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 三原市は，「住宅に困窮する者に対して低廉な家賃で賃貸し，又は転貸することにより，生活

の安定と社会福祉の増進に寄与する」及び「優良な賃貸住宅を供給することにより，定住の促進

を図る」という市営住宅及びその共同施設（以下「市営住宅等」という。）の設置趣旨に沿った

管理業務を効果的・効率的かつ安定的に行うため，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

４４条の２第３項及び三原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年三

原市条例第２８７号。以下「指定手続条例」という。）の規定により，市営住宅等の管理に関す

る業務を行う指定管理者の候補者を募集します。 

 

第１ 管理運営の基本方針 

 指定管理者は，市営住宅等の管理業務の遂行に当たり，次の基本方針に基づいて行うことにな

ります。 

 (1)  関係法令，条例，規則等を遵守し，市営住宅等の設置目的に沿った管理運営を行う。 

 (2)  入居者の平等な利用を確保し，差別的な取扱いをしない。 

 (3)  入居者の意見・要望を適切に管理運営に反映し，サービス向上に努める。 

 (4)  費用対効果の高い効率的・効果的な管理運営に努める。 

 

第２ 対象となる施設の概要（令和４年４月１日現在） 

 (1)  団地数   三原市営旭町住宅(三原市旭町１丁目４番) 外４５団地 

 (2)  管理戸数   １，４３８戸 

  ※ 所在地及び管理戸数等の詳細は，【添付資料１】「三原市営住宅一覧表」及び【添付 

   資料２】「三原市営住宅位置図」を参照してください。 

  ※ なお，指定管理期間中に「三原市住宅長寿命化計画」に基づく建替え及び用途廃止によ

り，管理戸数，附帯設備等に変更が生じる可能性があります。 

    指定管理期間中は，管理戸数の増減による指定管理料の変更は原則行わないこととします。 

 (3)  用語の定義について 

   本募集要項で用いられる用語の定義は，次のとおりです。 

  ア 市営住宅  三原市営住宅設置，整備及び管理条例（平成１７年三原市条例第２４７

号）・三原市単独住宅設置及び管理条例（令和２年三原市条例第２８号）に

定める，市営住宅，改良住宅，特定公共賃貸住宅，単独住宅と住宅に付帯す

る施設・設備の総称です。 

  イ 団  地  市営住宅群の総称で，「市営○○住宅」（単独住宅にあっては，「市単独

         〇〇住宅」）という名称が，それぞれに付されています。 

  ウ 共同施設  団地内に設置されている児童遊園，集会所，通路，駐車場等の総称です。 

  エ 家 賃 等  住宅使用料及び駐車場使用料の総称です。 

 

第３ 運営に係る事項 

   過去４か年の募集戸数等の実績は，次のとおりです。 

項目 平成30年度 平成31年度 令和２年度 令和３年度 

募集戸数（戸） 136 249 249 205 

申込者数（人） 69 64 64 62 

新規入居戸数（戸） 36 36 35 29 

退去戸数（戸） 66 70 70 82 
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各種届出件数（件） 346 346 392 407 

督促・催告・通告（件） 1090 1070 942 842 

住宅巡回数（回） 911 961 953 960 

現地訪問（回） 632 476 506 467 

修繕件数（件） 721 626 685 632 

保守管理（件） 236 148 144 143 

入居相談（件） 204 165 192 162 

苦情対応（件） 67 31 59 19 

緊急対応（件） 102 74 142 122 

 

第４ 管理に当たっての条件 

１ 指定管理者が行う管理業務の範囲 

  指定管理者が行う管理業務の範囲は，次に掲げるとおりとし，その具体的な内容は別添「三

原市営住宅等指定管理業務仕様書」を参照してください。 

 (1)  入居者管理に関する業務 

  ア 一般管理業務 

    要望・苦情・相談の処理，入居者に対する居住指導，各種配布物発送等 

  イ 公募・入居業務 

    公募計画，「申込みのしおり」の作成，入居申込みの受付，抽選会，入居説明，鍵渡し， 

   台帳整理等（入居決定は市） 

  ウ 退去業務 

    退去の受付，退去調査，残置物の撤去指導・移動・保管・処分，関係書類の整理等（敷

金還付，法的措置は市） 

  エ 入居者異動業務 

    同居承認申請等と異動届等の受付・審査等（各種承認は市） 

  オ 駐車場管理業務 

    駐車場使用申込書等の受付・審査，通知等（使用許可は市） 

  カ 家賃等決定通知業務 

    収入報告書の送付・受理・通知，収入額再認定申請書の受付・通知，家賃減免申請書の

   送付，受付，通知等（家賃決定は市） 

  キ 家賃等の収納・滞納整理業務 

    家賃等納付書の発送，家賃等の収納，家賃等滞納者への督促状の作成及び発送，催告書・

   通告書の発送，訪問指導（法的措置は市） 

 (2)  設備の維持・保守・管理に関する業務 

  ア 巡回点検業務 

    市営住宅等の巡回・監視・点検等 

  イ 保守管理業務 

    給排設備維持管理・保守，エレベーター保守管理，緊急通報設備機器保守管理，消防設

備点検，浄化槽施設維持管理，建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）に基づく定期点

検等 

  ウ 環境整備業務 

    敷地除草，樹木剪定，放置自転車・放置車両処理等 
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  エ 防火管理業務 

