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第１章 総則 

 

 第１節 業務要求水準書の位置づけ 

 

  本「木更津市「道の駅」整備事業」業務要求水準書（案）（以下「要求水準書」という。）

は、木更津市（以下「市」という。）が、木更津市「道の駅」整備事業（以下「本事業」と

いう。）の実施にあたり、市と締結する事業契約に基づき実施する事業者（以下「事業者」

という。）を募集及び選定する上で、本事業に参加しようとするものに配布する募集要項と

一体となるものである。 

  要求水準書は、本事業を実施するにあたり事業者に最低限要求する施設整備水準及びサ

ービス提供水準を示すものであり、応募者はこの要求水準を満たさなければならない。応

募者は要求水準書に規定されている事項を満たす限りにおいて、本事業に関して自由に提

案することができる。 

  なお、ＤＢＯ事業の特性である事業者の創意工夫、アイデア、ノウハウ、技術力等を最

大限に生かすため、要求水準書については、基本的な考え方のみを示すに留め、目標を達

成する方法・手段等は、事業者の発想に委ねることとする。 

  よって、事業者の提案内容における水準が、要求水準書に示された水準を上回るときは、

当該提案内容における水準を本事業の要求水準として優先的に採用する。 

  市は、要求水準を事業者の選定過程において審査条件として用いる。このため、審査時

点において要求水準を満たさないことが明らかな提案については欠格となる。 

  また、事業者は本事業の事業期間に渡って要求水準を遵守しなければならない。市によ

る業績監視により事業者が要求水準を達成できないことが明らかになった場合は、別に定

める規定に基づき、事業者に支払うべき維持管理費及びその他の費用の減額あるいは契約

解除等の措置がなされることがある。 

  なお、本要求水準書は次の４章で構成されている。 

 

  第１章 総則 

   前提となる本事業の概要を説明する。 

 

  第２章 施設整備に関する要求水準 

   施設の設計・建設に関する要求水準を説明する。 

 

  第３章 維持管理業務に関する要求水準 

   供用開始後の施設に関連する維持管理業務の要求水準を説明する。 

 

  第４章 運営業務に関する要求水準 

   供用開始後の施設に関連する運営業務の要求水準を説明する。 
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 第２節 事業の目的 

 

  本事業は、計画期間を平成２７年度から平成３０年度とする市の基本計画「きさらづ未

来活力創造プラン」に沿って、広域道路ネットワークの結節点である地理的優位性と、地

域資源の発掘・活用及び魅力の発信を通じて、周辺地域や東京湾岸都市等との交流・連携

を推進し、地域のにぎわいの創出をめざすことを目的として、新たな広域交流拠点となる

「道の駅」（以下「本施設」という。）の整備を図るものである。 

  本施設は、首都圏中央連絡自動車道（以下「圏央道」という。）木更津東インターチェン

ジと国道４１０号バイパスが接続する交通利便性の優れた事業対象地において、道路利用

者への良質で付加価値の高い休憩機能を提供するとともに、農業振興や観光振興等、地域

の活性化に貢献する交流拠点として整備するものであり、地元農林水産物の販売や食の提

供をはじめとした本施設への確実な誘導はもちろん、本施設を核として、地域が有する豊

かな自然との触れ合いや、地域資源と有機的に連携した農業体験・観光体験の実施等、地

域への直接誘導を図ることを目的とするものである。 

  また、都心への近接性を生かした「東京から一番近い田舎」をキーワードに、地元農林

水産物の付加価値の向上に向けて、生産と需要を結びつけた都市と農村の交流促進による

流通・販路の多様化や、地域ブランドの確立、地産地消の推進等を図ることにより、地域

経済循環の促進や雇用の創造も期待される。 

  さらには、「道の駅」に対する災害時の防災機能向上への期待が全国的に高まりを見せる

中、本施設においても災害時における道路利用者や地域住民等の一時避難場所として、避

難者の受入や生活支援、情報の収集・提供等の役割も期待される。 

 

 

 第３節 事業の概要 

 

 １．「道の駅」 

  本事業は、市初となる「道の駅」を整備し、その維持管理・運営を行うものであり、民間

のノウハウ、経営能力等の活用を図り、長期に渡って地域振興に寄与する施設を提供する

とともに、良好な施設の整備や事業コストの削減等、長期的な視点での施設運営及び地域

活性化を図るものである。 

  なお、「道の駅」は、道路利用者のための「休憩機能」、道路利用者や地域の方々への道路

情報・地域情報の提供を行う「情報発信機能」、地域の特色を生かした活力ある地域づくり

を行う「地域の連携機能」、の３つの機能を併せ持つ施設である。 

  市は、国土交通省の「「道の駅」登録・案内要綱」に従って、本事業で整備する駐車場・

トイレ等の「休憩施設」、道路情報・地域情報を提供する「情報発信施設」、及び地域の農林

水産物・加工品等の販売や食を提供する「地域振興施設」を「道の駅」として登録申請する

予定である。 
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 ※事業者には、「道の駅」に対する災害時の防災機能向上への期待が全国的に高まりを見せ

る中、災害時における道路利用者や地域住民等、一時避難者の受入に際して必要となる

防災機能の導入を期待するものである。 

 

＜表１－１：「道の駅」の基本機能と本施設で想定している導入施設＞ 

「道の駅」の基本機能 基本的な考え方 導入（予定）施設 

休憩機能 誰もが安全・快適に利用でき

る休憩施設の整備 

駐車場、トイレ 

情報発信機能 きめ細かな情報を提供する

情報発信拠点の整備 

（仮称）情報発信・観光案内

センター 

地域の連携機能 にぎわいと活力を創造する

広域交流拠点の整備 

地域振興施設（農林水産物・

加工品等物販施設、飲食施

設、事務・管理室、倉庫・荷

捌場・機械室・厨房等の諸室、

下屋、交流イベント広場等） 

－ 災害に備えた防災機能の整

備 

非常用発電設備、防災備蓄設

備 

 

 ２．事業のコンセプト 

   本施設のコンセプトは、以下のとおりである（「道の駅」等交流拠点整備基本構想(平

成２４年３月)。 

 

海の向こうを夢見続けた万葉の思いを未来に伝える 

～馬来
う ま く

田
た

の国の魅力
情 報

伝承館
発 信 拠 点

～ 

 

   馬来田の地名が織り込まれた万葉集の和歌は、事業の対象地である富来田地区を代表

する固有資源の一つであり、現在の地元関係者を中心とする「万葉集を学ぶ会」や「万

葉の歌碑を建立する会」等が活動している。 

   馬来田が具体的に詠われている２首の和歌は、当時の都から遠方にあった馬来田の地

を訪れたことにより、離れ離れになった二人の悲しく、寂しい気持ちが綴られている。 

   海を渡る東京湾アクアラインが文字どおり架け橋となり、国内最大の人口集積地であ

る東京・神奈川方面と、昔ながらの自然や風景が残されている房総半島内陸部とを、難

なく行き交うことができる現代・将来において、由緒正しき地名とともに、地域の礎を

築いた古人の人間味溢れた優しい思いを未来永劫伝え続けることを主旨として、上記コ

ンセプトを掲げる。 
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   また、本施設において伝えようとする「馬来田の魅力」は、良好な自然環境、多様な農

作物及び旅心を誘う悠久の歴史等があげられ、これを踏まえて里山や湧水などを主な対

象とする「自然環境の保全と活用」、地域の様々な人材が担う多様な「地場産業の活性化」、

都市住民や異世代間の「交流活動の促進」、の３つをコンセプトの実現に向けた取組の方

向性とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１：コンセプトの実現に向けた３つの取組方向性 

 

 ３．事業方式 

   本事業は、公共施設等の管理者である市が事業者と締結する本事業の実施に係る契約

に従い、施設整備に係る資金調達は市が行い、事業者が施設整備を行った後、維持管理・

運営業務を行う、いわゆるＤＢＯ（Design Build Operate）方式により本事業を実施す

る。 

 

 ４．事業期間 

   本事業の事業期間は、市と事業者の間で締結する本事業の実施に関する契約の締結日

から平成４４（西暦２０３２）年３月３１日までの期間とする。なお、各業務の実施期

間は、次のとおり予定しているが、事業者には早期の開業を期待する。 

・基本協定締結 平成２８年５月頃 

・施設整備（設計） 平成２８年５月～平成２８年９月頃 

・施設整備（建設） 平成２８年１０月頃～平成２９年９月頃 

・引渡し 平成２９年秋頃 

・供用開始（開業） 平成２９年秋頃 

・維持管理・運営 開業日～平成４４年３月３１日 

自然環境の保全と活用 

 湧水「いっせんぼく」で有名な名水の里 

 万葉集に詠われた歴史の里 

 七曲川に囲まれた親水の里 

地場産業の活性化 

 ブルーベリーの高付加価値化 

 名水が育む「木更津うまくた米」と米粉パン 

 山の幸、里の幸、海の幸 

交流活動の促進 

 安心の地場産品の特売 

 世代をつなぐ郷土料理 

 人々が集う手づくりの迎賓館 

海の向こうを夢見続けた万葉の思いを未来に伝える 

～ 馬来
う ま く

田
た

の国の魅力
情 報

伝承館
発 信 拠 点

 ～ 



5 

 

 

 ５．本事業の対象地 

   本事業の対象地は次のとおりである（添付資料１「敷地現況図」参照）。 

 

・事業予定地 木更津市下郡字杉戸地内 

・敷 地 面 積 ９，４８８㎡ 

・用 途 地 域 市街化調整区域 

・土地の所有 国、県、市 

・基準建蔽率 ６０％ 

・基準容積率 ２００％ 

 

 ６．本事業の対象業務 

   事業者は、次の業務を行う。 

 

 （１）施設整備に関する業務 

① 設計業務（本事業に係る工事の設計並びに必要な調査、申請及び届出） 

② 建設業務（本事業に係る工事並びに必要な調査、申請及び届出） 

③ 工事監理業務（本事業に係る工事監理） 

④ 開業準備業務（本施設の開業に必要な準備） 

 

 （２）維持管理に関する業務 

① 建物保守管理業務（日常点検、定期点検、保守、修繕） 

② 建築設備保守管理業務（日常点検、定期点検、保守、運転・監視、修繕） 

③ 清掃業務（建物及び敷地内の清掃） 

④ 土木・外構施設維持管理業務（日常点検、定期点検、保守、修繕） 

 

 （３）運営に関する業務 

  【運営に関する事項】 

① （仮称）情報発信・観光案内センター運営業務 

② 地域振興施設運営業務 

③ 広報業務 

④ 総務業務 

⑤ 安全管理・警備業務 

⑥ 自動販売機の管理業務 

⑦ 地域振興業務（農業振興、観光振興等） 

⑧ 事業者の自由提案による自主運営事業 

  【マネジメントに関する事項】 

① 本事業全体の統括業務 
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② 財務業務 

③ 市及び「（仮称）木更津市道の駅活性化協議会」との定期的な協議・調整業務 

 

 ７．事業者の自由提案による自主運営事業 

   事業者は、自らの提案により自主運営事業を実施することができる。市は自主運営事

業の実施を義務付けるものではないが、その提案内容に応じ、事業者選定審査において

加点評価の対象とする。 

   市は、本事業の目的に照らし、例えば、地場産品の活用、耕作放棄地を活用した農業

体験、観光資源・文化的資源の活用、地域人材の活用等、市の活性化に寄与する自主運

営事業の提案を期待する。 

   自主運営事業の提案がある場合、その提案が本事業の目的に適合しない場合や事業性

を確保できないと判断される場合については自主運営事業の提案を不採用とすることが

ある。 

   なお、自主運営事業の実施において、本事業で要求する建築物と別棟で建物等を建築

することを見込む場合は、提案書の提出前に市と協議するものとする。 

また、自主運営事業として実施できない事業の用途は次のとおりである。 

① 騒音、振動、塵芥、視覚的不快感、悪臭、電磁波又は危険物等を発生又は使用する等、

周囲に迷惑を及ぼすような用途 

② 風俗営業又はそれに類する用途、犯罪に関わる又は助長する用途、深夜営業を主と

する用途、公序良俗に反する用途、その他の周辺地域の品位や価値を損なう用途 

③ 住宅 

④ その他、周辺地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある用途 

 

 ８．光熱水費の負担 

   維持管理業務及び運営業務の実施に係る光熱水費は、事業者が負担する。 

   なお、本事業は、環境負荷低減に寄与する事業とするため、出来る限り光熱水費の削

減に努めるようにする。 
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 ９．交通量及び商圏 

 （１）交通量 

   市が平成２６年度に実施した、事業対象地に接している国道４１０号バイパスの交通

量調査結果（平日及び休日）を以下のとおり示す。 

① 調査概要 

    ・調査実施日 ： 平日）平成２６年１２月１１日（木） 

             休日）平成２６年１２月 ７日（日） 

    ・調 査 時 間 ： 午前９時００分から午後５時００分までの８時間 

    ・調 査 場 所 ： 事業対象地に接している国道４１０号バイパス 

    ・調 査 項 目 ： 上り、下りの各交通量 

             ナンバー 県内（袖ケ浦・それ以外）と県外の別 

             車種 自家用車と商用車（トラック、バス等）の別 

 

② 平日の交通量                        （単位：台） 

時 間 

上り（下郡⇒下内橋） 下り（下内橋⇒下郡） 
上下線交通量計 

（うち乗用車） 
車種 ナンバー 車種 ナンバー 

自家用 商用 計 袖ケ浦 県内 県外 計 自家用 商用 計 袖ケ浦 県内 県外 計 

9:00～10:00 122 122 244 171 26 47 244 128 153 281 188 59 34 281 525(250) 

10:00～11:00 103 184 287 204 40 43 287 98 134 232 155 43 34 232 519(201) 

11:00～12:00 140 101 241 176 27 38 241 109 107 216 130 49 37 216 457(249) 

12:00～13:00 124 138 262 183 37 42 262 111 108 219 151 50 18 219 481(235) 

13:00～14:00 194 95 289 140 42 107 289 78 132 210 142 43 25 210 499(272) 

14:00～15:00 202 99 301 142 39 120 301 102 111 213 132 48 33 213 514(304) 

15:00～16:00 253 89 342 161 63 118 342 103 89 192 150 27 15 192 534(356) 

16:00～17:00 175 126 301 148 71 82 301 119 56 175 153 13 9 175 476(294) 

８時間合計 1,313 954 2,267 1,325 345 597 2,267 848 890 1,738 1,201 332 205 1,738 4,005(2,161) 
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③ 休日の交通量                        （単位：台） 

時 間 

上り（下郡⇒下内橋） 下り（下内橋⇒下郡） 
上下線交通量計 

（うち乗用車） 
車種 ナンバー 車種 ナンバー 

自家用 商用 計 袖ケ浦 県内 県外 計 自家用 商用 計 袖ケ浦 県内 県外 計 

9:00～10:00 189 19 208 168 18 22 208 346 46 392  153 128 111 392 600(535) 

10:00～11:00 253 25 278 197 39 42 278 353 43 396 175 113 108 396 674(606) 

11:00～12:00 253 25 278 161 39 78 278 357 23 380 153 123 104 380 658(610) 

12:00～13:00 265 20 285 155 57 73 285 287 38 325 158 70 97 325 610(552) 

13:00～14:00 342 22 364 154 77 133 364 278 15 293 138 72 83 293 657(620) 

14:00～15:00 579 44 623 180 114 329 623 177 32 209 147 22 40 209 832(756) 

15:00～16:00 578 24 602 77 163 362 602 171 14 185 137 22 26 185 787(749) 

16:00～17:00 715 30 745 276 150 319 745 147 26 173 142 22 9 173 918(862) 

８時間合計 3,174 209 3,383 1,368 657 1,358 3,383 2,116 237 2,353 1,203 572 578 2,353 5,736(5,290) 

 

