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佐賀市では、市営住宅及び特定公共賃貸住宅の入居者及び施設（以下「市営住宅等」という。）の

効率的・効果的な管理運営を図るため、「佐賀市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条

例」及び「佐賀市営住宅条例」、「佐賀市特定公共賃貸住宅条例」に基づき、佐賀市営住宅等指定管

理者募集要領（以下「募集要領」という。）により指定管理者を募集します。 

 
第１ 施設の概要 

（１）施設の名称及び所在地等 

  ①名 称 ・佐賀市営住宅 （公営住宅） ３８団地 ２４０４戸 
             （単独住宅）  ２団地   １４戸 

・佐賀市特定公共賃貸住宅   （４団地）  ３９戸（公営住宅と併設） 

計     ４０団地 ２４５７戸（Ｈ３１年４月時点） 

※ 市営住宅の用途を廃止した団地についても、財産処分が終わるまでは引き続

き管理していただきます。 

※ 市は建替により市営住宅等の整備を進めているため、指定の期間内に新たに

供給される市営住宅等も管理の対象となりますが、総管理戸数に大きな変動

はない見込みです。 

②所在地  佐賀市全域 

（２）主な施設 

 市営住宅等及び共同施設（集会所、駐車場（駐車場管理組合への貸出部分以外）、児童遊園等） 

  ※施設の詳細は別添「佐賀市営住宅等施設概要書」（以下「施設概要書」という。）のとおり 

 

第２ 委任業務概要 

業務の基本方針として、管理運営業務について公営住宅法、佐賀市営住宅条例等の趣旨にのっ

とり、住民サービスの向上と経費の縮減、業務の効率化を図りつつ、適切な管理水準を確保して

ください。 

（１）入居者管理業務 

①入居者管理の目的 

市営住宅は、公営住宅法等に基づき設置された施設であり、住宅に困窮する低所得者層に低

廉な家賃で賃貸する共同住宅であることから、公営住宅法等に基づく適正な管理を行う。 

②入居者管理の基本方針 

入居者への対応については個人のプライバシーの保護に努めるとともに、公平・公正な立場

から対応し、適正に管理すること。 

入居者からの要望や依頼事項については、迅速、的確に対応すること。 

市と指定管理者の間で締結する協定を遵守すること。 

③業務内容 

詳細につきましては、別添佐賀市営住宅等指定管理者業務仕様書を参照して下さい。 
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（２）施設の維持保全業務 

  ①施設の目的 

佐賀市営住宅は、公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号）に基づき、健康で文化的な生活

を営むに足りる住宅として整備したものであり、住宅に困窮する低所得者層に低廉な家賃で

賃貸し、市民生活の安定と社会福祉の増進に寄与するものです。 

  ②施設の維持保全についての基本方針 

市営住宅及び共同施設の状況を常に留意し、その維持保全を適正かつ合理的に行うように努

め、入居者が安定かつ安心して生活できるように維持管理を行うこと。 

  ③施設の内容 

   詳細につきましては、別添施設概要書を参照して下さい。 

 

