
別表１－１
共同管理業務の区分・範囲

業務区分・範囲 内容

防火管理（消防に関する監督官庁へ
の届出を含む）

施設ごとに防火管理者を選任するとともに、複合施設を一
つの防火対象物と見なし、共同防火管理協議会を設立し、
丁を総括防火管理者として、甲、乙、丙、丁、戊が協力して
防火管理を実施する。

自家用電気工作物の管理
甲、乙、丙、丁、戊は、大阪市自家用電気工作物保安規程
を遵守し、丁を電気主任技術者代行者として、大阪市総括
電気主任技術者の指揮命令に属する。

建築物環境衛生管理
複合施設を一つの建物とみなし、乙を建築物環境衛生管
理技術者として、甲、乙、丙、丁、戊が協力して実施する。

建物管理に関する法的義務
建物台帳の管理（図面・建築確認通知等各種届出）など、
甲、乙、丙、丁、戊が協力して行う。

その他　建物に係る監督官庁への届出 甲、乙、丙、丁、戊が協力して実施する。

光熱水費の負担 甲、乙、丙、丁、戊が協力して実施する。

熱源空調保守点検 甲、乙、丙、丁、戊が協力して実施する。

植木剪定業務 甲、乙、丙、丁、戊が協力して実施する。

受水槽清掃業務
飲料水水質検査
簡易専用水道定期検査業務

甲、乙、丙、丁、戊が協力して実施する。

ごみ収集業務 甲、乙、丙、丁、戊が協力して実施する。

中央監視盤保守点検 甲、乙、丙、丁、戊が協力して実施する。

消防設備点検 甲、乙、丙、丁、戊が協力して実施する。

電気設備点検 甲、乙、丙、丁、戊が協力して実施する。

機械警備業務 甲、乙、丙、丁、戊が協力して実施する。

空気環境測定 甲、乙、丙、丁、戊が協力して実施する。

清掃業務（３者共用） 甲、乙、丙、丁、戊が協力して実施する。

清掃業務（２者共用） 甲、乙、丙、丁、戊が協力して実施する。

エレベーター保守点検 甲、乙、丙、丁、戊が協力して実施する。

電動シャッター管理業務 甲、乙、丙、丁、戊が協力して実施する。

自動ドア保守点検 甲、乙、丙、丁、戊が協力して実施する。

空調設備保守点検 甲、乙、丙、丁、戊が協力して実施する。

湧水槽・雨水槽の清掃 甲、乙、丙、丁、戊が協力して実施する。

特殊建築物等定期点検 甲、乙、丙、丁、戊が協力して実施する。

汚水雑排水槽の清掃 甲、乙、丙、丁、戊が協力して実施する。



鶴見複合施設共同管理項目と負担割合 別表１－２

管理区分

区民センター 図書館 自転車駐車場

鶴見区役所 教育委員会事務局 建設局

センター指定管理者 図書館 自転車駐車場指定管理者

専用 4466.15 1229.59 603.96
共用(２施設共用） 532.62 146.74
共用(３施設共用） 349.30 96.24 47.26
計 5348.07 1472.57 651.22
面積比（２者） 78 22
面積比（３者） 71 19 10

按分比率等

契約担当者 支払担当者 備考

基本料金

電力量料金

水道料金 使用料金 センター指定管理者 センター指定管理者 支払担当者から、各施設管理者に請求

78 22 センター指定管理者 センター指定管理者 支払担当者から、各施設管理者に請求

78 22 センター指定管理者 センター指定管理者 支払担当者から、各施設管理者に請求

71 19 10 センター指定管理者 センター指定管理者 支払担当者から、各施設管理者に請求

34 33 33 図書館 各施設 委託業者から、各施設管理者に請求

50 50 センター指定管理者 センター指定管理者 支払担当者から、施設管理者に請求

71 19 10 図書館 各施設 委託業者から、各施設管理者に請求

71 19 10 センター指定管理者 センター指定管理者 支払担当者から、各施設管理者に請求

71 19 10 ― ― 主管局から都市整備局に予算配付

50 50 センター指定管理者 センター指定管理者 支払担当者から、各施設管理者に請求

78 22 図書館 各施設 委託業者から、各施設管理者に請求

71 19 10 図書館 図書館

78 22 図書館 図書館

78 22 センター指定管理者 センター指定管理者 支払担当者から、各施設管理者に請求

78 22 図書館 各施設 委託業者から、各施設管理者に請求

71 19 10 図書館 各施設 委託業者から、各施設管理者に請求

78 22 センター指定管理者 センター指定管理者 支払担当者から、各施設管理者に請求

71 19 10 センター指定管理者 センター指定管理者 支払担当者から、各施設管理者に請求

71 19 10 ― ― 主管局から都市整備局に予算配付

100 自転車駐車場指定管理者 自転車駐車場指定管理者 ―

注）按分費は原則、専用部分の面積比とする。
※１　不具合があった場合にスポットで対応する
※２　実施については、主管局及び管理者で協議の上、決定する
※３　汚水雑排水槽の清掃については、区民センター、図書館は使用しないため、自転車駐車場の管理者が単独で行う