    消防法に定める防火管理有資格者の配置及び防火管理業務の実施 

 (3)  修繕に関する業務 

  ア 空家修繕 

    募集住宅の退去検査後に，次回の入居準備のために行う修繕 

  イ 一般修繕（各戸・共用部） 

   (ｱ) 居者及び住宅管理人等からの連絡により行う修繕 

   (ｲ) 漏水・漏電・災害など，２４時間３６５日体制で対応する必要のある修繕 

  ウ 計画修繕 

    市営住宅等の長期維持・管理を行うために必要とする修繕（国庫補助事業以外のもの） 

 (4)  その他上記に掲げる業務に付随する業務 

     

２ 管理に当たっての基本的事項 

 (1)  関係法令等の遵守及び習得 

  ア 関係法令等の遵守 

    指定管理者は，管理業務の遂行に当たって，関係法令等を遵守してください。 

  イ 関係法令等の習得 

    指定管理者は，管理業務に従事する従業員(以下「従業員」という。）に対し，管理業

務開始前までに公営住宅法や三原市営住宅設置，整備及び管理条例をはじめとする全ての

関係法令等を習得させてください。 

    また，開始後においても，関係法令等の習熟度を高めるため，従業員に対する関係法令

等研修を年１回以上実施するとともに，関係法令等の改正及び管理上の各種取扱通知等に

も的確に対応する体制を整えてください。 

 (2)  管理業務外部委託・請負等に関する事項 

  ア 管理業務の一括委託等の禁止 

    指定管理者は，管理業務を一括して第三者に譲渡又は請け負わせることはできません。 

ただし，あらかじめ市の承諾を得た場合には，第三者に再委託することを可能とします。 

  イ 修繕及び保守管理に係る第三者への委託及び物品資材の調達 

    指定管理者は，管理業務のうち修繕及び保守管理（以下「修繕等」という。）を第三者

に委託又は請け負わせる場合，及び物品資材の調達については，次の要件により行う必要

があります。 

   (ｱ) 指定管理者は，第三者に委託又は請け負わせる場合，第三者との間で締結した契約の

    の写しとその他必要な資料を市に提出してください。 

   (ｲ) 第三者の責めに帰すべき事由は，全て指定管理者の責めに帰すべき事由として責任を

    負わなければなりません。 

   (ｳ) 第三者の選定は，原則，三原市内の業者とします。三原市外の業者を選定する場合は，

    事前に市の承諾を得てください。物品資材の調達の場合も同様とします。 

 (3)  管理業務の経理に関する事項 

  ア 専用口座の開設 

    指定管理者は，管理業務に係る経理とその他業務（法人等の固有業務等）に係る経理を

区分するとともに，管理業務に係る経費は専用の口座を設けて管理してください。 

  イ 帳簿及び書類の作成と保管 

    指定管理者は，指定管理期間中における管理業務に関わる全ての収入及び支出を事由ご
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とに明確に示した計算書を作成し，それらに係る根拠書類を保管してください。 

  ウ 出納記録簿の作成 

    指定管理者は，指定管理期間中における現金及び物品の出納に関する記録簿を作成して

   ください。 

  エ 決算書の作成 

    指定管理者は，毎年度，収支を明らかにする決算書及び事業報告書を作成し，市に提出

   してください。 

  オ 処理規程等の整備 

    上記を踏まえ，管理経費に係る処理規程等を整備してください。 

  カ 情報公開との関係 

    管理業務に係る経理等に関する書類及び資料は，市の情報公開請求の対象となります。 

  キ 監査 

    管理業務に係る費用等は，市が行う監査の対象となります。 

 (4)  環境対策 

    指定管理者は，管理業務を行うに当たり，次のような環境への配慮に留意してください。 

  ア 物品の購入 

    環境に配慮した商品やサービスの購入（グリーン購入）を推進し，廃棄に当たっては資

   源の有効活用や適正処理に努めてください。 

  イ 環境への配慮 

    電気・ガス・上水道・ガソリン・コピー用紙等の使用量及びゴミの排出量の削減などの

   取組を推進し，環境に配慮した行動を推進するように努めてください。 

 (5)  生活への不当な介入の禁止 

    指定管理者は，入居者に対する不当な生活介入は，いかなる理由があっても禁止します。 

 (6)  市の施策との関係 

    市は，市内産業の育成・振興を重要な施策と位置づけています。 

    したがって，市営住宅等の管理運営を行うに際し，人材の登用，物品の購入及び業務の

一部を委託する場合は可能な限り，三原市内に本店又は主たる事務所を有している事業

者・団体を対象とし，必要に応じ三原市内に支店，営業所等を有している事業者・団体を

対象としてください。 

 (7)  保険への加入 

    施設における事故等に備えた対応（保険への加入）については，火災保険は市が加入し

ますが，その他業務遂行上必要となる保険への加入は，指定管理者の負担とします。 

 