第３ 指定管理者が行う管理の基準 

  適正な管理の観点から必要不可欠である業務運営の基本的な事項は、次のとおりです。 

（１）業務時間 

   指定管理者の業務時間は少なくとも平日の午前８時３０分から午後５時１５分までとし、業

務時間中は必ず業務の実施場所に常駐すること。 

   ただし、土・日曜、休日及び年末年始の指定された期間（１２月２８日から 1 月３日）は休

み。入居者募集期間は土日のいずれかを受付可能日とする必要があります。 

   ※上記時間以外にも、緊急時の対応は必要です。休日・夜間に入居者からの連絡等を２４時

間体制で受付、対応できる体制が必要となります。 

（２）公平性の確保 

施設の維持及び入居者の管理にあたっては、入居者の公平性を確保すること。 

（３）経費の削減 

   一連の業務を効率よく管理し、コスト削減を図ること。 

（４）物的能力及び人的配置 

入居者及び施設の維持等管理を安定して行う十分な物的及び人的能力を確保すること。 

（５）管理を通じて取得した個人に関する情報の取扱い 

指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者（従事者）は、個人情報が適

切に保護されるように配慮するとともに、当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、

又は、自己の利益のために利用してはなりません。 

また、指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は、従事者の職務

を退いたあとにおいても、同様とします。 

 なお、管理業務の一部を第三者に委託した場合、当該第三者に対しても同等の義務を負わさ

なければならないことに留意してください。 
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（６）個人情報の保護について 

   市営住宅等の管理にあたっては、入居者の収入や家族構成等重要な個人情報を取扱うことか

ら、入居者のプライバシー保護について十分に措置することが不可欠です。 

このことから、以下の条例等により、プライバシーの保護対策を図らなければなりません。 

  ①佐賀市公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例 

  ②佐賀市個人情報保護条例（指定管理者については条例第１２条による。）   

（７）環境への配慮 

   指定管理者は、管理業務を行うにあたっては、次のような環境への配慮に留意することとし

ます。 

①環境に配慮した商品・サービスの購入（グリーン購入）を推進し、また、廃棄にあたっては

資源の有効活用や適正処理を図ること。 

②省資源、省エネルギー、リサイクルに配慮すること。 

③環境汚染の防止に努めること。 

（８）文書等の保管 

   指定管理者は、文書に関する標準的な保存年限を定めるほか、業務の実施に当たり作成した

文書等を適切に保存、管理することとします。 

また、指定期間終了時に佐賀市の指示に従って保管文書等を引き渡すこととします。 

（９）業務の包括的な第三者委託の禁止 

   施設の管理業務を包括的に第三者に委託し、請け負わせることはできません。ただし、業務

の一部については、市の承諾を受けて委託し、請け負わせることができます。 

 

第４ 指定管理者が行う業務の範囲 

 業務の範囲は、以下に掲げる市営住宅等の管理に関する一連の業務とします。 

 ただし、法的措置、入居者決定、家賃決定、空家修繕等は市が行うものとします。 

（１）入居者募集業務 

（２）入退去業務 

（３）収入調査業務 

（４）各種届出受付業務 

（５）苦情処理業務 

（６）駐車場管理業務 

（７）家賃徴収業務（別途委託契約） 

（８）設備等修理業務 

（９）設備等点検業務 

（10）その他市営住宅等の管理運営に関して、市長が必要と認める業務 

 

 



4 

第５ 管理経費（委託料）について 

（１）市営住宅等の管理に関する全ての費用は、原則として、市からの委託料をもって充てるもの

とします。住宅使用料、駐車場使用料、手数料等は佐賀市の歳入とします。 

（２）市からの委託料の金額は、指定管理者が事業計画に基づいて積算した見積額を基本とし、具

体的には、毎年度毎に締結する市営住宅等の管理運営に関する協定書（以下、「協定書」と

いう。）で定めるものとします。 

   委託料は、会計年度（４月１日から３月３１日まで）ごとに半期に分割して支払います。 

なお、支払い方法等詳細については、協定書において定めます。 

（３）管理経費は９６，９０３,２００円（単年度）を上限とします。（消費税及び地方消費税

を含む） 

※上記額には一般修繕費約２０，０００千円を含む。 

（４）管理経費は指定管理者の専用口座で委託料（一般修繕費を除いた額）と一般修繕費をそれぞ

れ個別に管理してください。一般修繕費については、毎年度精算することとし、当初の見込

額に残金が生じた場合は返還を求めます。 

ただし、指定管理者の運営に起因して不足額が生じた場合は、原則として補填は行いません。 

（５）年間の住宅使用料等及び駐車場使用料の滞納額（以下「滞納額」という。）が市が設定する金

額を上回った場合、滞納額の増加の度合いに応じて委託料の減額を行うことがあります。 

また、年間の滞納額が減少した場合には、その減少の度合いに応じて委託料の増額を行うこ

ととします。 

なお、詳細については、協定締結時に協議します。 

 

