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平成２５年４月１日

さいたま地方法務局

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づく「さいたま地方法務

局が管理する庁舎における施設管理・運営業務民間競争入札」に係る契約の締結

について

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成１８年法律第５１号）に基

づき民間競争入札を行った「さいたま地方法務局が管理する庁舎における施設管理・運

営業務」については，以下のとおり契約を締結しました。

１ 契約の相手方の住所，名称及び代表者氏名

東京都中央区京橋２丁目９番２号第一ぬ利彦ビル

株式会社シミズ・ビルライフケア

代表取締役 釆女 正幸

２ 契約金額

金２２２，３９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む）

※実施期間 平成２５年４月１日から平成２８年３月３１日までの３年間分

３ 民間事業者における事業の実施体制の概要

，さいたま地方法務局が管理する庁舎における施設管理・運営業務の実施体制として

建築設備管理業務（点検等及び保守 ，清掃業務，駐車場交通整理，警備業務，環境衛）

生管理業務，ばい煙測定分析業務，植栽管理業務及び管理・運営業務全般に係る業務

について，上記１記載の企業により業務を実施する。

（１） 実施体制

統括管理者を配置の上，統括管理者を中心として，各業務について安定した事業

実施体制を構築し，施設利用者の快適性の確保，建築設備等の品質の維持及び緊急

時における速やかな対応を実現する。

（２） 実施方法

以下４（１）記載の業務について，実施要項及び仕様書で示された仕様に基づき

業務を遂行し，４（２）記載の質を確保する。

４ 民間競争入札対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき

競争入札公共サービスの質に関する事項

（１） 業務内容

ア 建築設備管理業務（点検等及び保守）

(ｱ) エレベータ設備の点検保守

(ｲ) 空調設備等運転保守点検
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(ｳ) オイルタンク維持管理

(ｴ) 消防設備点検

(ｵ) 自家用電気工作物保安管理

(ｶ) 自動ドア設備点検保守

(ｷ) 機械警備業務

イ 清掃業務

ウ 駐車場交通整理

エ 警備業務

オ 環境衛生管理業務

カ ばい煙測定分析業務

キ 植栽管理業務

ク 管理・運営業務全般に係る業務

（２）実施に当たり確保されるべき競争入札公共サービスの質

ア 包括的に達成すべき質

基本方針 主要事項 測定指標

各業務を一括管理し 快適性の確保 施設アンケート（別紙）の満足度

て行い，快適な執務 【７０％以上】

環境を維持すること アンケートは対象施設の職員を対

を目的とする。 象に年１回実施し，全施設の集計結

果を基に評価を行う。

※ 満足度は 「満足」及び「ほぼ，

満足」と回答した割合(１％未満

の端数が生じるときは，小数点第

１位を切り捨て)とする。

品質の維持 ( ) 管理・運営業務の不備に起因す1
る当施設における執務の中断【０

回】

※ 執務の中断とは，執務が中断

することにより，目的が達成さ

れない場合をいう。

( ) 管理・運営業務の不備に起因す2
る停電，空調停止，断水，通信不

通の発生回数【０回】

( ) 障害発生時の施設管理担当者へ3
の連絡時間（概ね１０分以内）

( ) 障害発生時及び緊急対応時の現4
地への所要時間（概ね１２０分以

内）

安全の確保 管理・運営業務の不備に起因する怪

我の回数【０回】

※ 怪我とは，病院での治療を

要する怪我をいう。
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イ 各業務において確保すべき質

， 。各業務において確保すべき水準は 別添仕様書１ないし６に定める内容とする

http://houmukyoku.moj.go.jp/saitama/static/jisshiyoukou-kaikei1.pdf
http://houmukyoku.moj.go.jp/saitama/static/jisshiyoukou-kaikei2.pdf

