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嘉手納町民住宅及び嘉手納町再開発住宅指定管理者募集要項 

 

令和元年９月 

 

 嘉手納町民住宅及び嘉手納町再開発住宅の管理運営業務を効率的かつ効果的に行うため、

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 224 条の２第３項、嘉手納町民住宅設置及び管理条

例（平成 16 年嘉手納町条例第 17 号）、嘉手納町民住宅設置及び管理条例施行規則（平成 17

年嘉手納町規則第１号）、嘉手納町再開発住宅設置条例及び管理条例（平成 18 年嘉手納町条

例第 29 号）、並びに嘉手納町再開発住宅設置条例及び管理条例施行規則（平成 18 年嘉手納町

規則第 17 号）等に基づき、管理運営に関する業務を行う指定管理者の募集を行います。 

 

Ⅰ 募集の目的 

 

 公の施設の管理については、平成 15 年６月の地方自治法の改正により、効果的かつ効率

的な管理運営による住民サービスの向上と経費の削減を図ることを目的に、指定管理者制

度が創出されました。 

 これによって、地方公共団体の出資法人や公共団体等に限っていた従来の管理委託制度

から、民間事業団体等も公の施設の管理運営を行う指定管理者となることができるように

なりました。 

  

 本募集要項は嘉手納町民住宅及び嘉手納町再開発住宅の指定管理者指定に係る募集に関

して必要な事項を定めたものです。 

 

Ⅱ 募集の概要 

 

1. 管理対象施設 

管理対象施設は、嘉手納町民住宅及び嘉手納町再開発住宅を対象とします。詳細につい

ては、「嘉手納町民住宅及び嘉手納町再開発住宅指定管理者業務仕様書」（以下「業務仕

様書」という。）を参照してください。 

 

2. 指定管理期間 

令和２年４月１日から令和６年３月 31 日まで（４年間） 

 

3. 指定管理者の募集及び指定管理者の選定方法 

(1) 募集は募集要項に基づき一般公募提案方式により行います。 

(2) 指定管理予定候補者の選定は、審査基準に基づき嘉手納町の公の施設に係る指定管

理候補者選定委員会（以下「選定委員会」という。）において、総合的な評価に基

づき行います。 

(3) 指定管理予定候補者として選定後、議会の議決を経て指定されます。 
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4. 基本協定の締結 

選定委員会において指定管理者候補者を選定し、嘉手納町議会の議決を経て正式な指

定を行い、基本協定を締結します。 

 

 

Ⅲ 業務内容に関する事項 

 

1. 対象施設の概要 

(1) 施設の名称、所在地及び概要 

業務仕様書のとおりとします。 

(2) 施設の設置目的 

① 嘉手納町民住宅は、住宅の供給不足を緩和し、中堅所得者及び町内の事務所又は

事業所に勤務する者の定住化を推進することを目的として設置されています。 

② 嘉手納町再開発住宅は、町が施行する市街地再開発事業に伴い、住宅を失うこと

となる者等に賃貸することを目的として設置しています。 

 

2. 指定管理者が行う管理業務の基準 

指定管理者は、下記の基準に基づき管理業務を行うものとします。 

(1) 町民住宅及び再開発住宅の管理にあたっては、「業務仕様書」のほか、次の①～⑨

に掲げる法令等を遵守して下さい。 

① 嘉手納町民住宅設置及び管理条例（平成16年嘉手納町条例第17号） 

② 嘉手納町民住宅設置及び管理条例施行規則（平成17年嘉手納町規則第１号） 

③ 嘉手納町再開発住宅設置及び管理条例（平成18年嘉手納町条例第29号） 

④ 嘉手納町再開発住宅設置及び管理条例施行規則（平成18年嘉手納町規則第17号） 

⑤ 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号) 

⑥ 地方自治法(昭和22年法律第67号) 

⑦ 嘉手納町個人情報保護条例(平成14年条例第25号) 

⑧ 建築基準法(昭和25年法律第201号) 

⑨ 消防法(昭和23年法律第186号) 

⑩ 労働基準法（昭和22年法律第49号）等の労働に関する法律 

⑪ その他関連法令等 

 

(2) 責任の所在 

指定管理者は本管理業務の実施主体として、そのすべてについて責任を負い、適正

に実施して下さい｡ 

(3) 業務の一括下請けの禁止 

指定管理者は本管理業務の全部を第三者に委託し又は請け負わせてはなりません｡ 

(4) 他の業務の実施 
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指定管理者が、本管理業務以外の業務を実施する場合、それらを相互に関係をもた