④ 調査結果 

    ・平日の交通量は、１時間あたり約５００台の車両が通行しており、下りは午前９

時から１１時にかけて、上りは午後２時から５時にかけて、交通量が増加してい

る。 

    ・全般的に上りの交通量が多く、下りの約１．３倍となっている。 

    ・商用車の割合は約４０％となっている。 

    ・ナンバーは、袖ケ浦ナンバーが約６０％で、県外ナンバーは約２０％となってい

る。 

    ・一方、休日の交通量は、１時間あたり約７００台の車両が通行し、平日の約１．４

倍となっている。 

    ・下りは午前９時から１２時まで、上りは午後２時以降、急激に交通量が増加して

おり、上りの交通量は下りの約１．４倍となっている。 

    ・商用車の割合は１０％で、平日の４分の１程度となっている。 

 

 （２）商圏分析 

    商圏については、事業対象地から、車で１５分圏内を「一次商圏」、車で３０分圏内

を「二次商圏」、車で６０分圏内を「三次商圏」として設定している（東京湾アクアラ

イン、東関東自動車道館山線、圏央道の利用を含む）。 

① 一次商圏 

     事業対象地から車で１５分圏内の一次商圏は、主に周辺住民による日常的な利用

が見込まれる地域と考えられる。 

② 二次商圏 

     事業対象地から車で３０分圏内の二次商圏は、主に木更津市全域及び近隣住民に
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よる休日の利用が見込まれる地域と考えられる。 

③ 三次商圏 

     事業対象地から車で６０分圏内の三次商圏は、千葉県の県央・県南地域及び東京・

神奈川の一部といった広域的な観光利用が見込まれる地域と考えられる。 

④ 各商圏における人口・世帯数（データ：２０１０年国勢調査） 

【一次商圏】     人 口：３３，０３２人 

（車で１５分圏内）  世帯数：１０，７８９世帯（３．０６人／世帯） 

【二次商圏】     人 口：３６０，３２７人 

（車で３０分圏内）  世帯数：１３７，１２４世帯（２．６３人／世帯） 

【三次商圏】     人 口：５，４５９，２５９人 

（車で６０分圏内）  世帯数：２，４９５，６７６世帯（２．１９人／世帯） 

 

 

 第４節 （仮称）情報発信・観光案内センター 

 

  （仮称）情報発信・観光案内センターは、「道の駅」の登録に必要な「情報発信機能」と

して、事業者には、千葉県の玄関口である本市の立地特性を踏まえ、東京湾アクアライン

や圏央道等の交通情報や都市と農村の交流促進に向けたイベント・観光情報等の提供をは

じめ、本施設を核として、地域が有する豊かな自然との触れ合いや、地域資源と有機的に

連携した農業体験・観光体験等、地域への直接誘導を図るためのきめ細かな地域情報の提

供等、施設の利用者に対して訴求力のある情報発信に努めるものとする。 

  また、千葉県南部地域にある「道の駅」との連携を積極的に図り、道路情報、観光情報の

共有に努めるものとする。 

 

 

 第５節 全国「道の駅」連絡会、関東「道の駅」連絡会及び道の駅千葉県ブロック

連絡会への参加 

 

  全国「道の駅」連絡会は、全国のブロック「道の駅」連絡会から構成される組織で、「道

の駅」に関する情報交換、「道の駅」相互の連携等により、「道の駅」の質の確保や向上を図

り、もって各地域の地域振興及び利用者サービスの向上に寄与することを目的としている

団体である。また、全国「道の駅」連絡会の構成員であるブロック「道の駅」連絡会は全国

で９つあり、関東では、関東「道の駅」連絡会として、「道の駅」の企画から運営に至る多

くの事項等について、駅相互の連絡を図り、利便性の向上、利用促進、質の向上等に寄与

することを目的として活動している。 

  事業者は、全国、関東及び千葉県ブロックの本連絡会に参加し、他の「道の駅」と連携し

て、必要な取組の協力を行う。会議は、必要に応じて（年数回程度）実施しており、事業者

は、「道の駅」関係者として会議への参加が必要となる。なお、会費は全国「道の駅」連絡
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会が年間２万円、関東「道の駅」連絡会が年間５万円、千葉県ブロック連絡会が年間１万

円（いずれも平成２７年度時点）である。 

 

 

 第６節 市内各種関係団体との連携 

 

  事業者は、市内の各種関係団体（地元自治会、木更津商工会議所、木更津市富来田商工

会、木更津市観光協会、農業生産法人等）との連携や相互協力を図り、地域の活性化に貢

献するよう努めることとする。 

 

 

 第７節 防災拠点としての利用 

 

  本施設は、地震等の災害発生時に防災拠点としての役割が期待される施設であるため、

道路利用者等の一時避難場所として、本施設を利用する場合があり、その場合において、

事業者は可能な限り協力するものとする。 

  なお、災害発生時の事業者の協力内容は、事業者の提案内容によるものとし、発生した

費用は事業者の負担とする。 

  ただし、市と事業者が協議の上、決定した協力内容を超える対応が生じた場合や、協力

期間が災害発生日を含む４日目以降に及ぶ場合は、超過分の費用は市が負担する。 

 

 

 第８節 計画書・報告書等の提出 

 

  事業者は、施設整備業務、維持管理業務、運営業務の各段階において必要な計画書・報

告書等を提出する。 

  提出する主な計画書・報告書等については、表１－２に示す。 

  なお、事業者は、表１－２に示すもののほか、業務の実施上必要となる計画書・報告書

等がある場合は、これを作成し提出するものとする。 

  



11 

 

 

＜表１－２：事業者が作成・提出する計画書・報告書等＞ 

名称 計画書・報告書等の内容 備考 

提案書 事業者の募集の際、市に提出する提案資料  

要求性能確認計画書 要求水準を確保するための確認方法を示した計

画書 

第２章、第２節、１ 

コスト管理表 事業者が実施設計終了時とのコスト比較により

コスト管理を行う 

第２章、第２節、２ 

業務実施工程表 実施設計の着手日から本施設の引渡日までの工

程表 

第２章、第３節 

２、（２）、③ 

実施設計報告書 実施設計（基本設計の一部見直しを含む）の内容

を示す設計図書 

第２章、第３節 

２、（２）、④ 

実施設計完了報告書 実施設計が完了したと判断した時に実施設計に

添えて提出する 

第２章、第３節 

２、（２）、③ 

要求性能確認記録 要求性能確認計画書に基づいて実施した確認・検

査の結果を記録し提出する 

第２章、第３節 

２、（２）、④ 

工事実施工程表 出来高比率を記入した横線式工程表 第２章、第４節 

２、（１） 

進捗状況報告書 建設代金に係る出来高による進捗状況報告書 第２章、第４節 

２、（１） 
月間工程表 月ごとの工事工程表 

完成届 工事が完成したことの届 第２章、第４節、 

２、（３） 

完成図 工事目的の建築及び土木の状態を明瞭かつ正確

に表現したもの 

第２章、第４節、 

２、（４） 

工事監理記録簿 工事監理業務で実施した工事監理記録 第２章、第５節、 

１、（２） 

開業準備計画書 運営開始までの開業準備計画 第２章、第６節、２ 

業務計画書

（維持管理

業務） 

作業計画 維持管理業務全般の基本業務計画 第３章、第３節、１ 

長期業務計画 業務期間中の維持管理業務計画 

年度業務計画 各年度の維持管理業務計画 

業務報告書（維持管理業務） 業務日誌、点検記録、光熱水費負担額等の維持管

理業務内容の報告書 

第３章、第３節、２ 

業務計画書 

（ 運 営 業

務） 

作業計画 運営業務全般の基本業務計画 第４章、第３節、１ 

長期業務計画 運営期間中の運営業務計画 

年度業務計画 各年度の運営業務計画 

臨時業務実施

計画 

年度実施計画等に含まれない臨時のイベント等

の運営業務に関する内容 

業務報告書（運営業務） 業務日誌、各施設の売上、入場者数等の運営業務

内容の報告書 

第４章、第３節、２ 

財務書類・年間業務報告書 会社法に規定する財務書類及び年間業務報告書 第４章、第４節、 

４、（２）、② 
半期に係る財務書類 半期ごとの財務報告 
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 第９節 関連法令の遵守等 

 

  事業者は、本事業を行うにあたって、関連する各種法令（施行令及び施行規則等を含む。）

及び条例等を遵守する。また、各種基準及び指針等についても本業務の要求水準に照らし

合わせて、適用又は準用する。 

  本事業に関する主な関連法令及び基準類を次のとおり示す。 

  【関連する主な法令】 

 地方自治法 

 都市計画法 

 建築基準法 

 建築士法 

 建設業法 

 消防法 

 河川法 

 道路法 

 駐車場法 

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

 食品衛生法 

 食品循環資源の再利用等の促進に関する法律 

 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 

 健康増進法 

 薬事法 

 不当景品類及び不当表示防止法 

 計量法 

 種苗法 

 消費者契約法 

 製造物責任法 

 労働安全衛生法 

 労働基準法 

 水道法 

 下水道法 

 農地法 

 農業振興地域の整備に関する法律 

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 

 資源の有効な利用の促進に関する法律 

 エネルギーの使用の合理化に関する法律 

 電気事業法 
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 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

 大気汚染防止法 

 水質汚濁防止法 

 土壌汚染対策法 

 騒音規制法 

 振動規制法 

 悪臭防止法 

 景観法 

 屋外広告物法 

 地球温暖化対策の推進に関する法律 

 警備業法 

 個人の情報の保護に関する法律 

 大規模地震対策特別措置法 

 千葉県福祉のまちづくり条例 

 千葉県建築基準法条例 

 千葉県屋外広告物条例 

 千葉県食品衛生法施行条例 

 木更津市水道事業給水条例 

 木更津市個人情報保護条例 

 木更津市情報公開条例 

 木更津市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例 

 その他、関係する法令、条例等 

  【関連する主な基準類】 

 官庁施設の基本的性能基準（国土交通省） 

 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（国土交通省） 

 官庁施設の環境保全性基準（国土交通省） 

 官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準（国土交通省） 

 官庁施設の防犯に関する基準（国土交通省） 

 公共建築設計業務委託共通仕様書（国土交通省） 

 建築工事監理業務委託共通仕様書（国土交通省） 

 建築工事安全施工技術指針（国土交通省） 

 建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編）（国土交通省） 

 建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）（国土交通省） 

 建設副産物適正処理推進要綱（国土交通省） 

 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（国土交通省） 

 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（国土交通省） 

 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（国土交通省） 
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 公共建築工事標準書式（国土交通省） 

 公共建築木造工事標準仕様書（国土交通省） 

 建築設計基準（国土交通省） 

 建築構造設計基準（国土交通省） 

 木造計画・設計基準（国土交通省） 

 敷地調査共通仕様書（国土交通省） 

 建築設備計画基準（国土交通省） 

 建築設備設計基準（国土交通省） 

 建築保全業務共通仕様書（国土交通省） 

 開発許可制度運用指針（国土交通省） 

 ＣＡＤ製図基準（案）（国土交通省） 

 高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計基準（国土交通省） 

 道路設計要領（設計編）（国土交通省） 

 道路構造令の解説と運用（（公社）日本道路協会） 

 杭基礎設計便覧（（公社）日本道路協会） 

 杭基礎施工便覧（（公社）日本道路協会） 

 道路土工要綱（（公社）日本道路協会） 

 道路土工－盛土工指針（（公社）日本道路協会） 

 道路土工－擁壁工指針（（公社）日本道路協会） 

 道路土工－軟弱地盤対策工指針（（公社）日本道路協会） 

 道路土工－仮設構造物工指針（（公社）日本道路協会） 

 駐車場設計・施工指針・同解説（（公社）日本道路協会） 

 防護策の設置基準・同解説（（公社）日本道路協会） 

 土木製図基準（（公社）土木学会） 

 河川管理施設等構造令（（公社）日本河川協会） 

 電気設備工事監理指針（（一社）公共建築協会） 

 機械設備工事監理指針（（一社）公共建築協会） 

 開発許可制度の解説（千葉県） 

 設計、地質、土質調査、測量各業務共通仕様書（千葉県） 

 土木工事共通仕様書・施工管理基準（千葉県） 

 駐車場等への充電施設の設置に関するガイドライン（国土交通省） 

 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車のための充電設備設置にあたっての

ガイドブック（経済産業省・国土交通省） 

 犯罪の防止に配慮した道路、公園、駐車場及び駐輪場の構造及び設備に関する指

針（千葉県） 

 木更津市公共建築物等における木材利用促進方針（木更津市） 

 木更津市公共サイン整備要領（木更津市） 

 その他の関連要綱及び各種基準 
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 第 10節 要求水準の変更 

 

  市は、事業期間中に要求水準の見直しを行うことがある。 

 

 １．要求水準の変更 

   市が要求水準を見直すときは、事前に事業者に通知する。 

   市が要求水準を見直す際の事由は次のとおりである。 

① 法令等の変更により業務内容が著しく変更されるとき 

② 災害、事故等により、特別な業務内容が常時必要なとき、又は業務内容が著しく変

更したとき 

③ 市の事由により業務内容の変更が必要なとき 

④ その他、業務内容の変更が特に必要と認められるとき 

 

 ２．要求水準の変更に伴う事業契約等の変更 

   市と事業者は、要求水準の変更に伴い、これに必要な事業契約及びサービス対価の支

払額の変更を行う場合がある。 

 

 

 第 11節 用語 

 

  要求水準書で用いる用語の定義は、表１－３に示すとおりとする。 

  なお、要求水準書において個別業務特有の用語の定義がある場合は、各業務の要求水準

の記述箇所にて定義する。 

  



16 

 

 

＜表１－３：用語の定義＞ 

用語 定義 

道の駅 国土交通省の「「道の駅」登録・案内要綱」に定める一定水準以上の

サービスを提供できる休憩施設をいう。 

基本設計 建築基本設計、土木概略設計及び予備設計をいう。 

 

実施設計 建築実施設計、土木詳細設計をいう、 

 

多機能トイレ 「都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン【改訂版】」（国土交通省）

に示される「多機能便房」と同等の機能を有するトイレをいう。 

全国「道の駅」連絡

会 

全国「道の駅」連絡会は、全国のブロック「道の駅」連絡会から構成

される組織で、「道の駅」に関する情報交換、「道の駅」相互の連携な

どにより、「道の駅」の質の確保や向上を図り、もって各地域の地域

振興及び利用者サービスの向上に寄与することを目的としている連

絡会をいい、全国「道の駅」連絡会の構成員であるブロック「道の駅」

連絡会は全国で９つある。 

関東「道の駅」連絡

会 

「道の駅」の企画から、運営に至る多くの事項等について、駅相互の

連絡を図り、利便性の向上、利用促進、質の向上等に寄与することを

目的として、一般社団法人関東地域づくり協会に事務局を置く、関東

１都８県（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群

馬県、山梨県、長野県）の「道の駅」の連絡会をいう。 

木造化 「木更津市公共建築物等における木材利用促進方針」第２条に定義さ

れる、市有施設の構造耐力上主要な部分（柱、梁、壁、小屋組等）の

全て又は一部を木造とすることをいう。 

木質化 「木更津市公共建築物等における木材利用促進方針」第２条に定義さ

れる、建築物の内装及び外壁など主要構造部以外に木材を使用するこ

とをいう。 
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第２章 施設整備に関する要求水準 

 

 第１節 基本方針 

 

 １．基本方針 

本施設は、道路利用者への良質で付加価値の高い休憩機能を提供するとともに、農業

振興や観光振興等、地域の活性化に貢献する広域的な交流拠点施設であり、また、災害発

生時には、災害活動等に貢献することを前提に、次の基本方針により設計・建設業務を行

うこととする。 

 

 国土交通省の「道の駅」への登録ができるように整備する。 

 地方創生の拠点施設として、市の活性化に寄与し、親しみやすく便利で、安全・安

心に利用できるよう整備する。 

 周辺の景観・環境に配慮するとともに、富来田地区の自然環境を有効に活用できる

よう整備する。 

 東京湾アクアライン、東関東自動車道館山線及び圏央道が結節する交通利便性を活

かした広域的な交流拠点として整備する。 

 休憩施設、情報発信施設及び地域振興施設の各施設が連携することで、利便性の向

上をはじめとする相乗効果や魅力を発揮できるよう、動線・機能及びデザインの一

体感を図る。 

 「木更津市公共建築物等における木材利用促進方針」に基づき、地域産木材を利用

した木造化・木質化の推進を図ることとする。 

 過度に高価な建材や設備の使用を控え、維持管理費用の低減にも配慮し、長寿命で

ライフサイクルコストの低減が期待できる設計とする。 

 ゴミの削減やＣＯ２の排出抑制、省エネルギー、再生エネルギーの活用、リサイク

ルの推進、自然光による採光等、環境に配慮した施設の整備を図る。 

 高齢者、身体障害者等、全ての施設利用者が安心・安全かつ快適に利用できるユニ

バーサルデザインとする。 

 災害時には、防災機能の役割を期待されることから、平常時の機能だけでなく、災

害時の機能も両立できるような施設整備を行う。 
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 第２節 共通事項 

