本施設は、「千葉市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例」（平成５年条

例第１７号）に定める「事業用大規模建築物」に該当するため、廃棄物管理責任

者の選任や減量計画書の提出等を行い、次のとおり事業系廃棄物の適正処理と減

量・再資源化を推進すること。 

（ア）ごみの発生抑制・再使用・再生利用を図ること。 

（イ）ごみは、適正に収集・分別・保管すること。 

（ウ）保管されたごみは、市（場合により他の地方公共団体も含む）の許可を受け

た収集運搬許可業者に処理を委託するなどの方法により適正に処理を行うこと。 

（エ）収集車への積み込みは迅速・丁寧に扱い、作業後は周囲の清掃を行うこと。 

（オ）収集車及び容器は、廃棄物が飛散、流出若しくは悪臭がもれる恐れのないも

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei09/03.html
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のに限定すること。 

 

９ 保安警備業務  

常駐警備員の配置、または機械警備により、２４時間、３６５日施設の警備を行う

こと。 

（１）業務の対象範囲 

管理区域内の建築物及び敷地 

 

（２）保安警備の基準 

「建築保全業務共通仕様書」を参考に、定位置警備、巡回警備及び機械警備など

により保安警備を実施すること。 

ア 定位置警備 

定位置において、部外者の出入状況の確認、不審者の発見及び侵入阻止、来訪

者の案内等を行うこと。職員退館後は、１階事務室や救護室において、事務室内

のモニター画面及び防災設備監視盤、警備監視盤、放水銃監視盤等の監視を行い、

非常時にはポートスクエア防災センターと非常電話で連絡を取り合うこと。 

急病等の発生の場合には、適切に対応すること。警備日誌を作成すること。 

イ 巡回警備 

各階戸締、消灯等の確認、各室における異常の有無の確認及び各所の火災予防

点検を行うこと。侵入者･不審者等を発見した場合は、適切に対応すること。警

備日誌を作成すること。 

ウ 機械警備 

施設の状況に応じ、建物のドアやガラス等の破損・開閉、施設内への侵入者、

火災・ガス漏れ等を感知する機能を有する機械設備を１０か所以上設置すること。 

エ その他 

定時又は委託者から指定された時間での開錠・施錠、遺失品管理、閉館時間の

電話受付、休館日の郵便物の授受、鍵の管理（保管及び受け渡し）等を行うこと。 
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第５ 経営管理業務 

１ 指定期間前準備業務 

本施設の指定管理者として指定された事業者は、指定期間前の業務として以下の業

務を行うこと。 

（１）基本協定項目について市との協議及び基本協定の締結 

（２）配置する職員等の確保、職員研修 

（３）業務等に関する事業計画書、各種規程等の作成、市との協議 

（４）施設の管理運営上に必要な協議・届出等を行い、承認・許可等を得ること 

（５）予約システム導入に伴う操作研修の受講 

（６）その他指定管理者業務を実施するための準備 

 

２ 事業資格・業務体制準備業務 

（１）事業資格 

指定管理者は、本書に定める業務を実施するために必要な官公署の免許、許可及

び認定等を受けていること。 

また、個々の業務について本書の規定により再委託を行う場合には、当該業務に

ついて当該再委託先がそれぞれ上記の免許、許可及び認定等を受けていること。 

 

（２）業務体制 

指定管理者は、自らの職員又は本書に定める再委託先の職員のうちから当該施設

の管理及び運営に必要な資格を有する者をあらかじめ選任し、当該施設に配置しな

ければならない。 

ただし、法令等により本施設への常駐が義務づけられていない者については、あ

らかじめ、当該資格を有する者の氏名等を市に届け出ることにより、本施設への配

置義務を免除する。 

 

３ 事業計画書作成業務 

指定管理者は、毎年９月１５日（その日が市の休日にあたるときは、その日後の市

の休日でない日とする。）までに次年度事業計画案を作成し、市に提出すること。 

また、毎年３月２５日までに、次年度事業計画案の内容を踏まえて記載した事業計

画書を市に提出して、その承認を得ること。 

 