せることなく、本管理業務を独立した体制・形態で実施して下さい｡ 

(5) 嘉手納町民住宅及び嘉手納町再開発住宅入居者の安全で快適な生活が出来るよう 

サービス向上に努めて下さい。 

(6) 住宅使用料の収納率の向上に努めて下さい。 

(7) 嘉手納町民住宅及び嘉手納町再開発住宅を管理するにあたって、知り得た個人情報

の保護を徹底して行って下さい。 

(8) 嘉手納町民住宅及び嘉手納再開発住宅の効率的かつ適正な管理を行い、経費節減に

努めて下さい｡ 

(9) 維持修繕業務の実施にあたっては、必ず外部に発注して下さい。原則として、町内

企業者へ発注し、毎年度当初に公募によりできるだけ多数の業者を募り、公平な受

注機会の確保・拡大を図って下さい。その公募の結果を維持修繕業務対応業者登録

名簿として、事前に町に提出して下さい。 

 

3. 指定管理者が行う管理業務の範囲 

(1) 嘉手納町民住宅及び嘉手納町再開発住宅の入退居又は使用の手続きに関する補助業

務 

(2) 入居者の指導及び連絡に関する業務 

(3) 家賃、共同施設の使用料等の徴収に関する補助業務 

(4) 嘉手納町民住宅及び嘉手納町再開発住宅の維持及び修繕に関する業務 

(5) 上記のほか、再開発住宅等の管理に関し町長が必要と認める業務詳細については、

「業務仕様書」を参照してください。 

 

4. 管理業務報告等 

指定管理者は管理業務に関し下記書類について町長へ提出することが必要となります。

なお、提出する様式については、協議の上、別途定めるものとします。 

(1) 計画書の提出 

① 支出計画書（前年度３月末日までに提出すること。） 

② 維持修繕等の事業計画書(空家修繕及び計画修繕を除く）（前年度３月末日までに

提出すること。） 

(2) 業務報告書の提出 

① 業務管理報告書（翌月10日以内に提出すること。） 

② 維持修繕業務実施状況報告書（翌月10日以内に提出すること｡） 

(3) 事業報告書の提出 

次の①から④について作成し、会計年度終了後30日以内に提出すること｡ 

① 嘉手納町民住宅及び嘉手納町再開発住宅の管理に関する業務の実施状況 

② 嘉手納町民住宅及び嘉手納町再開発住宅の管理に関する業務に係る収支状況 

③ 嘉手納町民住宅及び嘉手納町再開発住宅の利用状況 

④ 前3号に掲げるもののほか､町長が必要と認める事項 
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ただし、年度の途中において、指定を取り消されたときはその取り消された日か

ら起算して30日以内に当該年度の事業報告書を提出すること｡ 

(4) 入居者の利便性の向上等の観点から、指定管理者は嘉手納町と協議し、アンケート

等の実施を行い入居者の意見を聴取し、又モニタニングを実施し、その結果を嘉手

納町に報告するものとします。 

(5) 指定管理者は、管理業務及び維持修繕業務等の処理にかかる経理内容を明らかにし

た帳簿を備え、かつ、証拠書類を整備し当該年度経過後5年間これを保存して下さい｡ 

(6) その他町長は、嘉手納町民住宅及び嘉手納町再開発住宅の管理の適正を期するため

指定管理者に対して､その管理業務及び維持修繕業務並びに経理の状況に関し、定期

又は必要に応じて報告を求め、または、実地について調査し、必要な指示をするこ

とが出来ます｡ 

 

5. 勤務時間について 

指定管理者の勤務時間は、嘉手納町職員の勤務時間（通常、平日の午前８時30分から

午後５時15分）を含む時間帯とします。また、緊急に対応しなければならない修繕工

事や入居者等からの相談、要望、苦情及び事故等に対処するため、24時間、365日の対

応可能な連絡・処理体制を整えてください。 

 

6. 町民の雇用の優先 

指定管理者は、町民の優先雇用に配慮してください。ただし、専門的知識を要する職

種についてはそのかぎりではありません。 

 

7. 管理運営開始までの準備 

仮基本協定締結後、指定管理予定候補者は、業務開始に備え、事前に社員等の研修を

行い、組織体制を整え、嘉手納町との細部の打ち合わせを行うよう努めてください。 

 

8. 管理業務費及び維持修繕費等について 

嘉手納町民住宅及び嘉手納町再開発住宅における家賃等の収入は、指定管理者の収入

とすることはできません｡嘉手納町民住宅及び嘉手納町再開発住宅の管理に必要な費

用は町が支払う費用で運営するものとし、管理業務費及び維持修繕費等として支払い

します。また、管理業務費と維持修繕費等における相互の流用は認めないものとしま

す。指定管理者の自主的な経営努力により、町の要求水準を満たしつつコストが削減

された場合には、原則として精算は行ないません。自己努力による利益は原則として

指定管理者へ帰属します。ただし、所管課が精査し、その利益が指定管理者の自己努

力と認められない場合には、指定管理者との協議により適切な対応を図るものとしま

す。 

 