 

 １．要求性能の確認 

   事業者は、設計、施工の各段階で、施設が要求水準を満たしているかを確認するため、

その確認方法、確認時期等を要求性能確認計画書として作成し、実施設計着手時までに

市に提出する。 

   また、業務の進捗に合わせて要求性能確認計画書の内容を追記・修正した場合は、其

の部分を速やかに市に提出する。 

   事業者は、要求性能確認計画書に基づき各業務を監視し、要求水準を満たしているこ

とを確認するため、要求性能確認記録を作成し、市に提出する。 

   また、市は逐次、確認・立入検査を行うことができるものとし、市が要請したときに

は、事業者は説明及び報告を行うこととする。 

 

 ２．コスト管理表の作成 

   事業者は、実施設計完了時、建設工事完了時の各団体において、それぞれコスト管理

表を作成し、市に提出する。 

   事業者は、これに基づきコストの適正な管理を行う。 

 

 ３．留意事項 

   市は、事業者に設計等の検討内容について、必要に応じて随時確認することができる

ものとする。 

 

 

 第３節 施設の立地条件等 

 

 １．本施設の立地条件 

   本施設の立地条件は、表２－１に示すとおりである。 

 

＜表２－１：本施設の立地条件＞ 

条件 内容 

敷地現況 本施設が立地する敷地の現況平面図は、添付資料１「敷地現況図」に示すと

おりである。 

地質 本施設が立地する敷地の地盤条件として、地質調査の結果を添付資料２「地

質調査報告書」に示す。 

浸水 本施設が立地する敷地は、木更津市防災マップによると、当該区域は、浸水

深 0.0～0.5ｍ未満が想定されている。 
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 ２．インフラ施設整備状況 

   各インフラ施設の整備は、表２－２のとおり予定している。 

   これら各インフラ施設から本施設との接続に必要な整備は、事業者が行うものとする。 

   なお、都市ガスは供給されていないため、ガスを利用する場合は、ＬＰガスボンベを

使用するものとし、事業者はＬＰガスボンベ庫等を整備するものとする。 

 

 

＜表２－２：インフラ施設整備状況＞ 

インフラ施設 内容 

上水道 市営による上水道の供給を行っており、事業対象地に接している国

道４１０バイパスに沿って、事業対象地に直接引き込める管径 100

㎜の配水管が敷設されている。 

下水道（汚水） 事業対象地周辺は、下水道管を敷設する計画はないことから、浄化

槽による処理とし、計画については事業者の提案による。 

電力 事業対象地近傍には、電線（架空）が整備されていないため、電力

会社との受変電方法については、事業者の提案による。 

ガス 事業対象地周辺の都市ガスの整備計画はないため、ＬＰガスとする。

使用等については事業者の提案による。 

電話 電話の引き込み方法等については、事業者の提案による。 

光ケーブル等 光ケーブル等の引き込み方法等については、事業者の提案による。 

なお、加入金等は事業者の負担とする。 

 

 ３．車両出入口 

   表２－３に示す車両出入口の整備予定箇所を添付資料３「車両出入口整備予定図」に

示す。 

 

＜表２－３：車両出入口＞ 

項目 内容 

車両出入口 本施設への車両出入口は、添付資料３「車両出入口整備予定図」に

示す位置を予定している。 

ただし、今後の交通管理者との協議結果を踏まえ、変更となる場合

もある。 

なお、車両出入口の整備予定箇所については、現在、千葉県が実施

する道路整備事業に協力するため、歩道の切り下げ及びガードパイ

プを一部撤去している箇所を見込んでいる。 
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第４節 施設整備業務の内容 

 

 １．業務の対象 

   施設整備業務の対象は、表２－４に示す各施設である。 

 

 

＜表２－４：設計業務／建設工事の対象＞ 

項

目 
施設名称 主な施設の構成 

建 

築 

「道の駅」 【休憩施設】 

２４時間利用可能なトイレ及び公衆電話を整備・設置し、道の駅の登

録要件（※）を満たす施設 

【情報発信施設】 

東京湾アクアラインや圏央道等の広域幹線道路網の結節点である地域

特性を踏まえた交通情報や広域的な観光情報、きめ細かな地域情報の

提供機能を担う、（仮称）情報発信・観光案内センター 

【地域振興施設】 

にぎわいと活力を創造する広域的な交流拠点として、農林水産物・加

工品等物販施設、飲食施設等 

【防災機能】（事業者の提案による） 

災害時のための非常用発電設備、防災備蓄設備 

土
木
・
外
構 

敷地造成 「道の駅」の敷地造成 

駐車場 

緑地 

排水施設 

「道の駅」の駐車場、歩行者空間の整備及び植栽・芝生、排水施設等

の外構 

道路改良 事業対象地に接している国道４１０号バイパスの路面表示工事等 

ただし、今後の交通管理者及び道路管理者との協議により、上記以外

の対策を講じる必要が生じた場合は、事業者は市と対応を協議するも

のとする。 

※道の駅登録・案内要綱：http://www.mlit.go.jp/road/Michi-no-Eki/pdf/guidance.pdf 

 （国土交通省道路局） 

 

 ２．業務の範囲 

   施設整備に関する業務の範囲は、次のとおりである。 

① 設計業務 

② 建設業務 

③ 工事監理業務 

http://www.mlit.go.jp/road/Michi-no-Eki/pdf/guidance.pdf
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④ 開業準備業務 

 

 （１）施設配置計画 

① 施設配置計画の方針 

    ・日照、通風等に配慮し、周辺の良好な環境づくりに資する配置とする。 

    ・高齢者、障害者等を含む全ての施設利用者（以下「施設利用者」という。）にとっ

て、安心、安全かつ快適に利用できるようユニバーサルデザインに配慮する。 

    ・施設エントランスについては、施設利用者の安全性に配慮する。また、強風対策

として、主要なエントランス部分には風除室を設置する。 

    ・施設利用者にとって分かりやすい施設環境を確保するため、室内表示板、各種案

内版等のサイン計画を適切に行う。 

    ・各室の機能、業務内容等を十分考慮して、分かりやすく、利便性の高い平面・動線

計画とする。 

    ・施設利用者、職員・従業員、物品等の搬出入、廃棄物の搬出等の動線を適切に分離

する。 

    ・避難経路は簡明なものとし、関係法令に定められた場合以外についても、二方向

避難の確保、施設利用者の避難に配慮する。 

    ・作業又は搬出入のためのスペースを確保する等、施設の維持管理のための清掃、

保守、点検等が効率的かつ安全に行うことができるように配慮する。 

    ・防災機能としての役割も期待されることから、平常時の機能だけでなく、災害時

の機能も両立できるような施設配置計画とする。 

    ・「道の駅」敷地内に駐車待ち車両の滞留スペースを設けたり、駐車場出口後の動線

を適切に表示したりする等、周辺の道路交通への影響が小さくなるように考慮す

る。 

    ・交通結節点としての機能が最大限生かされるよう、路線バス・高速バスの乗り入

れが可能となる駐車場内の動線を考慮するとともに、路線バス・高速バスの乗降

スペースを確保する。 

    ・地元産品のＰＲや直売等の販促イベント、都市と農村及び地域の交流促進に向け

たイベント等の実施が可能な交流イベント広場を「道の駅」敷地内に確保する。 

 

② 参考図 

     添付資料４「土地利用及び施設配置イメージ（参考）」に施設計画の参考図を示す。 

     本参考図は、提案にあたって市の方針を参考として例示することを目的に示すも

のであり、事業者の提案を制限するものではない。 

 

 （２）建築計画 

    建築施設の要求水準は次のとおりである。 

① 道の駅 
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     日常利用において、安全・安心、快適に利用できる性能を保持するとともに、首

都直下地震や南海トラフ地震等の切迫性が報告される中、これらの大規模地震にも

耐え得る耐震性能を備えるものとする。 

 

   （ア）全体規模 

     ・延べ床面積 ： ７７４㎡以上 

ただし、表２－５に示す各居室の面積要件を満たすこととする。 

 

＜表２－５：各居室の面積要件＞ 

機能 施設名 面積要件 延べ床面積 

休憩機能 トイレ 100㎡以上 774㎡以上 

情報発信機能 （仮称）情報発信・観光案内センター 20㎡以上 

地域振興機能 

 

 

 

 

農林水産物・加工品等物販施設 295㎡以上 

倉庫・荷捌場 60㎡以上 

飲食施設 100㎡以上 

厨房・食品庫 63㎡以上 

事務室・控室・共用部 110㎡以上 

施設内トイレ 8㎡以上 

機械室・ボイラー室 18㎡以上 

下屋 事業者の提案による 

 

   （イ）各機能・居室計画 

      各機能・居室の要求事項を表２－６に示す。 

      なお、計画に伴って必要となる冷凍・冷蔵庫、従業員休憩室、その他の居室や

機能・施設については、事業者の提案による。 

 

＜表２－６：必要居室の要求事項＞ 

機能 施設名 要求事項 

休憩機能 トイレ  ２４時間利用可能なトイレとし、「「道の駅」登録・案内

要綱（国土交通省）」を満たすこととする。 

 男性用トイレには大便器４基、小便器５基、洗面器４箇

所設置を基本とする。 

 女性用トイレには大便器６基、折りたたみ式ベビーベ

ッド１箇所、洗面器４箇所を基本とし、化粧直し等の利

用環境が便利な施設とする。 

 各トイレの大便器ブースの全てにベビーチェアを設置

する。 

 多機能トイレは、男性用トイレ、女性用トイレそれぞれ
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１基設置する。 

 多機能トイレは、大便器・洗面器・オストメイト洗浄機・

手すり・非常用呼び出しボタン、ベビーベッド等を設置

する。 

 上記男性用トイレ、女性用トイレ、多機能トイレの各大

便器は、洋式とし、洗浄便座付（シャワートイレ）を基

本とする。 

 ハンドドライヤーを設置するものとし、設置数は事業

者の提案による。 

 ２４時間稼動する防犯カメラ等の安全対策設備を設置

する。 

 掃除用具入れ１箇所を設置する。 

情報発信

機能 

（仮称）情報発信・ 

観光案内センター 

 「「道の駅」登録・案内要綱（国土交通省）に規定する

「案内・サービス施設」としての機能が備わっているこ

ととする。 

 エントランスホールや供用部の一部として整備するな

ど、施設の主要な動線上に配置し、多くの利用者に供す

る施設とする。 

 「道の駅」として、また、東京湾アクアラインや東関東

自動車道館山線、圏央道が結節する本市の地理的特性

を踏まえて、道路情報をはじめとする交通情報や、千葉

県南部地域が有する広域的な観光情報、本施設を核と

して地域への誘導効果を高めるきめ細かな地域情報を

発信するとともに、本施設のインフォメーションや体

験型観光の受付機能等、地域のコンシェルジュ的な役

割を担う施設とする。 

地域振興

機能 

農林水産物・加工品

等物販施設 

 主として、木更津市及び千葉県内で生産された農林水

産物（生鮮品、加工品）、特産品等を販売する施設とす

る。一部に、その他の加工品や日用品等を販売すること

もできるものとする。 

 内装、物販に必要となる設備（ＰＯＳシステムやレジ

等）、什器・備品は事業者の提案による。 

 また、農林水産物の販売スペース、特産品等を販売する

スペースの維持管理・運営にあたり必要となるバック

ヤード、倉庫、荷捌場等は事業者の提案により配置す

る。 
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機能 施設名 要求事項 

地域振興

機能 

飲食施設  施設利用者に食事を提供する飲食施設を整備する。 

 メニュー構成、施設形態は事業者の提案によるが、地元

食材を使用したメニュー開発、農林水産物・加工品等物

販施設と連携した食材の調達、朝採れ野菜をその場で

調理する演出等、事業者の創意工夫を期待する。 

 内装、飲食の提供に必要となる設備、什器・備品は、事

業者の提案による。 

 大型観光バスでの利用者が収容可能な程度の席数とす

ることが望ましい。 

 厨房施設、サービスルーム等は事業者の提案により配

置する。 

地域振興

機能 

事務室・控室・共用

部 

 施設全体の管理・運営を行う事務室を設ける。 

 共用部として、エントランスホール、風除室、倉庫、更

衣室、控室、通路等、必要な施設を配置するものとする。 

施設内トイレ  地域振興施設利用者用トイレとして、農林水産物・加工

品等物販施設、飲食施設の運営時間内は利用可能とす

る。 

 便器数・洗面器数については事業者の提案によるもの

とするが、男性用、女性用とも、休憩機能のトイレと同

等の水準とすることが望ましい。 

 また、男性用、女性用とは別に、休憩機能のトイレと同

等の多機能トイレの設置が望ましい。 

 ハンドドライヤーを設置するものとし、設置数は事業

者の提案による。 

 掃除用具入れ１箇所を設置する。 

下屋 

（※事業者の提案に

よる） 

 雨天時でも利用可能な販促イベント等の会場として、

また、移動販売車・屋台出店販売等に利用可能な下屋に

ついては、事業者の提案による。 

 なお、設置にあたっては、水、電気等の供給が可能なも

のとする。 
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   （ウ）主体構造、基礎、階数 

     ⅰ）主体構造 

       事業者の提案による。 

       なお、「木更津市公共建築物等における木材利用促進方針」に基づき、本施設

の木造化、木質化の提案を積極的に推奨する。 

       また、農林水産物・加工品等物販施設の販売スペースについては、開放感が

あり、什器・商品陳列棚等の配置が容易な空間を確保する。 

 

     ⅱ）基礎 

       事業者の提案による。 

 

     ⅲ）階数 

       事業者の提案による。 

       ただし、２階を上限とする。 

 

② 自主運営事業 

事業者の自由な提案による自主運営事業については、地域振興施設の床を利用し、

又は「道の駅」敷地内に関係法令の範囲内で別棟を建築して行うことができるものと

する。 

なお、その場合において、事業者は以下の点に留意するものとする。 

    （ア）地域振興施設の床を利用して行う場合は、設備工事、内装工事等は、事業者の

責任で実施する。 

    （イ）敷地内に別棟を建築する場合は、基礎工事、躯体工事、設備工事、内装工事等

の全てを事業者の責任で実施する。 

     自主運営事業のための施設の配置、計画にあたっては、本施設と構造、機能、動

線、景観・デザイン等の一体的連携を図る。 

     また、本事業で要求する建物と別棟で建物を建築する場合、本事業区域は市街化

調整区域であり、都市計画法の手続きが必要となるため、自主運営事業について提

案を予定する事業者は、提案書の提出前に、事前に事業（施設）内容について市と協

議の上、同意を得るものとする。 

 

③ 内部及び外部仕上げ 

    ⅰ）基本的事項 

     ・内部及び外部仕上げは、周辺環境との調和を図り、ライフサイクルコストの削

減に努めるとともに、維持管理についても留意し、清掃や管理が容易となるよ

う配慮するものとする。 
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     ・使用する材料は、ホルムアルデヒド等の揮発性有機化合物等の化学物質削減に

努めるとともに、建設時における環境汚染防止に配慮する。 

     ・建具のガラスについては、安全性を考慮する。なお、人体衝突に対する安全性

を確保すべき箇所については、「ガラスを用いた開口部の安全設計指針（建設省

住宅局監修）」による。 

 

    ⅱ）内部仕上げ 

     ・内装仕上げ材は、主体構造との調和に配慮し、諸室の用途及び利用内容や形態

等の特性に考慮した組み合わせとする。 

     ・床面は滑りにくい材料で仕上げる。水等により濡れる可能性のある床面は、濡

れても滑りにくい材料で仕上げる。 

     ・汚れにくく、清掃が容易な仕上げとするよう配慮する。 

     ・扉は、開閉時の衝突の防止に配慮する。 

 

