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（別紙１） 

 

市営住宅等指定管理業務仕様書 

 

Ⅰ 共通仕様 

 

１ 管理を行う市営住宅等について 

 

指定管理者が管理する岡山市営住宅，岡山市営改良住宅及び岡山市特定公共賃貸住宅（以下

「市営住宅等」という。）並びに岡山市営住宅及び岡山市特定公共賃貸住宅の共同施設及び岡

山市営改良住宅の地区施設については，次のとおりとする。 

 

１.岡山市営住宅（以下，「市営住宅」という。） 

岡山市営住宅条例に規定する住宅及びその附帯施設をいう。 

２.岡山市営改良住宅（以下，「改良住宅」という。） 

岡山市営改良住宅条例に規定する住宅及びその附帯施設をいう。 

３.岡山市特定公共賃貸住宅（以下，「特定公共賃貸住宅」という。） 

岡山市特定公共賃貸住宅条例に規定する住宅及びその附帯施設をいう。 

４.市営住宅の共同施設 

岡山市営住宅条例に規定する施設をいう。 

５.特定公共賃貸住宅の共同施設 

岡山市特定公共賃貸住宅条例に規定する施設をいう。 

６.改良住宅の地区施設 

岡山市営改良住宅条例に規定する施設をいう。 

 

管理を行う市営住宅等は，別記１「施設の概要」のとおりとする。 

ただし，条例改正等により，仕様書と条例及び規則（以下条例等という）が異なる事となっ

た場合には，条例等の定めに従う。 

 

２ 業務の実施体制 

（１）指定管理業務を行う主たる事務所 

指定管理者は，業務の実施場所としての主たる事務所を，指定管理者の負担（事務所の

賃借料，共益費，備品購入費，事務費・維持費等）により岡山市内に設置しなければなら

ない。主たる事務所は，岡山市との連絡調整のため，本庁舎の近辺に設置することが望ま

しい。市の備品の借り受けを希望する場合には別途手続を行うこと。 

（２）業務時間及び業務体制 

ア 指定管理者は，指定管理期間中は全区役所に業務窓口を設置し適切に遂行できる従業

員を２名以上配置しなければならない。また，従業員が休暇等を適切に取得しつつ，２

名以上の配置が継続できるような計画とすること。（各区役所の施設管理者に対して行
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政財産の目的外使用許可申請を行い，許可を得ること。目的外使用料は指定管理者が負

担するものとする。また，庁舎の建替や施設管理者の判断により，引越や移転等が必要

となった場合には，必要となる費用（引越費用等）は指定管理者の負担とする。目的外

使用料と業務窓口の光熱費は，年間で 4 区合わせて平均 124 万円程度を見込んでい

る。（過去５年間概算実績 120～130 万円） 

なお，入居者募集や収入申告など，特定の時期に申請が集中する業務があることに留

意し，そのような事態にも指定管理者で対応できるような計画とすること。 

イ 指定管理者の業務窓口の業務時間は，原則として，午前８時３０分から午後５時１５

分までとする。ただし，日曜日及び土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律

第１７８号）に規定する休日並びに１２月２９日から翌年の１月３日までの日を休みと

することができる。 

ウ 業務時間中は，必ず業務の実施場所としての業務窓口に常勤職員が常駐し，電話・来

訪・相談などへの応対に支障がないようにすること。業務時間外においても，市営住宅

等の入居者（以下「入居者」という。）等からの修繕依頼，災害・漏水等，緊急の対応

を要する事項を支障なく受け付け，迅速かつ適切な現場対応ができる体制を確保するこ

と。 

エ イ・ウについては，入居者に周知すること。また，連絡・施設管理体制の変更が生じ

る場合は変更前に岡山市に報告するとともに，変更後は入居者にも周知すること。 

オ 新型コロナ感染症対策等のため，入居募集，窓口対応での感染対策，時差出勤等の実

施を求める場合がある。 

カ 国際化の進展に対応し、外国人に対する配慮が可能な体制とすること。 

（３）緊急時の対応等について 

ア 指定管理者は，緊急事態の対応に備え，事前に緊急時対応マニュアル等を整備し（特

に，大規模災害発生時を想定したマニュアルを必ず作成すること。），岡山市に報告す

ること。 

イ 災害又は事故の緊急事態が発生した場合，指定管理者は，発生する損害，損失又は増

加費用を最小限にするため，必要な措置を講じた後，速やかに岡山市に報告しなければ

ならない。また，災害発生前であっても，岡山市災害警戒本部が設置されたときには主

たる事務所に災害警戒本部解散まで１名以上常駐し、岡山市の指示により点検・見回り

等を実施すること。 

ウ 指定管理者は，町内会や自主防災組織等に対して災害等の緊急時に連絡が取れる体制

を整備する。また，災害等の発生に備え，市が配布するハザードマップの周知や，防災

訓練等の実施など，町内会等と連携し，計画的な取り組みを行うこと。 

エ 指定管理者は，警察，消防等の関係部署から要請があった場合，事前に岡山市へ連絡

するとともに，現場検証に立ち会うものとし，その内容について岡山市へ報告するこ

と。 

 

３ 業務内容 

（１）入居者管理業務 

詳細は，Ⅱの入居者管理業務のとおりとする。 
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（２）市営住宅等の施設管理業務 

