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１ 三原市営住宅等に係る指定管理者の業務 
（１） 趣旨 

本仕様書は，公営住宅，改良住宅，市単独住宅及び特定公共賃貸住宅（以下「市営住宅」という。）並

びにその共同施設（集会所，駐車場，児童遊園地等）（全てを含め以下「市営住宅等」という。）において指

定管理者が行う業務の内容，履行方法及びその水準に関し必要な事項を定めるものとする。 

※ 市営住宅等の詳細については，【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」を参照すること。 

 

（２） 基本的な考え方 

市営住宅等は，公営住宅法等に基づき，市が健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し，これ

を住宅に困窮する低額所得者等に対して賃貸することにより，市民の生活の安定と社会福祉の増進に寄

与することを目的として設置しているものであるから，趣旨を十分に理解尊重のうえで管理を行わなけれ

ばならない。 

 

（３） 法令等の遵守 

市営住宅等の管理運営業務を行うに当たっては，関係法令を遵守すること。特に次に掲げる法令等に

ついては留意すること。 

   ・  公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号） 

   ・  公営住宅法施行令（昭和２６年政令第２４０号） 

   ・  公営住宅法施行規則（昭和２６年建設省令第１９号） 

   ・  住宅地区改良法（昭和３５年法律第８４号） 

   ・  住宅地区改良法施行令（昭和３５年政令第１２８号） 

   ・  住宅地区改良法施行規則（昭和３５年建設省令第１０号） 

   ・  地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

   ・  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号） 

    ・  水道法（昭和３２年法律第１７７号） 

    ・  消防法（昭和２３年法律第１８６号） 

    ・  下水道法（昭和３３年法律第７９号） 

・  浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）  

・ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号） 

   ・  建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号） 

   ・  建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令（昭和４５年政令第３０４号） 

   ・  建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省令第２号） 

   ・  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８１号） 

    ・  三原市営住宅設置，整備及び管理条例施行規則（平成１７年三原市規則第１９４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） 

   ・  三原市単独住宅設置及び管理条例施行規則（令和３年三原市規則第２７－２号） 

   ・  三原市の休日を定める条例（平成１７年三原市条例第２号） 

・ 三原市個人情報保護条例（平成１７年三原市条例第１３号） 

   ・  三原市情報公開条例（平成１７年三原市条例第１２号） 

   ・  三原市行政手続条例（平成１７年三原市条例第１１号）  

・ 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） 

・  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） 

   ・  市営住宅等に関する要綱，要領，通知等 

 

（４） 管理事務所の設置に関すること 

① 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い合わせ等の受付（以下「窓口業務」という。） 

を行う管理事務所（窓口）を市内に１か所以上設置すること。また，来客用駐車場（２台以上）や駐

輪場を必ず確保すること。 

     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 
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場所に設置するよう考慮し，事前に市の承諾を得ること。 

 (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する。 

 

（５） 窓口開設時間等に関すること 

① 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日までを除く平日の午前８時３０分から午後５時１５分 

までとする。 

   なお，上記時間以外にも窓口業務を行うことは可能とする。 

② 休日・夜間での対応 

   窓口業務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時間の対応を行うこと。 

③ 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 

備すること。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 

うこと。 

④ 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 

切な処理を行うこと。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すること。 

⑤ 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ること。 

 

（６） 電算システムの利用に関すること 

     指定管理者は，市営住宅等の管理を行うに当たって，市の住宅情報等に係る電算システム（以下「電

算システム」という。）を三原市役所内で市職員立会の下で利用するものとする。 

       指定管理者は，次の業務について電算システムを用いて行う。 

     ① 入居決定者，退去者，同居者の異動，入居承継者等のデータ入力 

     ② 入居者の家賃及び家賃減免のデータ入力 

     ③ 収入額再認定のデータ入力 

     ④ 入居者の家賃納付書の作成（随時発行のみ） 

     ⑤ 駐車場使用開始，駐車場返還，使用者の変更，区画の変更，自動車の変更等のデータ入力 

     ⑥ 駐車場使用料のデータ入力 

     ⑦ 市営住宅駐車場使用承諾書及び駐車場使用料の納付書の作成（随時発行のみ） 

     ⑧ 家賃・駐車場使用料の督促データ及び口座振替データの抽出 

     ⑨ 家賃・駐車場使用料の督促状の作成 

    

 （７） 各種手続について 

各種手続において，入居者等に特段の過失や手続義務がないにもかかわらず，入居者等に書類の提

出を依頼する場合については，返信用封筒を同封するなどし，入居者等に不利益が生じないようにするこ

と。 

 

 （８） 協議 

    本仕様書に疑義が生じた場合，又は本仕様書に定めのない事項で必要がある場合は，別途協議を行い

決定するものとする。 

 

２ 入居者管理に関する業務 
（１） 一般管理業務 

① 要望，苦情，相談等の処理 

指定管理者は，入居者から，窓口及び電話での要望，苦情，相談等を受けた場合には，次の（ｱ）から

（ｷ）まで，及び 【別添０１】「要望・苦情・相談等対応フロ-図」の例により，速やかに回答，指導等の対応



 3 / 140 

 