空気環境測定

清掃業務（２者共用）

主管局から教育委員会事務局に予算配付

電動シャッター管理業務※１

エレベーター保守点検

清掃業務（３者共用）

汚水雑排水槽の清掃※３

湧水槽・雨水槽の清掃※２

特殊建築物等定期点検

空調設備保守点検

施設

主管局

管理者

面積

共同管理項目

熱源空調保守点検

植木剪定業務

センター指定管理者

按分比率

全体電気使用量従量料金×各施設の個別電気使用量÷全体電気使用量
電気料金

全体電気使用基本料金×各施設の個別電気使用量÷全体電気使用量

全体水道使用料金×各施設の個別水道使用量÷全体水道使用量

ごみ収集業務

自動ドア保守点検

支払担当者から、各施設管理者に請求センター指定管理者

中央監視盤保守点検

消防設備点検

受水槽清掃業務
飲料水水質検査

簡易専用水道定期検査業務

ガス料金

電気設備点検

機械警備業務















別表２

業務内容 作業・設備の概要 実施回数 主幹部署

室内空気環境測定

関係法令に基づき適正な測定を行い、室内空気室の状態を把握し、空気調査設
備等の適切な管理による健康被害の発生防止に努めること。
【１階】
・図書館閲覧室、図書館事務室、区民センター事務室、アトリエ、エントランスホー
ル、外気
【２階】
・大ホール、小ホール、控室
【３階】
・集会室
（センター指定管理者負担参考金額：令和元年度115,830円）

2ヶ月に1回 図書館

残留塩素測定
関係法令に基づき適正な方法で検査し、含有率を規定以上に保持すること
（センター指定管理者負担参考金額：令和元年度115,830円）

週1回以上 図書館

６ヶ月以内に１回

（年２回）

排水槽の清掃 指定管理者負担なしのため記載省略 年1回 駐輪場

定期点検及び保守点検
・舞台吊物装備一式

年1回 区民センター

上記の設備を利用する場合、利用者が技術者の派遣を希望すれば事業者を紹介
し、希望しない場合は、安心・安全に利用できるよう機器操作及び施設設備の特
性について事前説明を行うとともに、機器等の使用に伴って損害等が発生した際
の責任の所在を、確認書の提出等によりあらかじめ明確にした上で利用者立ち合
いのもと、使用後の設備、機器等の不具合の有無を確認すること

適宜 区民センター

ピアノ調律業務一式
・フルコンサートピアノ（カワイEX)
・セミコンサートピアノ（カワイCA-70）
・アップライトピアノ（カワイK-71)

年1回 区民センター

上記の設備を利用する場合、利用者が技術者の派遣を希望すれば事業者を紹介
し、希望しない場合は、安心・安全に利用できるよう機器操作及び施設設備の特
性について事前説明を行うとともに、機器等の使用に伴って損害等が発生した際
の責任の所在を、確認書の提出等によりあらかじめ明確にした上で利用者立ち合
いのもと、使用後の設備、機器等の不具合の有無を確認すること

適宜 区民センター

スライディングウォール保守点検業
務

良好な運動状態に保つ様、各部の点検、給油、調整
・大ホール　パネル、レール点検作業（パネル17面　レール24.7ｍ）
・控室１・２　パネル、レール点検作業（パネル5面　レール11.3ｍ）
・集会室１・２　パネル、レール点検作業（パネル５面　レール11.5ｍ）

年1回 区民センター

電気および機械設備保安点検業務
鶴見区役所市民協働課から都市整備局に業務代行料とは別に支払い
点検時の立会及び消耗・破損等による障害の未然防止、製品の寿命を保持する
ための維持管理

年1回 都市整備局

電気工作物保安管理業務
鶴見区役所市民協働課から都市整備局に業務代行料とは別に支払い
点検時の立会及び消耗・破損等による障害の未然防止、製品の寿命を保持する
ための維持管理

月1回 都市整備局

熱源機器・空調設備保安点検業務

常時正常に稼働可能な状態に保つ様、設備の点検及び維持管理に伴う材料の購
入設置
・直焚き式吸収式令温水器２台、冷却塔２台、膨張タンク２台、薬注装置１台、冷温
水ヘッダー４台、冷却水ポンプ７台、空気調和機１３台、送風機３９台、ファンコイル
ユニット（天吊り）４台、ファンコイルユニット（カセット）２２台、全熱交換機扇２８台、
フィルター洗浄一式

年1回 区民センター

消防設備点検業務
消防法施行規則第３１条の四に定める消防用設備一式の保守点検
消防設備が稼働可能な状態に保つ様、設備の点検及び維持管理

年2回 区民センター

受水槽水質検査・高架水槽清掃業
務

有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため貯水槽の点検・清掃
【地下１階】
・受水槽　　16.5㎥　FRP製　２槽式
・雑用水槽　17㎥　　FRP製　２槽式
（センター指定管理者負担参考金額：飲料水水質検査に同じ）