詳細は，Ⅲの市営住宅等の施設管理業務のとおりとする。 

（３）岡山市が行う業務の補助 

指定管理者は，岡山市が行う業務（入居の決定や家賃の決定など公権力の行使を伴う業

務）のうち，次の業務を補助する。 

ア 各種通知書，納入通知書，許可書等の作成及び送付 

イ 滞納者に対する納付指導等 

ウ 訴訟に係る業務及び住宅明渡しに係る業務 

 

４ 指定管理料 

（１）指定管理料については，指定管理者の指定後に，岡山市と締結する協定書で定める額と

する。 

（２）指定管理料の支払いについて 

ア 岡山市は年度協定書で定めた年度額を１２で除した額を，毎月業務実施後に指定管理

者からの請求に基づき支払をする。ただし，業務の進捗が著しく遅延した場合は，当該

支払いを保留することがある。 

イ 環境整備費と修繕費については，上限金額が決まっており，実際に実施した環境整

備・修繕に要した金額に基づいて年度末の支払で精算するが，１２か月目に支払う指定

管理料を差額が上回る場合は，その金額を岡山市に返還するものとする。なお，修繕費

のうち，空家修繕は，1年間で岡山市が指定する戸数（募集停止団地の戸数が大幅に増

加する場合等を除き，180戸以上を予定している。）以上を実施すること。 

（３）管理に要する経費は，指定管理者の負担とする。 

 

５ 業務の適正な実施に関する事項 

（１）責任の所在 

指定管理者は，本管理業務の実施主体として責任を負う。管理業務に関する責任分担に

ついては，別記２「リスク分担表」のとおりとする。 

（２）業務委託の制限 

指定管理者は，本管理業務の全部又は主たる部分を第三者へ委託及び請負をさせること

はできない。ただし，第三者に本管理業務の一部の委託及び請負わせることについて，あ

らかじめ書面で岡山市長の承認を得た場合はこの限りではない。 

（３）関係法令等の遵守 

業務の実施に当たっては次の関係法令等を遵守し，公正適正な管理を行うこと。また，

明記していない関係法令等についても，当然に遵守すること。 

なお指定期間中に法令等に改正があったときも，改正された後の規定を遵守すること。 

ア 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）及び地方自治法施行規則（昭和２２年内務省令第２９号） 

イ 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２

４０号）及び公営住宅法施行規則（昭和２６年建設省令第１９号） 

ウ 岡山市営住宅条例（昭和４６年市条例第１０２号）及び同条施行規則（昭和４６年市
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規則第１１０号） 

エ 岡山市営改良住宅条例（昭和４８年市条例第５０号）及び同条施行規則（昭和４８年

市規則第７５号) 

オ 岡山市特定公共賃貸住宅条例（平成８年１２月２４日市条例第４３号）及び同条施行

規則（平成９年４月８日市規則第７０号） 

カ 岡山市公の施設の管理等に関する規則（平成１９年８月３０日市規則第３１４号） 

キ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

ク 岡山市個人情報保護条例（平成１２年３月２２日市条例第３４号），岡山市個人情報

保護条例施行規則（平成１２年５月２６日市規則第１４６号） 

ケ 岡山市情報公開条例（平成１２年３月２２日市条例第３３号），岡山市情報公開条例

施行規則（平成１２年５月２６日市規則第１４５号），岡山市情報セキュリティポリシ

ー（平成２５年６月１日施行） 

コ 岡山市外部監査契約に基づく監査に関する条例（平成１１年市条例第１号） 

サ 岡山市会計規則（昭和３９年市規則第６号） 

シ 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号） 

ス 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号） 

セ 浄化槽法（昭和５８年法律第４３号） 

ソ 労働基準法（昭和２２年法律第４９号），最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）

及びその他労働関係法令 

タ その他関係法令及び関係条例等 

チ 市営住宅等に関する要綱，要領 

（４）管理責任者及び防火管理者の選任 

指定管理者は，業務の実施にあたっては管理責任者を定めるとともに，法令上防火管理

者を選任しなければならない市営住宅等については防火管理者を選任して所轄消防署へ届

け出なければならない。 

（５）業務窓口における各種申請書の受付等について 

指定管理者は，主たる事務所及び業務窓口等において，入居申込，各種申請等に関する

相談に対応するとともに，これらの申請書等を受付けて確認及び聞き取りを行い，書類の

不備がないことを確認した後，その書類を岡山市に提出すること。 

（６）個人情報の取扱 

ア 指定管理者は，個人情報を取り扱う場合は，個人情報の保護に関する法律（平成１５

年法律第５７号），行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律（平成２５年法律第２７号）及び岡山市個人情報保護条例の規則に従い，その取

扱いには十分留意し，漏洩，滅失及び毀損等の事故の防止に努め，また，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らない。また，個人情報を保護するため

に必要な措置を講じ，岡山市との間で連絡会議を設置して管理体制を強化しなければな

らない。 

イ 指定管理者及びその従事者は，市営住宅等の管理を行うにあたり，業務上知り得た秘

密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らない。指定期間が終了

し，又は指定を取り消された後においても同様とする。 
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ウ 指定管理者は，保有個人情報を適正に管理するため，個人情報受託管理責任者を置く

