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第１章 総則 
【適 用】 
第１条 この特記仕様書は、薩摩川内市（以下「本市」という。）が発注する「薩

摩川内市次世代エネルギー政策理解促進に係る次世代エネルギー導入Ｆ／Ｓ

調査業務委託」（以下「本業務」という。）に適用する。 
 
【目 的】 
第２条 川内駅東口に、公共・民間が一体となって「新たな賑わい創出」を目

的に、コンベンション機能を核とする複合施設（以下「対象施設」という。）

を整備し、人・モノ・情報の交流拡大を図り、派生する経済効果や新しいネ

ットワークの形成を促すことで、市域の産業・経済活動を活性化させ、本市

の魅力向上を目指している。 
対象施設の整備は、民間活力を活用することを目的に PFI により整備する

こととし、すでに PFI 事業者が選定されたところである。 
本市では、エネルギーに関する基本的な方針として、次世代エネルギーに関

する理解向上や関連産業の振興などを進めることとしており、この取組の一層

の推進のためには、本市の玄関口である川内駅に隣接して整備される対象施設

においても、次世代エネルギーの導入を進め、市民や来訪者が次世代エネルギ

ーの活用の意義や有効性の理解促進を図る必要がある。 
本業務では、対象施設に導入可能な次世代エネルギー設備の検討を行うとと

もに、導入による環境面・経済面での効果を明らかにし、啓発設備や施設見学

会等を通じて広く周知することで、市民はもとより来訪者に対しても次世代エ

ネルギーに対する理解促進を図り、まちの魅力向上に繋げるための整備に向け

たＦ／Ｓ調査を行うことを目的とする。 
 
【対象範囲】 
第３条 本業務の対象範囲については、薩摩川内市内とする。 
 
【業務の概要】 
第４条 本業務の業務概要は、以下のとおりとする。業務内容については、「第

２章 業務内容」に記載する。 
（１）建築条件調査 

  （２）導入システムの整備内容の検討 
  （３）地中熱の熱応答試験 
  （４）システム導入可能性調査 

（５）総合検討 
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【履行期間】 
第５条 本業務の契約締結の翌日から平成３１年２月２８日までとする。 
 