３ 指定管理の期間 

  令和５年４月１日から令和１０年３月３１日までの５年間とします。 

 (1)  指定管理の期間は，議会での議決を経て，正式に確定します。 

 (2)  確定後であっても，指定管理者による管理業務を継続することが適当でないと認めると

きは，その指定を取り消し，又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命じるこ

とがあります。 

 

４ 管理運営に要する経費 

  指定管理業務は，利用料金制度を採用しませんので，家賃等は市の収入となります。管理業

務に係る指定管理者の収入は，市が支出する指定管理料のみとなります。 
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 (1)  指定管理料 

  ア 市は，指定管理者に対して，年度ごとの指定管理基準額の範囲内で指定管理料を支払い

ます。 

  イ 指定管理料は，次項で示す指定管理基準額の範囲内で，指定管理者から提案された額を

上限として，年度ごとに協定書で定めます。 

  ウ 指定管理料は，人件費，管理事務運営費(消耗品費，光熱水費，通信運搬費，賃借料，

   保険料等），修繕料，保守点検費，委託料，公課費等を含むものとします。 

 (2)  指定管理基準額 

    ア 指定管理料として，市が負担する各年度の上限額（消費税及び地方消費税相当額を除

く。）は，次表のとおりとします。 

年度   指定管理基準額   

（上限額） 

左記の内，指定管理者が行う修繕に係る費用 

空家修繕・一般修繕 計画修繕 

令和５年度 ８８，７６４千円 ３１，８００千円 ９，０００千円 

令和６年度 ８８，７６４千円 ３１，８００千円 ９，０００千円 

令和７年度 ８８，７６４千円 ３１，８００千円 ９，０００千円 

令和８年度 ８８，７６４千円 ３１，８００千円 ９，０００千円 

令和９年度 ８８，７６４千円 ３１，８００千円 ９，０００千円 

 ※ 消費税及び地方消費税相当額を除く。 

    イ 受託金提案書（別記様式８）には，指定管理基準額以下（指定管理者が行うべき修繕費

を含む。）の金額を提案してください。なお，基準額を超える提案は失格とします。 

    ウ 修繕に係る費用は「空家修繕」と「一般修繕」を合算したもの，及び「計画修繕」の２

つの区分で提案してください。 

    エ 「計画修繕」は，指定管理者による提案を受け，市が内容を精査し，年度毎に協定で定

めます。 

    オ 「計画修繕」の初年度は，管理者決定後，提案により，実施することとします。 

    カ 「計画修繕」は，年額９，０００千円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）を基本

としますが，４５，０００千円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）を指定期間内の

上限として調整することができることとします（計画の前倒しや先送りも含む。）。 

 (3)  家賃（現年度）の収納率による減額 

    家賃収納率：９８．７０％を基準とし，収納率が下回った場合には，その下回った収納率

分を翌年度の指定管理料から減額します (小数点以下第３位を四捨五入し，小数点以下第２

位までとする。) 。 

    なお，管理業務最終年度については，年度途中で収納率を算出し，当該年度の指定管理料

で減額調整します。 

※ 例えば，収納率が９８．５８％となり，基準率よりも０．１２％下回った場合は，翌年

 度又は管理業務最終年度の指定管理料が０．１２％減額になります。 

 (4)  指定管理料の支払方法等 

    指定管理料は，年度ごとに指定管理者からの請求に基づき支払うこととし，支払の方法，

回数，時期等については，協議の上，年度ごとに協定で定めます。 

 (5)  指定管理料の精算 

  ア 指定管理料については,修繕に係る費用を除き，適正な管理業務運営の中で指定管理者

の経営努力による剰余金が発生した場合，原則として精算による返還を求めません。ただ
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し，事業報告書の内容を確認の上，不適切と認められる支出が確認された場合は，精算に

よる返還を求めます。 

  イ 修繕に係る費用（「空家修繕」，「一般修繕」，「計画修繕」）については精算を行い

ます。 

  ウ 指定管理料が不足する場合は原則として増額はしません。ただし，法令改正，災害等不

   測の事態等により，対象経費に大幅な増額が生じた場合には，市と指定管理者において協

   議の上，予算の範囲内で対応するものとします。 

  エ 市が消火器等を購入した場合において，その購入費の補助金等（市が加入している火災

共済（公益社団法人全国公営住宅火災共済機構）における住宅防火補助事業による補助金

等）を受けたときは，総購入費から補助金等の額を除いた額について，指定管理料の修繕

に係る費用から減額します。この場合において，当該減額した額は，前記４(2)ア及び(5)