とともに，個人情報を取扱う従事者に個人情報の適正な取扱いに資するための研修・教

育を受けさせなければならない。 

エ 指定管理者は，施設の管理運営に関する協定書の締結に併せ，「個人情報の取扱いに

関する覚書」を岡山市と締結するものとする。なお，指定管管理者から市に提出された

文書については，公開する場合がある。 

オ 岡山市情報セキュリティポリシーにより、個人情報に関する事故が生じないように徹

底した対策を行うこと。特に USB メモリ等の可搬電磁的記録媒体の取り扱いについて

は、さらなる厳重な取り扱いとすること。 

（７）情報公開に関する事項 

指定管理業務を行うにあたり，作成又は取得した文書等で，指定管理者が管理している

ものの公開は，岡山市情報公開条例の趣旨を踏まえ，適正な情報公開に努めるものとす

る。 

（８）研修・教育の実施 

指定管理者は，従業員に対し，入居者の人権の擁護・尊重に資するための研修・教育を

受けさせなければならない。 

（９）文書等の管理保管 

指定管理者は，市営住宅等の管理業務に伴う帳票等であって個人情報に関するものにつ

いては，鍵のかかる書庫等に保管するなど，管理を厳重に行わなければならない。 

（１０）保険に関する事項 

指定管理者は，指定管理業務及び自主事業の実施において想定される損害賠償請求に対

応できるよう任意の賠償責任保険に加入し,速やかに岡山市に保険証券の写し等を提出す

るなどし，その概要を報告すること。指定管理者の管理に起因する事故により第三者に与

えた損害や施設の損傷については，岡山市から指定管理者に求償することが出来ること等

も踏まえ，想定される全ての損害賠償請求に対応できるようにすること。 

（１１）実績報告書の提出 

指定管理者は，実施した事業について月ごとの実績報告書をその月の翌月１０日まで

に，年間の実績報告書を翌年度の４月１０日までに，それぞれ提出するものとする。 

（１２）定期報告書の提出 

指定管理者は，年度ごとの報告として，岡山市が指定する期日までに，次に掲げる書類

を岡山市に提出しなければならない。 

ア 国税，県税及び市税の納税証明書 

イ 当該年度の団体の経営状態を説明する次に掲げる書類 

（ア）収支又は損益計算書 

（イ）貸借対照表 

（ウ）財産目録 

ウ 社会保険料納付証明書 

エ 管理運営業務チェックシートによるセルフモニタリング・自己評価結果 

オ モニタリング評価シートによる結果 
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６ 住宅管理システムに関すること 

（１）住宅管理システムとは，入居者情報等を閲覧等するシステムであり，本システムへの入

力データ等の一部を指定管理者が作成する。 

（２）指定管理者は，その主たる事務所に，本システムに接続するための回線（V―LAN 収

容局折返しプラン）を引くことができる。その際の費用と使用する通信費は指定管理者の

負担とする。 

（３）指定管理者の操作ミス（システム関連の人為的な原因によるソフトウェアや機器の損

傷、データ入力の誤りや漏れを含む）等により損害等が発生した場合には，指定管理者の

負担で適切に対処すること。 

（４）岡山市へ送付し、審査等された後の書類が返却された際に、岡山市で入力された内容が

システムに正しく反映されているか確認し、誤りがある場合には岡山市へすみやかに報告

し、修正を求めること。 

 

７ 立入検査の実施 

（１）岡山市は，指定管理者の業務の実施内容及び処理実績について，随時，立入検査等を実

施し，管理状況の確認及び検査を行うことができる。 

（２）岡山市は，前項の検査の結果，指定管理者に対し，業務内容についての改善を求めるこ

とができ，指定管理者はこの指示に従わなければならない。 

 

８ 指示に関する事項 

（１）岡山市は，施設の改善に関し特に必要があるときは，次に掲げる事項を記載した指示書

により指定管理者に通知するものとする。 

ア 施設名及び所在地 

イ 改善すべき事項及びその理由 

ウ 改善期限 

エ 改善が完了した場合は，改善報告書を提出すべきこと及びその提出期限 

オ 改善期限までに改善が完了する見込みのない場合は，改善計画書を提出すべきこと及

びその提出期限 

カ 指定管理者が指示に従わない場合は，指定の取消し等の事由となる場合があること 

（２）指定管理者は，岡山市の指示があった場合には，その指示内容に従い，改善期限までに

改善報告書又は改善計画書を提出し，その内容について岡山市の確認を受けなければなら

ない。 

 

９ 引継に関する事項 

（１）指定管理者は，指定期間の終了又は指定の取消し等に際し，岡山市又は岡山市が指定す

る者に対し，管理業務の引継ぎ等を行わなければならない。 

（２）指定管理者は，指定期間の終了後であっても，（１）の引継が終了するまでの間は，管

理業務を継続しなければならない。 

（３）（２）の管理業務を継続する期間に発生する費用については，岡山市及び岡山市が指定

する者は負担しない。 
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１０ その他 

募集要項又は本仕様書に定めのない事項その他で，市営住宅等の管理を行うにあたり疑義が

生じた場合には，岡山市と指定管理者で協議の上定めるものとする。 

 

Ⅱ 入居者管理業務 

 