を行い，重大及び緊急な案件等は速やかに市に報告する。 

また，入居者からの要望等の処理に当たっては，市が委嘱する各団地の住宅管理人等と必要に応じ

て連携調整を行う。 

（ｱ） 修繕，建物設備等に関する相談苦情等 

（a） 市営住宅入居者及び住宅管理人等から連絡があった場合は，連絡者等に必ず修繕実施の可

否（修繕を行うことができない場合は，その理由）を回答し，併せて実施時期等の調整を連絡者等

と行う。 

（b） 現況確認や破損の程度の確認のため，現地調査，写真撮影を行った上で対処する。 

（c） 修繕の実施の可否については，【別添０２-１】「修繕費用負担区分表」，【別添０２-２】「大和団地

住宅の修繕費用負担区分」の規定に基づき判断することとし，修繕の規模等により市との協議が

必要な場合は，速やかに市と協議を行い，区分を決定するものとする。 

（d） 通報等の内容が，共同施設に係るものや敷地外に影響を及ぼす案件については，必要に応じ

て苦情等の内容を市に報告する。 

（ｲ） 入居者及び共同生活等に係る相談苦情等 

（a） 市営住宅入居者及び住宅管理人等から苦情要望等があった場合は，必要に応じて現地調査を

し，苦情の原因となっている者への指導等適正な措置を行う。 

（b） 指導に従わないなど対処に苦慮するものについては，それまでの対応記録や詳細な資料を付

けて市へ報告するものとする。また，この報告により，市が対応方針を定めた場合は，これに従い

指定管理者が適切な措置を行うものとする。 

（c） 入居者の入居資格及び保管義務違反に係る事項については，市と協議を行い，市の指示に従

うものとする。 

（d） 近隣騒音等の住民間のトラブルについては，客観的立場から対応するよう，苦情申立者のみな

らず，周辺住民，住宅管理人等，第三者の状況調査も考慮して対処する。また，伝聞ではなく事

実関係に特に留意する。 

（e） 受付処理の経過については，対応記録簿を作成し，保存するものとする。 

（ｳ） 近隣住民からの相談苦情等 

対応方法及び処理手順については，（ｲ）と同様に取り扱う。 

（ｴ） 入居者からの問い合わせ（家賃に関するもの） 

家賃に関する業務は，指定管理者で行っていないことを説明し，市の連絡先を伝える。ただし【別

添１６-１】「各種申請の受付業務取扱基準」に基づき対応可能な場合は回答する。 

（ｵ） 入居者からの問い合わせ（入居者の異動等に関するものなど） 

異動等に関する業務は，異動内容に合わせた書類について入居者から提出を求め，市に提出を

する。詳細については【別添１６-１】「各種申請の受付業務取扱基準」を参照すること。 

（ｶ） 入居者からの問い合わせ（その他指定管理業務外の業務に関するもの） 

その他指定管理業務外の業務は，指定管理者で行っていないことを説明し，市の連絡先を伝える。

ただし，別に定める受付対応マニュアルにより回答可能な範囲の質問であれば，マニュアルに基づき

回答する。 

（ｷ） 管理事務所等での市提出書類や入居募集概要（申込書）の交付・受取 

（a） 指定管理者及び市が行う業務に係る申請書類・届出書類・入居申込関係の書類については，

指定管理者の設置する管理事務所にて書類を用意し，市民及び入居者から書類の求めがあった

場合は，必要に応じ書類を交付する。 

（b） 指定管理者及び市が行う業務に係る申請書類・届出書類を，市民及び入居者が指定管理者の

管理事務所に持参した場合には，持参者から書類を預かり【別添１６-１】「各種申請の受付業務取

扱基準」に基づき，速やかに市へ提出する。 

② 休日及び時間外の通報の処理 

指定管理者は，平日夜間及び休祝日等の窓口業務時間外に，市営住宅及びその周辺において発生

した緊急修繕要望，災害事故等の通報があった場合は，通報内容により入居者等への適切な対応及

び二次災害の防止のため，【別添０３-１】「休日・夜間時の通報対応事務処理手順フロー図」の例により，

次の措置を実施する。 

（ｱ） 状況の確認 

緊急修繕要望，災害事故等の通報があった場合は，通報内容を確認し，必要に応じ速やかに現

地調査，写真撮影等を行う。 
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（ｲ） 緊急修繕等の対応 

確認により，緊急に修繕が必要と判断する場合は，修繕対応又は応急措置を行う。 

（ｳ） 突発事故災害時等の対応 

災害等が発生している場合には，入居者の安全確保を図るとともに，危険箇所については被害拡

大防止のため応急措置を行う。特に，火災や台風等被害規模が大きい場合は，市に速やかに報告

する。 

（ｴ） 緊急対応体制の報告及び周知 

上記の処理体制等を示した緊急連絡網及び対応マニュアルを作成し，市に提出するとともに，災

害等の緊急時に対応できるよう入居者へ周知する。 

③ 入居者に対する居住指導等 

指定管理者は，入居者の違反行為等を確認した場合には，調査等を実施し，入居者への指導及び適

切な措置を講じる。 

（ｱ） 禁止行為，違反行為等に対する指導 

（a） 次に掲げる事項を発見したとき，又は通報その他により当該状況が見込まれる時には，実態調

査や必要に応じた写真撮影等を行うとともに，対象者に対して是正指導を行う。 

○ 入居者の保管義務違反（三原市営住宅設置，整備及び管理条例（以下「条例」という。） 第２５

条 

○ 迷惑行為（条例第２６条） 

○ 住宅の転貸譲渡等（条例第２７条） 

○ 住宅の用途変更の違反（条例第２８条） 

○ 住宅の模様替増築の違反（条例第２９条第１項） 

○ 入居者の届出義務の違反（条例第３０条） 

○ その他条例及び規則の違反等 

（b） 対象者が指導に従わない場合は，速やかに市に報告し，市と協議のうえ解決に当たるとともに，

退去指導に至る場合は，市の補助を行う。 

（ｲ） 長期空家，無断退去等に対する指導 

（a） 通報その他により当該状況が見込まれる時には，【別添０４】「無断退去者指導・措置対応フロ-

図」の例により実態調査等を行うとともに，市に速やかに報告する。 

（b） 不正入居等の事実が判明した場合は，退去指導等を行い，法的措置を実施することとなった場

合は，市の補助を行う。 

（ｳ） その他入居者への指導 

（a） 市営住宅等の維持管理が的確に行われ，住環境を良好な状態に維持するよう，入居者に必要

な助言指導を行う。 

（b） 上記を履行するため，注意喚起チラシ等の作成，配布及び掲示等により入居者への周知啓発

を行う。 

(ｴ) 住宅への立入調査 

（a） 水漏れやその他施設の維持管理上必要な場合は，入居者等の立会いのもと立入調査を行う。

入居者の安否確認が必要な場合は，【別添０３-２】「安否確認対応フロー図」をもとに立入調査を

行う。 

また，立入調査の際には，必要に応じ市の指示を受けるものとし，緊急で市の指示を仰ぐ時間

がない場合は，事後に速やかに市に報告する。 

④ 収入報告業務 

指定管理者は，市が作成した収入報告書を全入居者に配付し，書類を回収整理のうえ市に提出する。

詳細については【別添０５】「家賃算定業務（収入報告・家賃認定・納付通知書発送）の業務分担」を参照

すること。 

（ｱ） 収入報告書の配付 

（a） 市が作成した収入報告書と指定管理者が作成した記入例等の同封書類を封入し，各戸へ配付

する。なお，各戸への配付方法については，住宅管理人がいる団地については住宅管理人へ配

付を依頼し，その他の団地については指定管理者の負担において郵送としても差し支えない。 

（b） 収入報告書の配付は，原則として毎年６月下旬に実施する。 

（ｲ） 収入報告書の回収 

（a） 収入報告書の提出先は指定管理者宛とし，提出期限は７月末日を締切日とする。 

（b） 収入報告書の提出方法は，住宅管理人がいる住宅については，住宅管理人への提出，入居者
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の指定管理者事務所への持参，各支所窓口への提出及び入居者負担による指定管理者事務所

への郵送とする。 

      住宅管理人がいない住宅については，住宅管理人への提出を除き，住宅管理人がいる場合と

同様とする。 

（c） 収入報告書の未提出者がいる場合には，指定管理者で文書・電話等により督促，指導し回収

する。 

（d） 督促したにもかかわらず回収できない収入報告書については，未提出者リストを作成し，市へ

提出のうえ，再度督促を行う。 

（ｳ） 収入報告書のとりまとめ 

（a） 回収した書類は団地ごとに集約し，速やかに市へ提出する。 

（b） 提出期限到来後は，回収状況について，団地ごとに提出状況一覧等リストを作成し，市へ提出

する。その後もリストを更新し，市からの要望に応じてリストを提出すること。 

⑤ 各種通知書等の配付業務 

指定管理者は，市営住宅等の管理に当たり，市が作成する次の書類通知等について，全入居者に対

し配付を行う。  

（ｱ）  納付通知書・口座振替通知書 

（a） 市が作成した納付通知書・口座振替通知書について，各戸へ配付する。 

（b） 納付通知書・口座振替通知書は半年分ずつの作成となるため，配付は，毎年４月上旬，９月下

旬に実施する。 

（ｲ） 収入認定通知書等の配付  

（a） 市が作成した収入認定通知書及び収入超過者認定通知書，高額所得者認定通知書，指定管

理者が作成した各同封書類を封入のうえ，指定管理者の負担により配付すること。 

（b） 配付は，原則として毎年２月中旬に実施する。なお，各戸への配付方法については，指定管理 

者の負担において郵送としても差し支えない。 

（ｳ） その他通知書等の配付業務 

上記の定例的な配付物のほか，市の作成した通知書等配付物について，市からの指示により各

戸へ配付する。  

※ 各戸への配付方法は，住宅管理人がいる団地については住宅管理人へ配付を依頼し，その 

他の団地については指定管理者の負担において郵送としても差し支えない。 

 