４ 各年度協定締結業務 

指定管理者は、基本協定及び次年度事業計画書等に基づき、市と次年度の各年度協

定を締結することとする。各年度協定の協議内容、協議期間及び協定締結日等は、基 

本協定もしくは市との協議の上、決定するものとする。 
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なお、各年度の協定項目は以下のとおりとする。 

（１）経理に関する事項（指定管理料等） 

（２）その他業務実施上に必要とされる項目等 

 

５ 事業報告書作成業務 

指定管理者は、月次事業報告書及び事業報告書を作成すること。なお、各種報告書

の基礎資料として必要な項目について、日々の業務実施を日報として記録すること。 

事業報告書は、前年度の事業報告について毎年度４月末日までに市へ提出すること。 

月次事業報告書は、翌月１０日までに市へ提出すること。 

いずれも書式については、市と指定管理者で協議の上、定めることとする。 

 

６ 管理規程･マニュアル等の作成業務 

指定管理者は、管理運営を行う上で必要となる各種規程、要項、マニュアル等を作

成すること。 

作成に当たっては、内容について市と協議を行うこと。 

 

７ 事業評価（モニタリング）業務 

指定管理者は、以下の方法により、利用者等の意見や要望を把握し、運営に反映さ

せるよう努めるとともに、定期及び随時の結果について市に報告すること。 

市は、定期及び随時のモニタリング結果、利用者アンケート及び事業報告書の結果

等を考慮したうえで、指定管理者の業務が基準を満たしていないと市が判断した場合、

是正勧告を行い、改善が見られない場合、指定を取り消すことがある。 

 

（１）利用者アンケート等 

施設利用者を対象に、本施設において提供するサービスの評価に関するアンケー

ト等を随時実施すること。 

なお、アンケートの項目については市との協議のうえ、決定すること 

また、少なくとも１年度１回は、１か月間アンケート用紙を配布する等の方法に

より広く利用者満足度等に関するアンケートを実施し、その結果及びそれに対する

改善策をアンケート終了日の属する月の翌月分の月次事業報告書にて市に報告する

こと。 

 

（２）施設の管理運営に対する自己評価 

施設の管理運営に関して、適宜自己評価を行い、その結果を事業報告書にまとめ

市へ提出すること。 
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（３）定期及び随時の評価 

 定期評価及び随時評価の詳細等に関しては、協定にて定めることとする。 

 

８ 関係機関等との連絡調整業務 

（１）関係機関との調整 

    利用調整業務において必要とされる関係団体等との調整を行うこと。 

地元自治会、各種団体、地域住民、公共機関等と協調を図り、依頼等に対応する

こと。 

 

（２）市等からの要請への協力 

ア 市から、施設の管理運営及び施設の現状等に関する調査並びに資料作成等の作

業の指示があった場合には、迅速、誠実に対応すること。 

イ 市が実施又は要請する事業（例：緊急安全点検、防災訓練、行事、要人案内、

監査･検査、視察等）への支援・協力を行うこと。 

 

９ 指定期間終了前後の引継業務 

指定管理者は、指定期間終了前後に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の

業務を遂行できるよう、必要な引継ぎを行うこと。 

管理区域における建築物、建築設備、本施設に配備されている市所有の設備・備品

等、外構施設、植栽については、指定期間終了までに、指定管理者の費用負担により

原状回復すること。また、原状回復が困難又は不適当な個所については、市の承認を

得た上で、そのままの状態で引き継ぎすることができる。 

   なお、引継業務に関する費用は、指定管理者及び指定管理予定候補者の負担とする。 
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第６ その他の重要事項 

１ 駐車場  

（１）ポートアリーナ以外の民間管理会社の管理の対象範囲 

ポートアリーナ以外の民間管理会社（以下「管理会社」という。）の管理の対象範

囲は、下記のとおりである。 

ア 駐車スペース（１階、地下１階及び地下２階）及びその通路（地下１階及び地

下２階） 

イ その他駐車場に付属する施設（駐車場への出入口、駐車場の管理運営のために

設置する機器等（指定管理者の管理対象施設を除く。） 

なお、上記以外にも、地下駐車場内における場内照明用蛍光灯ランプの交換、

誘導標識の書換え、その他駐車場の管理運営上生じた構造物等の破損などの修繕

について行っている。 

 