第６ 指定管理者の募集及び選定日程 

（１）募集要領等の配布 

令和元年６月１７日午前９時から同年７月１２日午後５時まで 

募集要領、仕様書及び施設概要書等については、令和元年６月１７日から同年７月１２日ま

での期間、佐賀市建設部建築住宅課の窓口で配布します。（ただし、土曜日、日曜日を除く。

配布時間は午前９時から午後５時までとします。）また、要領等につきましては、令和元年６

月１７日以降、市ホームページにてダウンロードできます。 

（２）参加表明書の受付締め切り 

令和元年７月１２日午後５時まで 

今回の指定管理者に応募を希望される法人その他の団体（以下「団体」という。）は、令和元

年７月１２日午後５時までに参加表明書（様式第 1 号）を直接建築住宅課窓口に提出してく

ださい。受領確認通知は参加表明書を持参したときに発行します。 

（３）質問事項の受付期間 

令和元年７月１６日午前９時から同年７月１９日午後５時まで 
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（４）公募説明会 

令和元年７月１６日 

（５）指定管理者指定申請書（事業計画書等）の受付期間 

令和元年７月２５日午前９時から同年７月３１日午後５時まで 

   ①受付方法 

    佐賀市建設部建築住宅課住宅政策係に直接持参し、事業計画書等の必要な書類を添えて提

出して下さい。 

   ②受付期間 

    令和元年７月２５日から同年７月３１日までの期間で、土曜日、日曜日、国民の祝日を除

く日の午前９時から午後５時までの時間帯とします。 

（６）一次審査（書類審査） 

令和元年８月下旬頃を予定 

（７）一次審査結果通知および二次審査への案内 

令和元年９月上旬頃を予定 

（８）二次審査（ヒアリング） 

令和元年９月上旬頃を予定 

（９）二次審査結果通知 

令和元年９月中旬頃を予定 

 

第７ 応募に関する事項 

   募集の詳細については佐賀市営住宅等指定管理者募集要領仕様書を参照してください。 

（１）応募者の要件 

   ※市営住宅の管理運営ができる法人その他団体であって、佐賀市内に本社・本店を有し、 

特に緊急時における迅速な対応ができるもの。（個人は不可） 

   ※１・２級建築士、１・２級建築施工管理技士、ビル管理士、またはマンション管理士、何

れかの資格を有している者を常勤させることができること。 

※共同住宅（賃貸、分譲、マンション等）管理の実績が現にあること。 

  ＜応募者の制限＞ 

   以下の各項に掲げる団体は、応募者若しくは応募者の構成員となることはできません。 

   ア．地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当する者 

   イ．佐賀市の指名停止を受けている期間中の者 

   ウ．指定管理者の指定申請の受付期間において、会社更生法に基づく更正手続開始の申立て

及び民事再生法に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者 

   エ．最近 1 年間の法人税、消費税及び地方消費税のほか義務付けられている税を滞納してい

る者 

   オ．管理運営の業務内容を円滑に遂行できる安定的で健全な財務能力を有しない者 
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   カ．佐賀市が佐賀警察署と平成２１年１２月１６日に締結した佐賀市が行う行政事務からの