    ⅲ）外部仕上げ 

     ・歩行者等通路は、降雨、降雪、凍結等による歩行者等の転倒を防止するため、濡

れても滑りにくいものとする。 

     ・外部仕上げについては、使用材料や断熱方法等の工法を検討し、建物の長寿命

化を図る。 

     ・外部に面する建築非構造部材の材料及び工法は、大規模地震時の変形、経年劣

化等によって、はく落しないよう十分考慮したものとする。 

     ・見上げ面、ひさしの鼻等に仕上げを行う場合の材料及び工法は、はく落しない

よう十分考慮したものとする。 

     ・屋根及び外壁の断熱について考慮する。 

     ・過大な日射の進入を防ぐため、必要に応じて、窓等の日射遮断について考慮す

る。 

     ・ガラス等の外壁面による日射の反射が近隣に影響を与えないように配慮する。 

     ・結露水の処理について考慮する。 

     ・吸気口及び排気口、冷却塔及び煙突等は、安全に配慮し十分な距離を確保して

配置する。 

     ・換気口及び換気ガラリについては、風、雨又は雪の吹き込みの防止に配慮する。 

     ・煙突等は、稼動時の安全性を考慮して、位置、高さ等を設定する。 

     ・ルーフドレインの数及び径は、最大降水量、屋根面積等を考慮したものとし、

余裕ある処理水量を確保する。 
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 （３）建築施設の設備計画 

① 道の駅 

   （ア）一般事項 

     ・省エネルギー、省資源を考慮した設備とする。 

     ・更新性、メンテナンス性を考慮したものとする。 

     ・配管スペース、配線スペース及びダクトスペースは、垂直及び水平の連絡並び

に保全性を考慮した適切な位置に配置する。 

     ・照明機器、吹出口等の居室に設置する設備については、適切な室内環境の確保

とともに、居室の用途等に応じて、空間のフレキシビリティ、意匠性等につい

て配慮する。 

     ・スイッチ、コンセント等については、利用者及び利用方法を考慮し、使いやす

い設置位置、設置個数、形状等を採用する。 

 

   （イ）電気、電話及び水道の使用料の計量区分 

      電気、電話及び水道の使用料に関しては、農林水産物・加工品等物販施設、飲

食施設、自主運営事業部分及びその他の施設でそれぞれ区分して計量できるよう

にする。 

 

   （ウ）環境対策 

     ⅰ）景観対策 

       事業対象地を含む富来田地区が有する豊かな自然環境と調和し、違和感のな

いデザイン及び景観対策を行う。 

     ⅱ）照明対策 

       本施設の照明による周辺の農地への影響に配慮する。 

     ⅲ）騒音対策 

       区域外への騒音に配慮する。 

 

   （エ）各機能・設備計画 

      各機能・設備の要求事項は、表２－７に示すとおりである。 
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＜表２－７：各機能・設備計画＞ 

設備 要求事項 

給水設備  事業対象地に接している国道４１０号バイパス沿いに敷設されている配

水管（φ100mm）から敷地内に給水する。 

 当該配水管から敷地内への供給に向けた給水方法については、事業者の

提案によるものとし、提案内容について、市と協議し決定するものとす

る。 

 ただし、その場合において、受水槽の設置が必要となった場合は、緊急遮

断便等の設備を設け、地震等の影響による断水時にも一時的に利用でき

るよう配慮する。また、受水槽から直接給水が可能な水栓を設けるととも

に、受水槽の規模・規格は事業者の提案によるものとする。 

 「木更津市水道事業給水条例」に基づく給水装置工事負担金及び開発負

担金は、事業者の負担とする。 

 敷地内の植栽への散水や交流イベント広場等での水の利用を考慮し、使

いやすい位置に適切な個数の水栓等を設置する。 

 給水設備等の内容で必要がある場合には、市水道部と協議するものとす

る。 

給湯設備  事務室に貯湯式の湯沸器を設置する。 

消防用設備  消火栓等の消火機器、消火器及び消火用水は関係法令に基づき設置する。 

 火災報知機は関係法令に基づき設置する。 

 その他消火に必要な設備は、事業者の判断で設置する。 

汚水排水設備  本施設から発生する汚水排水は、敷地内に合併処理浄化槽を設置し、二級

河川七曲川の規定の水質基準に処理した後、当該河川に放流するものと

する。 

 合併処理浄化槽は、関係法令に基づき設置する。 

電気設備  引き込み方法については、事業者の提案による。 

 受変電設備、配線、電灯（外灯を含む）、コンセント等、その他必要とな

る電気設備については、事業者の提案による。 

 電気設備に起因する波及事故を防止するための必要な対策を講じる。 

 本施設で利用することを前提とする太陽光発電設備を設置することがで

きる。その場合、太陽光発電設備の稼動状況をモニタリングするため、発

電量、気温、日射量等の計測機器を設置する。太陽光発電設備の発電容量

は事業者の提案による。 

 交流イベント広場等で使用できるよう、建物外にコンセントを設置する。

コンセントの設置箇所、設置数については、事業者の提案による。 
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設備 要求事項 

電気自動車用

急速充電設備 

 「道の駅」駐車場に、電気自動車の充電のための急速充電設備を２台分設

置する。 

 設置場所については、駐車場内の動線等を考慮しつつ、事業者の提案によ

るものとする。 

非常用電源設

備（※事業者

により提案及

び設置された

場合） 

 災害時において、道路利用者や地域住民等の一時避難所としての利用も

予測されるため、外部との通信に必要な機器、本施設の必要な居室の照

明、給水のためのポンプ、トイレ等、災害対応に必要な施設の稼動を７２

時間程度維持できる連続運転が可能な非常用電源設備とする。 

ガス設備  ガスを使用する設備を提案する場合は、ガス漏れ警報装置を各ガス設備

対象室に設置し、受信機を事務室に設置する。 

 ガス耐震遮断弁を設置する。このほか、ガスボンベの設置は関係法令に従

い行うこととする。 

空調・換気設

備 

 室内環境を快適に保持するとともに、省エネルギー、地球環境保全を考慮

した空調方式を積極的に採用する。 

 空調方式、空調設備の配置等は、事業者の提案による。 

昇降設備 

（※２階建て

の提案をした

場合のみ） 

 道の駅建築施設を２階建てにした場合には、屋内階段及び高齢者、障害者

等の移動等の円滑化に向けたエレベーター１基を設置する。 

 また、道の駅建築施設の外側から道の駅建築施設の２階に上がるための

屋外階段を設置する。 

 この場合において、エレベーターの規模等は事業者の提案による。また、

搬出入用のエレベーターの設置については、事業者の提案による。 
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設備 要求事項 

情報通信設

備、その他 

【電話設備】 

 施設内の連絡及び外部との通話ができる電話を設置する。 

 また、「道の駅」の登録に必要な、２４時間利用できる公衆電話を設置す

る。 

【放送設備】 

 施設及び敷地内案内用放送設備、警報設備、非常用放送設備を設置する。 

【テレビ共聴設備】 

 必要となる各施設でテレビの共聴設備を設置する。 

【防犯カメラ】 

 本施設内の必要箇所に２４時間稼動する防犯カメラを設置し、事務室等

でモニターによる常時監視を可能とする。撮影内容は録画し、その保管期

間は７日間とする。設置箇所は、休憩施設のトイレ及び事業者の提案箇所

とする。 

【夜間・休館日の防犯警備】 

 機械警備を基本とし、必要な機能・設備を設置する。 

【情報設備】 

 本施設内にＬＡＮを構築し、必要となる各室に事業者が利用する情報コ

ンセントを設置する。 

 施設利用者が利用できる公衆無線ＬＡＮ（Wi-Fi）を設置する。設置機種

については、市と協議して決定する。 

 市内富来田地区に整備されている光ファイバーケーブルから「道の駅」施

設内に光ファイバーケーブルを敷設する。 

【情報機器】 

 情報発信施設である（仮称）情報発信・観光案内センターには、情報提供

に必要なデジタルサイネージ等の情報機器を設置する。 

 機器の内容については事業者の提案による。 

【案内設備】 

 情報発信施設には、観光体験農園・地域イベント等に関する案内や予約受

付等が可能となるよう、市職員、観光協会職員、ボランティアガイド等の

外部の案内員が１～２人程度、及び「「道の駅」案内・登録要綱」に示さ

れる案内人が案内を効果的に行うためのカウンター等の設備を設置す

る。 

 設備の内容は、事業者の提案による。 

 また、掲示用の設備として、Ａ０サイズのポスターが２枚以上貼付できる

掲示板を設置する。 
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設備 要求事項 

什器・備品  事業者は事業期間中、什器・備品の機能及び性能を確保する。 

 各室の使用目的や使用条件を考慮し、それぞれにふさわしい什器・備品を

採用する。 

 什器・備品等は台帳を作成して管理する。 

サイン計画  施設内を円滑に移動できるよう、必要な案内板・サイン等を設置する。 

 案内板・サイン等は統一したデザインで整備する。 

 案内板・サイン等は日本語のほか、外国人の利用に配慮し、主要な施設は

「木更津市公共サイン整備要領」を参考に、日本語、英語、韓国語、中国

語（簡体字・繁体字）による表記を行う。 

 案内板・サイン等に使用するピクトグラム記号は、「「道の駅」案内・登録

要綱」を参考とする。 

 

      上記の要求事項の実施に伴って必要となるその他の機能・施設は事業者の提案

による。 

 

② 自主運営事業 

事業者の自由な提案による自主運営事業を実施する場合は、上記の要求水準と同

等程度の水準を確保するよう、事業者の責任で計画する。 

 

 （４）土木・外構計画 

    土木・外構施設の要求水準は次のとおりである。 

 

① 道の駅外構施設 

    ・日常利用において、安全・安心、快適に利用できる性能を保持するとともに、必要

な施設は、切迫性が報告される首都直下地震や南海トラフ地震等の大規模地震に

耐える耐震性能を備えるものとする。 

 

   （ア）各機能・施設計画 

      土木・外構施設の各機能・施設別の要求事項は、表２－８に示すとおりである。 
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＜表２－８：土木施設（外構）の要求事項＞ 

機能等 施設名 要求事項 

敷地造成 

軟弱地盤対策  地質・土質調査の結果を踏まえ、必要な軟弱地盤対策を

行うものとする。 

 対策工法は事業者の提案によるものとするが、予測可能

な挙動に対して、建築物、その他各施設の機能が損なわ

れることがないよう対策を行うものとする。 

造成  「道の駅」敷地の地盤高は、事業者の提案によるものと

する。 

雨水排水  雨水貯留施設は、河川管理者との協議により、「開発許可

制度の解説（千葉県）」に基づく調整容量を確保するもの

とする。 

休憩施設 道の駅駐車場 

 敷地内に「道の駅」利用者の駐車場を整備する。 

 駐車マスは、７２台以上（小型車６０台、大型車１０台、

身障者用２台）とする。 

 想定される駐車場の利用状況に対して、適切な舗装種

別、舗装構成を採用する（市はアスファルト舗装を想定

している）。 

 バイク・自転車の駐輪場を自動車の利用の障害とならな

い場所に設置する。駐輪台数は事業者の提案による。 

 電気自動車用の急速充電器を２台設置する。 

 電気自動車が充電するための２台分の駐車マスを、「道

の駅」の駐車マスとは別に設ける。 

 車両等の円滑かつ安全な駐車、通行、出入りに配慮の上、

必要な面積を確保する。 

 交通結節点としての機能が担えるよう、路線バス・高速

バスの乗り入れが可能となる駐車場内の動線を考慮す

るとともに、路線バス・高速バスの乗降スペースを確保

する。 

 駐車場は２４時間利用する施設であることから照明設

備を設置し、夜間の安全性について配慮する。 

 場内車両誘導用サインにより夜間の視認性を確保する。 

 「道の駅」から帰路につく車利用者に対して、駐車場内

の案内板や路面表示を工夫し、帰路への適切な誘導を図

る。 
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機能等 施設名 要求事項 

地域振興機能 

職員・従業員等

駐車場 

 「道の駅」敷地内に職員・従業員及び商品搬入・搬出用

の業務用駐車場を整備する。 

 駐車マス数については、事業者の提案によるが、搬出入

用の大型車の進入・駐車が可能な形態とする。 

交流イベント

広場 

 「道の駅」敷地内に各種イベントを開催し、にぎわいや

交流を創出する交流イベント広場を整備する。 

 夜間の利用については、事業者の提案によるものとする

が、夜間に利用する場合には、照明の設置等、必要な安

全性を確保する。 

 交流イベント広場の面積、形態、ベンチ・照明等の付属

設備については、事業者の提案による。 

緑地・法面・そ

の他 

 敷地の外周部や交流イベント広場等、敷地内外の景観に

配慮した緑地や通路等を整備する。 

 敷地外からも見やすい位置に、「道の駅」の入口であると

一目で分かる施設名称看板を設置する。 

 

      上記の要求事項の実施に伴って必要となるその他の機能・施設は事業者の提案

による。 
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 第３節 設計業務 

 

 １．業務期間 

   設計業務の開始日及び終了日は、事業者と締結する設計業務に係る事業契約書による

ものとする。 

   ただし、早期整備・早期開業をめざし、実施設計報告書の確認及び受領を平成２８年

９月頃までに行う予定である。 

 

 ２．業務内容 

① 事業者は、設計業務に係る事業契約書に基づき、実施設計（事業者の提案に基づく

基本設計の一部見直しを含む）を行うものとする。 

② 事業者は、市が行った測量調査、地質調査以外で必要となる調査について、自己の

責任のもと、関連法令に基づいて実施するものとする。 

③ 事業者は、設計業務の進捗状況に応じて、定期的に市に報告を行うものとする。 

④ 事業者は、市が実施する関係機関（国、県、警察、道路管理者、河川管理者等）と

の協議において、必要に応じて資料等の準備を行う。 

⑤ 市が行う「道の駅」登録申請に必要となる設計図、資料等を必要に応じ提供するも

のとする。 

⑥ 建築確認申請のほか、各種許認可の手続きを、事業スケジュールに支障がないよ

う実施する。また、必要に応じて各種許認可等の書類の写しを市に提出する。 

 

 （１）調査 

    事業者は、本事業に係る工事の設計並びに本事業の実施に関して必要な調査を行う。 

    事業者は、実施した調査について、次の成果品を市に提出する。体裁、電子媒体の

形式、提出期間については、別途、市の指示による。 

① 原  図 ： 各３部 

② 電子媒体 ： 各３部 

 

 （２）設計 

    建築設計にあっては、「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することので

きる報酬の基準（平成２１年１月７日国土交通省告示第１５号）に基づき、次の設計

業務を行う。 

    土木設計にあっては、「設計、地質、土質調査、測量各業務共通仕様書（千葉県）」に

基づき、次の業務を行う。 

 

① 建築実施設計・土木詳細設計 
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     実施設計（建築実施設計・土木詳細設計）は、市が実施した基本設計（建築基本設

計・土木概略設計）の一部見直しを含め、工事の実施に必要な内容を明示し、事業者

が工事内訳明細書を作成するために十分な内容とする。 

     なお、市が実施した基本設計（建築基本設計・土木概略設計）図書等については、

事業者に貸与するものとする。 

 

② 設計体制と主任技術者の設置・進捗管理 

     事業者は、設計業務を統括する主任技術者を配置するとともに、それぞれの施設

の特性に応じ、必要な資格を有する担当技術者（技術士、一級建築士等）を配置す

る。 

 

③ 手続書類の提出 

事業者は調査、設計等各業務に着手するときは、業務実施工程表を提出する。 

また、実施設計業務が完了したときは、実施設計完了報告書を提出する。その他、

必要な書類については、別途、市が指示する。 

 