５ 実施期間

平成２５年４月１日から平成２８年３月３１日

６ 公共サービス実施民間事業者が，対象公共サービスを実施するに当たり，国の行政

機関等の長等に対して報告すべき事項，秘密を適正に取り扱うために必要な措置その

他の対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために契約により公共サービス

実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項

（１） 報告について

ア 事業計画書の作成と提出

民間事業者は，本業務を行うに当たり，各年度の事業開始日までに毎年度の管

理・運営の事業計画書を作成し法務局に提出すること。

イ 業務報告書の作成と提出

民間事業者は，本業務の履行結果を正確に記載した業務日報（日々必要な業務

（ ）。）， ， 。に限る 以下同様 業務月報 年間総括報告書を業務報告書として作成する

(ｱ) 民間事業者は，業務日報を毎日作成することとし，毎日法務局に提出しその

確認を受けること。

(ｲ) 民間事業者は，業務期間中，業務ごとの月報を当月分につき，翌月の 初の

平日に法務局に提出すること。

(ｳ) 民間事業者は，各業務の年度終了日（ただし，当該日が閉庁日の場合には前

開庁日とする ）までに，当該事業年度に係る管理・運営業務に関する年間総。

括報告書を法務局に提出すること。

(ｴ) 民間事業者は，法務局の求めに応じ，本業務の実施状況その他質の確保に関

して，書面又は質疑応答形式により報告すること。

ウ 検査・監督体制

民間事業者から報告を受けるに当たり，法務局の検査・監督体制は次のとおり

とする。

(ｱ) 監督職員 別途，法務局の定める職員による。

(ｲ) 検査職員 別途，法務局の定める職員による。

（２） 調査への協力

法務局は，民間事業者による業務の適正かつ確実な実施を確保する必要があると

認められるときは，民間事業者に対し，当該管理・運営業務の状況に関し必要な報

告を求め，又は民間事業者の事務所（又は業務実施場所）に立ち入り，業務の実施

状況又は帳簿，書類その他の物件を検査し，もしくは関係者に質問することができ

る。

26立ち入り検査する法務局の職員は，検査等を行う際には，当該検査等が法第

条第１項に基づくものであることを民間事業者に明示するとともに，その身分を示

す証明書を携帯し，関係者に提示するものとする。
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（３） 指示等

法務局は，民間事業者による業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要で

あると認めるときは，民間事業者に対し，必要な措置をとるべきことを指示するこ

とができる。

また，業務の検査・監督において業務の質の低下につながる問題点を確認した場

合は，その場で民間事業者に対し，指示を行うことができる。

なお，法務局による指示の経路については以下のとおりとする。

ア 統括管理責任者を通じた報告・指示

民間事業者から法務局への事業計画書・業務報告書その他の関係書類（以下「各

種書類」という ）の提出及び各種報告は，下記イの緊急時等を除き原則として統。

括管理責任者を通じて行うものとする。法務局は，提出された各種書類及び各種報

告の内容について修正，追加，処置方法等について統括管理責任者に必要な指示を

行うものとする。

ただし，各種書類の提出及び各種の報告を行う個別業務実施事業者が統括管理責

任者を兼任している場合は，統括管理責任者を通じて受領・指示を行うものとみな

すことができる。

イ 緊急時における報告，指示

故障・不具合の発生時及び業務の立会時等，早急な判断，対応を必要とする場合

（以下「緊急時等」という ）には，個別業務実施事業者は法務局に直接報告を行。

うことができる。

， ， 。また 緊急時等には 法務局は個別業務実施事業者に直接指示を行うものとする

このような場合，個別業務実施事業者は統括管理責任者に対して，必ず事後報告

を行うものとする。

（４） 秘密の保持

， （ 。）民間事業者は 本業務に関して法務局が開示した情報等 公知の事実等を除く

及び業務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏えいしてはならないものと

し，そのための必要な措置を講ずること。

民間事業者若しくはその職員その他の本業務に従事している者又は従事していた

者は業務上知りえた秘密を漏らし，又は盗用してはならない。これらの者が秘密を

漏らし，又は盗用した場合には法第５４条により罰則の適用がある。

（５） 個人情報の取扱い

ア 基本的事項

民間事業者は，個人情報の保護の重要性を認識し，本業務による事務を処理する

， ，ための個人情報の取扱いに当たっては 個人の権利利益を侵害することのないよう

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 年法律第 号）第６条15 58
第２項の規定に基づき，個人情報の漏えい，滅失，改ざん又はき損の防止その他の

個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

イ 取得の制限

民間事業者は，本業務による事務を処理するために個人情報を取得するときは，

あらかじめ本人に対しその利用目的を明示しなければならない。

また，当該利用目的の達成に必要な範囲内で，適正かつ公正な手段で個人情報を
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取得するものとする。