暴力団排除合意書第２条第８号に規定する暴力団等に該当しない者であること。 

   キ．暴力団の構成員を役員に含む法人等 

   ク．本指定管理者の選定を行う選考委員の属する法人等 

（２）応募書類 

   指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類により申請して下さい。 

  ①指定管理者指定申請書（様式第２号） 

  ②佐賀市営住宅等管理業務事業計画書（様式第３号） 

   ア．指定期間の５年間を通し、入居者のサービス向上や個人情報保護等を盛り込んだ管理運

営計画について記載してください。 

   イ．別紙仕様書に記載の５つの項目について提案して下さい。 

   ウ．管理業務を行う人員体制 

     ・人員体制及び配置を予定しているスタッフの資格、経歴等 

     ・業務従事者のシフト表 

  ③付属書類 

ア．団体の登記簿謄本（法人以外の団体はこれらに相当する書類） 

イ．定款等 

ウ．印鑑登録証明書 

エ．団体（事業者）概要（様式第 4 号） 

オ．前事業年度分の財務諸表（過去三年分） 

・貸借対照表 

・損益計算書 

・営業報告書 

カ．納税証明書 

   キ．主要業務実績書（様式第 5 号） 

ク．法人等の概要（組織図を含む） 

（グループを構成して申請する場合は、代表法人等を定めて下さい。また、グループの構

成員を記載した書類、構成員の役割分担を記載した書類、グループの申請に当たっての

誓約書、グループ構成員の当該グループを代表する法人への委任状、グループ構成員と

なる全ての法人等の（ア．）から（ク．）までの書類等を提出してください。） 

ケ．代理人を選出する場合は、委任状（様式第 6 号） 

コ．見積書（様式第８号） 

（３）提出部数 

    提出部数は、すべて正本１部、副本９部の計１０部とします。 

（副本の１部は書類審査事務の都合上、複写できるようクリップ等で綴じてください。） 
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（４）質問及び回答 

   事業計画書等の作成に関する質問は、下記により受付し回答します。 

①質問 

ア．受付期間 

令和元年７月１６日から同年７月１９日午後５時までとします。 

イ．受付方法 

質疑書（様式第９号）を持参、ファックス又は電子メールで提出してください。ファック

ス又は電子メールで送付された時は、必ず建築住宅課まで電話でご連絡してください。質

問事項のほかに応募者名、応募者住所及び担当者の所属・氏名等を記載の不備がある場合

や、応募資格がないと思われる応募者等からの質問には、お答えできない場合があります。 

  ②回答方法 

    質問集約後、申請書類受付開始前までに各応募者に対し文書（ファックス又は電子メール

等）によって回答します。 

（５）留意事項 

  ①接触の禁止 

指定管理者の審査を行う審査委員、審査事務に従事する本市職員並びに関係者に対して、事

業計画書等の審査にあたって公平性を損なうような接触を禁止します。 

  ②複数申請の禁止 

応募は、１団体につき１申請のみとします。複数の申請はできません。 

  ③他の応募者の構成員に関する制限等 

応募に際して提出する管理体制の構成員は、他の応募団体が提出する管理体制の構成員にな

ることはできません。 

また、指定管理者の審査を行う審査委員、審査事務に従事する本市職員並びに関係者は管理

体制の構成員になることができません。 

  ④応募書類の取扱い 

応募書類については一切返却しません。 

⑤応募に関する費用負担 

応募に際して必要な費用は、すべて応募者の負担とします。 

⑥事業計画書の再提出 

提出期限後の提出書類の再提出及び差替えは認めません。 

⑦記載事項の変更 

指定申請書等の記載事項に変更があった場合には、佐賀市営住宅等指定管理者募集に伴う、

事業計画書及び添付書類等記載事項変更届（様式第７号）により、遅滞なく変更内容を証明

できる書類を添えて届けてください。 

ただし、７月３１日の提出期限を過ぎた書類の変更は認めません。 

⑧提出書類の取扱い及び著作権 
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団体が提出した書類等の著作権は、それぞれの団体に帰属します。なお、指定管理者の選定

