
江東区産業会館指定管理者仕様書 

 

江東区産業会館の指定管理者が行う業務の内容及びその範囲は、この仕様書によ

る。 

 

第１ 趣旨 

  この仕様書は、江東区産業会館の指定管理者が行う業務の内容等について、必

要な事項を定めるものとする。 

 

第２ 江東区産業会館の管理に関する基本的な考え方 

  指定管理者は、江東区産業会館（以下「産業会館」という。）を管理運営する

にあたり、次にあげる項目に従って行うこと。 

（１）産業会館は、区内中小企業の振興発展を図るために設置された施設である。

中小企業団体や地場産業、地域特性を踏まえ、区内産業の活性化に貢献する

ことを使命とする理念に基づき、管理運営を行うこと。 

（２）公の施設であるということを念頭に置き、公平な運営を行うこと。 

（３）利用者の意見、要望等を吟味のうえ管理運営に反映させること。 

（４）効果的かつ効率的な管理運営を行い、経費の節減に努めること。 

（５）利用率の向上を図るための対策に努めること。 

 

第３ 施設の概要 

１ 名称     江東区産業会館 

２ 所在地    江東区東陽４丁目５番１８号 

３ 施設規模   鉄筋鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ造 陸屋根地上 15階のうち 2階部分 

 ４ 施設面積   1,282.87㎡ 

 ５ 開設年月日  昭和 61年 4月 17日  

６ 施設内容   会議室 

第１会議室（56.20㎡）、第２会議室（56.20㎡） 

展示即売場 

    第４展示室 (42.95㎡) 、第５展示室 (60.90㎡)、 

第６展示室 (49.59㎡) 

その他施設  

ロビー、常設展示場、相談室、事務室、倉庫、更衣室、

喫煙室、電気室、清掃控室、昇降機、階段、階段室、

便所、給湯室、勤労者福祉サービスセンター事務室、

中小企業団体（東京商工会議所江東支部、江東区商店



街連合会、一般社団法人東京都江東産業連盟、一般社

団法人江東区観光協会）事務室 

 

第４ 開館時間 

開館時間は、午前９時から午後１０時までとする。 

ただし、開館時間は、指定管理者が必要と認めたときは、区長の承認を得て

変更することができる。 

 

第５ 休館日 

休館日は、次のとおりとする。ただし、休館日は、指定管理者が必要と認

めたときは、区長の承認を得て、変更し、または臨時に定めることができる。   

（１）毎月第２日曜日及び第４日曜日 

（２）年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

 

第６ 指定管理者としての管理基準 

１ 関係法令の遵守  

   業務の遂行にあたっては、次の関係法令等を遵守すること。 

   （１）地方自治法 

（２）江東区産業会館及び商工情報センター条例、同施行規則 

（３）江東区公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例、同施行

規則 

（４）江東区個人情報保護条例、同施行規則 

（５）江東区情報公開条例、同施行規則 

（６）区と指定管理者が締結した基本協定書及び年度協定書 

（７）労働基準法 

（８）障害者差別解消法 

（９）水道法、消防法、施設維持、設備保守点検に関する法規 

（10）その他関係法令 

  

２ 個人情報の取扱い 

指定管理者が指定管理業務を実施するにあたり、個人情報を取り扱う場合

は、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報

の適切な管理に努め、個人情報の保護を図るため必要な措置を講じること。 

個人情報の漏えい等の行為には、江東区個人情報保護条例に基づく罰則が

適用される場合がある。 

 



３ 情報公開 

指定管理者が指定管理業務を行うにあたり作成し、又は取得した文書で指

定管理者が管理しているものの公開については、江東区情報公開条例等に準

拠した情報公開規定を定めるなど適正な情報公開に努めること。 

 

  ４ 守秘義務 

   指定管理者が指定管理業務を行うにあたり、業務上知り得た内容を第三者に

漏らしたり、自己の利益のために使用することはできない。指定期間終了後も

同様とする。 

 

第７ 指定管理者が行う業務 

指定管理者は、施設の運営に支障をきたさないよう業務を遂行しなければ

ならない。 

また、施設を管理する上で重大な不具合が発生したときは、区に報告し、

指示を受け必要な措置を講じること。ただし、緊急を要する場合、または軽

微な場合は、指定管理者において必要な措置を講じること。 

 

 １ 施設の利用に関すること 

 （１）施設の開館及び閉館に関すること 

    ア 施設を開錠し、利用開始時刻までにすべての施設を正常に稼働できる 

状態にすること。 

    イ 利用時刻終了後、館内確認を行い、施錠すること。 

  （２）その他施設の利用に関すること 

    ア 利用者ニーズを的確に把握し、サービス向上を図るため、定期的に利 

     用者アンケートを実施し、その結果を速やかに区に報告すること。 

イ ホームページ等による情報提供及び保守管理に関すること。 

ウ 案内表示の掲出に関すること。 

エ その他、施設等の利用に関して必要な業務に関すること。 

 