ウ 利用及び提供の制限

民間事業者は，施設管理担当者の指示又は承諾があるときを除き，個人情報を自

ら利用し，又は提供してはならない。

エ 複写等の禁止

民間事業者は，施設管理担当者の指示又は承諾があるときを除き，本業務による

事務を処理するために施設管理担当者から提供を受けた個人情報が記録された資料

等を複写し，又は複製してはならない。

オ 事案発生時における報告

民間事業者は，個人情報の漏えい等の事案が発生し，又は発生するおそれがある

ことを知ったときは，速やかに施設管理担当者に報告し，指示に従うものとする。

本業務が終了し，又は解除された後においても同様とする。

カ 管理体制の整備

民間事業者は，本業務による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定す

るなど管理体制を定めなければならない。

キ 業務従事者への周知

民間事業者は，業務従事者に対し，在職中及び退職後においても本業務による事

務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ，又は不当な目的に使

用してはならないことなど，個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければ

ならない。

（６） 業務の引継ぎ

ア 民間事業者は，本業務が適正かつ円滑に実施できるよう前年度の本業務実施事業

者から業務開始日までに必要な引継ぎを受けなければならない。

イ 本業務を実施する事業者の変更があった場合には，民間事業者は，変更後の民間

。 ，事業者との間で業務内容について適切に引継ぎを行わなければならない この場合

業務引継ぎ資料等を作成の上，法務局に文書及び電子媒体で業務終了日までに提出

しなければならない。

Microsoft Office Word Microsoft Officeなお，電子媒体の提出に当たっては， 又は

形式とし，事前に 新パターンによるウィルスチェックを行い，ウィルス等Excel
に感染していないことを確認すること。

（７） 契約に基づき民間事業者が講ずべき措置

ア 業務の開始及び中止

(ｱ) 民間事業者は，締結された本契約に定められた業務開始日に確実に本業務を開

始しなければならない。

(ｲ) 民間事業者は，やむを得ない事由により，本業務を中止しようとするときは，

あらかじめ，法務局の承認を受けなければならない。

イ 公正な取扱い

(ｱ) 民間事業者は，本業務の実施に当たって，当該公共施設利用者を具体的な理由

なく区別してはならない。

(ｲ) 民間事業者は，当該公共施設利用者の取扱いについて，自らが行う他の業務の

利用の有無により区別してはならない。

ウ 金品等の授受の禁止
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民間事業者は，本業務において，金品等を受け取ること又は与えることをしては