(1) 管理業務費について 

管理業務費とは、人件費、事務費（印刷費、郵送料、消耗品等）、一般管理費（20%
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を上限。なお、決算額の率は当初予算の率を超えてはいけない）の費用です。年度

中の管理業務費は、指定管理者が提出する収支計画書における収支の差引額を基本

とします。 

管理業務費の額及び支払い方法は、指定管理者が提出する事業計画書及び収支計画

に基づき、年度ごとの予算の範囲内で町と指定管理者が協議し、双方で締結する協

定に定めるものとする。 

管理業務費の上限額（税込み）は、下記のとおりとします。 

管理業務費上限額（ 年額 ） ￥２，３６７，６８４― 

 

(2) 維持修繕費等について 

維持修繕費等とは、嘉手納町民住宅及び嘉手納町再開発住宅の維持修繕及び保守管

理業務等の費用であり、別に、毎年、町長が定める予算の範囲内で「年度協定」で

定めます。維持修繕費等の支払いは、実績に応じ、検査終了後、支払います。なお、

維持修繕費等の業務内容については、「業務仕様書」に示すとおりです。 

 

(3) 指定管理者の行う業務に関する経理 

指定管理業務に係る取引の状況を明確に表すため、指定管理者は一連の収入・支出

について、他の取引とは明確に区分した経理処理を行うこととします。 

また、指定管理業務に係る経費の出納管理については、嘉手納町民住宅及び嘉手納

町再開発住宅指定管理者の専用の口座を開設し、管理するものとします｡ 

 

9. 個人情報保護について 

(1) 指定管理者は、本施設の管理運営を行うにあたり、業務上知り得た内容を第三者に

漏らしたり、自己の利益のために使用してはなりません。指定期間が満了した後も

同様とします。 

(2) 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律及び嘉手納町個人情報保護条例の規定

に準拠し、本業務の実施に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及びき損等の事故

の防止、その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければなりませ

ん。  

 

Ⅳ 指定管理者の募集に関する事項 

1. 応募資格 

(1) 応募資格について  

① 法人、その他団体（法人格の有無は不問であるが、個人での申請は不可）であり、

本町に事務所等（事業所）を有していること。 又は、指定管理者への指定後に設

置出来る者。  

② 国税及び地方税を滞納していないこと。  

③ 役員に破産者及び禁固以上の刑に処されている者がいないこと。  
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④ 会社更生法（平成14年法律第154号）及び民事再生法（平成11年法律第225号）に

よる手続をしている法人でないこと。  

⑤ 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

号に掲げる暴力団およびそれらの利益となる活動を行う者でないこと。  

⑥ 本町において入札等の参加を制限されているものでないこと。  

⑦ 地方自治法第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがないこと。  

≪法第244条の2第11項≫  

普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理

者による管理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の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。  

⑧ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しないこと。  

≪施行令第167条の4≫ 一般競争入札の参加者の資格   

⑨ 宗教活動または、政治活動を主たる目的としていないこと。 

⑩ 代表者及び役員に破産者又は禁固以上の刑に処せられている者がいない法人等。 

 

(2) 共同企業体による応募について  

① 代表者又は代表となる法人等を定めること。  

② 共同企業体の各構成員は、上記の応募資格に該当すること。 

③ 同一の法人等が、複数の企業体にまたがり、同一の募集区分を重複して応募する

ことはできない。 

④ 応募に関する事務は、すべて代表となる法人等の代表者を通じて行うこと。また、

町が代表者に対して行った行為は、全構成員に対して行ったものとみなすこと。  

 

2. 提出書類等   

嘉手納町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則（以下「指定

手続等条例施行規則」という。）に基づき提出してください。提出について、用紙の

大きさはＡ４版とし、(1)～(9)をセットにしてファイリングしたものを正本１部、副

本２部（複写可）とします。ただし、提出された申請書類等は嘉手納町情報公開条例

に基づく情報公開の対象となります｡  

① 指定管理者指定申請書（様式第1号）  

② 事業計画書（様式第2号）  

③ 収支計画書（様式第3号）  

④ 過去３年分の収支（損益）計算書又はこれに相当する書面  

⑤ 過去３年分の貸借対照表及び財産目録又はこれに相当する書面  

⑥ 過去３年分の事業報告書及び確定申告書（決算書を含む）  

⑦ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書 ※新規会社設立の場合、今後３年分を提

出すること。  

⑧ 国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がないことを証明する書面（直近3年

分）※法人以外の団体にあっては、代表者の国税及び地方税の納税証明書  
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⑨ 施設管理責任者名のわかる組織表  

⑩ 社員の配置計画(様式4) 

⑪ 定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書 ※法人以外の団体にあたっては、会

則、役員名簿等  

⑫ 団体概要(様式5) 