④ 設計図書の提出 

事業者は、実施設計完了時には、次に示す図書を市に提出し、市に内容の確認を受

けることとする。提出時の体裁、電子データの形式、部数等については、別途、市が

指示する。 

    ・設計図面 

    ・工事費内訳書 

    ・見積り・積算資料 

    ・数量計算書 

    ・構造計算書・設計計算書 

    ・設備設計計算書 

    ・協議記録簿 

    ・実施設計完了報告書 

    ・実施設計報告書 

    ・要求性能確認記録 

    ・コスト管理表 

    ・交通管理者・道路管理者協議関係図書 

    ・農山漁村振興交付金等関係図書 

    ・その他必要と認められる図書 
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 第４節 建設工事 

 

 １．工事期間 

   建設工事の開始日及び終了日は、事業者と締結する建設工事に係る事業契約書による

ものとする。 

 

 ２．基本事項 

① 事業契約書に定める期間内に本施設の建設工事を完了させる。 

② 事業契約書に定められた本施設の建設履行のために必要となる業務は、事業者の

責任において実施する。 

③ 事業の前提となる事柄に関する近隣住民や自治会等への説明及び調整・同意の取

り付け等は市が実施する。なお、事業者は、市からの要請に応じてこれに協力す

るものとする。 

④ 市が実施する近隣説明等に起因する遅延については、市の責務とする。 

⑤ 建設にあたって必要な法令等に基づく許可・確認等及び関係官庁との協議は事業

者が行い、これに起因する遅延については、事業者の責とする。 

⑥ 工事計画策定にあたり事業者が留意すべき項目を示す。 

    ・関係法令を遵守し、関連要綱、各種基準等により適切な計画を策定する。 

    ・騒音、振動、粉塵等の公害発生及び交通渋滞等、建設工事が近隣の生活環境に与

える影響を考慮した近隣対応を実施する。 

    ・近隣への対応について、事業者は市に対して事前又は事後にその内容及び結果を

報告する。 

    ・事業者は、近隣へ工事内容を説明し、了承を得る。 

    ・工事に伴う近隣への影響（車両の交通障害、騒音、振動、粉塵、地盤沈下等）を

最小限に抑えるための工夫を行う。 

    

（１）建設工事 

① 建設工事は、実施設計書及び変更契約に基づいた変更設計書を履行する。 

② 建設業法に基づく施工体制台帳に係る書類及び施工体制図を作成し、市に提出

する。 

③ 「建築」「設備」「土木」の区分ごとに、出来高比率を記入した工事実施工程表

を作成し、市に提出する。 

④ 建設に係る代金額及び出来高を算出し、その出来高による進捗状況報告書を工

事期間中に提出する。提出時期は市と協議して定める。 

⑤ 前記の区分ごとに月間工程表を作成し、前月末日までに市に提出する。 
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 （２）使用材料の詳細に係る確認 

    事業者は、設計及び建設業務において、材料の色、柄、表面形状等の詳細に係る内

容については、市にその内容を提示し確認を得る。 

    調整の必要が生じた場合は、市と協議する。 

 

 （３）申請及び届出 

    工事の完了及び供用開始に必要な申請及び届出を行う。 

 

 （４）完成図の作成 

    完成図は、建設工事完了時における工事目的物かつ建築物及び土木構造物の状態を

明瞭かつ正確に表現したものとし、次により作成する。 

① 図面の作成は、建築ＣＡＤ図面作成要領（案）及びＣＡＤ製図基準（案）による。 

② 完成図は、建設工事完了後、市に３部提出する。提出時の体裁及び電子データの形

式については、別途、市が指示する。 

 

 （５）農山漁村振興交付金等 

    本事業の施設整備費の一部について、農山漁村振興交付金（農林水産省）等の申請

を予定している。 

    当該制度等による交付金・補助金を受ける事業であることを十分理解し、事業者は

交付金・補助金対象の施設区分及び整備費が明確になるよう関係書類及び図面の作成

に協力するものとする。 

    なお、農山漁村振興交付金は、交付申請額と交付額が異なる場合がある。 

 

 （６）施設の保全に関する資料 

    保全に係る資料は、施設及び施設が備える機器等の維持管理、運営に必要な一切の

資料（完成図、設計計算書、メーカーの保証書、官公庁届出書等）とし、建設工事完了

後、市に提出する。提出時の体裁、電子データの形式、部数等については、別途、市が

指示する。 

 

 （７）施工写真 

    建設工事着工前、工事中及び完成写真を撮影する。撮影枚数は、別途、市が指示す

る。なお、工事着工前、工事中及び完成写真の撮影者との契約にあたっては、次の事項

を条件とする。 

① 工事着工前、工事中及び完成写真は、市が認めた公的機関の広報に無償で使用す

ることができるものとする。この場合において、著作者名を表示しないことがで

きる。 
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② 次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合は、こ

の限りでない。 

    ・工事着工前、工事中及び完成写真を公表する。 

    ・工事着工前、工事中及び完成写真を他人に閲覧、複写又は譲渡する。 

 

 （８）工事期間中の排水方法 

    現場にて濁水が発生した場合は、関係機関との協議の上、法令等に則った排水方法

とし、必要な防止対策を講じる。 

 

 （９）工事に必要な電気、水道、ガスの調達 

    事業者は、建設工事期間中に必要な工事用電気、水道、ガス等は自己の責任及び費

用において調達する。 

 

 ３．工事の内容 

 （１）着工前 

① 建設工事に必要な各種申請等の手続きは、事業スケジュールに支障がないように

実施するものとする。また、必要に応じて各種許認可等の写しを市に提出する。 

② 工事着工予定日までに、品質計画、施工の具体的な計画を定めた施工計画書、工事

実施工程表を市に提出し、市の承認を得る。 

③ 工事に着手しようとする場合は、工事着工届を提出し、市の承認を得る。 

④ 準備調査等を十分に行い、工事の円滑な進行及び安全を確保することとする。 

 

 （２）工事期間中 

① 各種関係法令及び工事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書及び施工計画

に従って施設の建設工事を実施するものとする。 

② 市が要請したときは、事業者は工事施工の事前説明及び事後報告を行うこととす

る。また、市は工事現場での施工状況の確認を随時行うことができるものとする。 

③ 工事中の安全対策及び地域住民、道路通行者との調整等は、事業者の責任で行う

こととする。 

 

 （３）竣工時 

① 完了検査等必要な手続業務等を事業スケジュールに支障がないよう実施する。 

② 工事完了後、市に完了届を提出して市の検査確認を得る。また、施工完了後、各種

設備の点検・試運転を行い、施設の運営開始に支障がないことを確認する。 
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 第５節 工事監理業務 

 

 １．工事監理 

 （１）工事監理 

    事業者は、次に従い工事監理業務を実施することとする。 

① 建築基準法に規定される工事監理者を設置し、工事監理を行う。 

② 市への完成確認報告は工事監理者が行うものとする。 

③ 工事監理業務は、民間（旧四会）連合協定工事請負契約約款によることとし、そ

の業務内容は、「四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約書」に示された

業務とする。 

④ 適切な段階で、要求性能確認計画書に基づき、所定の性能が確保されていること

を確認・検査する。 

⑤ 市は、必要がある場合は、立入検査を行い、工事監理者は立ち会うものとする。 

 

 （２）工事監理記録簿の作成 

① 事業者は、前記①工事監理に関する記録簿を作成し、市に提出する。提出時期は、

別途、市が指示する。 

② 事業者は、「第２章、第２節、１．要求性能の確認」の要求性能確認計画書に基づ

く確認に関する記録を作成し、市に提出する。提出時期、部数は、別途、市が指示

する。 

 

 第６節 開業準備業務 

 

 １．契約後から施設引渡しまでの期間 

   事業者は、契約後から施設引渡しまでの期間に実施される開業に向けた市との協議に

出席するものとする。 

また、開業に向けて必要となる農林水産物・加工品等の出荷者及び商品の確保や、飲食

施設の食材の調達等に関して、市及び「（仮称）木更津市道の駅活性化協議会」等と協力

しつつ、必要な準備を進めることとする。 

 

 ２．施設引渡しから開業までの期間 

   事業者は、開業までに適切な準備期間を設け、遅滞なく開業ができるよう、十分な準

備を行うこととする。 

   なお、開業準備計画書は、開業１年前を目途に市に提出し、開業準備は、市が開業準

備計画書を確認した日をもって着手するものとする。 
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第３章 維持管理業務に関する要求水準 

 

 第１節 基本方針 

 

 １．基本方針 

本施設は、道路利用者への良質で付加価値の高い休憩機能を提供するとともに、農業

振興や観光振興等、地域の活性化に貢献する広域的な交流拠点施設であり、また、災害発

生時には、災害活動等に貢献することを前提に、次の基本方針により維持管理業務を行

うこととする。 

 

① 平常時における維持管理の基本方針 

     平常時における維持管理業務の遂行にあたっての基本方針は、次のとおりとする。 

 維持管理は、事後保全ではなく予防保全を基本とし、各施設が有する性能を

正常に保つこと。 

 本施設の財産価値の確保を図ること。 

 合理的かつ効率的に業務を実施すること。 

 本施設の環境を安全、快適かつ衛生的に保ち、施設利用者等の安全を確保す

るとともに、健康被害の防止に努めること。 

 劣化等による危険及び障害の未然防止を追及すること。 

 故障等によるサービスの中断に係る対応を定め、迅速な回復に努めること。 

 省資源化及び省エネルギー化を図ること。 

 環境負荷を低減し、環境汚染等の発生を防止すること。 

 ライフサイクルコストの削減を追及すること。 

 クレーム、要望、情報提供等に対して、必要な現場調査、初期対応、処置を

迅速にかつ誠意をもって対応すること。 

 

② 災害時における維持管理の基本方針 

     災害時における維持管理業務の遂行にあたっての基本方針は、次のとおりとする。 

 災害等の発生が予測される場合は、本施設の被害が最小となるよう事前に予

防措置を行うこと。 

 災害が発生した場合、事業者は安全を確認した上で直ちに本施設の点検を行

い、被害状況を速やかに市に報告すること。 

 被災した場合には、被害の拡大防止及びその復旧に努めること。 

 災害が発生し、一時避難場所としての求めがあれば、受入れを行い、市に協

力すること。 

 協力内容は事業者の提案によるものとし、市と事業者が協議の上、決定した

協力内容を超える対応の費用は市が負担すること。 
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 ２．用語 

   本施設の維持管理に係る要求水準において使用する用語の定義は、表３－１に示すと

おりとする。 

 

＜表３－１：維持管理に係る用語＞ 

用語 内容 

日常点検 

 

 

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い、保守又はその他の措置が必要か否かの判断を行う

ことをいう。 

定期点検 

 

 

当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門知識を有するものが

定期的に行う点検をいい、性能点検、月例点検、シーズンイン点検、シー

ズンオン点検及びシーズンオフ点検を含めていう。 

保守 点検結果に基づき、建築物の機能の回復又は危険防止のために消耗部品の

取替え、注油、塗装、その他これに類する軽微な作業をいう。 

運転・監視 施設稼動条件に基づき、建築設備を稼動させて、その状況を監視し、制御

することをいう。 

修繕 建築物、外構及び設備機器等の劣化した部分、部材並びに低下した性能及

び機能を現状又は実用上支障のない状態まで回復させることをいう。 

大規模修繕 建物の一側面、連続する一面又は全面に対して行う修繕をいい、「建築物修

繕措置判定手法（（旧）建設省大臣官房官庁営繕部監修（平成５年版））」の

記述に準じる。 

 

 

 第２節 施設維持管理条件 

 

 １．事業終了時の水準 

   第３章維持管理業務で求める水準を満足する状態とする。 

   なお、自主運営事業の実施において、本事業で要求する建築物と別棟で建物等を建築

した場合は、自主運営事業実施前の状況に復帰することを原則とするが、事業期間終了

時に先立って市との協議により決定する。 

 

 ２．費用負担及び大規模修繕 

   事業者の自主運営事業において、維持管理費用が発生する場合は、事業者の負担とす

る。 

   なお、本事業に大規模修繕業務は含まない。 
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 第３節 共通事項 

 

 １．業務計画書（維持管理業務） 

   事業者は、業務実施にあたり、実施体制、全体工程及び業務担当者が有する資格等、

必要な事項を総合的にまとめた業務計画書（維持管理業務）を作成し、市に提出し承認

を得る。 

   業務関係者が本施設に常駐して行う業務について事業者は、業務関係者の労務管理に

ついて適切に行うよう計画する。 

   また、次の場合は、市に確認の上、業務計画書（維持管理業務）を修正し、再度提出す

る。 

① 業務計画書（維持管理業務）の提出後、記載内容に変更が生じた場合 

② 市により業務計画書（維持管理業務）の記載内容が不適切と判断された場合 

   業務計画書（維持管理業務）の構成、提出時期及び記載項目は、表３－２に示すとお

りとする。 

 

＜表３－２：業務計画書（維持管理業務の構成）＞ 

内容 業務計画書（維持管理業務）の構成 

作業計画  事業者は、「第３章 第４節 ２．業務の範囲」に記されている業務

別に、次の項目を記載した作業計画を立て、開業前に市に提出し承認

を得る。 

(ア) 業務実施日程（全体業務及び業務別予定工程表を示し必要部分

の調整を行ったもの） 

(イ) 業務別管理体制 

(ウ) 各業務別の業務担当者名簿、責任者及び必要な有資格者の経歴、

資格等 

(エ) 維持管理業務内容及び実施方法、実施範囲及び作業手順等 

(オ) 維持管理業務実施の周知内容及び方法 

(カ) 業務報告の内容及び時期 

(キ) 故障等への対応 

(ク) 苦情等への対応 

(ケ) 環境負荷低減への取組 

(コ) 非常時・災害時の対応及び安全管理体制 

(サ) 想定外の事態が発生した場合の対応 

(シ) その他業務計画上必要な事項 
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長期業務計画  事業者は、次の項目を記載した長期業務計画を立て、開業前に市に

提出し承認を得る。 

(ア) 事業期間中の建築及び土木施設・外構施設の点検・保守・修繕

業務の実施時期及び内容 

(イ) その他長期の維持管理業務計画上必要な事項 

年度業務計画  事業者は、次の項目を記載した年度業務計画を立て、毎事業年度の

開始前に、市に提出し承認を得た上で実施する。 

(ア) 当該年度の建築及び土木施設・外構施設の点検・保守・修繕業

務の実施時期及び内容 

(イ) その他当該年度の維持管理業務計画上必要な事項 

 

 ２．業務報告 

   月ごとに業務報告書（維持管理業務）を作成し、市に提出する。 

   業務報告書（維持管理業務）には、次の資料を添付する。 

① 業務日誌 

② 点検・保守等実施記録（必要に応じて写真記録） 

③ 打ち合わせ記録 

④ 苦情及びその対応策 

⑤ 施設ごとの光熱水費負担額 

⑥ その他業務監視上必要な資料 

   その他業務の遂行に支障をきたすような重大な事態が発生した場合は、遅滞なく市に

報告する。 

   また、市から要請があった場合は、速やかに報告を行う。 

 

 ３．図面・記録等の保管 

   事業者は、維持管理業務計画、報告、保守、点検等で作成した図面等を事業期間中に

わたって適切に保管し、事業期間終了後に市に引き渡す。 

   また、市から要請があった場合は閲覧等に応じる。 

 

 ４．実施体制 

   事業者は、維持管理業務責任者を配置する。 

   維持管理業務責任者は、総合的に維持管理業務を把握し調整する。 

   なお、事業者は法令等により資格を必要とする維持管理業務を行う場合は、各有資格

者を選任する。 

 

 ５．故障等への対応 

   事業者は、設備等の故障等により施設利用者へのサービスが中断した場合は、サービ

スの再開に向けて早急に対応する。 
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   また、再発防止等の必要な措置を行い、対応の結果と合わせて速やかに市に報告する。 

 

 ６．苦情等への対応 

   事業者は、施設利用者から寄せられた維持管理に関する苦情等に対して、再発の防止

措置を含め、誠意をもって迅速かつ適切に対応し、対応の結果を速やかに市に報告する。 

   なお、事業者の維持管理業務範囲外に関する苦情等を受けた場合は、市に速やかに報

告し対応について協議するものとする。 

 

 ７．廃棄物処理 

   事業者は、業務の実施に伴い発生する廃棄物を、「木更津市廃棄物の減量化、資源化及

び適正処理等に関する条例」に従い、適切に処理する。 

   なお、処理の運用にあたっては、市の指示に従う。 

 

