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業 務 仕 様 書 

 

１ 施設及び付帯設備の維持管理に関する業務 

（１）管理業務 

施設内設備の維持、空調、設備機器等の管理、消耗品交換、電信・通信料の支払等 

（２）清掃業務   

グリスフィルター清掃、グリストラップ清掃 

（３）廃棄物処理業務 

廃棄物の搬出 

（４）設備点検・保守業務 

リーブラホール（舞台照明、可動舞台、可動客席、舞台吊物、音響・映像設備、消耗品

の交換）、ピアノ調律、ピアノ整調・整音、クリーニング、ファックス、ＡＥＤ、複写機、

印刷機等の点検・保守、シックハウス調査等 

（５）安全管理業務 

エレベーターの管理（専有部） 

（６）案内業務 

障害者・高齢者等の利用者誘導 

（７）窓口業務 

情報管理等システム及び施設予約システムの運用全般、利用者向け手引き等の作成、

団体登録・利用登録、利用申込みの受付、各種申請・承認書等の受付・発行、使用料

の徴収・還付 

 

２ 男女平等参画推進事業に関する業務 

（１）学習啓発に関する業務 

男女平等参画講座の企画運営及び事業の実施、男女共同参画週間記念フェスタ in リー

ブラ事業、人材育成事業、企業向け事業の実施 

（２）情報収集・提供・発信に関する業務 

施設運営等に関する情報提供、ホームページ、ＳＮＳ等の制作・発信、図書資料室の運

営（港区立図書館システムによる図書資料等貸出・返却等） 

（３）団体育成支援に関する業務 

    団体の学習活動等の支援 

（４）区民、団体との交流促進に関する業務 

利用者懇談会、運営協議会、交流促進事業、インターネット接続エリア等の運営 

（５）相談業務 

相談事業の実施運営 

（６）その他業務 

   関係機関及び関係団体との連携、区民、団体等との協働による事業運営、その他男女平

等参画の推進 
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１ 施設及び付帯設備の維持管理 

業務 項目 業務内容 仕様等 備考 

（１） 

管理 
施設内設備の維持管理 

情報表示設備、施設設備の維

持、館内空調管理、消耗品交

換、電信・通信料の支払等 

適宜 

※光熱水費（電気、ガス、

上下水道）に係る経費は、

区が支払う。 

（２） 

清掃 
 

グリスフィルター清掃 年６回  

グリストラップ清掃 月２回  

（３） 

廃棄物 

処理 

 廃棄物の搬出 

可燃物：週３回 

不燃物：週２回 

その他：適時 

 

（４） 

設備 

点検 

・ 

保守 

リ
ー
ブ
ラ
ホ
ー
ル 

舞台照明 

主幹盤、調光器盤、調光操作

卓、調光操作卓用コネクタ

盤、舞台袖操作パネル、舞台

袖操作パネル用コネクタボ

ックス、作業灯操作パネルの

確認 

年４回  

可動舞台 

駆動機、駆動電動機、駆動ガ

イド装置、ブレーキ、各フレ

ーム、各種軸受、ローラー関

係、意匠関係、受電盤、制御

盤、各種リレー、リミットス

イッチの確認 

年４回  

可動客席 

本体外観、組立接合部、操作

用スイッチ、制御装置、駆動

装置、起立装置、動作、配線

ケーブルの点検、絶縁テスト

年４回  

舞台吊物 

捲上機、捲上電動機、ブレー

キ、リミットスイッチ、ワイ

ヤーロープ、クリップ、各滑

車、各吊物、受電盤、制御盤、

各種リレー、吊物取付状態､

電動作動状態の確認 

年４回  

音響・映像設備 

音響操作卓、入出力バッチ

架、パワーアンプ架、周辺機

器類、舞台袖操作ワゴン、ワ

イヤレスマイク装置、スピー

カ・サブウーハ、コネクタ盤

類、マイク、補聴システム、

映像機器ワゴン、ビデオプロ

ジェクタ 

年４回  

消耗品の交換 照明（電球交換） 適時  

ピアノ調律 
グランドピアノ１台 年３回 リーブラホール 

アップライトピアノ２台 年３回 学習室 A・B 

ピアノ整調･整音 
グランドピアノ１台 年１回 リーブラホール 

アップライトピアノ２台 年１回 学習室 A・B 

クリーニング 
カーテン、ベビー布団のカバ

ー､シーツ等 
適時  

ファックス、ＡＥＤ、複

写機､印刷機 

ファックス 適時  

ＡＥＤ 適時  

複写機・印刷機 適時 自主事業 
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シックハウス調査 
施設整備に伴う調査分 必要時 