２ 窓口業務及び施設の貸出に関すること 

  （１）利用の受付（予約受付を含む。）及び承認、利用変更受付及び承認、使 

用料の収納及び還付等に関すること。 

（２）接客応対、館内案内、電話対応、各団体対応、苦情対応、郵便物受付、

拾得物・遺失物の一時的処理等に関すること。 

  （３）利用受付・利用変更等の利用状況は管理台帳等を備え管理し、毎月の利 

用状況を取りまとめ、翌月５日までに報告すること。また、毎年度終了 



後３０日以内に年度事業報告書を作成し提出すること。 

（４）貸出備品・器具の貸出手続き及び使用方法説明等に関すること。 

（５）貸出備品・器具の小修繕及び軽微な故障修理並びに消耗品等の交換に 

関すること。 

  （６）貸出終了後の室内及び貸出備品・器具の原状回復の確認に関すること 

（７）各申請書等は定められた様式に従い、指定管理者が作成すること。 

 

３ 利用料金に関すること 

  （１）貸出施設の利用料金は、条例に定める額の範囲内において、指定管理者 

が区の承認を得て決定する。 

（２）備付特殊器具等の利用料は、区と指定管理者が協議のうえ定めるものと 

  する。 

（３）貸出施設の利用料金の減免については、条例及び施行規則に従うこと。 

 

 ４ 施設及び設備の維持管理に関すること 

   施設を安全かつ安心して利用できるよう、施設の保全に努めること。また、

施設や設備等の不具合を発見した際には、速やかに区に報告を行うものとする。 

   施設の改修等は原則として区が行うが、軽微な修繕費については、指定管理

者が負担することとする。 

   また、施設及び設備の維持管理業務を実施するにあたっては、有資格者の配

置、管理業務に必要な人員の配置及び研修の実施等関係法令を遵守すること。 

       

  （１）施設及び設備の保守管理に関する業務 

ア 電気設備、空調設備、給排水設備、防火・防災設備及び昇降機設備 

等（以下「各種設備」という。）の運転操作、監視及び制御並びに非常 

措置に関すること。 

イ 各種設備の日常点検、定期点検、法定点検及び保守に関すること。 

ウ 各種設備の運転状況の確認、記録及び点検等に係る報告並びに調査、

分析に関すること。 

エ 各種設備及び設備機器並びに館内施設の小修繕及び軽微な故障修理

並びに消耗品等の交換に関すること。 

オ 関係機関との連絡調整及び報告並びに立会いに関すること。 

 (２) 施設の清掃に関する業務  

 ア 各種設備及び設備機器並びに館内各施設の清掃（日常、定期、特別） 

業務を実施すること。実施の際は、来館者及び利用者の安全等を確保 

し、支障とならないよう配慮すること。 



        イ 館内の殺虫消毒を定期的に実施すること。 

ウ 便所及び給湯室の消毒等の衛生管理を行うこと。 

エ 館内の美観の維持に努め、ごみ箱を設置する際には景観に配慮するこ 

と。ごみの収集は随時行うこと。 

オ ごみは、区の回収処理方法に従い、分別のうえ、定められた収集日、

収集場所に排出すること。 

(３) 施設の保安警備に関する業務 

ア 巡回（日中・夜間、館内・館外）監視を、随時実施すること。 

イ 地震、火災、風水害等の災害（以下「災害等」という。）・盗難等異常

事態の際の対応等に関すること。 

ウ 警備状況の記録及び報告に関すること。 

(４) 防犯カメラの管理に関する業務 

      防犯カメラの管理にあたっては、次の点に留意し管理すること。 

    ア 来館者及び利用者の安全確保を最優先にすること。 

    イ 自己の映像を収録される区民等の権利・利益を保護すること。 

    ウ 「江東区監視カメラの設置及び運用に関するガイドライン」を遵守し、

運用に関する規程を作成する等、個人情報の保護に関し十分な措置を

講じること。  

   （５）その他 

ア 総括防火管理者（メトロハイツ東陽管理組合）の指導を遵守すると

ともに、災害等及び事故による傷病等が発生した場合に迅速かつ的

確な対応ができるよう、防災計画を作成すること。 

イ 上記防災計画に基づき訓練を実施し、利用者、職員等の安全確保を

図ること。 

ウ 災害等の緊急事態が発生した場合は、防災計画に基づき被害が最小

限になるよう迅速かつ最善の処理に努め、発生の状況、その他必要

な事項について直ちに区に報告すること。 

エ 利用者の施設、設備機器利用等の安全上配慮を要する事項について

は、関係法令等の定める安全基準を遵守するとともに、事故防止マ

ニュアル、業務マニュアル等を作成し、施設管理者として安全管理

に徹底すること。 

オ 専用駐車場、駐輪場の設置がないため、その旨の周知及び対応に関

すること。 

カ 鍵は、厳重に管理すること。紛失した際は早急に区に報告すること。

合鍵を作製する場合は、区の承認を得ること。 

 