イの記載にかかわらず，精算の対象としないこととします。 

 (6) 経費の実績 

   令和３年度の経費の実績は，次のとおりです。 

   なお，収入は，指定管理料のみとなります。 

                               （単位：円） 

経費内訳 令和３年度 備考 

人件費 23,381,899  

事務費  5,173,850  

リース費 1,872,000  

事務所経費 3,301,850  

保守管理費  12,221,000 令和４年度から警備保障会社への緊急通

報設備機器保守管理委託の開始，草刈等の

負担増により，約450万円増額の見込み 

施設管理費 10,521,000  

法定点検費 1,700,000  

維持管理費  41,666,771 修繕に係る費用が上限額を下回った場合

は精算 

一般修繕費 11,277,188  

空家修繕費 21,130,325  

計画修繕費 9,259,258  

その他  646,482  

保険料 646,482  

消費税等  8,308,794  

消費税等 8,308,794  

合  計 91,398,796  

 

５ 管理業務の実施の基準 

  指定管理者が，指定期間中における本管理業務遂行に必要な実施の基準については，次のと

おりとします。 

 (1)  実施体制 

  ア 管理事務所 

   (ｱ) 管理事務所の設置 

     指定管理者は，入居者との窓口対応や電話での問合せ等の受付業務（以下「窓口業務」
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という。）を行う管理事務所（窓口）を市内に１か所以上設置してください。また，来

客用駐車場（２台以上）や駐輪場を必ず確保してください。 

     管理事務所の所在地は，市との連絡調整及び入居者の公共交通機関によるアクセスが

容易な場所に設置するよう考慮し，事前に市の承諾を得てください。 

   (ｲ) 管理事務所に係る費用負担 

     管理事務所の建物の賃借料，共益費，備品の購入等については，指定管理者が負担す

るとともに，駐車場等利用料，光熱水費等の事務所使用に係る経費についても指定管理

者の負担となります。 

  イ 窓口の開設時間 

    窓口の開設時間は，土曜日，日曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第 

１７８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までを除いた，平日の午

前８時３０分から午後５時１５分までとします。 

    なお，上記時間以外にも窓口業務を行うことは可能です。 

  ウ 休日・夜間での対応 

    窓口業務の時間外及び休日等に発生する緊急を要する修繕，災害・事故等に関する業務

は，土曜日，日曜日，国民の祝日及び年末年始も含め，２４時間の対応を行ってください。 

  エ 連絡体制の整備 

    市との連携を図り，窓口業務時間外及び休日等の緊急修繕，災害・事故等における連絡

   体制を整備してください。特に，火災や災害等，緊急な対応を要する場合は，市と連絡を

   密に取り，市の指示に従ってください。 

  オ 事故時の対応 

    管理業務の遂行に伴い事故（人身事故及び物損事故）が発生したときは，直ちに市に報

告し，適切な処理を行ってください。なお，重大な事故が発生したときには，その対応方

法について市と協議してください。 

  カ 入居者に対する周知  

    指定管理者の行う管理業務の内容及び管理事務所等の案内について，日常業務の中で機

会あるごとに入居者に対して周知を図るよう努めてください。 

 (2)  目的外使用 

    管理業務以外の目的で指定管理者が敷地や施設を使用する場合及び第三者に対する敷

地や施設の目的外使用の許可は，指定管理者で使用の可否について判断することはできま

せん。また，指定管理者が使用を必要とする場合は，あらかじめ市と協議し，許可を得る

必要があります。 

 (3)  その他 

ア 備品，消耗品等の取扱い 

    指定管理者が自ら購入し，又は搬入し保管を要する備品等は，指定管理者所有とします。 

市が指定管理者に貸与する備品等は，指定管理者の故意又は過失による破損又は滅失等

がないよう善良な管理者の注意をもって管理してください。 

  イ 文書の保存・管理 

    指定管理者は，管理業務に関して作成し，又は取得した文書を適正に管理し保存するも

のとします。なお，指定管理期間満了後は，市の指示に従って全て引き渡すこととなりま

す。 

  ウ 報告書の提出 

   (ｱ) 指定管理者は，毎月の管理業務の実績等について月例報告書を作成するとともに，毎
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年度終了後及び指定期間満了後に事業報告書を作成し，市に提出することが必要となり

ます。 また，市が必要と認めるときは随時報告を求めます。 

   (ｲ) 報告書の内容については，管理業務の実施状況，施設の利用状況，管理業務に要した

経費等の収支状況等で，具体的には基本協定の中で定めます。 

   (ｳ) 市監査委員が監査等を行うために必要があると認める場合，別途報告書の提出を求め

る場合があります。 

   (ｴ) 災害等の状況によっては，随時，対応協力を求める可能性があります。 

 