延床面積 2,705.10 ㎡ 
維持修繕に伴う調査分 必要時 

施設の更新等 設備の破損等の軽微な修繕 随時 備品等 

（５） 

安全 

管理 

エレベーターの管理（専

有部） 
日常点検・確認 随時 

※点検・保守に係る経費は、

区が支払う。 

※共用部の管理は芝浦港南

地区総合支所が行う。参照：

区有施設の安全管理に関す

る要綱 

（６） 

案内 

障害者・高齢者等の利用

者誘導 

総合案内等に来所された方

の誘導 
随時  

（７） 

窓口 

情報管理等システム、施

設予約システムの運用全

般 

登録、施設利用等の情報管理

随時 

システムのサービス提供委

託（保守）は区がシステム管

理業者と契約する。 

統計処理 

システム管理業者との連絡・

調整（軽微なもの） 

連絡会、研修会等への出席 

利用者向け手引き等の作

成 

施設の利用方法等、利用者説

明用の手引きを作成 
適宜 

施設予約システムの手引き

の作成は、区が行う。 

団体登録・利用登録 

男女平等参画センターの施

設（貸室）利用を希望する団

体・個人の登録（登録要件確

認、入力、登録証等の発行）

随時 

【団体登録】 

男女平等参画センター登録

要綱に基づく、男女平等推進

団体、学習団体の登録 

【利用登録】 

男女平等参画センター条

例・条例施行規則及び運営要

綱に基づく、団体（企業を含

む。）・個人の登録 

利用申込みの受付 

申込方法：施設予約システム

（インターネット）、電話、

ファックス、窓口 

随時 

電話、ファックス、窓口での

受付は、施設予約システムの

運用時間内（９時から２０時

まで）※ 

各種申請・承認書等の受

付・発行 

【利用申請及び承認処理】 

・港区男女平等参画センター

利用申請書収受 

・港区男女平等参画センター

利用承認書発行 

随時 

男女平等参画センターの他、

区民センター（５か所）、生

涯学習センター、青山生涯学

習館利用分を取り扱う。※ 

【利用承認の変更及び取消

処理】 

・港区男女平等参画センター

利用変更申請書発行 

・港区男女平等参画センター

利用承認取消申請書収受 

・港区男女平等参画センター

利用承認取消通知書発行 

・港区男女平等参画センター

利用変更承認書発行 

随時 
男女平等参画センター利用

分のみを取り扱う。※ 
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使用料の収納 
利用申請に基づき、使用料を

収納し、利用承認書を発行 
毎日 

・現金により収納した使用料

は、指定の用紙を用いて納付

書を作成し、徴収した日の翌

日に区へ振り込む。 

・つり銭用の現金は、指定管

理者が用意する。 

・キャッシュレス決済により

使用料を収納する場合は、区

が導入するキャッシュレス

決済端末を使用する。 

・男女平等参画センターのほ

か、区民センター（５か所）、

生涯学習センター、青山生涯

学習館利用分を取り扱う。※

使用料の還付 

利用承認を変更・取消した場

合に、利用しなくなった施設

に係る既に支払済みの使用

料を還付する。 

随時 

・還付に必要な現金は、区 

が用意する。 

・指定管理者は、当該月分 

を前月に区へ請求し、翌月 

５日まで（５日が区役所閉 

庁日の場合は、その前日ま 

で）に清算報告書を作成・ 

区へ報告後、区が指定する納

付書で残金を戻入する。 

・キャッシュレス決済により

収納した使用料は、現金還付

は行わず、区が導入するキャ

ッシュレス決済端末で決裁 

処理を取り消す。ただし、支

払翌日以降は現金による還 

付とする。 

・男女平等参画センター利用

分のみ取り扱う。※ 

※施設予約システムの改修や区の施設運営の方針等に合わせ、取扱いが変更となる場合には、変更に沿った対応を行

うこととする。 

 