（２） 退去業務 

指定管理者は，市営住宅を退去する者について，【別添０６-１】「退去調査実施基準」，【別添０６-２】「退

去調査現地調査基準」，【別添０７-１】「退去手続処理要領」及び【別添０７-２】「退去事務処理フロ-図」に

基づき，必要な手続を行わせ，退去調査等の必要な手続を行う。 

① 住宅退去受付業務 

（ｱ） 市営住宅入居者から住宅を退去する申出があった場合，退去予定日の確認を行う。 

（ｲ） 退去予定者に対して，【別添０７-３】「市営住宅退去（明渡）について」に基づき，日割家賃，退去時

修繕費負担金，私物の撤去，模様替え部分の撤去，電気・ガス・水道等の停止，自治会費・共益費の

支払等，退去調査についての説明指示を行う。 

（ｳ） 退去予定について，退去予定簿へ登載し，市に事前に報告する。 

（ｴ） 退去予定者の状況を電算システムで確認し，未納家賃等がある場合は退去予定者へ連絡し，退

去日まで又は退去調査時に支払うよう指導する。 

② 退去調査業務 

（ｱ） 退去調査 

指定管理者は，退去日に，退去手続者立会いのもと，【別添０６-１】「退去調査実施基準」及び 

【別添０６-２】「退去調査現地調査基準」に基づき，次の項目を基本に退去時修繕費を算出し，退去

時修繕費と退去日までの日割家賃の合計額に敷金を充当した残額の現金支払を受ける。 

（a） 畳の表替え，襖の張替え費 

（b） 壁の塗り替え，クロスの張替え費 

（c） （a）（ｂ）以外の入居者の責めに帰すべき事由により損傷した設備等の修繕・取替え費 

（ｲ） 再検査 

退去調査日時点で，私物が残っている，増築部が撤去されていない等の状況であった場合は，退

去調査を中止し，撤去等を指示し，再度，退去調査を行う。 
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（ｳ） 市との連携 

死亡退去や強制執行による退去など一般の例によらない退去手続にあっては，市の指示を受ける。 

③ 退去報告等業務 

（ｱ） 指定管理者は，退去調査実施後，その結果について「引渡し立会確認報告書」を２部作成し，原

則として退去調査の翌開庁日までに１部を市へ提出する。 

（ｲ） 指定管理者は，「市営住宅明渡届」，「市営住宅明渡調査書」，「壁塗装ペンキ・クロス貼り替え計

算表」，「請求書」，「退去時修繕費（現金）」，「領収書（写し）」等の退去調査に伴う書類を提出する。 

（ｳ） 指定管理者は，上記書類の提出が遅延する場合は，市に対し，退去調査完了の事実報告を行い，

書類提出の遅延に関する報告を行う。 

④ 残置物撤去指導等業務 

(ｱ) 住戸に残置物がある場合は，指定管理者は退去した入居者等に対し，口頭又は文書により撤去

の指導を行う。 

 (ｲ) 単身入居者が死亡した場合は，指定管理者は，相続人等に対し，退去手続等（明渡届，未納家賃

の納付，原状回復，鍵の返却等）について，原則文書により指導を行う。相続人等が不明の場合は，

市に相続人調査を依頼するものとする。 

(ｳ) 単身入居者の死亡後，相続人等による速やかな対応が見込まれず，生活ゴミ，腐敗物等を原因と

する悪臭等周囲への影響等が懸念される場合には，ただちに原因物を撤去・処分するものとする。 

(ｴ) 単身入居者の死亡後，市営住宅の管理を適正かつ合理的に実施するため，指定管理者は，相続

人等の財産権を侵害しないよう留意しつつ，市職員等の立会いの下，速やかに残置物の状況確認

を行うものとする。 

(ｵ) 単身入居者の死亡後に残置物の所有権放棄の意思表示があった場合等で，市営住宅の適切か

つ合理的な管理を図る上でやむを得ない事由があると認められるときは，指定管理者は，市が別に

定める方針に基づいて残置物の移動，保管，処分等を行う。この場合，移動等の費用は，原則とし

て指定管理者の負担とするものとする。 

 

（３） 入居業務  

指定管理者は，市営住宅への募集・入居業務を【別添０８-１】「入居者募集業務仕様書」及び【別添０８

-２】「募集・入居業務フロー図」に基づき行う。ただし，市単独住宅における社宅利用申込の場合は，【別

添０８－３】「社宅使用業務フロー図」に基づき行う。 

① 募集の種類，時期及び申込期間 

    (ｱ)  募集の種類 

      （a）定期募集 

旧三原地域（本佐木住宅・小西北住宅１号棟のシルバーハウジングを除く。）及び本郷地域の

住宅の空家となっている部屋を対象としたもの。 

（b）定期再募集 

定期募集で申込みのなかった部屋を対象とし，定期募集の翌月に募集するもの。 

      （c）常時募集 

本佐木住宅，小西北住宅１号棟（シルバーハウジング），久井地域（市単独住宅を除く。）及び

大和地域の住宅の空家となっている部屋を対象としたもの。 

      （d）随時募集 

          市単独住宅の空家となっている部屋を対象としたもの。 

     (ｲ) 募集時期 

     （a）定期募集時期 ６月・１０月・２月 

      （b）定期再募集時期 ７月・１１月・３月（定期募集で申込みのない部屋があった場合に実施） 

      （c）常時募集時期 ５月・７月・９月・１１月・１月・３月 

     （d）随時募集時期 指定管理者の窓口開設時間（休日及び祝日を除く。） 

     (ｳ) 申込受付期間 

     （a）定期募集 

月の第一月曜日（月曜日が指定管理者の管理事務所の休日の場合は，翌営業日）から次週の

金曜日まで資料配布を行い，申込受付期間は資料配布期間の末日２日間で実施する。（当該日に

指定管理者の管理事務所の休日が含まれる場合は受付日を前倒す） 

      （b）定期再募集 

月の第一月曜日（月曜日が指定管理者の管理事務所の休日の場合は，翌営業日）から次週の
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金曜日まで資料配布を行い，申込受付期間は資料配布と同期間で実施する。 

      （c）常時募集 

月の第３月曜日（月曜日が指定管理者の管理事務所の休日の場合は，翌営業日）から次週の

金曜日まで資料配布を行い，申込受付期間は資料配布と同期間で実施する。 

     （d）随時募集 

        指定管理者の窓口開設時間（休日及び祝日を除く。）で実施する。 

② 入居者募集の方法等 

（ｱ） 募集一覧表の作成 

指定管理者は，入居者募集の対象となる空家住戸の状況を記載した募集一覧表を作成し，募

集開始日の１週間前までに市に報告すること。市は，その内容を確認後，指定管理者へ資料の印

刷を依頼する。なお，随時募集に関しては，原則として常時募集に合わせて実施すること。 

（ｲ） 「市営住宅入居者募集申込資料」の作成等 

指定管理者は，各募集開始日の土日祝日を含まない３日前までに，「市営住宅入居者募集申込

資料」を作成し，各支所配布分及び市役所配布分を市へ提出すること。指定管理者の管理事務所

等その他配布分については，申込受付期間中において配布すること。なお，随時募集に関しては，

原則として常時募集に合わせて実施すること。 

（ｳ） ホームページ・広報資料の作成 

指定管理者は，定期募集，常時募集実施月に発行する三原市広報誌の原稿を各募集月の

前々月１０日までに作成し，市へデ-タ又は紙媒体により提出すること。申込受付期間中において

は，自社のホームページ等で募集を周知すること。なお，随時募集に関しては，原則として常時募

集に合わせて実施すること。 

（ｴ） 迅速な募集 

    募集を行う住宅については，迅速な修繕により，募集を行うことができる状態とすること。 

（ｵ） 入居相談 

指定管理者は，入居希望者からの問い合わせ及び相談に対応すること。 

（ｶ） 提出書類の受付等 

○ 指定管理者は，提出された書類を確認可能な範囲で，入居申込資格（単身の入居資格等）

適否についての形式的審査を行うこと。 

○ 指定管理者は，入居希望者から提出された申請書類等の確認を行い，提出された申請書

類等に不備がある場合は電話等で連絡し，書類を整えさせること。 

○ 指定管理者は，入居申込者一覧表を作成し，申込受付期間終了後，翌開庁日までに市へ

提出すること。なお，随時募集に関しては，入居申込者一覧表の作成は不要とし，申請書類

等が整い次第，翌開庁日までに市へ提出すること。 

     (ｷ) 申込者の仮審査 

 市は，入居申込者一覧表の提出後に申込者の仮審査を行い，仮審査の結果を受け，失格者の

みに対して入居資格仮審査通知書を作成し，対象者へ送付する。 

（ｸ） 公開抽選会 

○ 指定管理者は，入居申込世帯数が２世帯以上となった募集住宅がある場合は，公開抽選会

を実施すること。 

○ 指定管理者は，公開抽選会を開催し，募集住宅ごとに入居予定者及び補欠者（最大３人）を

決定すること。 

○ 指定管理者は，公開抽選会後速やかに，抽選結果データ（抽選結果一覧，当選者一覧，補

欠者一覧，落選者一覧等）を市へ提出すること。 

○ 指定管理者は，公開抽選会後，抽選結果通知を申込者全員に発送すること。入居予定者に

ついては，指定管理者で当選通知書を作成し，本審査に必要な書類（住民票，所得課税証明

書等）及び提出期限等を通知すること。補欠者には，指定管理者が市営住宅入居補欠通知

書を作成し，送付すること。落選者には，指定管理者が市営住宅入居落選通知書を作成し，

送付すること。 

○ 随時募集については，先着順とし，抽選は実施しないこととし，仮審査合格後速やかに本審

査へ移行すること。 

（ｹ） 本審査 

指定管理者は，入居予定者の本審査に必要な書類の形式的審査を行い，不備があった場合は

電話等で連絡し，本審査期限内に書類が整った後，速やかに市へ提出すること。 
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（ｺ） 入居決定通知書等の送付 