年1回 図書館

６ヶ月以内に１回

（年２回）

昇降機点検業務

関係法令に基づく定期点検・遠隔監視・巡回点検・緊急対応
消耗・破損等による障害の未然防止など湯根に安全有効に稼働可能な状態に保
つ様、設備の維持管理
・乗用エレベーター２台一式（三菱輸送機1000㎏15人乗り　60ｍ/min)
・荷物用エレベーター１台一式（三菱輸送機3000㎏ 45ｍ/min)

月１回 区民センター

自動扉点検業務

関係法令に基づき適正な方法で検査し、消耗・破損等による障害の未然防止など
の常に安全有効かつ効率的な稼働運転が図れるよう機器の性能維持及び緊急対
応
・自動扉28台　POG契約
（センター指定管理者負担参考金額：令和元年度92,886円）

年4回 図書館

シャッター設備点検業務 不具合があった場合にスポットで対応する 年1回 図書館

飲料水水質検査 図書館

害虫駆除業務 区民センター
関係法令に基づき、害虫等の発生及び侵入の防止、駆除について、殺虫剤散布
などの手段により適正に実施すること。

関係法令に基づき適正な方法で検査
【地下１階】
・受水槽　　16.5㎥　FRP製　２槽式
・雑用水槽　17㎥　　FRP製　２槽式
（センター指定管理者負担参考金額：令和元年度35,530円）

ピアノ保守点検業務

舞台設備（舞台吊物装置等）点検



別表２

業務内容 作業・設備の概要 実施回数 主幹部署

可動席点検業務

常に良好な状態で装置を有効に活用し、かつ装置の正常運転できる様に維持管
理
万一の故障の際は、緊急作業として直ちに技術者を派遣し、迅速に修理
・電動式椅子付移動観覧席　RCS-2272変形

年1回 区民センター

中央監視盤点検業務

関係法令に基づき適正な方法で検査し、消耗・破損等による障害の未然防止など
の常に安全有効かつ効率的な稼働運転が図れるよう機器の性能維持
・対象設備については別表３
（センター指定管理者負担参考金額：令和元年度1,368,048円）

年1回 図書館

清掃、定期点検、故障修理及び維持管理
【大ホール・小ホール共通】
・音響調整卓、入出力パッチ架、機器収納架、録音再生ワゴン、下手袖操作架、ス
ピーカ、インカム設備、カラーカメラ、モニターテレビ、難聴者用補助設備
【大ホール】
・３点吊マイク装置

年1回 区民センター

上記の設備を利用する場合、利用者が技術者の派遣を希望すれば事業者を紹介
し、希望しない場合は、安心・安全に利用できるよう機器操作及び施設設備の特
性について事前説明を行うとともに、機器等の使用に伴って損害等が発生した際
の責任の所在を、確認書の提出等によりあらかじめ明確にした上で利用者立ち合
いのもと、使用後の設備、機器等の不具合の有無を確認すること

適宜 区民センター

消耗・破損等による障害の未然防止、製品の寿命を保持するための保守点検及
び維持管理
【大ホール】
・主観・調光盤７面、調光ユニット１４６式、パレータスGX１卓、舞台袖リモコン２面
【小ホール】
・主観・調光盤２面、調光ユニット４７式、パステル１卓、舞台袖リモコン
ハロゲン電球を含む照明器具が常に良好な状態で稼働できるよう交換

年1回 区民センター

上記の設備を利用する場合、利用者が技術者の派遣を希望すれば事業者を紹介
し、希望しない場合は、安心・安全に利用できるよう機器操作及び施設設備の特
性について事前説明を行うとともに、機器等の使用に伴って損害等が発生した際
の責任の所在を、確認書の提出等によりあらかじめ明確にした上で利用者立ち合
いのもと、使用後の設備、機器等の不具合の有無を確認すること

適宜 区民センター

簡易専用水道定期検査業務
関係法令に基づき適正な方法で検査
日常的に給水栓水の色、濁り、におい等を確認
（センター指定管理者負担参考金額：飲料水水質検査に同じ）

年1回 図書館

パッケージエアコン設備保守点検
定期点検を行い、常時正常運転できる様に維持管理
・ビル用マルチ（室外機３台、室内機３０台）一式
・パッケージエアコン（天井カセット１台）一式

６ヶ月以内に１回
（年２回）

区民センター

特定建築物等定期点検
鶴見区役所市民協働課から都市整備局に業務代行料とは別に支払い
点検時の立会及び消耗・破損等による障害の未然防止、製品の寿命を保持する
ための維持管理

年1回 都市整備局

※契約、支払、負担割合は別表１－２の鶴見複合施設協働管理項目と負担割合を参照してください。

※主幹部署が「図書館」の業務については「センター指定管理者負担参考金額」を記載していますが、各年度ごとに契約するため令和３

年度以降は変動します。

照明設備・調光装置点検業務

音響・映像設備点検業務