【受注者の義務】 
第６条 受注者は、本業務の履行にあたり、業務の目的・趣旨等を十分に理解

した上で、本仕様書及び関係法令、基準、規定等を遵守し、最高の知識、

知見を発揮して業務を遂行しなければならない。 
 ２ 本仕様書及び添付図書は、本業務に必要な基礎的事項のみを示したもの

であり、これらに記載されていない事項であっても、必要と認められるも

のについては、受注者が責任をもって充足しなければならない。 
 ３ 受注者は、本業務の実施にあたり、本市と詳細な協議を行い、本市の承

認を受けた後、作業を進めるものとし、本市と綿密な連絡を取り、業務を

遂行しなければならない。 
 
【関係法規等】 
第７条 本業務の実施にあたっては、本特記仕様書のほか、国・県・市等の上

位計画、指導・通達との整合を図るものとする。 
 
【秘密の厳守】 
第８条 受注者は、本業務で知り得た全ての事項について秘密を厳守し、本市

の承認なしに他に漏らしたり、転用したりしてはならない。 
 ２ 受注者は、成果品を他人に閲覧させ、複写又は譲渡してはならない。た

だし、本市の承認を得たときは、この限りではない。 
 
【疑 義】 
第９条 受注者は、本業務について不明な点、又は疑義を生じた場合は、本市

の指示を受けるものとし、その時期を逸して手戻りにならないようにしな

ければならない。 
 
【管理技術者】 
第１０条 受注者は、本業務における管理技術者を定め本市に通知するものと

する。 
 ２ 管理技術者は、契約図書等に基づき業務の技術上の管理を行うものとす

る。 
 ３ 管理技術者に委任できる権限は契約書第１０条第２項に規定した事項と

する。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合には

本市に書面をもって報告しない限り管理技術者は受注者の一切の権限（契

約書第１０条第２項の規定により行使できないとされた権限を除く）を有



3 
 

するものとされ発注者は、管理技術者に対して指示等を行えば足りうるも

のとする。 
 ４ 管理技術者は、監督職員が指示する関連業務等の受注者と十分協議の上、

相互に協力し業務を実施しなければならない。 
 ５ 受注者又は管理技術者は、屋外における設計業務等に際しては使用人等

に適宜、安全対策、環境対策、衛生管理、受注者の行うべき地元関係者に

対する応答等の指導及び教育を行うとともに、本業務が適正に遂行される

ように管理及び監督しなければならない。 
 ６ 管理技術者は、契約書第９条第４項に規定する照査結果の確認を行わな

ければならない。 
 
【照査技術者】 
第１１条 受注者は、本業務における照査技術者を定め本市に通知するものと

する。 
 ２ 照査技術者は、照査計画を作成し、業務計画書に記載し、照査に関する

事項を定めなければならない。 
 ３ 照査技術者は、本仕様書又は監督職員の指示する業務の節目毎にその成

果の確認を行うとともに、照査技術者自身による照査を行わなければなら

ない。 
 ４ 照査技術者は、業務完了に伴って照査結果を照査報告書としてとりまと

め照査技術者の署名捺印のうえ管理技術者に差し出すものとする。 
 ５ 照査技術者と管理技術者を兼ねることはできない。 
 
【担当技術者】 
第１２条 受注者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その

氏名その他必要な事項を監督職員に提出するものとする。 
 ２ 担当技術者は、仕様書等に基づき適正に業務を実施しなければならない。 
 ３ 担当技術者は照査技術者を兼ねることはできない。 
 
【業務計画書】 
第１３条 受注者は、契約締結後、業務の着手に先立ち、以下の各号に掲げる

関係書類を遅延なく監督職員に提出し、承諾を受けるものとする。また、

業務の区切りにおいて、調査の進捗を逐次報告するものとする。 
（１）本業務の実施方針 
（２）調査の内容 
（３）調査の実施方法 
（４）効果検証項目 
（５）効果検証の方法 



4 
 

（６）工程表 
（７）業務組織計画 
（８）打合せ計画 
（９）連絡体制 
（１０）成果品 
（１１）その他 

 
【協 議】 
第１４条 業務着手時及び実施中における協議・打合せは綿密に行うものとし、

業務実施中における協議は、着手時１回、中間４回、成果品納入時１回の

計６回を予定している。ただし、本市の指示又は受注者からの申し入れに

より随時実施するものとする。 
 ２ 受注者は、その協議事項について記録し、次回の打合せの際、相互に確

認するものとする。 
 ３ 業務着手時及び成果品納品時には本業務の責任者が立会うものとする。 
 
【業務の再委託】 
第１５条 受注者は、業務の実施に際し、再委託を行う場合は主たる業務を除

くものとし、再委託承諾申請書を提出し、本市の承諾を得るものとする。 
 
【図書の貸与】 
第１６条 受注者は、業務の実施に際し、必要な図書資料等を本市の承諾を受

け借り受けるものとする。 
 ２ 受注者は、貸与された関係書類を外部に漏らしてはならず、業務完了後

は速やかに返還しなければならない。 
 ３ 受注者は、業務に文献等その他の資料を引用する場合、その出典名を必

ず明記するものとする。 
 
【土地への立ち入り】 
第１７条 受注者は、本業務を遂行するため、私有地又は公有地に立ち入る場

合は、関係者と十分な協議を行い、業務が円滑に遂行するよう努めなけれ

ばならない。 
 ２ 受注者は、本市に対して土地の立入りのための身分証明書の交付を請求

できるものとし、受注者からその請求があった場合には、身分証明書を交

付するものとする。 
 ３ やむを得ない理由等により立入りが不可能となった場合は、受注者は直

ちに本市に報告し、協議するものとする。 
 



5 
 

【不測の事態の発生】 
第１８条 本業務の遂行中、不測の事態（事故、地域住民とのトラブル等）が

発生した場合は、速やかに本市に連絡を取り、指示を仰ぐものとする。 
 
【安全管理】 
第１９条 本業務を遂行するにあたり関係法規・法令等を遵守し、安全管理に

ついては十分に注意するものとする。 
 
【契約変更】 
第２０条 本業務は、公募型プロポーザル発注方式で契約するものであり、受

注者が企画提案の段階において本業務内で想定するリスク（履行期間内に

おける業務費の増加又は履行期間延長等を招く不確定要因）を洗い出し、

その性質を把握することを求めるため、発注者から変更指示した場合、発

注者がリスクを負担すべき事象が発生した場合等（自然災害等）を除き、

原則、業務委託契約の変更は行わない。詳細は、以下のリスク分担表によ

るものとする。 
 
リスク分担表 

 

○：リスクが顕在化した場合に、原則として負担を負う。 
△：リスクが顕在化した場合の負担が、原則として主負担者に比べて小さい。 

市 受注者

データ提供
過去のデータ、既存施設の利用状況等データの提供
の遅れがあった場合

○

調査・検討を継続中に、新たな種類の調査・分析、企
業等への聞取り調査等が追加となった場合

△ △ 双方協議

専門家・住民団体・市民の意見等により追加調査が
必要となった場合

○

業務の遅延 関係機関協議に時間を要し、工程が遅延した場合 △ △ 双方協議

本事業の中止・延期 市の施策方針転換に伴う業務の変化等 ○
政策変更等に
よるもの

住民対応 調査地点及び近傍住民トラブルによる調査遅延等 ○

不可効力リスク

暴風・豪雨・洪水・地震・落盤・落雷等の自然災害及
び戦争・騒乱・暴動その他の人為的な現象によるも
の。ただし、自然災害に関しては、計画段階で想定し
ている範囲のものは除く。