指定管理者は，市が入居決定した者に対して市が作成した「入居決定通知書」を送付すること。 

（ｻ） 入居許可書兼入居可能日通知書の送付 

指定管理者は，入居手続期限内に入居決定者から提出された市営住宅請書及び添付書類を

受理し，領収書による敷金の納付確認を行うこと。不備があった場合は，電話等で連絡し，書類が

整った後，速やかに市へ提出すること。市の連帯保証人資格審査が終わり，市から指定管理者へ

畳・襖の交換依頼後，指定管理者から市へ鍵渡し可能日を連絡すること。市の決裁後，指定管理

者は市が作成した「入居許可書兼入居可能日通知書」を送付すること。 

③ 入居に関すること 

（ｱ） 指定管理者は，入居決定者から，入居希望日の連絡を受けた時に，鍵渡し日時の調整をし，「市

営住宅入居許可書兼入居可能日通知書」及び印鑑を持参するよう説明する。  

（ｲ） 指定管理者は，鍵渡しの際には，「三原市営住宅駐車場使用承諾書及び使用可能日通知書」，

「市営住宅使用料口座振替のお知らせ」を渡し，「市営住宅の入居にあたって」により市営住宅等の

生活ル-ル等について十分に説明した後，住宅の鍵を手渡すこと。 

(ｳ) 指定管理者は，日割家賃が納期限を過ぎないよう現金収納などに努めること。 

④ 社宅使用者の入居に関すること 

（ｱ） 指定管理者は，③の後又は入居決定後，社宅使用者から入居者承認申請書等を受理し，形式的

審査を行う。不備があった場合は電話等で連絡し，本審査期限内に書類が整った後，速やかに市

へ提出すること。 

 (ｲ) 市が入居承認した者について，市が作成した「社宅入居者承認通知書」を指定管理者は社宅使用

者に送付し，鍵渡し時に社宅使用者へ行った説明を入居者にも行うよう，社宅使用者へ伝えること。 

（ｳ） 指定管理者は，入居者に対する苦情等があれば，社宅使用者にも伝え，問題解決に努めること。 

（ｴ） 指定管理者は，日割家賃が納期限を過ぎないよう現金収納などに努めること。 

   

（４） 公募外入居業務 

指定管理者は，公募外の入居を希望する者について，関連諸規定や【別添０９-1】「公募外による入居

の取扱基準」，【別添０９-２】「特定入居フロー図」及び【別添０９-３】「目的外入居フロー図」に基づき，相

談・問い合わせに対応するとともに，必要な手続を行わせる。 

   ① 特定入居 

       特定入居とは，三原市営住宅設置，整備及び管理条例第 5 条の規定に該当し，かつ，三原市営住

宅の入居資格も満たしている者が公募によらず入居することをいう。これに関する業務は次のとおり。 

     （ｱ） 入居申込に関する相談・指導 

         特定入居を希望する者からの入居・住み替えの相談，問い合わせについて，対応する。      

    （ｲ） 入居可能の決定 

         空家状況，空家修繕状況等を検討した結果，入居が可能であれば，その旨を登録者及び市へ

連絡する。 

    （ｳ） 入居手続 

         特定入居をする者から，公募による新規入居と同様の書類を提出してもらい，入居手続を行う。 

    （ｴ） 退去手続 

         既存入居者の特定入居（住み替え）の場合は，旧住宅の退去手続を行う。 

   ② 目的外入居 

       目的外入居とは，特定入居を希望するが，入居資格を満たさない者，又は一時的な住居を必要と

する者に期間を限定して住宅利用を許可することをいう。これに関する業務は次のとおり。 

    （ｱ） 入居申込に関する相談・指導 

         目的外入居を希望する者からの入居の相談，問い合わせについて，対応する。 

    （ｲ） 入居可能の決定 

         空家状況，空家修繕状況等を検討した結果，入居が可能であれば，その旨を希望者及び市へ

連絡する。 

    （ｳ） 入居手続 

         目的外入居に必要となる種類の提出を受け，入居手続を行う。 

 

（５） 家賃及び駐車場使用料の徴収業務 

指定管理者は，家賃及び駐車場使用料の徴収業務を，【別添１０】「家賃及び駐車場使用料収納取扱フ
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ロ-図」に基づいて行う。 

① 家賃納付書及び口座振替通知書の配付  

（ｱ） 指定管理者は，市が作成した家賃納付書及び口座振替通知書を各戸へ配付する。配付時期は

家賃納付書及び口座振替通知書が半年分ずつの作成となるため，毎年４月上旬，９月下旬とする。

なお，各戸への配付方法については，住宅管理人がいる団地については，住宅管理人を通じて入居

者へ配付する。その他の住宅については，指定管理者の負担において郵送としても差し支えない。 

（ｲ） 指定管理者は，入居者から紛失等により再発行の申出があったときは，市に速やかに連絡し，納

付書を作成し送付する。 

（ｳ） 前記（ｱ） （ｲ）の郵便物が居所不明等で届かなかった場合は，住宅を訪問して所在の確認をする。 

② 徴収業務による現金収納 

指定管理者は，入居者が家賃及び駐車場使用料を指定管理者の管理事務所で支払おうとするときは，

これを受領すること。受領した家賃及び駐車場使用料については，領収書（指定管理者が作成する。）を

発行する。 

指定管理者は，現金出納簿に記入するとともに，領収書の使用状況と徴収金額が一致しているかを

確認すること。受領した家賃及び駐車場使用料は速やかに納付書作成し，入金する。金融機関から返却

された納入書兼領収証書（納付書右部分）は領収書に貼付する。 

③ 口座振替制度の利用促進 

指定管理者は，家賃及び駐車場使用料を納付書により納付している入居者に対して，口座振替制度

の利用促進を図る。 

 