ならない。

エ 宣伝行為の禁止

(ｱ) 民間事業者及び本業務に従事する者は，本業務の実施に当たって，自らが行う

業務の宣伝を行ってはならない。

(ｲ) 民間事業者及び本業務に従事する者は，本業務の実施の事実をもって，第三者

に対し誤解を与えるような行為をしてはならない。

オ 法令の遵守

民間事業者は，本業務を実施するに当たり，適用を受ける関係法令等を遵守しな

ければならない。

カ 安全衛生

， ，民間事業者は 本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については

責任者を定め，関係法令に従って行わなければならない。

キ 記録・帳簿書類等

民間事業者は，実施年度ごとに本業務に関して作成した記録や帳簿書類を委託事

業が終了し，又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して５年間保管しなけ

ればならない。

ク 権利の譲渡

民間事業者は，原則として本契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者

に譲渡してはならない。

ケ 権利義務の帰属

(ｱ) 本業務の実施が第三者の特許権，著作権その他の権利と抵触するときは，民間

事業者は，その責任において，必要な措置を講じなければならない。

(ｲ) 民間事業者は，本業務の実施状況を公表しようとするときは，あらかじめ，法

務局の承認を受けなければならない。

コ 再委託の取扱い

(ｱ) 民間事業者は，本業務の実施に当たり，その全部を一括して再委託してはなら

ない。

， ， ，(ｲ) 民間事業者は 本業務の実施に当たり その一部について再委託を行う場合は

原則としてあらかじめ企画書において，再委託に関する事項（再委託先の住所・

名称，再委託する業務の範囲，再委託を行うことの合理性及び必要性，再委託先

の業務履行能力並びに報告徴収その他業務管理方法）について記載しなければな

らない。

(ｳ) 民間事業者は，本契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には，

再委託に関する事項を明らかにした上で法務局の承認を受けなければならない。

(ｴ) 民間事業者は，上記(ｲ)及び(ｳ)により再委託を行う場合には再委託先から必要

な報告を徴収することとする。

(ｵ) 再委託先は，秘密の保持，公正な取扱い，金品等の授受の禁止，宣伝行為の禁

止，法務局との契約によらない自らの業務の禁止等については，再委託先は落札

事業者と同様の義務を負うものとする。

サ 契約の解除

法務局は，本契約に関し，民間事業者が次のいずれかに該当するときには，本契

約を解除することができる。

なお，民間事業者が次の(ｺ)及び(ｻ)に該当する場合は，何らの催告を要せず，本
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契約を解除できる。

(ｱ) 偽りその他不正の行為により契約事業者となったとき。

(ｲ) 法第１０条の規定により民間競争入札に参加する者に必要な資格の要件を満た

さなくなったとき。

(ｳ) 本契約に従って本業務を実施できなかったとき，又はこれを実施することがで

きないことが明らかになったとき。

(ｴ) 上記(ｳ)に掲げる場合のほか，本契約において定められた事項について重大な

違反があったとき。

(ｵ) 法律又は本契約に基づく報告をせず，若しくは虚偽の報告をし，又は検査を拒

み，妨げ，若しくは忌避し，若しくは質問に対して答弁せず，若しくは虚偽の答

弁をしたとき。

(ｶ) 法令又は本契約に基づく指示に違反したとき。

(ｷ) 民間事業者又はその他の本業務に従事する者が，法令又は本契約に違反して，

本業務の実施に関して知り得た秘密を漏らし，又は盗用したとき。

(ｸ) 公正取引委員会が，民間事業者又は民間事業者の代理人に対して私的独占の禁

止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止

法」という ）第７条又は第８条の２（同法第８条第１号又は第２号に該当する。

行為の場合に限る ）の規定による排除措置命令を行ったとき，同法第７条の２。

第１項（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む ）の規定によ。

る課徴金の納付命令を行ったとき，又は同法第７条の２第１８項若しくは第２１

項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(ｹ) 民間事業者又はその代理人（民間事業者又はその代理人が法人の場合にあって

は，その役員又は使用人）が刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若し

くは第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の

規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。

(ｺ) 民間事業者が暴力団を業務を統括する者又は従業員としていることが明らかに

なったとき。

(ｻ) 民間事業者が，暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有し

ているとき。

シ 契約解除時の取扱い

(ｱ) 民間事業者が，上記サに該当し，本契約を解除した場合には，法務局は民間事

業者に対し，当該解除の日まで当該公共サービスを本契約に基づき実施した期間

に係る委託費を支給する。

(ｲ) 上記サに該当する場合（ただし，(ｸ)及び(ｹ)に該当する場合は，ａからｄに該

当する場合に限る ）は，本契約の解除の有無にかかわらず，法務局は民間事業。

者に対し，契約金額（契約締結後に契約金額の変更があった場合には，変更後の

契約金額）の１００分の１０に相当する金額の違約金を期限を指定して請求する

ことができる。

， ， ，民間事業者が 法務局の指定する期限までに支払わない場合は 民間事業者は

法務局に対し，期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ

年５パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。

ただし，民間事業者が支払うべき遅延利息に１００円未満の端数がある場合に

はこれを切り捨て，遅延利息が１００円未満である場合には支払を要しないもの

とする。
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ａ 公正取引委員会が民間事業者又はその代理人に対して独占禁止法第７条又は第