 ８．その他 

事業者は、維持管理業務の一部又は全部を、あらかじめ市に書面で申請し、承諾を受け

た場合、第三者に委託することができる。 

なお、その際は、可能な限り木更津市内に事業所を有する事業者とするよう努めるも

のとする。 

 

 

 第４節 維持管理業務内容 

 

 １．業務の対象 

   本業務は、市が整備する「道の駅」を対象として実施する。 

 

 ２．業務の範囲 

   維持管理業務の範囲は次のとおりとする。 

① 建物保守管理業務（日常点検、定期点検、保守、修繕） 

② 建築設備保守管理業務（日常点検、定期点検、保守、運転・監視、修繕） 

③ 清掃業務（建物及び敷地内の清掃） 

④ 土木、外構施設維持管理業務（日常点検、定期点検、保守、修繕） 

 

 ３．建物保守管理業務 

 （１）業務の目的・内容 

    本施設の機能及び性能を維持し、施設利用者が安全かつ快適に利用できるよう、業

務計画書（維持管理業務）に基づき、建築物の日常点検、定期点検、保守及び修繕を実

施する。 

 



45 

 

  

（２）要求水準 

    建物保守管理業務の要求水準を表３－３に示す。 

 

＜表３－３：建物保守管理業務の要求水準＞ 

施設箇所 要求水準 

屋根 

 

 

 

 

 

 雨漏りがないこと。 

 ルーフドレイン、樋等が詰まっていなこと。 

 金属部分が錆び等で腐食していないこと。 

 仕上げ材の割れ、浮き、ふくれ、変形がないこと。 

 砂塵などの堆積がないこと。 

 雑草が生えていないこと。 

外壁 

 

 漏水、雨漏り、コケ、カビ、結露等が発生していないこと。 

 仕上げ材や塗料の浮き、著しい変退色、劣化、剥離、ひび割れ、破損、変

形、錆び、腐食、チョーキング、エフロエッセンスの流出等がないこと。 

 シーリング材は破断、垂れ、変形等がなく機能を保っていること。 

建具  がたつき、緩み等がなく、可動部が円滑に動くこと。 

 定められた水密性、機密性及び耐風圧性が保たれること。 

 ガラスが破損、ひび割れしていないこと。 

 自動扉及び電動シャッターが正常に作動すること。 

 開閉、施錠装置が正常に作動すること。 

 各部にひび割れ、破損、変形、仕上げ材の著しい変退色、劣化、錆び、腐

食、結露やカビの発生、部品の脱落等がないこと。 

天井・内壁  ボード類のたわみ、割れ、外れがないこと。 

 仕上げ材や塗料の浮き、はがれ、著しい変退色、劣化、剥落、ひび割れ、

破損、変形、錆び、腐食、チョーキング等がないこと。 

 機密性を要する部屋においては、機密性が保たれていること。 

 漏水、カビ、結露の発生がないこと。 

床  仕上げ材のひび割れ、浮き、ふくれ、腐食又は磨耗及びはがれ等がないこ

と。 

 防水仕様を要する部屋においては、漏水がないこと。 

 各スペースの特性に応じた利用に支障がないこと。 

 出入口付近には、必要に応じて、靴ふきマットを設けること。 
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 ４．建築物保守管理業務 

 （１）業務の目的・内容 

    本施設の機能及び性能を維持し、施設利用者が安全かつ快適に利用できるよう業務

計画書（維持管理業務）に基づき、建築設備の日常点検、定期点検、保守、運転・監視、

修繕を実施する。 

    各設備は、関連法令に基づき適正に保守管理を行う。 

 

 （２）要求水準 

    建築設備保守管理業務の要求水準を表３－４に示す。 

 

＜表３－４：建築設備保守管理業務の要求水準＞ 

施設・設備 要求水準 

空調・換気設備  すべての空調・換気設備が、振動、騒音、温湿度、異臭、圧力等の異

常がなく、正常に機能する状態を維持すること。 

 定期的にすべての空調・換気設備の外部清掃、内部清掃を行い、清潔

かつ衛生的な状態を保持すること。 

照明設備  すべての照明設備が正常に機能する状態を維持すること。 

 損傷、腐食、その他の欠陥がある場合は、速やかに対処すること。 

 すべての照明設備を定期的に清掃し、半年に１回程度照度を測定し、

必要な照度が得られているかを確認すること。 

電気設備  すべての設備が正常に機能する状態を維持すること。 

 漏電、損傷、腐食、油漏れ、その他の欠陥がある場合は速やかに対処

すること。 

 識別が必要な機器については常に識別可能な状態を維持すること。 

 波及事故等を起こさないように、適切な維持管理を行うこと。 

情報通信設備、そ

の他の電気製品

等 

 すべての設備が正常に機能する状態を維持すること。 

 損傷、腐食、その他の欠陥がある場合は速やかに対処すること。 

 ＡＥＤを設置し、機能する状態を維持すること。 

汚水・排水設備  すべての溝、排水パイプ、汚水管、排水管、下水溝及びゴミトラップ

等が正常に機能する状態を維持すること。 

 つまり、たわみ、漏れ、腐食、その他の欠陥がある場合は速やかに対

処すること。 

ガス設備  ガス管がしっかり固定され、漏れがないように維持すること。 

 すべての安全装置と警報装置が正常に機能する状態を維持すること。 

給水設備  漏れがないようにすること。 

 すべての給水設備が正常に機能する状態を維持すること。 

 損傷、腐食、その他の欠陥がある場合は速やかに対処すること。 
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 サービスの提供に支障をきたすことなく、かつ、施設利用者が安全、

快適に利用できる状態を維持すること。 

消防用設備  消防用設備が正常に機能する状態を維持すること。 

 損傷、腐食、その他の欠陥がある場合は速やかに対処すること。 

 サービスの提供に支障をきたすことなく、かつ、施設利用者が安全、

快適に利用できる状態を維持すること。 

防災備蓄設備 

（※事業者によ

り提案及び設置

された場合） 

 災害発生時、すぐに利用できるように防災備蓄設備を管理すること。 

 市が準備する資機材がある場合は、保管状態を定期的に確認し、必要

に応じて整理整頓すること。 

 資機材の紛失、損傷等の問題を確認した場合には、市に速やかに連絡

し、対応について協議すること。 

非常用電源設備 

（※事業者によ

り提案及び設置

された場合） 

 災害発生時に、速やかに運転できるように管理すること。 

光熱水費  維持管理業務及び運営業務の実施に係る光熱水費は事業者が負担する

こと。 

 施設ごとの使用料が区分されるよう計量機器等を設置すること。 

 事業者の提案により、太陽光発電設備を導入した場合の光熱水費の削

減効果は、月ごとに事業計画に反映すること。 

 地震等の災害発生時における市又は関係機関の災害活動等に起因する

光熱水費は、市が負担すること。 

 

 

 ５．清掃業務 

 （１）業務の目的・内容 

    本施設について、清潔かつ衛生的に保つことを目的として、業務計画書（維持管理

業務）に基づき、日常の清掃業務、定期清掃業務を実施する。 

    清掃業務の内容を表３－５に示す。 

 

＜表３－５：清掃業務の内容＞ 

業務 内容 

日常清掃業務  施設利用者が快適に本施設を利用できるよう、日常的に清掃業務を実

施する。 

定期清掃業務  次の業務においては、定期的に清掃業務を実施する。 

 床面定期清掃業務：床面の材質に応じた方法により、年３回以上清掃

を行う。 

 ガラス清掃業務：年２回以上、ガラス清掃を行う。 
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 特殊設備定期清掃業務：特殊排水設備が事業者により提案及び設置さ

れた場合は、清掃及び汚泥搬出を定期的に行う。 

 トイレ定期清掃業務：年４回以上衛生陶器類、洗面台、床、間仕切り

壁等の清掃を行う。 

 

 

 （２）要求水準 

    清掃業務の要求水準を表３－６に示す。 

 

＜表３－６：清掃業務の要求水準書＞ 

業務 要求水準 

日常清掃 

（全般） 

 

 施設利用者が快適に施設を利用できるよう、清潔かつ快適な施設環境を

保つこと。 

 床、壁等に見えるゴミ、埃、汚れ、シミ及び落書き等がないこと。 

日常清掃 

（トイレ） 

 衛生陶器類は適切な方法で衛生的な状態を保持すること。 

 衛生消耗品（トイレットペーパー等）は常に補充すること。 

 洗面台、間仕切り及び施錠等付帯設備の汚れや破損がないこと。 

日常清掃 

（ゴミ・廃棄

物の処置） 

 市の条例や運用に従い、適切に分別、収集、保管及び廃棄すること。 

 保管したゴミ、廃棄物による悪臭や、通路や非常口を塞ぐことがないよう

にすること。 

定期清掃 

（全般） 

 日常清掃では除去しきれない埃、ゴミ、汚れ、シミ及び落書き等を除去す

ること。 

 ワックスがけ等により、施設の劣化防止処理等を適宜行うこと。 

定期清掃 

（雨水ます、

汚水ます、屋

上防水ドレ

イン等） 

 破損、破片等がないか定期的に点検し、必要に応じて清掃すること。 

害虫、鳥獣等

対策 

 本施設内に害虫、野鼠等が侵入しないよう適切な措置を行うこと。 

 本施設建築物等に昆虫、鳥獣等が営巣しないよう適切な措置を行うこと。 

 薬剤（殺虫剤、殺鼠剤等）の使用にあたっては、あらかじめ市と協議する

こと。 

 

 

 ６．土木、外構施設維持管理業務 

 

 （１）業務の目的・内容 

    土木、外構施設の日常点検、定期点検、保守及び修繕を行うことにより、機能、安全
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を維持し、施設利用者が安心、快適に施設を利用できることを目的として、業務計画

書（維持管理業務）に基づき、土木、外構施設の維持管理業務を行う。 

 

 （２）要求水準 

    土木、外構施設維持管理業務の要求水準を表３－７に示す。 

 

＜表３－７：土木、外構施設維持管理業務の要求水準＞ 

施設 要求水準 

駐車場  駐車場は、日常点検、定期点検により、障害物、堆積物、ゴミ等がなく、

施設利用者が快適に利用できる状態を維持すること。 

 車線境界線や行き先表示等の路面表示が適切に認識できる状態を維持す

ること。 

 長時間の水たまりや排水不良などが発生しないよう維持すること。 

 段差、ひび割れ、わだち掘れ、ポットホール等により、安全性を損なうこ

とがないよう維持すること。 

各種サイン、

案内板、フェ

ンス等 

 各施設が、正常に機能する状態を維持すること。 

 損傷、腐食、汚れ、落書き、塗装の劣化・剥落、錆び等がないように維持

すること。 

埋設配管、側

溝、暗渠、排

水ます等 

 破損、破片、詰まり、泥やゴミの堆積物がないか定期的に点検し、必要に

応じて清掃すること。 

植栽・法面  施設利用者が安全、快適に利用できる状態を常に維持すること。 

 散水、施肥、剪定、刈り込み、除草等を適切に実施すること。 

 花壇を設置する場合は、季節ごとの適切な植え替えを行うこと。 

 必要に応じて調査、診断を行い、枯木等の除去、植え替え等を適切に行う

こと。 

交流イベン

ト広場 

 交流イベント広場は、日常点検により、ゴミ等がなく、施設利用者が安全、

快適に利用できる状態を常に維持すること。 

 

 

 ７．自主運営事業 

   事業者の提案によって自主運営事業を実施する場合に発生する維持管理は、上記の要

求水準と同等の水準を確保するよう、事業者の責任で実施する。 



50 

 

第４章 運営業務に関する要求水準 

 

 第１節 基本方針 

 

 １．基本方針 

本施設は、道路利用者への良質で付加価値の高い休憩機能を提供するとともに、農業

振興や観光振興等、地域の活性化に貢献する広域的な交流拠点施設であり、また、災害発

生時には、災害活動等に貢献することを前提に、本施設の開業から事業終了までの間、次

の基本方針により運営業務を行うこととする。 

 

 公益的施設であることを常に念頭において、公正な運営を行う。 

 施設利用者等の意見を運営内容に反映させ、その満足度を高めるように努める。 

 合理的かつ効率的な運営に努める。 

 ゴミの削減、省資源化及び省エネルギー化等、環境に配慮した運営に努める。 

 地域の素材を生かした独自の商品開発や販路の開拓等、６次産業化の事業展開を図

る。 

 農業振興、観光振興等を通じて、雇用の創出や地域振興に貢献・寄与する。 

 市域内の資源との有機的な連携を図り、交流活動を促進する。 

 千葉県南部地域の「道の駅」との相互連携に努める。 

 地域情報・観光情報の発信、イベントの開催等において、市の施策に協力する。 

 地震等の災害発生時における災害活動等が発生した場合は、事業者は市に協力す

る。 

 

 ２．用語 

   本施設の運営に係る要求水準において使用する用語の定義は、表４－１に示すとおり

とする。 

 

＜表４－１：運営に係る用語＞ 

用語 内容 

生鮮品 生鮮品品質表示基準（平成１２年３月３１日 農林水産省告示第５１４号）

による。ただし、これによらない食品についても市との協議により、生鮮

品として取り扱うことができるものとする。 

加工品 加工食品品質表示基準（平成１２年３月３１日 農林水産省告示第５１３

号）による。ただし、これによらない食品についても市との協議により、

加工品として取り扱うことができるものとする。 

千葉県南部地

域 

千葉県南部地域とは、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、鴨川市、館

山市、南房総市、鋸南町、勝浦市、御宿町をいう。 

  



51 

 

 

 ３．施設名称 

   本施設の正式名称は、開業日の６ヶ月前までに事業者に対して通知する。 

 

 

 第２節 施設運営条件 

 

 １．使用料 

   本施設の入館料は無料とする。 

   なお、本施設の有効利用の観点から、事業者が、農林水産物・加工品等物販施設や飲

食施設以外のスペースを活用して、使用料の徴収を行う提案がある場合は、市が事業者

を指定管理者に指定し、地方自治法第２４４条の２の規定により、指定管理者が施設の

使用料を収入として収受できる「利用料金制度」の導入を予定している。 

   その際の使用料は、使用面積の設定（最低面積、最大面積の設定）や徴収する使用料

の設定（市内・市外、個人・法人、営利・非営利等の利用者区分や、屋根の有無、施設利

用者の動線等の条件区分による使用料の差別化等）を考慮し、事業者の提案によるもの

とし、当該使用料については、あらかじめ市の承認を得る必要がある。なお、市は、特別

の理由があると認めたものについては、使用料を減免することができるものとする。 

   また、事業者の提案によって、運営期間中にイベント等の企画を実施する場合の使用

料については、市との協議により決定する。 

 

 ２．災害発生時 

  「道の駅」に対する災害時の防災機能向上への期待が全国的に高まりを見せる中、本施

設においても、公共施設として必要な災害対応は行うこととする。 

   災害対応を行うことにより一定期間にわたり、「道の駅」の全施設又は一部施設が利用

不能になることは所与のものとして業務にあたるものとする。 

 

① 事業者の協力 

    ・道路利用者や地域住民等の一時避難としての利用があれば、受入れを行い、市に

協力する。 

    ・協力内容は事業者の提案によるものとし、市と事業者が協議の上、決定した協力

内容を超える対応費用は市が負担する。 

    ・災害発生時から４日目以降の一時避難受入れによる対応費用は、市が負担する。 

 

② 営業損失補償 

    ・事業者が災害対応に協力することによる営業損失は、災害発生日を含め３日間は

原則として補償の対象とならない。 
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    ・災害発生日から４日目以降の営業損失額は市が補償するが、補償の内容について

は、市と事業者が協議の上、決定する。 

    ・本施設が災害対応を行うことにより、営業不能と判断される日数が災害発生日か

ら４日目以降も続く場合は、施設使用料の減免等について市と協議できるものと

する。 

 