（６） 駐車場管理業務 

指定管理者は，市営住宅駐車場を使用する者について，三原市営住宅駐車場管理要領，【別添１１-１】

「市営住宅駐車場に関する手続について」及び【別添１１-２】「駐車場使用手続等フロ-図」に基づき，必要

な手続を行わせるとともに，市営住宅駐車場が適正に使用されるように管理・指導・助言を行う。 

① 市営住宅駐車場使用許可 

（ｱ） 指定管理者は，市営住宅駐車場の使用を希望する者（以下「駐車場使用希望者」という。）から相

談を受け付ける。その際，指定管理者は，駐車場使用希望者の家賃及び駐車場使用料の滞納状況

を市へ確認し，滞納がある場合は市営住宅駐車場の使用ができないことを説明する。 

（ｲ） 指定管理者は，駐車場使用希望者に家賃等の滞納がないことを確認のうえ「市営住宅自動車保

管場所使用（承認・変更承認・承認証明）申請書」（以下「自動車保管場所使用申請書」という。）を渡

し，住宅管理人の置かれている住宅については，住宅管理人の署名，押印が必要であることを説明

する。 

（ｳ） 指定管理者は，駐車場使用希望者から「自動車保管場所使用申請書」を受理し，形式的審査をし，

電算システムへの入力を行う。 

（ｴ） 市は申請内容について，審査・決裁を行う。 

（ｵ） 指定管理者は，市の決裁後「三原市営住宅駐車場使用承諾書及び使用可能日通知書」を作成し，

許可証とともに駐車場使用希望者に送付する。 

② 自動車保管場所証明申請書（普通車購入，買い替え等） 

（ｱ） 指定管理者は，「自動車保管場所証明書」を希望する者（以下「車庫証明希望者」という。）から相

談があったときは，家賃及び駐車場使用料の滞納状況について市へ確認し，滞納がある場合は，

「自動車保管場所証明書」の交付ができない旨を説明する。 

（ｲ） 指定管理者は，車庫証明希望者に家賃の滞納がないことを確認のうえ「自動車保管場所使用申

請書」を渡し，住宅管理人の置かれている住宅については，住宅管理人の署名，押印が必要である

旨を説明する。 

（ｳ） 指定管理者は，提出された「自動車保管場所使用申請書」を形式的に審査し申請書類を受け取り，

市へ送付する。 

 (ｴ) 市は，提出された書類を審査・決裁し，「市営住宅自動車保管場所使用承認証明書」を作成する。 

(ｵ) 指定管理者は，「市営住宅自動車保管場所使用承認証明書」を車庫証明希望者に交付し，証明手

数料を受領する。受領した証明手数料については，領収書（指定管理者が作成する。）を発行する。

指定管理者は，市に納付書作成を依頼し，市が作成した納付書で市の銀行窓口等を利用し，受領

した証明手数料を支払う。指定管理者は，現金出納簿に記入するとともに，領収書の使用状況と徴

収金額が一致しているかを確認すること。 

(ｶ) 指定管理者は，車庫証明希望者から自動車検査証の提出を受けて電算システムへの入力を行う。 
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(ｷ) 市は，審査・決裁を行う。 

(ｸ) 指定管理者は，市の決裁後「三原市営住宅駐車場使用承諾書及び使用可能日通知書」と許可証

を作成し，車庫証明希望者に交付する。 

   ③ 軽自動車購入及び買い替え，主に運転する人の変更，駐車区画変更，承継による名義人変更 

     (ｱ) 指定管理者は，申請者に家賃及び駐車場使用料の滞納がないことを確認する。 

     (ｲ) 指定管理者は，申請者に滞納がなければ，各手続に必要な申請書を渡し，手続について説明する。 

     (ｳ) 指定管理者は，申請書及び添付書類の提出を受けて，形式的審査をし，電算システムの入力を行

う。 

     (ｴ)  指定管理者は，市の決裁後，許可書を作成し，申請者に送付する。 

④ 駐車区画の返還 

（ｱ） 指定管理者は，駐車場使用者から「市営住宅自動車保管場所返還届」が提出されたときは，これ

を受け付け，形式的審査をし，電算システムへの入力を行う。 

（ｲ） 市はこれについての審査・決裁を行う。 

   ⑤ 許可証の紛失 

       指定管理者は駐車場使用者から「市営住宅駐車場許可証紛失届け」の提出があった場合は，審査

を行い，許可証を再発行する。 

⑥ 市営住宅駐車場使用料減免申請 

（ｱ） 指定管理者は，市営住宅駐車場使用料の減免を希望する者（以下「駐車場減免希望者」という。）

から相談があったときは，減免についての説明を行う。 

（ｲ） 指定管理者は，駐車場減免希望者が減免対象となることを市へ確認し，駐車場減免希望者に「市

営住宅駐車場使用料減免申請書」を配付する。 

（ｳ） 指定管理者は，駐車場減免希望者から「市営住宅駐車場使用料減免申請書」及び添付書類が提

出されたときは，形式的審査を行い，速やかに市へ提出する。 

（ｴ） 指定管理者は，市から「市営住宅駐車場使用料減免決定（不承認）通知書」が交付されたときは，

駐車場使用希望者に送付し，電算システムへの入力を行う。 

⑦ 市営住宅駐車場管理 

三原市営住宅駐車場管理要綱に基づき，市営住宅敷地内の駐車区画の利用について，入居者等へ

の指導及び適切な措置を講じる。市営住宅駐車場の管理業務については，次のとおりとする。 

○ 駐車場設備の保守管理 

○ 住宅敷地内の不法・迷惑駐車の監視 

○ 住宅駐車場関係文書の配布・掲示・回覧 

○ 使用者への適正使用の周知 

○ 住宅駐車場利用に関する秩序維持 

○ その他，市営住宅駐車場の管理上，必要と認められる事項 

（ｱ） 市営住宅駐車場内の舗装や区画線の状況については，定期的に確認を行い必要に応じて補修

修繕を行う。ただし，駐車場未整備で空地利用として自治会により駐車場区画を設置している住宅

の区画線の補修については，住宅自治会での対応とする。 

（ｲ） 市営住宅駐車場に関して入居者等から苦情要望があった場合は，【別添０１】「要望・苦情・相談等

対応フロ-図」に基づき，必要に応じて現地調査のうえ指導等適正な措置を行う。 

（ｳ） 住宅敷地内における迷惑駐車及び放置車両については，速やかに改善するよう指導を行うものと

し，車両の特定が困難な場合は，車両の写真を提出し，市へ照会を行うものとする。 

（ｴ） 改善指導に従わない等の悪質な場合は，対応記録や詳細な資料を付けて市へ報告するものとす

る。報告により市が対応方針を定めた場合は，これに従い指定管理者が適正な措置を行うものとす

る。 

（ｵ） 市営住宅の改修工事等に伴い，市営住宅駐車場の使用制限が生じる場合は，対象者への周知

連絡を行うとともに，工事等が円滑に完了するように入居者へ指導・助言を行うものとする。 

 

（７） 家賃の滞納整理に関する業務 

指定管理者は，「三原市営住宅家賃滞納整理要綱」を参考として，【別添１０】「家賃及び駐車場使用料

収納取扱フロー図」・【別添１２-１】「三原市営住宅家賃滞納整理要綱による滞納整理事務」・【別添１２-２】

「家賃滞納取扱フロー図」・【別添１３】「明渡し訴訟に係る取扱フロー図」の例により，次の業務を行う。③

～⑤については，納付指導について記録し，市へ提出する。指定管理者は，家賃等滞納者へ納付指導及

び文書を送付する際には，納付相談及び問い合わせ窓口が指定管理者であることを周知すること。 
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① 督促 