に関し、審査結果を公表する場合や審査に必要と認められるときには、佐賀市は提出書類の

全部又は一部を使用できるものとします。 

  ⑨提出書類の規格 

申請に係る書類及び参考資料等は、日本工業規格Ａ列４番の規格を使用するものとします。 

⑩言語、通貨、単位等 

事業計画書に用いる言語、通貨、単位は日本語、日本円、日本の標準時及び計量法 

（平成４年法律第５１号）に定める単位に限ります。 

⑪使用用紙等の制限 

事業計画書等の用紙には、ヒアリング等の審査を匿名で行うため、事業者を特定できるよう

な団体の名称やロゴ等の記載を認めません。また、事業計画書の内容中においても同様の配

慮をして下さい。 

⑫失格 

   次のいずれかに該当する場合は、失格となることがあります。 

ア．応募書類に関するもの 

・提出方法を遵守せずに提出されたもの 

・作成様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合しないもの 

・記載すべき内容の全部又は一部が記載されていないもの 

・記載すべき事項以外の内容が記載されているもの 

・虚偽の内容が記載されているもの 

イ．関係者との接触に関するもの 

     ・審査委員、本市職員並びに関係者に対して、事業計画書等の審査にあたって公 

平性を損なうような接触をしたことが認められた場合 

 

第８ 審査及び選定に関する事項 

（１）審査方法 

指定管理者の選定にあたっては、事業計画書等を公正に審査するための選考委員会を設置し、

提出書類及びヒアリングによる審査を行い、応募者の中から本事業に最も優れた応募者を選

定します。（審査の結果、「該当事業者なし」となることもあります。） 

だだし、応募者多数の場合は、書類審査による一次審査により、二次審査の候補者を選定し

ます。 

（２）一次審査 

   提出された応募書類について、書類審査を行います。 

   経営状況診断の中で、中小企業診断士による数時間のヒアリングを実施する可能性がありま

す。 
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（３）二次審査（ヒアリング） 

  ①日程 

   ヒアリングは令和元年９月上旬以降を予定しています。 

  ②ヒアリングの開催通知 

   ヒアリングの開催通知は、令和元年９月上旬以降に文書で行います。 

   ただし、応募者多数の場合であって、一次審査により候補者を選定した場合は、一次審査の

結果通知を兼ねることになります。 

  ③方法 

   ア．ヒアリングは３名以内（当該従業員であること）での出席を求めて実施します。 

 イ．ヒアリング内容は、事業計画書の説明、事業計画書の表現を補足する追加説明 

及び審査委員からの質疑とします。資料の配布は認めません。 

   ウ．説明の時間は、１応募者あたり３０～４０分程度を予定しています。 

   エ．説明に際しては、プロジェクター等の装置を用いて行うことができます。ただし、あく

までも事業計画書の表現を補足するために使用するもので、提出した事業計画書の内容

についての追加や変更を行うことはできません。 

④経費 

ヒアリングに要する経費は、すべて応募者の負担とします。 

（４）審査結果の通知 

   審査結果については、指定申請書を提出した全応募者に文書で通知を行います。 

（５）審査事務の所管 

審査事務については、佐賀市建設部建築住宅課住宅政策係が行います。 

（６）事業計画書の評価基準 

   選考委員会は、事業計画書等の提出書類の書類審査及びヒアリングにより、以下の評価項目、

基準について審査を行い、最も優れた提案をした応募者を特定します。 

評価項目 詳細 評価基準 

応募者の経歴及び

能力 

①経営状況 財務状況は良好か。共同住宅の管

理など十分な実績・ノウハウを有

しているか。       など 

②事業実績 

③共同住宅管理の事業実績 

市営住宅等管理計

画 

①管理を行う上での基本方針 管理の基本方針が市営住宅等の設

置目的や管理運営方針に合致する

か。           など 

②管理運営の手法 

③物的能力、人的能力 

市営住宅等管理業

務への提案につい

て 

①窓口業務関係 的確性、実現性、独創性を観点と

し、効率的・効果的な管理運営につ

ながるものか。 

など 

②苦情処理業務関係 

③家賃徴収業務関係 

④入居者の個人情報保護対策 
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⑤入居者及び地元地域の意見

収集とサービス向上 

              