 ３．全国「道の駅」連絡会、関東「道の駅」連絡会及び道の駅千葉県ブロック連絡会 

   事業者は、全国「道の駅」連絡会、関東「道の駅」連絡会及び道の駅千葉県ブロック連

絡会への参加と対応を行う。 

① 運営業務責任者（駅長、マネージャー等）は、全国「道の駅」連絡会、関東「道の

駅」連絡会及び道の駅千葉県ブロック連絡会の会員として会議に出席し、連絡会

の活動に協力する。 

② 全国「道の駅」連絡会、関東「道の駅」連絡会及び道の駅千葉県ブロック連絡会に

おける市と事業者の役割分担については、市と協議する。 

③ 全国「道の駅」連絡会、関東「道の駅」連絡会及び道の駅千葉県ブロック連絡会で

決定した事項が、運営に影響を及ぼす場合には、市と協議して対応方針を決定す

る。 

④ 全国「道の駅」連絡会、関東「道の駅」連絡会及び道の駅千葉県ブロック連絡会の

会費は、事業者が負担する。 

 

 ４．市内各種関係団体との連携 

   事業者は、市内の各種団体（（地元自治会、木更津商工会議所、木更津市富来田商工会、

木更津市観光協会、農業生産法人等）との連携や相互協力を図る。 

① 連携や相互協力に関する要請事項があった場合は、市と協議し、対応を決定する。 

② 事業者が、市内各種関係団体と連携した取組を実施する提案がある場合は、事前

に市と協議する。 

 

 

 第３節 共通事項 

 

 １．業務計画書（運営業務） 

   事業者は、業務実施にあたり、実施体制、全体体制、業務担当者が有する資格等、必要

な事項を総合的にまとめた業務計画書（運営業務）を作成し、市に提出し承認を得る。 

   業務関係者が本施設に常駐して行う業務について事業者は、業務関係者の労務管理に

ついて適切に行うよう計画する。 

   また、次の場合は、市に確認の上、業務計画書（運営業務）を修正し、再度提出する。 

① 業務計画書（運営業務）の提出後、記載内容に変更が生じた場合 

② 市により業務計画書（運営業務）の記載内容が不適切と判断された場合 
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ただし、軽微な業務の場合において、市の承諾を得た場合はこの限りではない。 

   業務計画書（運営業務）の構成、提出時期及び記載項目は、表４－２に示すとおりと

する。 

 

＜表４－２：業務計画書（運営業務の構成）＞ 

内容 業務計画書（維持管理業務）の構成 

作業計画  事業者は、「第４章 第４節 ２．業務の範囲」に記されている業務

別に、次の項目を記載した作業計画を立て、開業前に市に提出し承認

を得る。 

(ア) 業務実施日程（全体業務及び業務別予定工程表を示し必要部分

の調整を行ったもの） 

(イ) 業務別運営体制 

(ウ) 各業務別の業務担当者名簿、責任者及び必要な有資格者の経歴、

資格等 

(エ) 運営業務の内容及び実施方法、実施範囲及び作業手順等 

(オ) 運営業務実施の周知内容及び方法 

(カ) 業務報告の内容及び時期 

(キ) 苦情等への対応 

(ク) 非常時・災害時の対応及び安全管理体制 

(ケ) 想定外の事態が発生した場合の対応 

(コ) その他業務計画上必要な事項 

長期業務計画  事業者は、次の項目を記載した長期業務計画を立て、開業前に市に

提出し承認を得る。 

(ア) 事業期間中の運営業務の実施時期及び内容 

(イ) その他長期の運営業務実施計画上必要な事項 

年度業務計画  事業者は、次の項目を記載した年度業務計画を立て、毎事業年度の

開始前に、市に提出し承認を得た上で実施する。 

(ア) 当該年度の運営業務の実施時期及び内容 

(イ) その他当該年度の運営業務実施計画上必要な事項 

臨時業務実施計画  年度業務計画以外の運営業務（臨時に行うイベント等を含む）の実

施にあたっては、実施体制、実施工程等必要な事項を記載した「臨時

業務実施計画」を当該運営業務開始前に作成し、市に提出し承認を得

た上で実施する。 

市への「臨時業務実施計画」の提出は、当該運営業務開始前１ヶ月

前を原則とする。 

 ただし、当該運営業務開始１ヶ月前までに想定されていないイベン

ト等の運営業務については、運営企画が明確になった時点で速やかに

「臨時業務実施計画」を提出する。 
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 ２．業務報告 

   月ごとに業務報告書（運営業務）を作成し、市に提出する。 

   業務報告書（運営業務）には、次の資料を添付する。 

① 業務日誌 

② 業務実施記録（必要に応じて写真記録） 

③ 打ち合わせ記録 

④ 苦情及びその対応策 

⑤ 売上、レジ通過者数報告（農林水産物・加工品等物販施設、飲食施設等の施設別） 

⑥ その他運営業務監視上必要な資料 

   その他業務の遂行に支障をきたすような重大な事態が発生した場合は、遅滞なく市に

報告する。 

   また、市から要請があった場合は、速やかに報告を行う。 

 

 ３．実施体制 

   本施設の運営に係る職務内容及び要求人員（農林水産物・加工品等物販施設、飲食施

設及び自主運営事業に要する人員は含まない。）は、次のとおりである。 

① 運営業務責任者（駅長、マネージャー等）     ： １人（常勤） 

② 運営マネジメント責任者             ： １人 

③ 一般事務、会計事務等担当者           ： １人（常勤） 

④ （仮称）情報発信・観光案内センターでの案内業務 ： １人以上 

上記要求人員は、それぞれの業務について要求水準を確保した上で、各業務の担当者

が協力・支援を行うことで、効率的な運営を行うことを期待して示す最低限の要求人員

であり、上記以外の人員配置と区分は、事業者が提案する運営業務が適切に実行できる

よう配置する。 

運営業務責任者（駅長、マネージャー等）は、運営業務を総合的に把握し、調整する役

割を担い、地域の実情に精通し、幅広く本施設の運営を行うことのできる者を選任する。 

また、運営マネジメント責任者は、「道の駅」又は「農産物直売所等の物販施設」に関

する運営、維持管理を行うことのできる経験者で、マネジメント能力に優れている者を

選任する。 

運営業務責任者及び運営マネジメント責任者以外の従業員は、市の雇用促進に寄与す

ることを目的として、市内在住者から積極的に採用するよう努めることとする。 

事業者は、提案により法令等により資格を必要とする運営業務を行う場合には、必要

な有資格者を選任するものとする。 

 

 ４．開館日数 

   本施設の開館日数は、表４－３に示すとおりとする。 

具体的な開館日、休館日については、事業者の提案による。 
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   災害等の事業者の責に帰さない正当な理由により開館できない場合は、市との協議の

上、決定する。 

 

＜表４－３：施設ごとの開館日＞ 

施設名称 年間の開館日 備考 

道の駅 

休憩施設 

（駐車場・トイレ） 
年中無休 

 

情報発信施設 

（（仮称）情報発信・観光案内セ

ンター） 

地域振興施設 

（農林水産物・加工品等物販施

設、飲食施設等） 

事業者の提案によ

るが３３５日以上

を基本とする 

休館日は、月２回、年始３日

及び本施設の定期的な点

検、補修、修繕等に起因した

休館日を３日程度と想定し

ている。 

自主運営事業 事業者の提案による 

 

 ５．開館時間 

   本施設の開館時間は、表４－４に示すとおりとする。 

具体的な開館時間（開始時間、終了時間、休憩時間等）は、事業者の提案による。 

 

＜表４－４：施設ごとの開館時間＞ 

施設名称 年間の開館日 備考 

道の駅 

休憩施設 

（駐車場・トイレ） 
２４時間 

 

情報発信施設 

（（仮称）情報発信・観光案内セ

ンター） 

地域振興施設 

（農林水産物・加工品等物販施

設、飲食施設等） 

８時間以上 

事業者の提案によるが、午前

９時００分から午後５時００

分を基本とする。 

自主運営事業 事業者の提案による 

 

 ６．什器・備品等 

   運営業務の実施にあたり事業者の提案によって必要となる什器・備品、消耗品（事務

用品等を含む。）は、事業者が開業日までに整えることとする。 
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 第４節 運営業務の内容 

 

 １．業務の対象 

   本業務の対象は、「道の駅」を対象として実施する。 

 

 ２．業務の範囲 

   運営業務の範囲は次のとおりとする。 

  【運営に関する事項】 

① （仮称）情報発信・観光案内センター運営業務 

② 地域振興施設運営業務 

③ 広報業務 

④ 総務業務 

⑤ 安全管理・警備業務 

⑥ 自動販売機の管理業務 

⑦ 地域振興業務（農業振興、観光振興等） 

⑧ 事業者の自由提案による自主運営事業 

  【マネジメントに関する事項】 

① 本事業全体の統括業務 

② 財務業務 

③ 市及び「（仮称）木更津市道の駅活性化協議会」との定期的な協議・調整業務 

 

 ３．運営業務 

   運営業務について、施設ごとの運営イメージを表４－６に示す。 

 

＜表４－６：施設ごとの運営イメージ＞ 

区 

分 

導入機能 導入施設 

収益 

（金銭の授受） 

有 無 

道
の
駅 

情報発信機能 （仮称）情報発信・観光案内センター  ○ 

地域の連携機能 

農林水産物・加工品等物販施設 ○  

飲食施設 ○  

事務室、ロッカー室・控室  ○ 

厨房・食品庫・荷捌場  ○ 

下屋 ○  

交流イベント広場 ○  

自動販売機 ○  

自主運営事業 ○  
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 （１）（仮称）情報発信・観光案内センター運営業務 

① 業務の目的・内容 

   「道の駅」として、また、東京湾アクアラインや東関東自動車道館山線、圏央道が結節

する本市の地理的特性を踏まえて、道路情報をはじめとする交通情報や、千葉県南部

地域が有する広域的な観光情報、本施設を核として地域への誘導効果を高めるきめ細

かな地域情報を発信するとともに、本施設のインフォメーションや地域のコンシェル

ジュ的な役割として運営業務を実施する。 

    なお、「道の駅」としての情報発信は、「「道の駅」登録・案内要綱（国土交通省）」に

規定する「案内・サービス施設」としての要求を満たすよう運営業務を実施する。 

 

② 要求水準 

    ・事業者は、情報発信のための専用の室又はコーナーにおいて、施設利用者に対し

て、道路情報をはじめとする交通情報、千葉県南部地域が有する広域的な観光情

報、イベント情報及び地域への誘導効果を高めるきめ細かな地域情報等を発信し、

本施設の総合的なインフォメーションセンターとしての機能を発揮できるよう運

営する。 

    ・情報発信の形態は事業者の提案によるが、利用者にとって分かりやすく、魅力的

かつタイムリーな形態となるよう努めるものとする。 

    ・情報発信のための専用の室又はコーナーには、交通・観光・地域等の各種パンフ

レットやチラシを陳列する。 

    ・開館時間内は、情報発信のための室又はコーナーに、本施設や地域の案内ができ

るように案内員を配置する。 

    ・案内員は、親切丁寧な対応を心掛けるとともに、案内員の配置時間、日数等は事

業者の提案とするが、案内員不在の時にも利用者が速やかに情報を得ることがで

きるよう配慮する。 

    ・市、観光協会、観光団体、ボランティアガイド団体等と連携し、協力体制を構築す

るとともに、本施設を核として地域への積極的な誘導を図る。 

 

 （２）地域振興施設運営業務 

① 業務の目的・内容 

    地域振興施設は、圏央道と国道４１０号バイパスが接続する、優れた交通利便性を

活かし、県南・県央地域や東京湾岸地域等からの広域的な交流拠点として、市内農林

水産物や食の提供等を通じて、都市と農村の交流や多世代の交流を促進することによ

り、地域が抱える人口減少や高齢化等といった構造的な課題に対して、地域活性化の

拠点施設となることを目的として、農林水産物・加工品等物販施設、飲食施設、事務

室、倉庫・荷捌場・機械室等の諸室、交流イベント広場、その他の運営業務を実施す

る。 
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② 要求水準 

   （ア）農林水産物・加工品等物販施設の運営 

    主として市及び千葉県内で生産された農林水産物（生鮮品、加工品）等を販売し、

一部にその他の地域生産品、加工品や日用品を販売する物販施設を運営する。 

 

     ⅰ）販売方法等 

      ・商品については衛生的に取り扱い、荷姿についても痛まないよう工夫する。 

      ・商品に応じた販売方法、保存方法を適切に行う。 

      ・市内の生産物を優先して販売するよう努めるとともに、出荷しようとする市

内の生産者（以下「市内生産者」という。）の確保・拡大に努める。 

      ・事業者は、市内生産者の確保・拡大や販売手数料の設定等にあたっては、市

及び「（仮称）木更津市道の駅活性化協議会」と協議することとする。 

      ・事業者は、販売品の整理、レジ業務及び売上の管理を行う。値札発行、包装、

値札付け、陳列及び残品の引き取りは、出荷者が行うことを基本とする。 

      ・商品に事故が生じた場合は、原則、出荷者の責任とする。ただし、明らかに事

業者が善良なる販売管理者の注意義務を怠った場合は、事業者の責任とする。 

      ・事業者の仕入れた商品についての責任は、事業者の責任とする。 

      ・事業者は、出荷者が持ち込んだ農産物に、残留農薬が基準を超過することの

ないよう対策を講じる。対策の内容は、事業者の提案による。 

・事業者は、農産物の生産に使用した農薬・肥料の使用履歴及び実践した衛生管

理等の記録を出荷者から回収し、保存する。 

      ・出荷者の販売代金は、一定の期間ごとに一括して精算し、速やかに出荷者の

指定する口座に振り込むこととする。一定の期間とは、月１回以上とする。 

      ・荷受時間等その他必要な事項は、事業者と出荷者の合意により決定する。 

      ・食料品以外に関して取り扱う商品は、事業者の提案に委ねるが、市内及び千

葉県南部地域で製造された特産品を取り扱うように努める。また、地域振興

施設の設置目的に明らかに反するものについては販売を行わない。 

      ・利用者に対して、不愉快な印象を与えないよう、服装、態度及び言動には十

分留意するよう、従業員教育を十分に行う。 

      ・市は、出荷者の募集・確保や情報発信等に対する支援を行う。 

 

     ⅱ）販売手数料等 

       事業者が販売する商品の種類、事業者の収入となる販売手数料については、 

事業者の提案によるものとする。 

ただし、販売手数料について、市内生産者の確保・拡大の観点から、市内生産

者に配慮した提案とする。 
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     ⅲ）本施設以外での販売促進 

       市内生産物等の知名度向上やブランド化、販売促進に向けて、事業者には、

本施設以外での販売やインターネットによる通信販売等を積極的に行うことを

期待する。 

 

   （イ）飲食施設の運営 

     ⅰ）運営形態 

      道路利用者や地域住民等の来訪者が利用できる飲食提供施設を運営する。 

      運営形態は事業者の提案とするが、次の方針を考慮して運営する。 

     ・農林水産物・加工品等物販施設と連携した運営を行う。 

     ・農林水産物・加工品等物販施設と連携した市内生産物（食材）の提供を通じた

地産地消の推進、市内生産物を活用したオリジナルメニュー・商品開発、取れ

たての食材をその場で調理する演出等の創意工夫を行う。 

     ・テナントを入店させる場合は、可能な限り木更津市内の飲食等事業者を優先す

るよう努める。 

     ・利用者に対して不愉快な印象を与えないよう、服装、態度及び言動には十分留

意するよう、従業員の教育を行う。 

     ・東京湾アクアライン、東関東自動車道館山線や圏央道を通じて、東京・神奈川

方面からの集客も見込まれることから、それらの利用者ニーズに合わせたコン

セプト、メニュー、サービスの提供に配慮する。 

 

     ⅱ）施設使用料 

      飲食施設の施設利用料について、テナントを入店させる提案においては、事業

者がテナントから賃料を徴収するのが一般的であるが、その賃料の額については、

事業者の提案により、市と協議して決定する。 

 