家賃を納期限までに納付しなかった滞納者に，毎月１回，督促状を作成し送付する。 

② 電話等による納付指導 

（ｱ） 滞納月数が２か月以上となった滞納者に対し，次に掲げる処置を行い家賃の滞納解消に努める。 

（a） 電話又は文書による納付指導を毎月１回以上行う。 

（b） 滞納の解消が図りやすいよう，市の承認を得て分割納付等の指導を随時行う。 

③ 訪問及び面談等による納付指導  

（ｱ） 滞納月数が３か月以上となった滞納者に対し，訪問及び面談等による納付指導を毎月１回以上

行い，滞納者に納付書を手渡す。（不在の場合は，納付書及び不在連絡票等を住戸のポストに入れ

る。） 

（ｲ） 滞納月数が３か月以上となった滞納者の連帯保証人には，電話及び面談等で口頭による納付指

導を行う。 

④ 催告 

（ｱ） 滞納月数が３か月以上となった滞納者で，納付指導に従わない滞納者については，指導状況及

び滞納額を市に報告し，市が決裁・作成した催告書を送付する。 

（ｲ） 前記（ｱ）の催告書を送付した滞納者のうち，家賃を納付しない滞納者で滞納月数が４か月となっ

た滞納者及び連帯保証人については，指導状況を市に報告し，市が決裁・作成した，通告書及び連

帯保証人通告書を送付する。 

⑤ 納付誓約書の徴取  

（ｱ） 滞納月数が２か月以上となった滞納者に電話，面談等による納付指導を行った際には，市と協議

の上で納付誓約書を徴取し，納付誓約書による納付指導を行うこと。 

⑥ 適用除外 

前記②から⑤までの規定は，納付誓約が成立している滞納者で誠実に納付を履行している者につい

ては，適用しないこととする。 

⑦ 訴訟に係る事務補助  

（ｱ） 滞納月数が５か月以上又は滞納額が２０万円以上の滞納者で，納付指導に従わず，これ以上賃

貸借契約を継続していくことが困難であると認められる者について，訴訟対象者リスト及び資料を作

成し，市へ提出する。  

（ｲ） 前記（ｱ）の訴訟対象者の滞納経過や指導状況の整理及び資料を作成し，市へ提出する。 

（ｳ） 市が作成する最終通告書を滞納者へ内容証明郵便で，連帯保証人へ簡易書留郵便でそれぞれ

送付する。 

（ｴ） 前記（ｳ）の郵便物が不在や受取拒否された場合は，遠隔地である場合を除き，住宅へ訪問して

直接手渡し，送達記録書に記名押印してもらうこと。また，訪問時に不在の場合は住宅に差し置きし，

差し置いたことが分かる状況を写真で撮影すること。 

（ｵ） 市が作成する市営住宅入居許可取消通知及び明渡請求書を簡易書留郵便で送付する。 

（ｶ） 前記（ｵ）の郵便物が不在や受取拒否された場合は，住宅へ訪問して直接手渡し，送達記録書 

に記名押印してもらうこと。また，訪問時に不在の場合は住宅に差し置きし，差し置いたことが分か

る状況を写真で撮影すること。 

⑧ 住宅明渡しに係る事務補助 

市が行う強制執行による住宅明渡しに立ち会うこと。 

⑨ 市が行う手続 

賃貸借契約解除，訴訟提起及び強制執行手続は市が行う。 

 

（８） 収入超過者及び高額所得者への対応 

指定管理者は，次の収入超過者・高額所得者に関する業務を行うものとし，三原市営住宅高額所得者

明渡事務処理要綱，【別添１４】「収入超過者対応フロー図」，【別添１５-１】「市営住宅高額所得者への対

応の流れ」，【別添１５-２】「高額所得者対応フロー図」に基づき適切に行うものとする。 

   ① 収入超過者について（公営住宅及び改良住宅のみ） 

      指定管理者は，市が認定する収入超過者に対して，市が作成した収入超過者認定通知書を送付す

ること。また，納付通知書及び口座振替通知書，収入報告書，収入超過者認定通知書の配付時には

「収入超過者へのお知らせ」を同封し，制度の周知を図ること。 

      指定管理者は，収入超過者からの問い合わせがあったときは，住宅の明渡し努力義務があることを

説明すること。 
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   ② 高額所得者について（公営住宅のみ） 

      指定管理者は，市が認定する高額所得者に対して，市が作成した高額所得者認定通知書に「高額所

得者と認定された方へ」を同封のうえ送付し，高額所得者の呼び出しを行い，制度の説明及び事情聴

取を行い，退去に向けての指導を行うこと。 

      また，指定管理者は，次年度に高額所得者と認定される可能性がある者に対して，納付通知書及び

口座振替通知書，収入報告書，収入超過者認定通知書の配付時には「高額所得者１年目の方へ」を同

封し，制度の周知を図ること。 

 

（９） 各種申請の受付業務 

指定管理者は，各種申請に関する相談に対応するとともに，関係申請書を受け付け，書類審査などの

形式的審査を行うこと。書類に不備のないことを確認したうえで，市へ受付書類を送付し，市が決裁し，承

認書等を作成した後，電算システムへの入力を行い，承認書等を速やかに送付すること。 

各種申請は，次のとおりである。各詳細について関係諸規定等，【別添１６-１】「各種申請の受付業務

取扱基準」，【別添１６-２】「各種申請受付フロー図」を参照し，適切に業務に当たること。また，⑪共益費

負担金申請については，【別添１６-３】「共益費負担金交付仕様書」及び【別添１６-４】「共益費負担金交

付事務フロー図」を参照し，適切に業務に当たること。 

① 同居承認申請 

親族等を新たに同居させようとする場合 

② 入居承継承認申請 

名義人が死亡，離婚などの理由により退去した場合で，同居親族等が引き続き居住しようとする場合 

③ 同居者異動届 

出生・死亡又は転居等により，同居者に異動（変更）があった場合 

④ 収入額再認定申請 

収入額の著しい増減，同居者の増減など家賃額が年度途中で変更となる場合 

⑤ 市営住宅家賃（敷金）減免（徴収猶予）申請 

家賃の減免及び徴収猶予を申請する場合 

⑥ 連帯保証人変更届 

連帯保証人が死亡等の理由により，連帯保証人としての資格を消失した場合 

⑦ 長期不在届出 

入居者及び同居親族等の全員が住宅を引き続き１５日以上使用しない場合 

⑧ 用途変更承認申請 

市営住宅の一部を，住宅としての用途から変更する場合 

⑨ 模様替・増築承認申請 

住宅の模様替えや増築を行おうとする場合 

   ⑩ 公有財産使用許可申請 

      市（建築課）所管の土地・建物を用途又は目的を妨げない限度で使用する場合 

   ⑪ 共益費負担金申請 

      事業実施を理由に募集停止を行った住宅において，市が共益費の一部を負担する場合 

 

（１０） 住宅管理人業務 

     指定管理者は，住宅管理人に関する業務として，関連諸規定及び【別添１７-１】「住宅管理人に関する

事務取扱基準」，【別添１７-２】「住宅管理人選出フロー図」及び【別添１７-３】「管理人謝金支払フロー図」

に基づき，次のとおり適切に行うものとする。 

    ① 住宅管理人の選出 

      ２月下旬に現住宅管理人に「住宅管理人の選出について」等を送付し，次年度の管理人から「住宅管

理人の選出について（報告）」等を提出してもらうよう依頼する。また，年度途中に住宅管理人から交代

手続に係る連絡があった場合は，手続について説明し，必要書類を送付する。 

   ② 住宅管理人名簿の作成 

      提出された「住宅管理人の選出について（報告）」をもとに，住宅管理人名簿を作成し，書類一式と共

に市へ提出する。 

   ③ 住宅管理人への業務説明会 

      ４月に住宅管理人に対して，住宅管理人委嘱式兼研修会行う。この場で住宅管理人に対して委嘱状

を授与し，住宅管理人業務について説明を行う。ただし，感染症の蔓延等実施が困難な場合は，市と協
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議のうえ，対応を決定する。 

   ④ 住宅管理人との連絡調整業務 

      入居者からの要望・苦情及び各種修繕について，住宅管理人と連携を取りながら対処する。 

   ⑤ 謝金の支払 

      市は，各住宅管理人の謝金金額を計算し，支払手続を行う。 

 

※ 市営住宅における共益費等の取扱いについて 

条例により「入居者の負担義務（条例第２４条第１項）」を定めており，費用（共益費）の徴収及び

運用については，市営住宅入居者により構成する任意団体が行っている。 

その運営等について関与することはないが，団地の運営には欠かせないものであることから，各

種施設の管理等の相談については，適切に対応すること。 

 

（１１） 防火管理業務 

指定管理者は，市営住宅の管理に関して防火管理者の資格を有する者を配置し，次に掲げる防火管

理に関する業務を行う。 

① 消防計画の作成及び見直し並びに変更等に係る書類作成 

② 避難施設等に置かれた物の除去等の施設管理 

③ 消火，通報及び避難訓練の実施 

④ 消防用設備等の点検及び整備の実施及び監督 

⑤ 不適切な工事に対する中断，器具の使用停止，危険物の持ち込みの制限及び火気の使用等危険な

行為への監督 

⑥ 防火管理業務従事者に対する指示及び監督 

⑦ 消防署等関係機関への報告 

⑧ 火災予防及び入居者の防災意識体制の向上のための啓発活動 

⑨ その他，防火管理者の責務を遂行するために行うべき業務 

 