５ 常設展示場に関すること 

  （１）展示ケースは常時施錠し、鍵は厳重に管理すること。また、展示ケース

の美観維持に努めること。 

  （２）来館者及び利用者から展示品についての問合せがあった場合には、購入

方法等の説明を行うこと。 

 

６ 自主事業に関すること 

  前述の業務範囲外で、区の承認を得た上で、施設を使用して自主事業を実施

することができる。この場合は、下記の事項に留意すること。 

 （１）自主事業を計画する際には、施設の設置目的を踏まえて下記の事項に配

慮すること。 

ア 中小企業の経営支援、販路開拓支援等の中小企業活性化事業 

イ 施設内展示スペースの有効活用による中小企業活性化事業 

ウ 施設内の中小企業団体等（東京商工会議所江東支部、江東区商店街連

合会等）との連携事業 

エ 自動販売機の設置等、施設利用者の利便性向上に関する事業 

  （２）自主事業に関する経費 

ア 自主事業に係る経費は事業に係る参加費、自動販売機売上げ収入等か

ら支出するものとし指定管理料からは支出しないこと。 

イ 帳簿等により自主事業の収支の管理を行うこと。 

 

 ７ 貸与備品の管理等に関すること 

(１）区から貸与された備品等については、適正な管理を行うこと。 

  （２）破損、経年劣化等により継続して使用することが困難となったときは、

区へ報告のうえその指示に従うこと。 

（３）区から貸与された備品等については、他用途での使用または改良等の

行為を行わないこと。また、第三者に貸与又は譲渡は行わないこと。た

だし、区に事前に協議をし、承認を受けたものは除くこととする。 

 

 ８ その他の業務等に関すること 

 （１）江東区文書交換業務については、適切に行うこと。 

  （２）施設内の東京商工会議所江東支部、江東区商店街連合会、江東区勤労者

福祉サービスセンター及び一般社団法人東京都江東産業連盟並びメトロ

ハイツ東陽管理組合との連絡調整を行い、信頼関係の構築に努めること。 

 （３）毎月、「電気ご使用量のお知らせ」の通知があった際には、施設内の東

京商工会議所江東支部、江東区商店街連合会及び一般社団法人東京都江東



産業連盟に対する電気料金分担金の算出を行い、区に速やかに報告するこ

と。 

 （４）「こども１１０番の家」の登録施設であるため、事故等が発生した場合

は「こども１１０番の家」対応の手引きを参照のうえ、適切に対応するこ

と。 

（５）前記各項に掲げるもののほか、その他必要と認める業務については、区

と指定管理者が協議のうえ決定することとする。 

 

第８ 管理執行体制 

   指定管理者は、効率的でかつ安定した施設運営を行うにあたり、次の項目に

従って人員配置を行うこと。 

（１）事務職として、産業会館の総合的管理業務に専従する者を必ず配置する

こと（館長との兼務可）。 

（２）消防法（昭和２３年法律第１８６号）に規定する防火管理者の有資格者

を配置すること。 

（３）前記に掲げる者のほか、施設の管理運営に必要な職員を配置すること。 

（４）職員の勤務形態及び人員は、施設の管理運営に支障がないように定める

こと。 

（５）職員の健康管理には十分留意するとともに、職員の育成及び管理運営に

必要な研修を適宜実施すること。 

 

第９ その他留意事項 

  １ 管理口座・区分経理 

指定管理業務にかかる経費及び収入は、団体自体の口座とは別口座で管理

すること。また、自主事業に係る経費についても同様とする。 

指定管理業務にかかる経理とその他の業務（自主事業等）にかかる経理を

区分して整理すること。 

  ２ 財務状況診断の実施 

    区は、施設の適切な運営及び管理費用の適切な支出等を確認するため、指

定管理者の財務状況等について、第三者により診断（年 1 回）を実施する。

指定管理者は、必要に応じ協力することとする。 

３ 関係規定等の作成 

   指定管理者が施設の管理運営を行ううえで各種規定、要項、マニュアル等

を作成する場合は、内容について区と協議をすること。 

 

 



第１０ その他 

この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、区と指定管理者が協議

のうえ定めるものとする。 