   （ウ）その他の地域振興施設（下屋、交流イベント広場等）の運営 

      本施設のうち、下屋、交流イベント広場等は、事業者より利用料金の徴収を行

う提案がある場合、指定管理者が施設の利用に係る料金を収入として収受できる

「利用料金制度」を導入する予定である。 

      これらの施設は、次の方針で運営する。 

     ・事業者は、下屋、交流イベント広場等の利用受付、貸出、利用料金収受等の業務

を行うものとする。 

     ・利用の内容、範囲については、作業計画に基づくものとする。 

      なお、使用料は、使用面積（最低面積、最大面積の設定）や徴収する使用料の設

定（市内・市外、個人・法人、営利・非営利等の利用者区分や、屋根の有無、施設
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利用者の動線等の条件区分による使用料の差別化等）を考慮し、事業者の提案に

よるものとする。 

 

   （エ）イベント等の実施 

     ⅰ）市が実施するイベント等 

       市又は市が認めた団体等が本施設を利用して地域振興・コミュニティ活性化

等を目的とするイベント等を開催することがある。 

       市又は市が認めた団体等が地域振興・コミュニティ活性化等のためのイベン

ト等を実施する場合は、事業者はイベント等の実施に積極的に協力するものと

する。 

       なお、イベント等開催のための経費等は、市又は市が認めた団体等が負担す

る。 

 

     ⅱ）事業者が実施するイベント等 

       事業者は、地域振興・地域貢献のため、自らの企画によるイベント等を、本

施設を活用して積極的に開催するものとする。 

       イベント等の開催にあたっては、業務計画書にその旨を記載し、事前に市の

承認を得るものとする。 

       なお、業務計画書で予定した以外のイベント等を行う場合には、「臨時業務実

施計画書」を当該イベント等の開催前に市に提出し、承認を得た上で実施する。

市への「臨時業務実施計画書」の提出は、イベント等開催１ヶ月前を原則とす

るが、１ヶ月前までに想定されていないイベント等については、運営企画が明

確になった時点で、速やかに「臨時業務実施計画書」を市に提出する。 

 

（３）広報業務 

① 業務の目的・内容 

事業者は、本施設への集客のための宣伝・広報等、次の広報業務を実施する。 

    ・パンフレット、ポスター等作成 

    ・ホームページの制作及び管理・運営（スマートフォン対応） 

    ・見学受付、問い合わせ対応 

    ・情報発信 

    ・集客に向けた営業活動 

 

② 要求水準 

   （ア）パンフレット、ポスター等作成 

      本施設を紹介するパンフレット、ポスター、専用封筒を作成する。 

     ⅰ）パンフレット 
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      ・開業１ヶ月前までにパンフレットを作成・準備することとし、パンフレット

のページ数、数量は事業者の提案による。ただし、パンフレットのデザイン

については、事前に市と協議することとする。 

     ・パンフレットは、運営期間を通じて施設利用者等に配布できる状況を維持す

る。 

     ・パンフレットは日本語とし、主要部分には英語、韓国語、中国語（簡体字・繁

体字）を併記するよう努めることとする。 

     ・運営期間中、市と協議の上で必要に応じて改定する。 

     ⅱ）ポスター 

      ・開業１ヶ月前までにポスターを作成・準備する。 

      ・ポスターは日本語でフルカラーとし、主要部分には英語、韓国語、中国語（簡

体字・繁体字）を併記するよう努めることとする。 

      ・開業までに東京湾アクアライン、東関東自動車道館山線及び圏央道沿線の主

要都市や県内・市内等に掲示・送付するよう努めることとし、掲示場所及び送

付先は市と協議して決定する。なお、送付費用は事業者の負担による。 

ⅲ）専用封筒 

 ・開業までに角２・長３サイズの専用封筒を作成・準備し、運営期間を通じて利

用できる状況を維持する。 

 ・封筒のデザイン、ロゴ等は事業者の提案により、市と協議の上、決定する。 

 

   （イ）ホームページの制作及び管理・運営 

     ・開業１ヶ月前までに、本施設のホームページ及びスマートフォン対応のホーム

ページを立ち上げ、管理・運営する。 

     ・主要部分には英語、韓国語、中国語（簡体字・繁体字）を併記するよう努めるこ

ととする。 

     ・掲載情報やデザインは事業者の提案によるが、見る人にとって分かりやすく、

見やすいデザインにするなどの工夫を行うとともに、開業２ヶ月前までにホー

ムページの内容を市に提出し、承認を得る。 

     ・ホームページに掲載するイベント情報や施設情報等について、週１回は更新す

ることとする。 

     ・ホームページは、運営期間中に市と協議の上で必要に応じて改定する。 

     ・ドメインの取得等は事業者が行い、市、国及び千葉県のホームページへのリン

クを張る。 

 

   （ウ）オープニングイベント 

     ・開業にあたっては、オープニングイベントを実施する。 

     ・オープニングイベントの日程・内容については、市と協議の上、決定する。 
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     ・また、オープニングイベント開催に係る経費の負担についても、市と協議の上、

決定する。 

 

   （エ）見学受付、問い合わせ対応 

     ・本施設の見学者、問い合わせ等に対して、迅速かつ丁寧に対応し、サービスの

向上に努める。 

     ・見学、問い合わせ等があった場合は、その記録（問い合わせがあった団体名・日

時・内容、見学日時・内容、その他報告が必要な事項）を市に報告する。 

 

   （オ）情報発信 

     ・事業者は、旅行会社や新聞社等のマスコミに対して、積極的に情報発信を行う。 

     ・情報発信にあたっては、情報提供先、情報発信頻度、情報提供を予定している

内容について、あらかじめ業務計画書（運営業務）にその旨を記載し、事前に市

の承認を得る。 

 

   （カ）集客に向けた営業活動 

     ・事業者は、集客に向けた営業活動を積極的かつ精力的に行う。 

     ・営業活動にあたっては、業務計画書（運営業務）にその内容を記載し、市の承認

を得る。 

 

 （４）総務業務 

① 業務の目的・内容 

     本施設の円滑な運営を行うため、次の総務業務を実施する。 

    ・施設利用者アンケート調査 

    ・クレーム、事故対応 

    ・災害発生時対応 

    ・職員・従業員等の教育及び研修 

    ・庶務業務等 

 

② 要求水準 

   （ア）施設利用者アンケート調査 

      事業者は、年１回以上、施設利用者アンケート調査を行い、利用者の来訪目的、

頻度、満足度、意見等について分析し、運営業務の改善に反映するものとする。 

      施設利用者アンケート調査の実施時期、方法、対象者数等は、客観的かつ適切

に利用者の動態及び意見が把握できる内容とし、事業者の提案によるものとする。

業務計画書（運営業務）の年度業務計画書にその内容を記載し、市の承認を得る

ものとする。 
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      事業者は、施設利用者アンケート調査の結果及び業務改善等について、市に報

告する。 

 

   （イ）クレーム、事故対応 

      事業者は、想定されるクレーム内容と適切な対処についてのマニュアルを作成

し、職員・従業員等に配布するとともに、研修等を通じて理解の徹底を図る。 

      本マニュアルは運営期間中に適宜内容を見直し、その都度、職員・従業員等へ

の周知・徹底を図る。 

      事業者は、クレームの内容と対処結果についての記録を残し、毎月の業務報告

書（運営業務）に記載し、市に報告する。 

      なお、事業者は、運営業務の実施に伴い発生した事故、施設利用者等から寄せ

られた運営業務に関するクレーム等に対して、再発防止措置を含め、迅速かつ適

切に対応し、対応の結果を速やかに市に報告する。 

      また、事業者の運営業務の範囲外での事故や苦情等を受けた場合、市に速やか

に報告し、対応について協議する。 

 

   （ウ）災害発生時対応 

      地震等の災害発生時には、公共施設として必要な災害対応を行うこととし、市

に協力するものとする。 

      そのため、災害の内容によって運営業務の全部又は一部の実施が制限される場

合があることを理解し、事業者が提案し、市と協議して決定した協力内容に基づ

き対応する。 

 

   （エ）職員・従業員等の教育及び研修 

      質の高いサービスを持続的・安定的に提供するため、職員・従業員等の教育及

び研修を継続的に行う。 

      実施内容については、業務報告書（運営業務）に記載し、市に報告する。 

 

   （オ）庶務業務等 

      事業者は、上記以外の運営業務実施上、必要な庶務業務及びその他必要な関連

業務を行う。 

 

 （５）安全管理・警備業務 

① 業務の目的・内容 

     本施設について、事故、火災、盗難、不法行為等の防止及び警備を行い、施設利用

者、職員等が安全かつ快適に利用又は業務ができるよう、業務計画書（運営業務）に

基づき、安全管理・警備を実施する。 
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② 要求水準 

   （ア）安全管理 

     ・地域振興施設の開館時間は、施設職員が定期的に巡回し、事故、施設の損傷、盗     

難等の予防並びに施設利用者の及び施設職員の安全を確保する。 

     ・拾得物、遺失物があった場合は、保管し記録する。 

     ・イベント開催等に伴う駐車場混雑時の交通整理を行う。 

     ・不審物、不審者を発見した場合は、木更津警察署への通報等、適切な措置を講

じる。 

     ・本施設にはＡＥＤを設置し、必要なときに確実に使用できるように管理する。 

     ・急病人等が発生した場合は、傷病の程度によって１１９番への通報を行い、同

時に市及び関係機関に連絡し適切な措置を講じる。 

     ・事故、火災等への対応計画に基づく消火、通報及び避難の訓練を定期的に実施

する。 

     ・事故・火災等が発生した場合は、直ちに被害拡大の防止に必要な措置を講じる

とともに、木更津消防署等の関係機関への通報を行い、同時に市に連絡し適切

な措置を講じる。 

 

   （イ）警備業務 

     ・地域振興施設の閉館時間においては、機械警備により本施設への不審者の侵入、

不法行為等の予防を行うとともに、発見した場合は、市及び木更津警察署等の

関係機関への通報を行う。 

     ・駐車場の混雑により、国道４１０号バイパスの通行に支障が生じる場合は、誘

導のための人員を配置し、円滑な誘導に努めるものとする。 

 

 （６）自動販売機の管理業務 

① 業務の目的・内容 

     施設利用者の利便性を考慮し、事業者の提案により、本施設の機能を阻害しない

範囲で、「道の駅」敷地内に自動販売機を設置できるものとする。 

 

② 要求水準 

自動販売機の売上に対する施設使用料は、事業者の自主運営事業として収入とす

ることができる。 

なお、設置する自動販売機の一部は、災害等の緊急時に無料で飲料提供を行う自動

販売機とすることが望ましい。 

 

 （７）地域振興業務（農業振興、観光振興等） 

① 業務の目的・内容 

事業者は、本施設の整備目的の一つである、本施設を核として、地域が有する豊か
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な自然との触れ合いや、地域資源と有機的に連携した農業体験・観光体験の実施等、地

域への直接誘導を図ることを目的とした、地域振興業務を行うものとする。 

 

② 要求水準 

    ・事業対象地を含む富来田地区は、菜の花・コスモスロードやうまくたの路、湧水

「いっせんぼく」やハンノキ湿原等の豊かな自然環境を有することから、例えば、

健康志向の高い都市住民を対象として、「観光」と「健康」を組み合わせた事業展

開等を期待する。 

    ・富来田地区は、ブルーベリーの一大産地であることから、例えば、ブルーベリー

を活用した６次産業化の推進や、農業体験・グリーンツーリズムの推進等の事業

展開を期待する。 

 

 （８）事業者の自由提案による自主運営事業 

    事業者は、自らの提案により、自主運営事業を実施することができる。 

自主運営事業については、必ずしも実施を求めるものではないが、公益施設の利用促

進の観点から、実施にあたっては、交流の促進によるにぎわいや活力の創造、市民及び

道路利用者の利便性向上等に寄与するものとする。 

なお、自主運営事業を実施する場合は、自主運営事業以外の事業との連携を図るとと

もに、上記要求水準と同等の運営水準を保持することとする。 

また、自主運営事業に係る実施方針を以下に示す。 

① 事業対象地の土地利用規制や法的規制等から実施可能な事業は制限されるため、

自主運営事業を実施する場合は、事前に市と協議することとする。 

② 自主運営事業に係る収入、費用等は、それ以外の業務（農林水産物・加工品等物販

施設、飲食施設等の運営業務）と明確に区分した上で、月ごとの業務報告書（運営

業務）において、市に報告することとする。 

③ 事業者は、自主運営事業の実施に伴い、利用者から料金を徴収し、自らの収入とす

ることができる。 

④ 自主運営事業に関し必要な一切の許認可及び届出等は、事業者の責任と費用にお

いて行うことを基本とする。 

⑤ 自主運営事業を実施することにより、それ以外の業務に支障を及ぼすことのない

ようにする。 

⑥ 自主運営事業とそれ以外の業務とは明確に区分し、維持管理・運営することを条

件とする。 

⑦ 自主運営事業で行う事業は、農林水産物・加工品等物販施設、飲食施設等の経営及

び運営を圧迫しない事業とする。 

⑧ 自主運営事業の実施に際して、利用者に対し、不快な印象を与えないように服装、

態度及び言動等には十分留意するよう努めることとする。 
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 ４．運営業務のうちマネジメント業務に関する事項 

   本施設の円滑な運営を行うため、次のマネジメント業務を実施する。 

① 本事業全体の統括業務 

② 財務業務 

③ 市及び「（仮称）木更津市道の駅活性化協議会」との定期的な協議・調整業務 

 

 

（１）本事業全体の統括業務 

① 業務の目的・内容 

事業者は、長期契約であるＤＢＯ事業の特徴を踏まえ、本事業を取り巻く環境や 

情勢、施設利用者動向の変化等への柔軟な対応を図りつつ、全事業の遂行を統括し、

業務要求水準書や事業契約書に定められた全ての業務について、誠実かつ適切に実

行する。 

また、市との必要な情報交換やその他関連事業者等との調整等を円滑かつ確実に

実施するため、事業者は「統括業務」を実施するものとする。 

 

② 要求水準 

    ・事業者は、運営マネジメント責任者を中心に、事業者が実施する全ての業務「施

設整備」「維持管理」「運営」を円滑に進めるべく統括する。 

    ・運営マネジメント責任者は、本事業全体の統括業務の中心的な役割として、常に

業務実施に関する状況、問題点・課題を把握し、必要に応じて関係者間の調整や

対策を講じる。 

    ・運営マネジメント責任者を変更する場合は、原則として２ヶ月前までに事業者か

ら市に申請し、承認を得るものとする。変更する場合は、業務の引継ぎを十分に

行い、業務全体の混乱が生じないよう努めるものとする。 

 

 （２）財務業務 

① 業務の目的・内容 

事業者の財政状況を市に報告するために必要な資料の作成、経費管理、備品管理 

等を行う。 

 

② 要求水準 

    ・事業者は、事業期間中の各事業年度最終日より３ヶ月以内に、公認会計士又は監

査法人による監査を受けた会社法第４３５条第２項に定める計算書類及びその附

属明細書並びに年間業務報告書を市に提出する。 

    ・市は、当該監査報告及び年間業務報告書を公開できるものとする。 
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    ・事業者は、事業期間終了に至るまで、半期に係る財務書類を作成し、速やかに市

に提出するものとする。 

    ・市が要求した時には、事業者は遅滞なくその財務状況を市に報告しなければなら

ない。 

 

 （３）市及び「（仮称）木更津市道の駅活性化協議会」との定期的な協議・調整業務 

① 事業の目的・内容 

     本施設の運営上の諸問題の解決、本施設の魅力向上、本施設を核とした地域振興

策についての協議・実施及び情報の共有化等を図り、本施設の効率的かつ円滑な運

営と地域の活性化を図るため、事業者は、市及び「（仮称）木更津市道の駅活性化協

議会」と協議の場を設けることとする。 

    

※「（仮称）木更津市道の駅活性化協議会」は、平成２５年度から平成２６年度の２ヵ

年に渡り、運営母体の組織化等について検討してきた「木更津市道の駅等運営協議

会」をはじめ、地元自治会、市内の農業・商工・観光団体等からの選出により組織す

るものであり、平成２７年度中の組織化を目指している。 

 

② 要求水準 

    ・事業者は、市及び「（仮称）木更津市道の駅活性化協議会」との協議は、原則、年

２回（上・下期）ごとに開催することとする。ただし、市又は「（仮称）木更津市

道の駅活性化協議会」の申し出により、随時開催できることとする。 