６ 市と指定管理者との責任分担 

  管理業務に関する責任分担については，次の表のとおりとします。疑義及び本表に定めのな 

いものについては，市と指定管理者の協議により定めることとします。 

        市営住宅等及び共同施設の管理業務に係る責任分担表  ＊○印が責任負担者 

項 目 内 容 
負担者 

指定管理者 市 

公募関連 公募要綱等市が作成した書類に関するもの  ○ 

申請書等指定管理者が作成した書類に関するも

の 
○  

周辺地域・住民への

対応 

地域との協調 ○  

管理業務に対する住民からの要望 ○  

上記以外  ○ 

施設及び設備の損傷 指定管理者が適切な維持管理を実施しなかった

ことによるもの 
○  

上記以外 小規模なもの ○  

上記以外  ○ 

第三者行為 第三者からの行為 指定管理者の責めに帰する

事由によるもの 
○  

上記以外のもの  ○ 

第三者への行為 指定管理者の責めに帰する

事由によるもの 
○  

上記以外のもの  ○ 

物価及び金利の変動 通常の物価変動及び金利変動による経費負担 ○  

法令の変更 施設の管理運営に影響を及ぼす法令変更  ○ 

指定管理者に影響を及ぼす法令変更 ○  

税制の変更 消費税及び地方消費税等の税率等の変更  ○ 

法人税，事業所税等の税率等の変更 ○  

政治・行政上の理由

による事業変更 

政治，行政上の理由から，管理業務の継続に支障

が生じた場合又は義務内容の変更を余儀なくさ

れた場合の経費及びその後の管理業務における

当該事情による経費の増加 

 ○ 



9 

 

不可抗力 不可抗力(地震，暴風，豪雨，洪水，火災その他

市又は指定管理者のいずれの責めに帰すことの

できない自然又は人為的な現象をいう。以下この

表において同じ。)に伴う施設，設備等の復旧経

費 

 ○ 

不可抗力に伴う業務履行不能 ○  

管理業務終了時の費

用 

指定管理期間が満了した場合又は指定管理期間

中途において指定の取消し等により管理業務を

中止した場合における徴収，引継等に要する費用 

○  

 

７ 個人情報の保護及び取扱い 

   指定管理者は，個人情報の保護の重要性を認識し，管理業務を実施するに当たって取り扱 

う個人情報については，個人情報の保護に関する法律(平成１５年法律第５７号），三原市 

個人情報保護条例（平成１７年三原市条例第１３号）及びその他の個人情報の保護に関する 

法令等の規定に従い，入居者個人の権利や利益を侵害することのないよう情報を適正に取り 

扱わなければなりません。 

 

８ 市による立入検査等 

 (1)  立入検査 

    市は必要に応じ，施設，物品，各種帳簿等及び管理運営の状況について立入検査を行う 

   ことができるものとし，指定管理者は合理的な理由なくこれを拒否できないものとします。 

 (2)  実地調査の実施 

  ア 市は，必要な場合，業務状況を把握し良好な管理状況を確保するため，実地調査を行い

ます。 

  イ 調査の結果，管理状況が良好でないと認められる場合は，市は指定管理者に対し指導・

指示を行います。指定管理者は，市からの指示があった場合，必要な改善等の措置を講じ

るものとします。 

 

９ モニタリング・連絡会議・入居者アンケートの実施 

 (1)  モニタリングの実施 

    市は，管理業務の実施状況を把握し，良好な管理状況を確保するため，指定管理者が管

理業務の基準に沿った運営を行っているか，事業計画で示した業務を履行しているか等に

ついて，実地調査等により確認します。 

 (2)  定期的な連絡会議の開催等 

    市と指定管理者は，情報の共有化や課題解決に向けた連携を深めるため，毎月定期的に

連絡会議を開催することとします。 

    また，指定管理者内においても，常に，担当者間の事務処理の連携・情報共有を図るも

のとします。 

(3)  入居者アンケートの実施 

    指定管理者は，入居者に対するアンケート調査を年１回実施し，入居者ニーズを把握の

上，管理業務への反映に努めるものとします。 
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第５ 応募手続 

１ 応募資格等について 

 (1)  応募資格 

  ア 三原市内に事務所を有する又は指定管理業務開始までに市内に事務所を有することので

きる法人又は団体（以下「団体」という。）で，かつ，引き続き２年以上事業を営んでいる

ものであること。 

  イ 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律（令和２年法律第６０号）に定める賃貸住宅

管理業の登録を受けていること，又は指定管理業務開始までに当該登録を受けることができ

ること。 

  ウ 施設の管理運営・事業運営が安定して展開できること。 

  エ 施設を管理する上で，甲種防火管理者等必要な資格や免許等を有する従業員がいること。 

(2)  複数の団体により構成するグループによる応募について 

    複数の団体により構成するグループ（以下「共同体」という。）による応募も可能です。

 ただし，その場合，誰がどのような権限を持ち，責任を負うかという指定管理者の組織

体制の確立，どの業務をどの構成員が担当するかを明確にしてください。また，共同体の

構成団体は，単独又は他の共同体での応募はできません。 

 (3)  欠格事項 

    団体又は共同体及びその代表者等が次に該当する場合，応募者となることはできません。 

  ア 法律行為を行う能力を有しない場合 

  イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合又は禁錮以上の刑に処せられ，その執行

を終わるまで若しくはその執行を受けることがなくなるまでの場合 

  ウ 政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し，又はこれに加入した

場合 

  エ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項（同項を準用する場

   合を含む。）の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されている場合 

  オ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定による指定取消しを受けたことがある場合 

  カ 本市における指定管理者の指定の手続において，その公正な手続を妨げる者又は公正な価

格の成立を害し，若しくは不正の利益を得るために連合した場合 

  キ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

   条第２号に規定する暴力団をいう。）又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）

   若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制の下にある団体等

   である場合 

  ク 国税及び地方税を滞納している場合 

  ケ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている

場合 

  コ 市の議会の議員，市長，副市長，教育長及び行政委員会の委員が役員となっている団体で

ある場合 

 