○ △

リスクの種類 リスクの内容
負担者

備考

追加調査等
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【受注者側の審査】 
第２１条 受注者は、本業務の履行にあたり、業務の高い質を確保することに

努めるとともに、成果品等を提出する際には、審査を実施しなければなら

ない。 
 
【検 査】 
第２２条 受注者は成果品の引渡しにあたっては期限を遵守し、かつ本市の検

査を受けなければならない。 
 ２ 成果品の検査において、訂正を指示された場合は、直ちに訂正しなけれ

ばならない。 
 ３ 成果品の引渡し後において、受注者の責任に帰すべき誤りが発見された

場合は、受注者の責任において所要の訂正又は修正を行わなければならな

い。 
 
【個人情報の取扱い】 
第２３条 受注者は、本業務にあたっては、以下の各号を遵守しなければなら

ない。 
（１）本業務上において取得した個人情報の機密保持に関し、個人情報の漏え

い、滅失又は破損の防止その他の適切な措置を講じること。 
（２）再委託を行う際は、個人情報の適切な管理を行う能力を有するものに行

うものとし、あらかじめ監督職員の承諾を得ること。 
（３）本業務の利用目的以外に利用しないこと。 
（４）個人情報の漏えい等の事案が発生した場合、速やかに監督職員に報告を

行い、被害の拡大防止、復旧等のために必要な措置を講じること。 
（５）本業務期間終了後、個人情報が記載されている媒体が不要となったとき

は、個人情報の復元、又は判読が不可能な方法により情報の消去又は廃棄を

行うこと。 
（６）本市が貸与した個人情報は、本業務期間満了後、速やかに返却すること。 
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第２章 業務内容 
【関係法令・条例等の遵守】 
第２４条 受注者は、以下の法令・条例のほか、本業務の実施にあたり必要と

される関係法令及び条例等を遵守すること。なお、最新のものを参照するこ

と。 
（１）電気事業法 
（２）電気用品安全法 
（３）工業標準化法 
（４）建築基準法 
（５）消防法 
（６）省エネ法 
（７）測量法 
（８）労働安全衛生法 
（９）都市計画法 
（１０）景観法 
（１１）道路法 
（１２）道路交通法 
（１３）建設業法（昭和 24 年法律第 100 号） 
（１４）薩摩川内市景観条例 
（１５）薩摩川内市火災予防条例 
（１６）温対法 
（１７）環境基本法 
（１８）薩摩川内市環境基本条例 
（１９）その他、本業務の履行に際して必要となる法令及び条例等 
 
【適用基準】 
第２５条 本仕様書にない事項については、原則として以下の基準による。な

お、最新のものを参照すること。 
（１）電気設備技術基準 
（２）日本工業規格（ＪＩＳ） 
（３）その他、本業務の履行に際して必要となる基準等 
 
【業務項目】 
第２６条 本業務の業務項目については、以下のとおりとする。 
（１）計画準備 

本業務を円滑かつ確実に実施するために必要となる業務の実施方法、実施体

制、各作業工程・順序及び人員編成等について、各作業工程が円滑に進捗する

ように計画し、業務計画書を作成する。 



8 
 

（２）建築条件調査 

対象施設の整備内容及び整備工程について、PFI 事業者からの情報提供を基

に把握する。 

① 施設概要調査 

施設の整備内容について、施設規模、空調面積、開館時間・日数等の把

握を行う。また、施設に導入を予定している設備の内容について、熱源系

統、配管系統、機械設備、電気設備、消防設備等の機器の配置及び仕様の

把握を行う。 

② エネルギー消費量の推計 

対象施設のエネルギー消費量について、施設概要調査の把握結果に基づ

いて推計を行う。エネルギー消費量の推計は、年間の総消費だけでなく、

季節別（暖房期、冷房期、中間期）・時間別（平日・休日別、時間別）、用

途別（冷房、暖房、給湯、動力、コンセント等）、種類別（電気、ガス、

その他燃料等）に推計を行う。 

 