（２）管理会社との連絡・調整  

指定管理者は、管理会社による駐車場（本施設１階、地下１階及び地下２階）の

管理運営に協力するとともに、本施設の運営及び維持管理業務の実施に当たり、管

理会社と十分な連絡・調整を行うこと。 

    駐車場の利用については、大会・イベント主催者の駐車券無料等優遇措置、利用

者への割引などといった協力体制をとること。 

    大型バス駐車場の利用については、本施設の利用者を最優先としているが、空き

状況により管理会社の利用について協力を行うこと。 

 

２ 光熱水費等 

（１）行政財産目的外使用許可部分、地下駐車場部分及び自動販売機に係る光熱水費等 

   ア (公財)千葉市スポーツ振興財団本部事務所部分及び地下駐車場部分 

指定管理料に含まれているため、指定管理者が一括して電力会社等へ支払うこ

と。 

なお、地下駐車場における光熱水費等については、子メーター等にて毎月の使

用量を調査し、期日までに市（まちづくり推進課）に報告すること。 

イ 自動販売機、案内塔、整圧器・ガス管、携帯電話基地局設備等 

指定管理者が一括して電力会社へ支払うが、指定管理料に含まれていないため、

各使用者に対し、実際にかかった費用を請求すること。 

 

（２）光熱水費等の期ずれ処理 

光熱水費等は、種別により検針日が異なるため、請求日と使用期間が多様である

が、指定管理者は、下記の使用期間の光熱水費及び電話料を支出すること。 
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区分 種別 支払対象期間 

電気 業務用電力 令和 3年 3月 1日頃～令和 8年 2月 28日頃 

ガス 一般契約 F 令和 3年 3月 11日頃～令和 8年 3月 10日頃 

ガス 空調夏期 F 令和 3年 3月 11日頃～令和 8年 3月 10日頃 

水道  令和 3年 3月 3日頃～令和 8年 3月 2日頃 

下水道  令和 3年 2月 1日頃～令和 8年 1月 31日頃 

電話 ＮＴＴ 令和 3年 2月 16日頃～令和 8年 2月 15日頃 

〃 ＫＤＤＩ 令和 3年 3月 1日頃～令和 8年 2月 28日頃 

 

（３）公衆電話  

本施設には、市が公衆電話（１台）を設置している。指定管理者は、公衆電話の

適切な管理を行うこと。その通話料金（現金）は市の歳入となることから、料金収

納事務は市で行う。 

 

３ 修繕  

修繕の実施に関しては、１件当たり 1,000千円以下の修繕は指定管理者の負担とし、

その金額を超える場合には市と指定管理者が協議の上それぞれの負担を決定するもの

とする。協議が整わないときは、市が具体的な負担割合を定めて、これを指定管理者

に通知するものとし、指定管理者は当該通知の内容に従うこと。 

ただし、指定管理者の責による劣化、破損等の修繕は、指定管理者の負担とする。 

   なお、指定管理者が市の所有物を修繕した場合、その修繕方法及び修繕費用に関わ

らず、所有権は市に継続して帰属するものとする。 

 

【小規模修繕業者登録制度の活用】 

指定管理者は、本施設において小規模修繕（※）を発注する際は、原則として、

千葉市契約課ホームページで一般公開される小規模修繕業者登録名簿から業者を選

定するものとする。 

（参照 URL  http://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/shisan/keiyaku/） 

 

※ 小規模修繕とは、技術的内容が簡易かつ履行の確保が容易な施設等の修繕で、

機能回復を目的として修繕料等で執行されるもののうち、予定価格が 100万円以

下の修繕をいう。 

 

 

 

http://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/shisan/keiyaku/
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４ 管理運営に要する費用 

   管理運営に要する費用の概要は、次のとおりである（自主事業除く。）。                                                                

（単位：円） 

区分 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

人件費 62,734,744 64,201,229 60,885,671 66,799,513 

事務費 67,089,167 75,076,909 78,049,478 81,857,269 

管理費 107,990,291 114,682,709 119,296,312 135,241,142 

合 計 237,814,202 253,960,847 258,231,461 283,897,924 

 