２ 募集要項等の配布 

  次のとおり応募に必要な書類や資料の配布を行います。 

 (1)  配布開始日 令和４年９月５日(月) 

 (2)  配布場所   市ホームページへ掲載（https://www.city.mihara.hiroshima.jp/） 

https://www.city.mihara.hiroshima.jp/
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３ 応募書類 

 (1)  申請者の概要を記載した書類 

  ア 指定管理者指定申請書（三原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行

規則（平成１７年三原市規則第２３２号）様式第１号） 

  イ 団体概要書（別記様式１） 

  ※ 共同体での応募の場合，併せて次の書類も提出してください。 

   (ｱ) 共同体構成届出書（別記様式２） 

   (ｲ) 三原市営住宅管理業務に関する共同体協定書（別記様式３）の写し 

   (ｳ) 共同体申請に係る構成団体の委任状（別記様式４） 

  ウ 管理運営実績に係る申立書（別記様式５） 

 (2)  市営住宅等及び共同施設の管理に関する事業計画書（別記様式６） 

 (3)  受託金提案書（別記様式７） 

 (4)  市営住宅等及び共同施設の管理に関する収支計画書（別記様式８） 

 (5)  その他応募に必要な書類 

  ア 登記簿謄本又は登記事項証明書（３か月以内に発行されたもの） 

    法人以外の団体にあっては，代表者の申請をする日現在の住民票の写し（代表者が外国

   人である場合にあっては，外国人登録証明書の写し） 

  イ 定款，寄附行為，規約又はこれらに類する書類 

  ウ 欠格事項に該当しない旨を記載した誓約書（別記様式９） 

  エ 申請をする日の属する事業年度の事業計画書及び収支計画書 

  オ 過去３年間の財務書類（貸借対照表，損益計算書，事業報告書，利益処分計算書，財産

   目録，キャッシュ・フロー計算書その他経営の状況を明らかにする書類） 

  カ 役員名簿（申請書提出日現在のもの） 

  キ 印鑑登録証明書 

  ク 直近３事業年度分の納税証明書 

   (ｱ) 法人税，消費税及び地方消費税について未納の税額がないことの証明書（国税通則法

    施行規則別紙９号書式その３の３）（法人以外の団体にあっては，団体の代表者の申告

    所得税，消費税及び地方消費税に未納がないという証明書（国税通則法施行規則別紙第

    ９号書式その３の２）） 

   (ｲ) 県税（法人事業税及び法人県民税）に係る納税証明書 

   (ｳ) 市税に係る納税証明書 

     納税義務がない場合は，納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書（別記様式

    １０） 

  ケ 指定管理者の業務遂行上有用な資格保有者の一覧表（別記様式１１） 

   ※ 共同体での応募の場合は，共同体を構成する全部の法人・団体等について，（5）ア

    からケまでに掲げる書類を提出してください。 

   ※ 申請書類は，官公庁発行の証明書等やむを得ないものを除き，原則Ａ４判縦型で作成

    してください。 

 

４ 提出部数 

  正本１部，副本１０部（複写可）及び電子データ 
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５ 受付期間及び提出先 

  応募書類は，必ず受付期間内にご持参ください。郵送，ファックス，電子メール等での提出

は受理しません。 

 (1)  受付期間 

    令和４年９月２９日（木）～１０月６日（木） 

 午前８時３０分～午後５時１５分 

    ただし，土曜日，日曜日を除きます。 

 (2)  提出先 

    三原市都市部建築課（本庁舎５階） 

 

６ 質問の受付等 

    質問等は，所定の質問書（別記様式１２）により，建築課窓口へ持参のほか，電子メール

で行ってください。 

伝達の不備等を回避するため，電話，口頭，ファックスによる質問は一切受け付けません。 

 (1)  受付期間 

    令和４年９月９日（金）～９月２６日（月） 

 午前８時３０分～午後５時１５分 

    ただし，土曜日，日曜日，祝日を除きます。 

(2)  提出先 

    三原市都市部建築課（本庁舎５階） 

    電子メールアドレス：kenchiku@city.mihara.hiroshima.jp 

 (3)  質問の回答 

    電子メールでの送信及び市のホームページへの掲載 

（https://www.city.mihara.hiroshima.jp/） 

 