⑥独自性について 

⑦その他 

管理体制 ①組織体制・危機管理体制 管理に必要な組織及び人数が配置

されているか。災害等の緊急時対

応は早急で的確に出来るか。管理

する施設が、大規模災害時に事実

上避難者が集まる場所となった場

合に避難所運営の支援対応に応じ

ることができるか。 など 

予算計画 ①予算計画の効率性 管理経費の縮減を図られている

か。予算計画は的確で妥当か。 

など 

②経費算出根拠の妥当性 

（７）審査結果の公表 

   審査結果については、佐賀市ホームページ及び佐賀市建設部建築住宅課の窓口において、２

週間の期間一般公開します。 

 ただし、事業計画書及び提出された資料の中で、参加事業者の経営状況及び事業者の知的財

産権に類する項目など、公開に馴染まないものは非公開とします。 

 

第９ 指定管理者の指定及び協定締結 

（１）指定管理者の指定 

佐賀市は、審査により選定された最優秀提案者を指定管理者の候補者とし、議会の議決を経

て指定管理者として指定するものとします。なお、最優秀提案者決定後の提案者との細目の

協議において、合意に至らなかった場合、又は最優秀提案者が辞退した場合は、次点候補者

が最優秀提案者に順次繰り上がるものとします。 

   また、指定管理者が行う管理運営業務の内容及び経費については、事業計画書に記載された

内容及びヒアリングの内容を基本としますが、指定管理者の指定後、協定締結前までに、事

業計画書の内容を精査の上、再度詳細について協議し確認することとします。 

（２）協定締結 

   指定管理者の指定後、市と指定管理者は双方協議のうえで、指定管理業務に関し、指定期間

中の基本的事項を定めた「基本協定」と年度ごとの「年度協定」を締結します。また、協定

に定める事項について疑義が生じた場合又は協定に定めのない事項については、市と指定管

理者が協議のうえ定めることとします。 

指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、市は指定を

取り消し、協定を締結しないことがあります。 
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① 指定管理者の経営状況の急激な悪化により、事業の履行が確実でないと認められるとき。 

② 著しく社会的な信用を損なう行為等により、指定管理者としてふさわしくないと認められ

るとき。 

③ 正当な理由なく協定の締結に応じないとき。選定の結果、指定管理者の候補者になった者

が、議会の議決を得られなかった場合又は否決された場合、管理運営の準備のため支出し

た費用については一切補償しません。 

 

第１０ 関係法規の遵守 

管理運営を実施するにあたっては、以下の法規をはじめ、関連する法規を遵守しなければなり

ません。 

特に、入居者の管理及び施設の維持保全に関して十分な公平性の確保や管理運営を通じて取得

した個人情報の保護等については十分留意して下さい。 

（１）地方自治法及び施行令、施行規則 

（２）公営住宅法及び施行令、施行規則 

（３）個人情報の保護に関する法律 

（４）佐賀市営住宅条例 

（５）佐賀市営住宅条例施行規則 

（６）佐賀市特定公共賃貸住宅条例 

（７）佐賀市特定公共賃貸住宅条例施行規則 

（８）佐賀市個人情報保護条例 

（９）民法 

（10）借地借家法 

 

第１１ その他の事項 

（１）業務の継続が困難になった場合の措置 

指定管理者は、業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合は、速やかに市

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、次のとおりとします。 

① 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、またはそのお

それが生じた場合には、市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

改善策の提出及び実施を求めることができます。この場合、指定管理者がその期間内に改

善ができなかった場合等には、市は指定管理者の指定の取り消し又は業務の全部又は一部

の停止を命じることができるものとします。 

② 上記①により指定管理者の指定が取り消され、または業務の全部もしくは一部が停止され

た場合、市は指定管理者に対し生じた損害の賠償を求めることができる。 

③ 不可抗力その他市または指定管理者の責めに帰する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、市と指定管理者は、業務の継続の可否について協議を行い、継続
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が困難と判断したとき、市は指定管理者の指定を取消し、又は業務の全部もしくは一部の