（３）導入システムの整備内容の検討 

対象施設については、施設の基本計画の検討が完了し実施設計等が開始され

た条件下で、再生可能エネルギー等の導入可能性を検討するものであるため、

施設の整備内容に著しい変更を要しないと想定される太陽光発電、地中熱利用、

自立電源式照明灯、蓄電池及び BEMS によるシステムを基本として検討を行う。 

① 技術調査 

導入対象となる各システムの技術動向について調査を行い、対象施設へ

の適用性等を整理する。 

② 設備構成及び規模の検討 

太陽光発電システム等を基本に、対象施設に適用可能な設備構成及び規

模を検討する。各設備の規模は、施設概要調査で把握した空調負荷や BCP

負荷を踏まえて設定する。 

また、エネルギー管理システム（BEMS）の概要及び来訪者への見える化

を行うためのビジョン及びそのコンテンツの検討を行う。 

③ 設備の配置検討 

PFI 事業者が進める設計条件（平面図、配置図等）との整合を図りつつ、

導入する設備の配置を検討する。 
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（４）地中熱の熱応答試験 

地中熱空調システムの整備にあたり、当該地での採熱の可能性について把握

するための熱応答試験を実施する。 

調査地点 1 箇所 

※本市との協議により決定する。 

対象深度 100m（φ150mm） 

調査内容 ・地質情報（既往の文献及び対象施設整備のボーリング調査結

果より） 

・地下水位 

・熱応答試験（全体の平均的な有効熱伝導率） 

・熱応答試験結果に基づく単位長さあたりの熱交換量（Ｗ／ｍ） 

・設備容量の算定と計画 

 

（５）システム導入可能性調査 

① 概略図の作成 

導入する設備構成及び配置の検討結果を踏まえ、各設備の配置図等を 

作成する。概略図は、PFI 事業者から提供を受けた平面図等に各設備の想

定される規模等を踏まえたものとする。 

② 設備仕様の設定と概算費用の推計 

本検討において整備対象とする設備の仕様を設定する。検討のレベルは、

設備整備のための見積徴収が可能なものとし、整備に必要となる機器、配

管・配線等を含む。 

設定した設備仕様に基づき概算費用の推計を行う。 

③ 概略工程計画の立案 

本市が提供する対象施設の工事工程を踏まえ、整備対象とする設備の 

概略工程計画を立案する。工程計画の立案にあたっては、整備対象設備が

別途補助事業を活用した整備を行うことを前提に、対象施設の工事とは明

確に区分できるように施工時期や施工範囲の検討を行う。 

④ 効果の推計 

環境面等での効果推計として、温室効果ガス排出量の削減、化石資源 

の削減量、エネルギー自給率、再生可能エネルギー導入率、防災機能の向

上などを、可能な限り定量化して推計する。 

経済面の効果推計として、導入設備の整備費、エネルギー効率の向上 

等による燃料調達費の削減（収入とみなす）、燃料調達及び維持管理等の
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支出を想定し、キャッシュフローにより投資回収の検討を行う。 

 

（６）総合検討 

本検討において整備対象とする設備の整備上の課題等を総合検討としてと

りまとめる。 

設備導入を実現するにあたっての技術的な課題となる設計上、施工上、工程

計画上の留意点のほか、課題となり得る法律的、経済的な条件について、整理

を行い、課題解決の可能性について整理する。 

 

（７）協議打合せ 
  業務着手時及び実施中は、本市及び PFI 事業者と協議・打合せを綿密に行

い、その内容について記録し、相互に確認する。各業務を円滑に実施するた

め、常に綿密な連絡をとり、適宜、協議打合せを行う。 
  また、情報や進捗の共有を図るため、本市と PFI 事業者が実施する工程会

議等には毎回参加するものとする。 
 
（８）報告書の作成 
  本業務における調査・検討の結果をとりまとめ、業務報告書を作成する。 
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第３章 成果品 
【成果品】 
第２７条 本業務における成果品は、以下のとおりとする。 

名称 提出部数 備考 

① 業務報告書 5 部 パイプ式ファイル綴じ 
② 関係機関との協議記録 1 部 

① 業務報告書と別冊として

提出 
③ 打合簿 1 部 
④ 各種技術資料・検討記録 1 部 
⑤ その他監督職員が指示するもの 必要部数 監督職員の指示による 
⑥ 業務報告書（電子データ） 1 式 DVD-R 
※提出の際は監督職員に確認のうえ、提出すること。 
 
【成果品の提出】 
第２８条 完成通知書とともに、前条に示した成果品一式を提出するものとす

る。提出場所は、薩摩川内市 商工観光部 次世代エネルギー課とする。 
 
【留意事項】 
第２９条 留意事項 
（１）電子データの使用プログラムについては、事前に監督職員と協議するこ

と。 
（２）地中熱の熱応答試験のボーリング箇所については、打合簿により本市の

承認を得ること。 
 
 
 