入居者や来庁者に対し，窓口で配布する資料は，事前に岡山市と協議し，指定管理者がホー

ムページ等を用意し，閲覧や入手ができるようにすること。 

 

１ 入居者募集に関すること 

（１）入居者募集について 

ア 指定管理者は，事前に岡山市と協議し，災害等の岡山市が認める特別な事情が発生し

た場合を除き，市営住宅入居者の定期募集を年に３回以上実施する（下記５月，９月，

１月は必ず行うものとし，事業者として，市と協議の上，追加募集も可能とする。）。 

その他の募集が発生した場合，入居者募集業務を実施する。 

（ア）対象住宅 

① 空家となっている住宅 

② 新たに建替えを行う住宅 

指定管理者は，入居者募集の対象となる住宅が発生したときは，その住宅の状況

（住宅の種類，間取り等）を記載した報告書を作成し，岡山市に報告する。 

（イ）定期募集受付期間 

５月，９月，１月の各６日間 

（ウ）定期募集抽選日後の募集受付期間 

定期募集の抽選日翌日から，各５日間以上，定期募集で応募が無かった住戸の募

集を行う。 

（エ）市営住宅入居案内書配布時期等について 

５月，９月，１月に募集受付する市営住宅入居案内申込書については，岡山市と

事前に協議し，募集月の前月２５日頃を目途に配布を開始し，ホームページ等でも

閲覧や入手ができるようにすること。 

イ 指定管理者は，市営住宅入居案内書を作成し，指定管理者の主たる事務所，業務窓

口，区役所等において配布する。配布場所については，応募状況等を勘案しながら、必

要に応じて見直すこと。配布する場所を増やす場合には，新たに配布を希望する施設管

理者の承認を得て，配布を行うこと。 

ウ 指定管理者は，入居希望者からの問合せ及び相談に対応する。 

エ 入居申込書の受付等 

（ア）指定管理者は，指定管理者の事務所及び各区役所において，入居希望者から提出

された入居申込書等を受付け，入居申込資格（年齢，世帯員数，住所等）の適否に

ついて確認及び聞き取りを行う。 

（イ）指定管理者は，公開抽選会までに，受付番号，氏名，生年月日，住所及び優先的
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選考の有無等を記載した入居申込者一覧表を作成する。 

（ウ）郵送等での受付については，岡山市と事前に協議し，実施すること。 

オ 公開抽選会 

（ア）指定管理者は，募集住宅ごとの入居申込者が２人以上となった場合には，公開抽

選会を実施する。 

（イ）指定管理者は，抽選通知（条例等で定めた抽選倍率が分かる通知）を公開抽選会

までに入居申込者に到達するよう発送する（通信費は，指定管理者の負担とする。

以下全ての送付業務について同じ。）。 

（ウ）指定管理者は，岡山市職員１名以上の立会いの下で公開抽選会を開催し，募集住

宅ごとに入居候補者を決定する。 

（エ）指定管理者は，公開抽選会後，抽選結果を公表する。また，入居候補者について

は，資格審査に必要な書類（住民票，戸籍，課税台帳記載事項証明等）の提出を求

める文書及び岡山市営住宅賃貸借契約書を送付する。 

カ 資格審査 

指定管理者は，入居候補者の資格審査を行い，岡山市に提出する。 

キ 入居決定通知書等の送付 

指定管理者は，岡山市の本審査による入居決定後，入居決定通知書，家賃及び駐車場

使用料の納入通知書を作成し，入居決定者に送付する。 

入居説明会等の開催通知書や市営住宅のしおり等については，指定管理者が作成して

入居決定者に渡す。 

（２）特定公共賃貸住宅の入居者募集に関すること 

指定管理者は，特定公共賃貸住宅の入居者募集業務を行う。その業務内容については，

上記（１）の規定を準用する。 

（３）市営住宅等随時募集及びその他の募集に関すること 

指定管理者は，岡山市からの指示があったときは，随時募集及びその他の募集を行う。

その業務内容については，上記（１）の規定を準用する。 

 

２ 入居手続に関すること 

（１）指定管理者は，入居予定日の前月２５日頃に入居説明会を開催し，入居決定者に入居の

しおり等により市営住宅等の生活ルール等について十分な説明を行う。 

（２）指定管理者は，入居決定者に，岡山市が記名押印した岡山市営住宅賃貸借契約書（１

通）及び鍵を手渡す。 

 

３ 収入申告等に関すること（特定公共賃貸住宅入居者を除く） 

（１）収入申告のしおりの作成 

指定管理者は，入居者に送付する収入申告のしおりを作成する。作成に当たっては，そ

の内容について，事前に岡山市に報告すること。 

（２）収入申告書等の配布 

指定管理者は，毎年７月上旬に，指定管理者が作成した収入申告のしおり及び収入申告

書並びに返信用封筒（着払いの郵送料）を入居者に送付する。 
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（３）収入申告書の受付，収入認定・家賃額決定通知書の送付等 