停止を命じることができるものとします。 

④ 申請の辞退 

   参加表明書の受理通知を受取り後、指定管理者の申請を辞退する場合は、指定管理者指

定申請辞退届【様式第１０号】を提出してください。 

（２）その他協議すべき事項 

協定書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は市及び指定管理者双方が誠意をもって協

議するものとします。 

（３）損害賠償責任保険について 

   指定管理者は損害賠償責任保険に加入しなければなりません。 

（４）業務の引継ぎについて 

指定管理者として選定された団体は、令和２年４月１日から指定管理業務を円滑に行えるよ

う、事務引継及び研修を令和２年１月頃より行っていただきます。 

また、指定期間の終了もしくは指定の取り消しにより、次期指定管理者に業務を引き継ぐ場

合は円滑な引継に協力していただきます。なお、その費用につきましては、指定管理者の負

担とします。また、次回の指定管理者公募・選定手続きに必要となる資料の提供等に協力し

ていただきます。 

 

第１２ リスク分担に関する考え方 

指定管理者は、管理業務の実施主体として責任を負うこととなります。ただし、指定管理者の

責めに帰し得ない事由によるリスクは、下記により分担を行うこととします。 

※指定管理者の責めに帰すべき事由（故意・過失・怠慢等）により生じたものについては、指

定管理者の責任（負担）となります。 

項目 内容 市 指定管理者 

施設、設備、備品、資

料等の損傷等 

指定管理者による管理の瑕疵によるもの  ○ 

施設の設置に関する瑕疵によるもの ○  

管理、運営に係る事故

等による第三者への

損害賠償 

指定管理者の責めに帰すべき事由又は管理者として注意義

務を怠ったこと等により損害を与えた場合 
 ○ 

施設の設置に関する瑕疵によるもの ○  

不可抗力への対応 

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、

火災、騒乱、暴動、その他の自然的又は人為的な現象）に起

因する施設修繕、事業中断等による経費増 

大規模災害時に事実上避難者が集まる場所となった場合に

避難所運営の支援対応に係る費用 

○  

社会情勢の変動 
物価・金利等の変動・税制の変更による管理運営経費の増加 

（ただし、消費税、地方消費税を除く） 
 ○ 
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大規模災害における

避難場所運営の支援 

大規模災害時に事実上避難者が集まる場所となった場合に、

避難所運営の支援対応に係る費用 
〇  

法改正、行政的理由に

よる事業変更 

法制度の改正、行政的理由による事業内容の変更等による運

営経費の増加 
○  

書類の誤り 計画書等、指定管理者が提案した書類内容の誤りによるもの  ○ 

事業終了時の費用 
指定管理者の指定期間が終了した場合、又は指定管理者が指

定期間途中において業務を廃止した場合に必要となる費用 
 ○ 

 

第１３ 管理運営状況の把握等に関する事項 

  市は、施設の適正な管理運営の確保等に努めるため、指定管理者に対して定期的に業務の実施

状況や施設利用・収支状況等の報告を求めるとともに、実地調査を行うなど施設の管理運営状況

の十分な把握に努めることとします。 

また、指定管理者は、住民サービスの向上に資するために、意見箱の設置等により利用者の満

足度や意見・苦情等を把握し、その結果を業務改善の反映に積極的に取り入れていただくことと

します。 

市では、指定管理者の業務が、管理の基準を満たしていていないと判断した場合、指定管理者

に対し、必要な改善措置を講じるよう、適宜、通知や是正勧告を行います。それでも改善が見ら

れない場合、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ずることが

あります。 

 

 

[担当部署] 

〒８４０－８５０１ 佐賀市栄町１番１号 

佐賀市 建設部 建築住宅課 住宅政策係 

電 話 ０９５２－４０－７２９１ 

ＦＡＸ ０９５２－４０－７３９２ 

佐賀市ホームページ： http://www.city.saga.lg.jp/ 

E-mail : kenchikujutaku@city.saga.lg.jp 

 

 

 


