
指定管理業務仕様書等に係る質問一覧

質問内容 回答

1
募集要項　第2
　対象となる施設の概要

実際の入居世帯数並びに60歳以上，65歳以上，
70歳以上，75歳以上のそれぞれの単身世帯数に
ついてご教示願います。

（令和4年3月31日時点）
・入居戸数　915件
・60歳以上　318件
・65歳以上　290件
・70歳以上　246件
・75歳以上　174件

2
現状高齢者サービスとして指定管理者が提供して
いるサービスがあればご教示願います。

直接的に高齢者サービスを提供することはあ
りませんが，日々の入居者や周囲の民生委員
等との関わりやシルバーハウジングにおける
警備保障会社との契約は指定管理者で行っ
ていただくことになります。

3 駐車場区画数についてご教示願います。 区画数は1087箇所です。

4
募集要項　第3
　運営に係る事項

減免申請数についてご教示願います。
令和3年度における減免申請件数
住宅使用料：70件
駐車場使用料：19件

5
収入申告（受付・督促）数についてご教示願いま
す。

〇令和3年度
申込期限までの受付件数が763件，残り約200
件を複数回に分けて督促を行いました。

6
募集要項　第4-5-（3）ア
　管理業務の実施の基準

市が指定管理者に貸与する備品等となりますが，
具体的なものがありましたらご教示願います。

抽選機，抽選玉，住宅等鍵，入居者請書，過
去の工事・苦情聞取書等があります。

7
業務仕様書2-（2）-④(オ）
　残置物撤去指導等業務

単身入居者の死亡等にて残置物処分，異動等の
費用を指定管理者が負担された過去4年間の実
績費用についてご教示願います。

これまでの実績はありませんが，今後発生す
ることは十分考えられます。

8
業務仕様書2-（3）-（ク）
　公開抽選会

公開抽選会の開催について，現在，開催している
会場名，費用等についてご教示願います。

会場名：三原市中央公民館
費用：市で確保するため指定管理者での費用
負担はありません

9
業務仕様書2-（5）
　家賃及び駐車場使用料の
徴収業務

過去5年度分の家賃及び駐車場の現年度収納
率，過年度収納率をご教示願います。

下記①「収納実績」に平成３０年度から令和３
年度までの収納率を記載しています。

10
業務仕様書2-（5）③
　口座振替制度の利用促進

現在の口座振替利用率についてご教示願いま
す。

74.9％です。（令和4年9月現在）

11
業務仕様書3
　設備の保守管理に関する
業務

各種点検，清掃業務等における過去4年間の実績
金額並びに再委託先についてご教示願います。

下記②「設備保守管理費」をご確認ください。

12
業務仕様書3-（2）-⑤
　設備の保守管理に関する
業務

火災報知器の交換は業務内容に含まれず貴市で
の対応という認識でよろしいでしょうか。

火災報知器の交換及び費用負担は，指定管
理者の業務内容に含まれます。

13
業務仕様書3-（2）-⑤（ア）
　消防用設備保守点検管理

連結送水管の耐圧試験の過去実施年度並びに対
象をご教示願います。

連結送水管は旭町住宅，干川住宅及び宮沖
住宅に設置していますが，関係機関に確認を
行い，任意設置のため，耐圧試験は義務付け
されておらず，耐圧試験の実績はありませ
ん。

14
業務仕様書3-（2）-⑤（ウ）
　消防用設備保守点検管理

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。とありますが，貴市
において購入される1本あたりの単価はいくらで見
込まれていますでしょうか。

１本当たり5,000円～12,000円程度を見込んで
おります。

15
業務仕様書3-（2）-⑧
　除草及び樹木剪定等業務

別添27　３草刈実施場所について，面積をご教示
願います。また，樹木剪定の対象となる樹木の本
数等についてもご教示願います。

下記③「H31～R3剪定・除草実績」を参考にし
てください。ただし，入居者の高齢化により，今
後大幅に増加（約3倍）していくことを見込んで
います。

質問事項
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指定管理業務仕様書等に係る質問一覧

質問内容 回答質問事項

16
業務仕様書3-（2）-⑨
　害虫駆除業務

過去4年間における実績件数をご教示願います。 下記④「害虫駆除」をご確認ください。

17
業務仕様書3-（2）-⑩
　屋上雨水排水溝周り清掃
業務

清掃頻度，詳細仕様等について別添の資料がご
ざいませんでしたのでご教示願います。

台風や降雨の前など，必要に応じて，屋上の
雨水配水口周りの点検清掃を行います。この
際，設備等の不良があった場合は，部品の交
換等の必要な措置を行います。漏水が生じた
際の対応は指定管理者が行います。