ア 指定管理者は，入居者から提出された収入申告書の確認を行い，岡山市に提出する。 

イ 指定管理者は，提出期限（７月末）までに収入申告書の提出がない者に対して，電話

や訪問により収入申告書の提出を催促する。収入申告書提出の催促指導に従わない入居

者に対しては，岡山市に報告し，収入申告の催告書を送付し，電話や訪問も続けて行

う。 

ウ 指定管理者は，岡山市の住宅管理システムのデータ等により入居者の収入額を確認

し，家賃額を計算した上で岡山市に報告する。 

エ 指定管理者は，岡山市の資格審査による収入額及び家賃額の決定後，収入認定・家賃

額決定通知書を作成し，毎年１月に，収入額を認定した入居者に送付する。 

（４）収入額の更正 

ア 指定管理者は，入居者に係る収入認定・家賃額決定通知書送付後に入居者から収入額

等について相談があったときは，これに対応する。 

イ 指定管理者は，入居者からの収入更正申出書を受付けて書類の確認を行い，岡山市に

提出する。 

ウ 指定管理者は，岡山市の本審査による収入額及び家賃額の決定後，収入認定・家賃額

決定通知書を作成し，収入更正申出書提出者に送付する。 

 

４ 市営住宅及び特定公共賃貸住宅の駐車場の使用等に関すること 

（１）市営住宅及び特定公共賃貸住宅の駐車場（以下「駐車場」という。）の使用について 

ア 共通事項 

指定管理者は，駐車場の使用を希望する者からの相談を受付ける。 

イ 駐車場の使用について 

（ア）指定管理者は，駐車場の使用を希望する者が岡山市営住宅条例等の条件を具備す

る者であることを確認の上，駐車場使用許可申請書を交付する。 

（イ）指定管理者は，２区画目の駐車場使用許可申請が使用できる駐車場の設置台数を

超えるときは，岡山市営住宅条例施行規則等に定める優先順位によって選考し，申

請者の優先順位が同じときは公開抽選を行う。 

（ウ）指定管理者は，駐車場使用希望者から駐車場使用許可申請書を受付けて確認を行

い，岡山市に提出する。また，岡山市の許可決定後，駐車場使用許可書を作成し，

交付する。 

（エ）指定管理者は，市営住宅等の駐車場台帳の整理を行う。 

（オ）指定管理者は，駐車場使用者から申請があったときには，駐車場使用料の滞納が

ないことを確認した上で，保管場所使用承諾証明書に記名押印する。 

（２）駐車場の返還について 

指定管理者は，駐車場使用者から駐車場返還届が提出されたときは，これを受付けて確

認を行い，岡山市に提出する。 

（３）駐車場使用変更届（許可車両変更、駐車場番号変更、使用者変更等）について 

指定管理者は，駐車場使用者から駐車場使用変更届書が提出されたときは，これを受付

けて確認を行い，岡山市に提出する。 
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（４）不正駐車対策について 

ア 指定管理者は，無断駐車（不正駐車）等が行われていないか現地調査を行い，警察や

管理人等との連携により不正駐車対策を講じること。特に，契約者のいない駐車区画に

ついては，車止めを設置する等の方法により，不正駐車が行われないようにすること。 

イ 所有者が確認できた車両については，所有者に対し，移動，撤去等の指導を行うこ

と。所有者が確認できない車両については，その状況等について岡山市に報告し，岡山

市の指示に従うこと。 

 

５ 市営住宅等の家賃及び駐車場使用料等の収納管理に関すること 

（１）家賃納入通知書の送付 

ア 指定管理者は，家賃（入居者が駐車場を使用している場合は駐車場使用料を上乗せし

たもの）の納入通知書及び口座振替通知書を作成し，毎年４月及び１０月上旬に入居者

に送付する（家賃又は駐車場使用料の額が変更になった場合は，随時送付するこ

と。）。 

イ 指定管理者は，入居者及び駐車場使用者から紛失等により再発行の申出があったとき

は，家賃及び駐車場使用料の納入通知書を作成すること。 

ウ 指定管理者は，納入通知書の指定された期限内に納付しない入居者に対して，岡山市

が指定した内容で，督促状を送付するものとする。 

（２）収納業務による現金収納 

ア 指定管理者は，入居者が家賃を支払おうとするときは，これを領収する。家賃以外

の，岡山市営住宅条例施行規則に掲げるものについても同様とする（駐車場使用料，延

滞金等）。 

イ アの規定は，既に市営住宅等を退去した者についても準用する。 

ウ 現金については、金庫又は施錠できる保管庫を利用する等確実な方法により保管し、

岡山市会計規則第３５条第１項第６号に規定する収納金払込書（様式第８号）にて，入

居者から収納した日から起算して７日を経過した日（当該日が金融機関休業日の場合は

翌営業日）までに岡山市指定金融機関、岡山市指定代理金融機関又は岡山市収納代理金

融機関（以下「指定金融機関等」という。）に払い込まなければならない。 

エ 収納金を指定金融機関等に払い込んだときは、領収書の交付を受けなければならな

い。 

オ 現金の払込みの状況を現金出納簿により整理しなければならない。 

（３）口座振替制度の利用促進 

指定管理者は，家賃（入居者が駐車場を使用している場合にあっては駐車場使用料を含

む。）を納入通知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

よう努めるものとする。 

（４）福祉事務所からの家賃の代理納付制度の活用促進及び通知等の送付 

指定管理者は，生活保護受給世帯について，福祉事務所からの家賃の代理納付制度の活

用促進を図るよう努めるものとする。 

代理納付制度を活用した世帯については，本人や福祉事務所に必要な通知等を送付す

る。 
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６ 市営住宅等の家賃及び駐車場使用料等の納付指導に関すること 