３ 設備の保守管理に関する業務 
保守管理に関する業務とは，以下の保守点検業務と維持管理業務をいう。 

○ 保守点検業務 

部材等の損耗状況を常時把握し，入居者等に対する事故等を未然に防止するとともに，点検結果を

修繕計画に的確に反映するための業務及び法定点検業務をいう。 

○ 維持管理業務 

市営住宅等を常時適正な状態に維持することや樹木等の管理を行う業務をいう。 

（１） 設備巡回点検業務 

① 巡回目視点検 

指定管理者は，定期的に市営住宅を巡回し，目視により建物を点検・記録し，不具合がある場合には，

修繕等の対応を行う。この巡回・点検の際には，国土交通省住宅局住宅総合整備課が作成した「公営住

宅等日常点検マニュアル」を参酌する。 

また，管理地内に違法駐車や不法投棄等の状況があれば，関係機関への通報及び市へ報告を行い，

必要な措置を講じる。 

② 空家の状態把握 

指定管理者は，定期的に市営住宅を巡回し，募集停止空家，長期空家及び一時空家について状態の

把握を行い，管理に不具合がある場合は必要に応じて措置を講じる。 

③ 台風等の災害への事前対応 

指定管理者は，台風等があらかじめ予測される場合は，事前に施設等を巡回点検し，予防措置に努 

める。 

 

（２） 設備保守管理業務 

① エレベーター保守点検管理 

指定管理者は，市営住宅に設置されているエレベーターについて，日常管理と定期的な保守業務によ

って安全で快適な性能維持を確保するため，【別添１８-１】「昇降機施設保守点検業務仕様書」に基づき

保守管理を行う。（対象市営住宅は【別添１８-２】「昇降機設備一覧表」を参照） 

 



 14 / 140 

 

② 給水施設保守点検管理 

水道法，水道法施行規則，三原市水道事業給水条例及び三原市水道事業給水条例施行規則，【別

添１９-１】「給水施設保守点検管理実施要領」等に基づき，給水施設の機能を十分に発揮させ，衛生的

環境の確保を行う。（対象施設は【別添１９-２】「市営住宅貯水槽設置一覧表」を参照） 

（ｱ） 簡易専用水道及び小規模貯水槽水道に係る管理 

【別添１９-３】「市営住宅簡易専用水道及び小規模貯水槽水道における清掃・点検・水質検査業

務仕様書」に基づき，貯水槽の清掃をし，水道法第３４条の２第２項の規定に基づく定期検査を受験

する。 

（ｲ） 一般飲用井戸に係る管理について 

【別添１９-４】「市営住宅一般飲用井戸施設維持管理仕様書」に基づき，定期点検及び貯水槽の

清掃等を行う。 

（ｳ） 小型量水器（水道メーター）の撤去依頼 

【別添２０】「水道メーター取扱要領」に基づき，用途廃止住宅で退去があった場合は，三原市水

道部へ水道メーター撤去の依頼をする。 

③ 遊具の保守点検管理 

指定管理者は，公園内の遊具を定期的に点検し，異常箇所を早期に発見し，安全に使用するため，

【別添２１-１】「遊具等保守点検業務仕様書」に基づき遊具等の点検を実施し，結果を市へ報告する。

（対象市営住宅及び設置遊具等の詳細については【別添２１-２】「遊具等設備一覧表」を参照） 

   ④ シルバーハウジング緊急通報設備機器保守管理 

     指定管理者は，小西北住宅 1 号棟（シルバーハウジング）の入居者が安心・安全に生活を営むことが

できるよう，【別添２２】「シルバーハウジング緊急通報設備機器保守管理実施要領」に基づき，機械警備

及び緊急通報機器等の保守管理を実施する。 

   ⑤ 消防用設備保守点検管理 

指定管理者は，消防用設備等の適正な維持管理のため，【別添２３-1】「市営住宅消防設備点検業務

仕様書」に基づき，次のことを実施する。（対象市営住宅及び設備等は【別添２３－２】「点検を実施する

住宅所在地・床面積」，【別添２３-３】「点検を実施する住宅と消防設備の種類」を参照） 

（ｱ） 消防法第１７条の３の３に規定する点検（外観機能（機器点検）及び総合点検）を実施する。 

（ｲ） 上記点検結果について，法令の定めにより所轄消防署に報告する。 

（ｳ） 消防設備等の適正な維持管理のため，消火器の更新（【別添２４】「消火器更新計画一覧表」を参

照）及び消防設備等の修繕を指定管理者の負担(消火器の購入費を除く。)において行う。この場合，

市が購入した消火器を指定管理者が各住宅に配置する。なお，消火器購入に係る実質費用を当該

年度の指定管理料から減額するものとする。 

   ⑥ 特定排出水汚濁負荷量等測定業務 

      指定管理者は，市営住宅内に設置する特定の大型浄化槽について，排出水の汚濁の防止に寄与す

るため，【別添２５】「特定排出水汚濁負荷量等測定業務仕様書」に基づき，法定測定その他必要な測

定業務を実施する。 

⑦ 浄化槽施設維持管理 

   指定管理者は，浄化槽について【別添２６-１】「浄化槽法定検査実施要領」に基づき，次の業務を実

施する。（対象市営住宅は【別添２６-２】「浄化槽施設一覧表」を参照） 

（ｱ） 浄化槽法第７条及び第１１条の規定に基づき法定点検を実施する。 

     （ｲ） 機械類の修理 

         機械類の故障又は異常を認めた場合，必要な応急処置を実施するとともに，市に報告し指示を

受けるものとする。 

⑧ 除草及び樹木剪定等業務 

指定管理者は，市営住宅及び周辺の住環境維持のため，【別添２７】「除草・剪定等作業仕様書」に基

づき，団地敷地内の除草及び樹木剪定等を実施する。 

（ｱ） 定期除草業務 

年１回以上の除草等を実施するとともに，適正な維持管理を行う。 

（ｲ） 除草，植栽剪定業務（不定期） 

【別添２７】「除草・剪定等作業仕様書」に掲げる以外の箇所については，原則，入居者自ら行うこと

としているが，入居者による除草又は樹木剪定作業が次の場合に該当し，危険若しくは困難であると

認められる場合は，指定管理者の業務として実施するものとする。 

（a） 外灯照明等の障害になっている樹木剪定 
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（b） 隣接道路，歩道，団地内道路で通行の障害となっている樹木剪定 

（c） 電線，電話線の障害となっている樹木は，その管理者に選定を依頼する 

（d） 隣接地に対して障害となっている樹木剪定 

（e） 病害虫が発生している樹木剪定 

（f） 枯損木，倒木の剪定 

（g） 傾斜地などの作業が困難な箇所の除草 

（h） 市との協議により決定した樹木剪定 

（i） その他上記以外で樹木管理上必要とするもの 

⑨ 害虫駆除業務 

指定管理者は，市営住宅及び周辺の住環境維持のため，【別添２８】「害虫等駆除作業仕様書」に基

づき，市営住宅等の敷地内で発生した害虫の駆除を実施する。 

（ｱ） 募集停止空家，長期空家等において，シロアリ等の害虫駆除や鳥類防除の作業を実施する。 

（ｲ） 市営住宅等の敷地内において，害虫（シロアリ，スズメバチ等）が営巣し，入居者の生活に支障を

及ぼす場合，これらの駆除を行う。 

⑩ 屋上雨水排水口周り清掃業務 

指定管理者は，市営住宅等の雨水排水管の機能維持のため，次のことを実施する。 

（ｱ） 市営住宅等の屋上に設置されている，雨水排水口周りを必要に応じて清掃点検する。 

（ｲ） 清掃作業時に併せて屋上の状態を点検し，設備等の不良があった場合は，必要な措置を講じる。 

⑪ 発生ゴミ処理等業務 

指定管理者は，市営住宅等の管理に支障をきたすおそれのあるゴミ等について，回収・処理及び処理

についての指導を行う。 

（ｱ） 入居者清掃活動に伴う発生ゴミの処理 

市（廃棄物処理担当課）のゴミ収集により処理可能なゴミについては，そのル-ルに従って処理する

よう指導を行う。 

（ｲ） 不法投棄ゴミ等の処理 

敷地内に不法に投棄されたゴミについて，入居者からの通報があった場合には，市と協議のうえ

回収及び処理を行う。 

ただし，市（廃棄物処理担当課）のゴミ収集により処理可能なゴミについては，そのル-ルに従って

処理するよう指導を行う。 

     （ｳ） 市（廃棄物処理担当課）が収集しないゴミ等の処理 

市（廃棄物処理担当課）が収集しないゴミ等は，市と協議し処理する。 

   ⑫ 自転車及び原動機付自転車の撤去業務 

     指定管理者は，市営住宅の駐輪場等において，所有者不明の自転車等が増加し，入居者の駐輪に支

障をきたす場合は，【別添２９】「自転車及び原動機付自転車撤去取扱基準」に基づき，自転車及び原動

機付自転車の撤去を行う。 

   ⑬ 光熱水費負担業務 

      指定管理者は，【別添３０】「光熱水費負担一覧表」に基づき，電気，水道，ガス及び電話の料金を負

担する。 

 