７ その他応募書類の取扱い等 

 (1)  関係法令の遵守 

    応募書類の内容は，労働基準法（昭和２２年法律第４９号）を含め関係法令を遵守した

   ものとしてください。 

 (2)  応募書類の変更禁止 

    提出後の書類の内容変更は認められません。 

 (3)  虚偽の記載をした場合の失格 

    応募書類の内容に虚偽又は不正があった場合は失格とします。 

 (4)  応募書類の取扱い 

    応募書類は，理由の如何にかかわらず返却できません。 

 (5)  応募の辞退 

    書類提出後に辞退する場合は，辞退届（任意様式）を提出してください。 

 (6)  応募書類の著作権 

    応募書類の著作権は，それぞれの応募者に帰属します。なお，選定・審査に必要な場合

など本市が必要と認めるときは，本市は提出書類の全部又は一部を無償で使用できるもの

とし，必要な範囲内で複製できるものとします。 

 (7)  費用負担 

    応募に要する費用は，全て応募者の負担とします。 
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 (8)  追加書類の提出 

    提出された応募書類を補足する資料の提出を求める場合があります。 

 (9)  情報公開 

    提出された応募書類については，著作権法（昭和４５年法律第４８号）第１８条第３項

第３号の意思表示がない場合，三原市情報公開条例（平成１７年三原市条例第１２号）に

基づき公開します。 

 (10) 市営住宅敷地内の立ち入りについて 

    応募書類作成のため市営住宅敷地内に立ち入る場合は，あらかじめ市（建築課）の承諾

を得た上，入居者が実際に生活を営んでいる場所であることを認識し，入居者に迷惑をか

けないとともに不信の念を抱かれないよう注意してください。 

 

第６ 指定管理者候補者の選定 

１ 選定方法及び選定基準 

 (1)  候補者の選定方法 

    指定手続条例の規定により，指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」という。)に

よる提案内容等の審査に基づき，指定管理者の候補者を１者選定します。審査の結果，申

請者の総合計得点が満点の６割未満である場合や，重要と考えられる項目の評価点に０点

がある場合は，候補者を選定しない場合もあります。 

(2)  ヒアリング 

    選定委員会は，提案内容のプレゼンテーション及びヒアリングを実施します。日時につ

いては令和４年１０月下旬を予定しています。実施の場所や時間を含め，詳細は別途応募

者へ通知します。 

 (3)  選定基準 

    選定委員会において審査方法を定め，総合点数方式により採点の上，選定します。 

    選定基準ごとの審査の観点，配点，評価等は，【添付資料３】「三原市営住宅等指定管理

者候補者選定基準」のとおりとします。 

 (4)  選定対象からの除外 

    応募者が次の要件のいずれかに該当した場合は，当該申請を選定対象から除外します。 

  ア 選定委員及び関係する市職員と本件提案について，不適切な接触（応募書類受理，応募

に関する質問等の正当な行為を除く。）をした事実が認められた場合 

  イ 選定委員会の審査に関して，不当な要求等を申し入れた場合 

  ウ この要項に対して違反又は不正があった場合 

 

２ 選定結果の通知及び公表 

  選定結果は，全ての応募団体に文書で通知するとともに，三原市ホームページで公表します。 

  この場合，ホームページでは，指定管理候補者名及び候補者以外の申請者名，各申請者の選

定基準の項目ごとの評点及び選定委員会の議事要旨を公開します。 

  なお，公表までの間，選定結果等についての問合せには回答いたしません。 

  また，選定結果についての質問及び異議については受け付けません。 

 

３ 選定結果の取消し等 

  指定管理者の候補者として選定された団体が，次の事項に該当するときは，その選定結果を

 取り消し，指定しないことがあります。その際，損害が生じても，市は賠償の責めを負いませ
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 ん。 

 (1)  資金事情の悪化等により，事業の履行が確実でないと認められるとき。 

 (2)  著しく社会的信用を損なう等により，指定管理者の候補者としてふさわしくないと認め

   られるとき。 

 

４ 指定管理者の指定 

 (1)  指定管理者の指定 

    指定管理者の候補者に選定された団体は，市議会の議決を経て，指定されることになり

ます。 

 (2)  指定の通知 

    指定管理者の指定の議決を受けた団体に対し，文書で指定の通知をします。 

 

５ 協定の締結 

  指定管理者に決定した法人等は，管理業務に関する細目について，市と協議の上，次の協定

書を締結します。 

 (1)  基本協定書 

    管理業務を円滑に実施するために，指定期間全体に効力を有する基本的事項を定めた協

定書 

  ア 業務の範囲 

  イ 指定管理料の額 

  ウ 指定期間に関する事項 

  エ 事業計画に関する事項 

  オ 指定管理業務の報告に関する事項 

  カ 個人情報の保護に関する事項 

  キ 指定管理の取消し及び管理の業務の停止に関する事項 

  ク その他必要な事項 

 (2)  年度協定書 

    年度毎（４月１日～翌年３月３１日）に取り決めるべき事項について定めた協定書 

  ア 当該年度の管理業務の内容に関する事項 

  イ 指定管理料に関する事項 

  ウ その他必要な事項 

 