（１）指定管理者は，市営住宅等に入居中の滞納者に対して，次の納付指導等の業務を行う。

ただし，分納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，この

限りではない。 

ア 督促（督促状の発送を含む）等 

イ 電話等による納付指導 

ウ 訪問による納付指導 

エ 通告書等の送付 

オ 納付誓約書の回収 

（２）指定管理者は，岡山市から指示があるときには，既に退去している滞納者に対しても，

納付指導等の業務を行う。この場合，（１）の規定を準用する。 

（３）指定管理者は，納付指導等の方法・回数や納付指導による支払実績など，納付指導を行

ったことが確認できる書類を毎月提出すること。 

 

７ 家賃及び駐車場使用料の減免申請に関すること 

（１）家賃の減免申請について 

ア 指定管理者は，入居者から家賃の減免等の相談があったときは，これに対応する。 

イ 指定管理者は，随時，入居者から提出された家賃減免申請書を受付けて確認を行い，

岡山市に提出する。 

ウ 指定管理者は，岡山市の本審査による家賃減免の可否決定後，家賃減免決定通知書を

作成し，家賃減免申請者へ送付する。その際，納入通知書払いの入居者については，減

額した家賃の納入通知書も併せて送付すること。 

（２）駐車場使用料の減免申請について 

ア 指定管理者は，随時，入居者から提出された駐車場使用料減免（徴収猶予）申請書を

受付けて確認を行い，岡山市に提出する。 

イ 指定管理者は，岡山市の本審査による駐車場使用料の減免の可否決定後，駐車場使用

料の減免通知書（家賃減免決定通知書）を作成し，送付する。その際，納入通知書払い

の駐車場使用者については，家賃（減額された駐車場使用料を上乗せしたもの）の納入

通知書も併せて送付すること。 

 

８ 収入超過者及び高額所得者への対策に関すること 

（１）収入超過者について 

指定管理者は，収入超過者に対して，事前に岡山市と協議し，収入認定・家賃額決定・

収入基準超過認定通知書を作成し，送付する。収入超過者から問合わせがあったときは，

収入超過者には公営住宅の明渡し努力義務があることを説明すること。 

（２）高額所得者について 

ア 指定管理者は，高額所得者に対して，事前に岡山市と協議し，収入認定・家賃額決

定・高額所得者認定通知書を送付する。 

イ 指定管理者は，高額所得者を訪問し，又は呼出し，制度の説明及び事情聴取を行うと
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ともに，特定公共賃貸住宅等の適当な住宅のあっせん等，退去に向けての指導を行い，

指導経過・結果については岡山市に報告すること。 

 

９ 退去手続に関すること 

（１）市営住宅返還届の受付 

ア 指定管理者は，入居者の退去相談に応じるとともに，未納家賃及び未納駐車場使用料

を確認し，市営住宅返還届を受付けて確認を行い，岡山市に提出する。 

イ 指定管理者は，退去予定者に対し，退去検査が完了するまでの家賃及び駐車場使用料

が必要であること，退去日までに電気，水道，ガス等の休廃止手続を行うこと等を伝

え，指導する。 

（２）退去検査 

ア 指定管理者は，退去予定者等の立会いの下，退去検査をすみやかに行い，破損状況，

残存物等を確認し，退去予定者が原状回復すべき模様替え，増築及び工作物等（持込み

浴槽，ボイラー，エアコン等）が原状回復されていない場合は，退去予定者等の負担に

おいて原状回復，撤去等をさせる。 

イ 指定管理者は，電気，水道，ガス等の休廃止手続等が完了していることを入居者に確

認し，鍵の返還を受ける。 

ウ 指定管理者は，住宅の返還がなされたことを確認した後，敷金を返還する場合，必要

となる書類を岡山市に提出する。 

（３）再検査 

指定管理者は，原状回復等，退去検査時に説明・指示した事項が履行されていない場合

は，退去完了とせず，再検査を行う。 

（４）岡山市との連携 

指定管理者は，死亡退去や強制執行による退去等については，岡山市と事前に協議を行

い，対応する。 

 

１０ 市営住宅及び駐車場の契約更新について 

（１）市営住宅賃貸借契約の更新 

ア 契約更新の相談 

指定管理者は，入居者からの更新の問合せ及び相談に対応する。 

イ 岡山市営住宅賃貸借契約書の受付等 

（ア）指定管理者は，賃貸借契約期間満了３か月前までに，入居者に対し契約更新の案

内を送付するものとする。 

（イ）指定管理者は，入居者から提出された賃貸借契約の更新に必要な書類（岡山市営

住宅賃貸借契約書２通，賃借人の印鑑登録証明書等）を受理し，確認を行う。 

（ウ）指定管理者は，賃貸借契約期間満了２か月前までに賃貸借契約の更新に必要な書

類を提出しない入居者に対して，賃貸借契約を更新する意思の有無を確認する。こ

のとき，賃貸借契約を更新する意思のある入居者に対しては，賃貸借契約の更新に

必要な書類を提出するよう指導する。 

ウ 賃貸借契約書の返送 
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指定管理者は，岡山市が記名押印した岡山市営住宅賃貸借契約書１通を入居者に返送