(３)  建築基準法に規定する建築物及び建築設備等定期点検業務 

       指定管理者は，市営住宅等の建築物及び建築設備の安全性を確保するため，【別添３１-１】「建築基

準法第１２条の規定に基づく建築物及び設備の定期点検仕様書」及び【別添３１-２】「定期点検要領」

に基づき，建築物及び建築設備の定期点検（建築物：１回／３年，建築設備：１回／１年）を行い，市

に報告書を提出する。（対象市営住宅は【別添３１-３】「建築基準法に基づく定期点検箇所一覧表」を

参照） 

 

４ 修繕に関する業務 
（１） 共通事項 

① 指定管理者が行う修繕業務の対象 

（ｱ） 市が行う国庫補助事業や大規模修繕以外の，市営住宅及び共同施設の維持管理に係る全ての

修繕工事等を対象とする。 

（ｲ） 修繕の費用については，実際に修繕を行った場合にのみ発生し，現場調査や器具の操作のみで
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対応が可能な場合には，入居者（退去者）負担は求めないものとする。 

（ｳ） 指定管理者と入居者（退去者）との修繕の対応区分については，【別添０２-１】「修繕費用負担区

分表」，【別添０２-２】「大和団地住宅の修繕費用負担区分」により実施する。ただし，修繕等の発生

原因が入居者の故意又は過失によるものは，原則として入居者の負担とする。 

（ｴ） 【別添０２-１】「修繕費用負担区分表」，【別添０２-２】「大和団地住宅の修繕費用負担区分」に定

める内容に疑義がある場合や，定めのない事例が生じた場合には，市と指定管理者が協議のうえ決

定するものとする。 

② 指定管理者が行う修繕業務の内容 

（ｱ） 指定管理者は，協定書締結後，【別添３２】「維持・修繕取扱基準」及び【別添０２-１】「修繕費用負

担区分表」，【別添０２-２】「大和団地住宅の修繕費用負担区分」に基づき，修繕業務に係る業務処

理手順書（マニュアル）を作成し，事前に市の承認を得るものとする。 

（ｲ） 修繕に係る業務は，現地調査から修繕立会を行い，完成確認（検査）にいたるまでとする。なお，

設計図書等が必要な場合は指定管理者が作成するものとする。 

（ｳ） 修繕等に当たっては，別に定める修繕負担区分に基づくほか，随時市と協議しながら市の指示及

び技術的助言を受ける。 

（ｴ） 修繕の実績については，月ごとに指定管理者が定めた所定の様式により状況報告書を提出する。 

③ 対応区分 

（ｱ） ３０万円以下（税込）の小規模な修繕は，別に定める修繕負担区分及び業務処理基準に基づき， 

指定管理者の判断により計画的に実施する。 

（ｲ） ３０万円を超える修繕は，事前に市の承認を得てから実施する。 

（ｳ） 指定管理者が修繕を行わない場合は，市に指名業者登録があり，市内に事業所等を有する業者 

へ可能な限り依頼する。 

 

（２） 空家修繕 

指定管理者は，空家となった住宅についてその性能，機能を実用上支障のない状態に回復させる修繕

を行う。 

① 【別添３３】｢空家修繕取扱基準｣に基づき，整備を行う。 

② 空家修繕は，定期募集，常時募集等に合わせ，速やかに実施するものとする。なお，修繕する空家は，

市から指定がある場合を除き，空家期間が長いものから修繕することを基本とし，指定管理者が決定す

る。 

③ 室内で事故の発生した部屋，強制退去や住み替え等，特別な事由がある部屋については，整備内

容・時期等について市と協議しながら実施する。 

④ 修繕完了後は，入居者引渡しまで，随時メンテナンスを行うなど適正に管理する。 

⑤ 募集予定のない住宅については，原則修繕は行わない。 

 

（３） 各戸共用部補修 

指定管理者は，市及び入居者からの連絡等に応じ，経常的に発生する小修繕，あるいは速やかに安

全確保等を要するものに対して行う修繕や，地元自治会等からの要望への対応で，計画修繕・空家補修・

緊急修繕以外の修繕を行う。 

① 【別添０２-１】「修繕費用負担区分表」，【別添０２-２】「大和団地住宅の修繕費用負担区分」及び【別

添３２】「維持・修繕取扱基準」に基づき，指定管理者が負担すべき場合に修繕を行う。 

② 修繕の実施及び修繕工法は，劣化損傷の程度により，安全性，耐久性，機能性等を考慮し，最大限

の効果が上がる方法により指定管理者の監理責任において実施する。 

③ 施工の時期等については，入居者の利便その他の影響を十分配慮の上，実施する。 

 

（４） 緊急修繕 

   指定管理者は，次のような緊急対応を要する事態において，緊急修繕を行う。 

① 台風，豪雨，地震，火災等の災害により発生した被害に対して，緊急対応を要する修繕業務 

（ｱ） 災害による被害に対して，当面必要と考えられる措置（仮復旧仮対応）を速やかに実施する。 

（ｲ） 仮復旧仮対応，本復旧工事については市の負担とする。 

（ｳ） 本復旧工事については，市により工事発注等を行う。 

② 電気ガス給排水の損傷等の初期対応に伴う緊急補修及び各種要望に係る改修 

（ｱ） 電気，ガス，給排水管の損傷の仮復旧など当面必要と考えられる措置を指定管理者負担により
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速やかに実施する。 

（ｲ） 本復旧工事については，市と協議を行い，対応区分に基づき必要な措置を行う。  

 

  （５） 計画修繕 

     指定管理者は，次のとおり修繕計画を立案し，それに基づく修繕を実施する。 

① 修繕計画の立案 

   市営住宅等の経年等による部材等の劣化，設備の性能の低下を考慮し，劣化診断を行い，老朽度，

建設年度，入居者の要望等を勘案のうえ，計画修繕に係る修繕計画を立案し，市の承認を受けること。 

② 修繕計画に基づく計画修繕 

      指定管理者が立案し，市が承認した修繕計画に基づき，計画修繕を行うこと。なお，修繕計画に基づ

く計画修繕のうち，国庫補助事業に係るものについては市が行う。 

   ③ 市との協議等 

修繕計画実施年度における計画修繕に係る優先順位，修繕方法の変更等については，市と協議し決   

定するものとする。 

 

５ その他 
（１） 市が行う国庫補助事業や大規模修繕に関すること 

     指定管理者は，市が国庫補助事業や大規模修繕（以下「国庫補助事業等」という。）を行う場合は，入

居者に対する事業説明会への出席，移転補償等に係る申請書の受理及びその他市が必要と認める業

務を行い，国庫補助事業等推進への協力をするものとする。 

（２） 住宅統廃合の提案に関すること 

    指定管理者は，市営住宅等の効率的な管理運営を図るため，入居者数，応募数，空き戸数，建物の状

態，立地等を総合的に勘案し，市営住宅等の統廃合について，毎年１回以上市に提案を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