６ 指定管理開始に当たっての準備等 

  指定管理者の候補者は，自己の責任と負担において，令和５年４月１日から円滑に管理業務

を遂行できるように，人的及び物的体制を整備してください。 

  また，令和５年１０月１日から導入が予定されている消費税の適格請求書等保存方式（イン

ボイス制度）について，必要に応じて手続や準備を行ってください。消費税の適格請求書等保

存方式（インボイス制度）の詳細は，国税庁ホームページの「インボイス制度」をご覧くださ

い。 

 

第７ 指定の取消し等 

１ 指定の取消し及び管理業務の一部停止 

  次のいずれかに該当する場合は，市はその指定を取り消し，又は期間を定めて管理業務の全
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部又は一部の停止を命ずることがあります。 

 (1)  指定管理者が指定管理者の責めに帰すべき事由により，協定又は年度別協定に定める事

項を履行しないとき，又は履行できる見込みがないと認められるとき。 

 (2)  指定管理者が協定又は関係法令の規定に違反したとき。 

 (3)  管理業務の実施に当たり，指定管理者に不正の行為があったとき。 

 (4)  指定管理者が正当な理由がないのに管理業務に関する市の指示に従わないとき。 

 (5)  指定管理者が指定手続条例第５条及び第６条の規定による報告及び調査を拒み，又は市

の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により管理業務を継続す

ることが適当でないと認められるとき。 

(6)   倒産若しくは財務状況が著しく悪化したことによって管理業務の遂行が困難と認めら

れ，又は著しく社会的信用を損なう等により指定管理者としてふさわしくないと認められ

るとき。 

(7)  指定管理者が募集要項に明示した申請資格を満たさなくなったとき。 

(8)  指定管理者から指定取消しの申入れがあったとき。 

 

２ 管理業務の継続が困難な場合の取扱い 

  何らかの理由で，指定管理者による管理業務の継続が困難となり，市が指定管理者の指定を

取り消す，又は協定を解除する場合は，次のように取り扱うこととします。 

 (1)  指定管理者の責めに帰すべき理由である場合 

    管理業務の継続が困難になった理由が指定管理者の責めに帰すべき理由である場合は，

市は生じた損害を指定管理者に請求するものとします。 

 (2)  当事者の責めに帰すことができない事由による場合 

    不可抗力等，市及び指定管理者双方の責めに帰すことのできない事由により，管理業務

の継続が困難になった場合は，事業継続の可否について協議するものとします。 

    また，一定期間を経ても協議が整わないときには，書面にて通知することにより協定が

解除できるものとします。 

 

３ 管理業務の引継ぎ 

  指定期間が満了する場合又は管理業務の継続が困難になり指定を取り消された場合には，指

定管理者は次期指定管理者又は市が指定する者に対し，管理業務遂行上必要とする書類などを

円滑かつ迅速に引継ぐ必要があります。 

 (1)  入居者への周知 

    管理業務の引継ぎに当たっては，指定管理者の変更について入居者等への周知徹底を図

るとともに入居者に迷惑を及ぼさないよう最大限の配慮をしなければなりません。 

 (2)  引継ぎの期限 

    管理業務の引継ぎは，原則として指定管理期間が満了するまでに管理業務に支障をきた

さないよう行わなければなりません。 

 (3)  引継ぎに係る費用の負担 

    引継ぎやその準備に要する費用は，指定管理者の負担となります。 
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【配布資料等一覧】  

募集要項 三原市営住宅等指定管理者募集要項 

添付資料１ 三原市営住宅一覧表 

添付資料２ 三原市営住宅位置図 

 添付資料３ 三原市営住宅等指定管理者候補者選定基準 

申請様式等 指定管理者指定申請書 

別記様式１ 団体概要書 

別記様式２ 共同体構成届出書 

別記様式３ 三原市営住宅管理業務に関する共同体協定書 

別記様式４ 共同体申請に係る構成団体の委任状 

別記様式５ 管理運営実績に係る申立書 

別記様式６ 市営住宅等及び共同施設の管理に関する事業計画書 

別記様式７ 受託金提案書 

別記様式８ 市営住宅等及び共同施設の管理に関する収支計画書 

別記様式９ 誓約書 

別記様式１０ 三原市に納付すべき市税に係る納税義務がないことの申立書 

別記様式１１ 指定管理者の業務遂行上有用な資格保有者の一覧表 

別記様式１２ 質問書 

業務仕様書 三原市営住宅等指定管理者業務仕様書 

【別添０１】～【別添３３】 

条例・規則 三原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例 

三原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則 

三原市営住宅設置，整備及び管理条例 

三原市営住宅設置，整備及び管理条例施行規則 

三原市単独住宅設置及び管理条例 

三原市単独住宅設置及び管理条例施行規則 

その他 市営住宅入居者募集申込みのしおり 

三原市指定管理者制度導入方針 

 

 

問合せ先 

三原市都市部建築課 （本庁舎５階） 

  〒７２３－８６０１ 

  広島県三原市港町三丁目５番１号 

  （ＴＥＬ） ０８４８－６７－６１２０ 

  （ＦＡＸ） ０８４８－６４－６０５７ 

  （E-ｍａｉｌ） kenchiku@city.mihara.hiroshima.jp 
 