する。 

（２）駐車場使用許可の更新 

駐車場使用許可の更新手続は，条例等の定めに従い行う。この場合には，上記４の

（１）の規定を準用する。 

 

１１ 各種申請の受付等に関すること 

（１）指定管理者は，次に掲げる各種申請に関する相談に対応するとともに，これらの申請書

を受付けて確認を行い，岡山市に提出すること。また，必要なものについては，岡山市長

の承認通知等を申請者に発送すること。 

（２）各種申請等は，次のとおりである。 

ア 市営住宅一時不在届 

入居者及び同居家族の全員が住宅で引き続き１５日以上使用（起居）しないとき。 

イ 市営住宅等同居者異動届 

出生，死亡又は転出等により，同居者に異動（変更）があったとき。 

ウ 市営住宅等連帯保証人変更承認申請書 

連帯保証人を変更しようとするとき。 

エ 市営住宅等同居承認申請書 

親族を新たに同居させようとするとき（出生を除く）。 

オ 市営住宅等入居者氏名変更届 

入居者が婚姻・離婚その他の事由により氏名の変更をしたとき 

カ 市営住宅等入居承継承認申請書 

入居者（賃借人）が死亡，離婚その他の理由により退去した場合で，同居家族が引き

続き居住しようとするとき。 

キ 市営住宅等工作物等設置承認申請書 

住宅の模様替えや増築等を行おうとするとき。 

ク 市営住宅等住替え承認申請書 

世帯人数の増減又は世帯員の加齢，病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を

受けるようになったことにより，他の住宅への移転（変更）を希望するとき。 

ケ 市営住宅等バリアフリー化リフォーム申出書 

岡山市営住宅バリアフリー化リフォーム事業実施要綱２条１項各号に掲げる者が，バ

リアフリー化リフォーム事業を希望するとき。 

コ 行政財産使用許可申請書 

住宅課所管の財産に関する行政財産使用許可申請書が，指定管理者の窓口に提出され

たとき。 

 

１２ 入居者等に関すること 

（１）入居者への指導等について 

ア 指定管理者は，市営住宅等の維持管理が適切に行われ，良好な住環境を維持するよ

う，入居者に必要な助言，指導等を行うとともに，入居者からの相談（配偶者の死亡な
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どによる，単身入居可能な住居への転居指導など）に応じるものとする。 

イ 指定管理者は，アの指導の一環として，必要に応じ注意喚起のための文書等を作成

し，事前に岡山市と協議し，配布，掲示等により入居者への周知及び啓発を行う。 

（２）入居者等からの苦情・要望等への対応について 

ア 指定管理者は，入居者等から苦情，要望等があったときは，必要に応じて現地調査等

を行い，苦情の原因となっている者への指導等，適切に対応する。この際，伝聞ではな

く事実関係に特に留意する等，苦情申立者のみならず，周辺住民等，第三者の状況も考

慮して，中立かつ客観的立場から対応すること。 

イ 指定管理者は，受付，処理等の経緯について，対応記録簿を作成し，保存する。 

ウ 指定管理者は，入居者等が指導に従わないなど対応に苦慮するものについては，それ

までの対応記録等詳細な資料を付して速やかに岡山市に報告する。報告を受けた岡山市

が対応方針を定めた場合は，これに従い適切な措置を講じること。 

エ 指定管理者は，近隣住民からの相談，苦情等についても，ア～ウと同様に取り扱うも

のとする。 

（３）不正入居等への対応について 

指定管理者は，通報等により，長期不使用，無断退去，不正入居等に当たる可能性があ

ると判断したときは，実態調査等を行い，岡山市に速やかに報告し，岡山市の指示に従

う。 

（４）入居者の安否確認について 

指定管理者は，消防や警察と連携し，救急出動，安否確認の要請等に迅速に対応できる

体制とすること。入居者の安否確認のために住宅に立ち入る必要があると判断したにもか

かわらず，立ち入りについて入居者の明示の同意が得られないとき（応答がない場合等）

は，警察官の出動を依頼して安否確認を行い，事後に速やかに岡山市に報告すること。 

（５）高齢入居者や障害者への配慮 

ア 指定管理者は，高齢入居者や障害者に対し，特に安心・安全な住環境を提供するよう

努めなければならない。 

イ 指定管理者は，アの実現のために，入居者・近隣住民・町内会・ＮＰＯ法人などと提

携することができる。ただし，指定管理料からの支出を伴う場合には，事前に岡山市長

の承認を受けること。 

（６）地域の活性化について 

ア 指定管理者は，まちづくりの一環として，市営住宅等を含む地域コミュニティの活性

化に努めなければならない。 

イ 指定管理者は，アの実現のために，入居者・近隣住民・町内会・ＮＰＯ法人などに協

力するものとする。ただし，指定管理料からの支出を伴う場合には，事前に岡山市長の

承認を受けること。 

 

１３ 入居者アンケートの実施及び改善 

指定管理者は，次に掲げる要領によって，入居者アンケートを実施しなければならない。 

（１）指定管理者は，指定管理期間内の各年度に１回，入居者からのアンケートを収集する等

の方法により，入居者の意見を聴かなければならない。また岡山市が指示したときには，
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随時アンケートを行う。 