２ 男女平等参画推進事業に関する業務（港区男女平等参画行動計画を遵守） 

業 務 項 目 業務内容 仕様等 備 考 

（１） 

学習 

啓発 

★共通事項★ 事業実施時には､可能な限り一時保育を実施すること。 

男女平等参画講座の企画

運営及び事業の実施 

男女平等参画社会の実現に

向けて､区民向けに講座等を

実施する。 

年４０回以上 

・年間を通じて各種テーマ別

講座を開催する。 

・地域で男女平等参画に向け

活動する団体等を巻き込み､

協働での開催を工夫する。 

・開催内容を幅広く情報発信

する。 

男女共同参画週間記念フ

ェスタinリーブラ事業の

実施 

男女平等参画社会づくりに

向けた機運の醸成を図るた

め､区民参画によるフェスタ

in リーブラを開催する。 

年１回 

・６月の男女共同参画週間に

実施する。 

・実行委員会を組織する。 

・講演、展示、ワークショッ

プ､シンポジウム､その他で

構成する。 

人材育成事業の実施 

男女平等参画の意識啓発､知

識習得のための学習会や勉

強会へ参加を促進する。 

適時 

・男女平等参画を推進する各

種団体が実施する事業を支

援する。 
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企業向け事業の実施 

男女平等参画社会の実現に

向けて、区内企業向けに講座

を実施する。 

テーマ別講座 

：年３回以上 

企業向け出前講

座 

：年６回以上 

テーマ別講座及び企業向け

出前講座を開催する。 

教育関係機関向け事業の

実施 

男女平等参画社会の実現に

向けて、教育関係機関向けに

講座を実施する。 

教育関係機関向

け出前講座 

：年３回以上 

教育関係機関向け出前講座

を開催する。 

（２） 

情報 

収集 

・ 

提供 

・ 

発信 

施設運営等に関する情報

提供 

・センターの利用案内冊子､

リーフレットの作成・配布 

・男女平等参画に関する情報

の収集､提供､発信 

・区の施策に関する情報の提

供､発信 

・ホームページの制作 

・SNS 等による情報の発信 

・男女平等参画情報誌「OASIS

」、「OASIS（別冊）」の発行 

・区の男女平等参画に関する

計画や広報紙等の掲示及び

配布 

・利用者用インターネット端

末等の設置 

・講座や部屋の予約状況等を

情報表示設備で発信 

 

 

 

 

適時 

 

 

 

OASIS：年４回 

OASIS 別冊：年 1

回程度 

 

 

 

 適時 

 

図書資料室の運営 

・図書資料等の選定､点検、

購入､整理、廃棄 

・利用者登録､図書資料等の

貸出､返却､督促 

・区立図書館の図書資料等の

貸出､返却､督促等を行う。 

・男女平等参画に関する情報

の収集、提供、発信 

・利用実績の集計､統計 

・男女平等参画に

関する図書資料等

の購入 

（目安） 

図書:月 30 冊 

雑誌:月 5タイトル 

DVD :月 2～3 タイ

トル 

参照：港区立男女平等参画セ

ンター図書資料室運営要綱 

（３） 

団体 

育成 

支援 

男女平等参画社会の実現

を目指す団体の学習活動

等の支援 

・団体の学習活動に係る助成

金の交付を行う。 

・優先的な施設利用及び広報

活動を支援する。 

・事業実施基準を定める。 

・コーディネーターによる支

援を行う。 

・施設利用及び広報を支援す

る。 

適時  

（４） 

区民、 

団体と 

の交流 

促進 

利用者懇談会を実施する。 年２回（春・秋） 

 

運営協議会を運営する。 毎月 1回 

初めて利用する方でも参加しやすい交流促進事業を実施 

する。 
適時 

交流コーナーにインターネット接続ブースを設け、利用 

者が持ち込んだパソコン等を活用できるようにするとと

もに、交流の機会を確保する。 

常時 
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（５） 

相談 
相談事業の実施運営 

産業カウンセラー、弁護士、

キャリアカウンセラー、臨床

心理士等の有資格者、性的マ

イノリティに対応できる者

を配置し実施する。 

一般相談：週６

日以上 

法律相談：月１

回以上 

参照：港区立男女平等参画セ

ンター相談事業運営要綱 

・家族、親子、夫婦、職場の

人間関係、ＤＶ、ＬＧＢＴ、

犯罪被害等、社会動向を踏ま

えた様々な問題についての

相談 

・男性の相談も対象とする。

（６） 

その他 

・消費者センターや介護予防総合センターをはじめとした関係機関及び関係団体と連携した事業を実施す

る。 

・区民､団体等との協働による事業を実施する。 

 