⑬ 共同住宅管理実績（様式6） 

⑭ 申込資格に関する申立書（様式9） 

⑮ 事業計画提案書（様式11～様式24） 

⑯ その他所管する課において必要と認める書類（①～⑩に付する書類） 

※共同体による応募者の方は各構成員すべてにおいて、上記④～⑪の書類及び共同企

業体構成員表（様式7）及び共同企業体協定書を提出。 

※新規会社設立の方は役員の履歴書や株主名簿、法人設立届出書（税務署へて提出し

たものの写し）を提出。 

3. 募集手続き等 

(1) 募集要項及び業務仕様書（以下「募集要項等」という。）の配付 

下記のとおり配付します。 

・配布期間：令和元年 ９月24日(火)～10月９日(水) 

・配布時間：平日 午前９時～午後５時（正午～午後１時は除く） 

・配布場所：嘉手納町役場 ３階 都市建設課 施設管理係 

 

(2) 募集要項等に関する説明会 

業務内容等について説明会を開催します。説明会の参加につきましては、１団体３

名以内でお願いします。募集要項等を必ず持参してください。 

① 日時：令和元年10月８日(火) 午前10時から午後12時 

② 場所：嘉手納町役場３階 会議室 

③ 参加を希望する方は、説明会参加申請書を提出して下さい。（郵送、ＦＡＸ等でも

受け付けます） 

 

(3) 申請書等の提出 

受付期間内に必要書類を直接、都市建設課へ持参し提出してください。郵送、ＦＡ

Ｘ等による提出は受付けません。なお、申請書類等を具備したもののみこれを受理

するものとします。  

① 受付期間 

令和元年10月10日（木）～10月28日（月） 

平日 午前９時～午後５時まで（正午～午後１時は除く） 

② 受付場所 

嘉手納町 都市建設課 施設管理係 

電 話 098-956-1111（内線333・335） 

住 所 嘉手納町字嘉手納588番地 
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(4) 質問の受付及び回答 

① 質問期間 令和元年９月24日(火)～10月７日(月) 平日 午後５時まで（正午～

午後１時は除く） 

② 質問方法 別紙「質問書（様式10）」に記載し、下記まで送付して下さい。 

③ 送付先  嘉手納町役場 都市建設課 施設管理係 

④ 回答方法 随時、質問者に対しＦＡＸかメールにて回答します。 

 

(5) 応募の辞退 

申請書類を提出した後に、応募を辞退する場合は、任意の様式により応募辞退届け

を提出してください。 

(6) 申請書類の取り扱い 

・応募の際に要する費用は申請者の負担とします。 

・提出された申請書類は返却致しません｡ 

 

Ⅴ 指定管理者候補者の選定及び指定管理者の指定について 

 

1. 資格審査 

提出書類の受理後､嘉手納町において､応募資格の審査を行ないます。審査結果につい

ては、後日通知します。なお、欠格者は、それ以降の審査は行いません。 

 

2. 選定基準 

(1) 利用者の平等利用を確保することができるものであること。 

(2) 事業計画書の内容が公の施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が

はかられているものであること。 

(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであるこ

と。 

 

Ⅵ その他 

 

1. 事業の継続が困難となった場合の措置に関する事項 

指定管理者は、業務の継続が困難になった場合又はその恐れが生じた場合は、速やか

に町に報告しなければなりません。その場合の措置については、次のとおりです。 

 

(1) 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

指定管理者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難になった場合又はその恐

れが生じた場合には、町は指定管理者に対して改善勧告等の指示を行い、期間を定

めて改善策の提出及びその実施を求め、指定管理者が当該期間内に改善することが

できなかった場合等には、地方自治法第244条の２第11項の規定に基づき指定管理者
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の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ず

ることがあります。 

 

(2) 指定が取り消された場合等の損害賠償 

上記(1)により指定管理者の指定が取り消され又は業務の全部若しくは一部が停止

された場合、指定管理者は嘉手納町が被った損害を賠償しなければなりません。 

 

(3) 町及び指定管理者の責めに帰すことができない事由による場合 

不可抗力その他市及び指定管理者の責めに帰すことができない事由により、業務の

継続が困難となった場合、町と指定管理者は業務継続の可否等について協議を行い、

継続が困難と判断した場合、町は指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて

管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることがあります。この場合、嘉手納

町は指定管理者に生じた損害は賠償しません。 

 

(4) その他協議すべき事項 

協定書に定めがない事項及び疑義が生じた場合は、嘉手納町及び指定管理者が誠意

を持って協議し、解決に努めるものとします。 

 

 

2. 連絡先 

〒904-0293 沖縄県嘉手納町字嘉手納５８８番地 

嘉手納町役場 都市建設課 施設管理係 

電話 098-956-1111(内線333・335) 

 

 