５ 市スポーツ施策の展開に伴う減免対象大会等の利用 

本施設は、障害者スポーツ推進の施策を更に進める中で、施設利用料減免対象の大

会等の利用が増加し、収益が低下することが見込まれる。 

   障害者スポーツ大会等での利用日数の実績及び今後の利用見込日数は以下のとおり

である。 

なお、今後本施設において、東京オリンピック・パラリンピックの事前キャンプを

受入れることが考えられる。 

 

車椅子スポーツ等の利用日数実績及び今後の利用見込日数 

区分 令和元年度（実績） 令和 3年度以降（見込） 

車椅子バスケットボール大会 メイン 6日 3日 

サブ 6日 3日 

ウィルチェアーラグビー大会 メイン 4日 4日 

サブ 4日 4日 

  

６ 保険等  

指定管理者は、利用者等の事故等に備えた施設賠償責任保険（指定管理者特約条項

付き）、市が所有する動産・不動産に対する必要な保険に加入すること。 

必要となる各種保険料は、指定管理料に含まれるものとするが、保険等への加入行

為・申請等は指定管理者が行うものとする。 

なお、加入･申請に当たって、所有者の証明書類等が必要な場合は、市がこれを貸与、

準備することとする。 

【現在指定管理者が加入している保険】 

・施設賠償責任保険（指定管理者特約条項付帯） 
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７ 再委託  

指定管理者は、本書で規定する業務の全部又は大部分若しくは指定管理者のノウハ

ウを生かすべき業務等の重要な部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

業務の一部を委託しようとする場合は、年度当初から委託する場合には、事業計画

書に、委託内容、委託業者名、委託金額等を記載するなどにより、市に通知すること。

年度途中から委託する場合には、その都度同様の事項を市に通知すること。 

また、事業報告書においても、必要事項を記載すること。 

 

８ 施設命名権（ネーミングライツ）・広告導入への協力 

本施設については、歳入確保に向けた取り組みとして、施設命名権（ネーミングラ

イツ）及び広告の導入を検討している。 

命名権者等が決定した際には、市と協議の上、管理業務の範囲内において、施設名

の表示または掲示その他の露出を行うための必要な協力を行うこととする。 

 

９ マリンスタジアム基金募金箱・スポーツ振興基金募金箱 

本施設には、標記の募金箱が設置されており、募金箱の金銭管理（鍵の管理・現金

の回収など）は市（公園管理課・スポーツ振興課）で行うが、保管については指定管

理者が行うものとする。 

使用時間後は、安全な場所に保管すること。 

 

10 記録の保管 

指定管理者は、本事業の実施に伴って作成・整備した図面、記録類について汚損、

紛失等のないよう適切な方法で保存・保管し、次期指定管理者に引き継ぐこと 

保存の期間は基本的に以下のとおりとし、定めのない事項については、市と協議す

ること。 

書 類 名 保存期間 

業者一覧、メーカーリスト、各種取扱説明書、保証書 永年 

設備機器台帳、計器台帳、工具台帳 永年 

官庁届出控、報告控 永年 

定期点検、測定記録 ５年 

事業計画書・事業報告書 ５年 

日誌（機器運転日誌、作業日誌、警備日誌等） ５年 

事故、傷害記録 ５年 

補修記録 ５年 

各種申請書 ５年 
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11 諸届け 

本施設の管理運営にあたり、飲食物の販売、興業の開催等にかかる諸届け（大規模

興業時の消防機関への提出）が必要な場合は、指定管理者の責任のもと、委託先、興

業主等と協議の上、手続きを行うこと。 

 

12 市が実施する大規模修繕 

 千葉ポートアリーナは、指定管理期間中に消防設備などの大規模修繕を予定してお

り、修繕期間中に施設機能が一部使用出来なくなることがあるため、施設を休止する

場合もあり得る。 

具体的な大規模修繕の期間や、施設の休止内容については、大規模修繕の内容が確

定した後に、市から通知する。 

 

13 その他 

本書に記載のない状況、状態が発生した場合には、指定管理者は、市と協議の上、

適切に対応すること。 

 

 