18
業務仕様書3-（2）-⑪
　発生ゴミ処理等業務

本業務におけるゴミ処理について，最終的に指定
管理者が負担することになった事案がございまし
たら，過去4年間の費用実績並びに件数をご教示
願います。

これまでの実績はありません。

19
業務仕様書3-（2）-⑬
　光熱水費負担業務

別添30に記載の光熱水費ですが，過去4年分の
実績金額についてご教示願います。

下記⑤「光熱水費」をご確認ください。

20

業務仕様書3-（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

建築物の定期調査（１回/３年）の実施時期をご教
示願います。

前回は令和３年度に実施しました。今後の予
定については，仕様書137ページ【別添31-3】
をご確認ください。

21 募集要項P6（6）経費の実績

保守管理費の備考に令和4年度から緊急通報設
備の委託と草刈等の負担増により約450 万円の
増額とありますが、令和３年度の経費の実績に比
べ、令和５年度からの指定管理基準額は約270
万の減額となっております。
業務内容の変更や仕様の変更等ございますで
しょうか。

指定管理基準額についてですが，募集要項5
ページの(2)のアに記載している金額について
は，消費税及び地方消費税相当額を除いた
金額を記載しています。税込金額で計算する
と97,640,400円が指定管理基準（上限額）とな
ります。
また，募集要項6ページの(6)の経費の実績表
備考欄に記載のある約450万円の増額につい
ては，令和4年度から緊急通報設備の変更と
入居者の高齢化により，今後大幅に増加が見
込まれる草刈りの費用を令和5年度の指定管
理開始に伴い増額する金額です。

22
業務仕様書P15（2）空家修
繕

直近年度の空家修繕件数と平均単価をご教示願
います。

令和３年度の空家修繕件数は57件で，
平均単価は640,347円です。

23 その他①

久井支所・大和支所エリアにつきましては、遠隔で
の管理運営となりますが、現指定管理者はどのく
らいの頻度でどのようなフォロー体制で運用され
ておりますでしょうか。
※専任者の有無、日常の現地訪問頻度、夜間休
日の緊急対応体制など、ご教示願います。

専任者：いません。
現地訪問頻度：令和３年度における久井及び
大和地域への現地訪問実績は，下記⑥「久
井・大和訪問実績」のとおりです。
夜間休日の緊急対応体制：１人常駐です。

24 その他②
専用ホームページやSNS の作成・運営は指定管
理者が新たに指定管理料の中で運用していく認
識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

25 その他③
現行における，三原市営住宅管理センターの人員
体制についてご教示ねがいます。

令和４年４月１日現在の体制は，次のとおりで
す。
（常勤）
業務責任者　１名
修繕担当　１名
賃貸住宅管理業務担当　１名
管理担当１名
収納担当１名
収納担当補助　１名

26
募集要項別添3
指定管理者候補者選定基
準

１　住民の平等利用
の確保

平等利用の方策②事業内容の偏りがない。とござ
いますが，イメージがつかないため，どのような意
味となりますか具体的な事例などにてお示しいた
だけないでしょうか。

例えば中山間・島しょ部への対応が不可能な
緊急対応体制に見受けられるなど，一部の入
居者や申込者等が有利又は不利になるような
偏りがないかを評価することになります。
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①収納実績

②設備保守管理費

③H31～R3剪定・除草実績

④害虫駆除

⑤光熱水費

⑥久井・大和訪問実績

実施月 団地名 税込契約金額（円）
5月 （新）垰 20,000
5月 中野 20,000
7月 大和団地 74,250
8月 下津 14,850
9月 処迫 89,100
9月 和木 89,100
10月 下津 14,850
11月 垰・（新）垰 29,700
12月 和草 59,400
2月 大石 40,850
2月 中通り 29,700
2月 小西北 118,800
3月 渡瀬 59400
合計 660,000

R2実績

令和3年度 令和2年度 令和元年度 平成30年度 合計

総光熱水費 871,664 791,814 806,421 830,181 3,300,080

令和3年度 令和2年度 令和元年度 平成30年度 合計

害虫駆除 6 1 5 7 19

令和3年度 令和2年度 令和元年度 平成30年度

エレベーター保守点検 5,500,000 5,500,000 5,449,988 5,400,000

給水施設保守点検 2,530,000 2,530,000 2,506,992 2,484,000

シルバーハウジング保守点検 0 577,500 572,250 567,000

消火用設備保守点検 1,899,700 1,899,700 1,882,458 1,865,160

浄化槽設備維持管理 304,700 304,700 301,926 299,160 共同体構成団体

再委託先

各エレベーターメーカー等の系列下にある保守管理会社

共同体構成団体

警備保障会社

共同体構成団体

実施月 団地名 税込契約金額（円）
6月 下津 14,850
6月 処迫 89,100
8月 和木団地 89,100
9月 大和団地 96,525
10月 下津 14,850
12月 垰，（新）垰 29,430
2月 和草 59,400
2月 大石 29,700
2月 中通り 29,700
2月 東町 29,145
3月 小西北 118,800
3月 渡瀬 59,400
合計 660,000

R3実績

実施月 団地名 税込契約金額（円）
8月 下津 14,580
8月 垰 14,580
9月 大和団地 72,900
9月 処迫 87,480
10月 平原 27,500
10月 小西 27,500
10月 下津 14,850
11月 和木 89,100
1月 和草 59,400
2月 中通り 36,180
2月 垰 14,850
2月 渡瀬 29,700
3月 小西北 81,675
3月 東町 37,125
3月 大石 29,700
3月 須波 16,880
合計 654,000

H31実績
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