８条の２（同法第８条第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る ）の。

規定による排除措置命令を行い，当該排除措置命令が確定したとき又は同法第６

６条第４項の規定による審決において独占禁止法の規定に違反する行為があった

ことが明らかにされたとき。

ｂ 公正取引委員会が民間事業者又はその代理人に独占禁止法第７条の２第１項

（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む ）の規定による課徴金。

の納付命令を行い，当該納付命令が確定したとき又は同法第６６条第４項の規定

による審決において独占禁止法の規定に違反する行為があったことが明らかにさ

れたとき。

ｃ 公正取引委員会が民間事業者又はその代理人に対して独占禁止法第７条の２第

１８項又は第２１項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったと

き。

ｄ 民間事業者又はその代理人（民間事業者又はその代理人が法人の場合にあって

は，その役員又は使用人）が刑法第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止

法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑が確定したと

き。

(ｳ) 民間事業者は上記(ｲ)ｄに該当し，かつ，次のいずれかに該当するときは，前

項の契約金額（契約締結後に契約金額に変更があった場合には，変更契約後の金

額）の１００分の１０に相当する額のほか，契約額の１００分の５に相当する額

を違約金として法務局の指定する日までに支払わなければならない。

， ， ，民間事業者が 法務局の指定する期限までに支払わない場合は 民間事業者は

法務局に対し，期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ

年５パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。

ただし，民間事業者が支払うべき遅延利息に１００円未満の端数がある場合に

はこれを切り捨て，遅延利息が１００円未満である場合には支払を要しないもの

とする。

ａ 公正取引委員会が民間事業者又はその代理人に対して独占禁止法第７条の２第

１項及び第７項の規定による納付命令を行い，当該納付命令が確定したとき又は

同法第６６条第４項の規定による審決において独占禁止法の規定に違反する行為

があったことが明らかにされたとき。

ｂ 上記ａの納付命令又は審決において，民間事業者が違反行為の首謀者であるこ

とが明らかになったとき。

ｃ 民間事業者が法務局に対し，独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の

誓約書を提出しているとき。

(ｴ) 民間事業者は，契約の履行を理由として，上記(ｲ)及び(ｳ)の違約金を免れるこ

とはできない。

(ｵ) 上記(ｲ)及び(ｳ)の規定は，次の(ｶ)に定める損害の額が違約金を超過する場合

において，法務局がその超過分の損害につき請求することを妨げない。

(ｶ) 民間事業者は，上記サに該当する事由により法務局に損害を与えたときは，そ

の損害を賠償しなければならない。

， 。(ｷ) 上記(ｱ)から(ｶ)の規定は 本契約の履行が完了した後においても効力を有する

ス 業務途中における入札参加グループからの脱退

代表企業及びグループ企業は，本業務を完了する日までは入札参加グループから
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脱退することはできない。

セ 業務途中における参加企業の破産又は解散に対する処置

， ，参加企業のうち いずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては

法務局の承認を得て，残存参加企業が共同連帯して当該参加企業の分担業務を完了

するものとする。

ただし，残存参加企業のみでは適正な履行の確保が困難なときは，残存参加企業

全員及び法務局の承認を得て，新たな構成員を当該入札参加グループに加入させ，

当該参加企業を加えた参加企業が共同連帯して破産又は解散した参加企業の分担業

務を完了するものとする。

ソ 委託内容の変更

法務局及び民間事業者は，本業務の質の向上の推進，又はその他やむを得ない事

由により本契約の内容を変更しようとする場合は，あらかじめ変更の理由を書面に

よりそれぞれの相手方へ提出し，それぞれの相手方の承諾を得なければならない。

タ 設備更新の際における民間事業者への措置

実施期間中に設備が更新される際は，更新機器について民間事業者へ通知すると

ともに，契約変更を行う場合がある。

チ 契約の解釈

本契約に関して疑義が生じた事項については，その都度，民間事業者と法務局が

協議するものとする。

７ 公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害

を加えた場合において，その損害の賠償に関し契約により当該公共サービス実施民間

事業者が負うべき責任（国家賠償法（昭和２２年法律第１２５号）の規定により国の

行政機関等が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む ）。

に関する事項

民間事業者又はその職員その他の本業務に従事する者が，故意又は過失により，本

業務の受益者等の第三者に損害を加えた場合には，次に定めるところによるものとす

る。

（１） 法務局が国家賠償法第１条第１項等に基づき当該第三者に対する賠償を行った

ときは，法務局は当該サービス実施民間事業者に対し，当該第三者に支払った損

（ ，害賠償額 当該損害の発生について法務局の責めに帰すべき理由が存する場合は

法務局が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る ）について求償する。

ことができる。

（２） 民間事業者が民法（明治２９年法律第８９号）第７０９条等に基づき当該第三

者に対する賠償を行った場合であって，当該損害の発生について法務局の責めに

帰すべき理由が存するときは，当該民間事業者は法務局に対し，当該第三者に支

払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求

償することができる。