（２）指定管理者は，アンケート内容を分析し，入居者から得た要望等を踏まえ，入居者によ

り良いサービスを提供するため，提言・提案を行い岡山市と協議すること。 

（３）指定管理者は，アンケートで寄せられた苦情，要望に対し，指定管理者の判断により回

答できるものについては回答し，月ごとの実績報告書により，その経過を岡山市へ報告す

ること。 

（４）岡山市は，（３）の指定管理者からの報告を分析し，必要に応じて指定管理者に改善を

指示するものとする。 

 

１４ 防火管理業務に関すること 

指定管理者は，市営住宅等及び共同施設等の管理に関して，防火管理者の資格を有する者を

配置し，市営住宅等及び共同施設等の防火管理者として，次に掲げる防火管理に関する業務

（消防署への事前調整等，防火管理業務を適法に実施するための業務を含む。）を行う。 

（１）消防計画の作成および見直し，変更等に係る書類を作成すること。 

（２）避難施設（廊下・バルコニー・階段等）に置かれた物の除去等，施設の維持管理を適切

に行うこと。 

（３）法定の消火，通報及び避難訓練を実施すること。 

（４）消防用設備等の点検及び整備を実施及び監督すること。 

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

危険な行為の監督を行うこと。 

（６）防火管理の業務に従事する者に対する指示・監督・教育等を行うこと。 

（７）消防署等関係機関への届出及び報告を行うこと。 

（８）入居者の防火意識の向上のための啓発活動を行うこと。 

（９）その他，防火管理者の責務を遂行するための業務を行うこと。 

 

１５ 法律，条例等の改正に伴う周知に関すること 

指定管理者は，法律，条例等の改正に伴う制度改正等が円滑に実施できるよう，岡山市の指

示により，通知文書を作成し，配布する等して，入居者等にその周知を図るものとする。 

 

Ⅲ 市営住宅等の施設管理業務 

 

１ 共通事項 

（１）修繕業務を第三者に委託又は請負わせるときは，岡山市内に本社，支社又は営業所等を

置き，地域の実情及び当該施設・設備等の状況を把握し，建設・設置・修繕等の工事内容

に精通している事業者を優先して選定すること。ただし，暴力団員が代表者，役員又は従

業員である事業者または，岡山市から，岡山市指名停止基準別表第７項第１号ア，同項第

２号ア，第８項第１号，第９項又は第１１項のいずれかに該当することを理由に，指名停

止されている者を選定することはできない。 

（２）入居者等の安全又は市営住宅等及び共同施設等の管理に支障がある場合は，この仕様書

の記載の有無にかかわらず，安全を確保するため又は適切な管理を行うために，必要な措
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置を講じること。 

（３）下記２～５の業務についてはもとより，その他の業務についても，最新版の『建築保全

業務共通仕様書』（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）を参考に，保全計画を作成する

こと。 

（４）岡山市小修繕業者登録制度により登録された業者の活用に努めること。 

（５）指定管理者は，市営住宅等の建物に関するデータ（各種点検結果及び修繕履歴等を含

む）を整理し，岡山市が指定するデータ形式で，岡山市が指定する時期に報告すること。 

 

２ 保守点検管理業務に関すること 

（１）給水施設保守点検・管理（簡易水道を含む） 

指定管理者は，水道法（昭和３２年法律第１７７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）等に基づき，給水施設の機能を十分に発揮さ

せ，衛生的環境を確保するため，個別業務仕様書の「給水装置保守点検業務仕様書」・

「残留塩素測定業務仕様書」・「水槽清掃業務仕様書」に基づき，次のことを実施する。 

ア 受水槽・高架水槽・受水槽附帯揚水ポンプ等の保守点検・清掃等を行う。 

イ アの点検結果及び清掃実施についての，岡山市への報告 

（２）エレベーター保守点検・管理 

指定管理者は，市営住宅等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，次のことを実施する。 

ア 個別業務仕様書の「エレベーター保守点検業務仕様書」に基づく保守点検。方法はＰ

ＯＧ（パーツ・オイル・グリス）方式を基本とするが，ＦＭ（フル・メンテナンス）方

式とすることも可とする。ただし，「エレベーター保守点検業務仕様書」はＰＯＧ方式

によっていること，指定管理料の上限（募集要項Ⅱの３（４）参照）はＰＯＧ方式に基

づいて算定していることに，それぞれ留意されたい。 

イ アの点検結果についての，岡山市への報告 

（３）消防設備保守点検・管理 

指定管理者は，消防設備等の適正な維持管理のため，個別業務仕様書の「消防設備保守

点検業務仕様書」に基づき，次のことを実施する。 

ア 消防法第１７条の３の３に規定する点検（機器点検及び総合点検）を行い，その点検

結果について，法令の定める所轄消防署及び岡山市に報告する。 

イ 法定設置分の消火器については，アと同様とする。 

ウ 任意設置分の消火器についても，適切に点検・管理すること。また，全ての団地につ

少なくとも１本以上設置すること。 

（４）浄化槽施設維持管理 

指定管理者の候補者となった後に，岡山市，指定管理者，浄化槽の保守点検及び浄化槽

の清掃業者の四者による協議の場を持つこと。指定管理者は，浄化槽法や関連する岡山市

の要綱を遵守しつつ，法律上の疑義が生じないように，浄化槽施設の適正な維持管理のた

め，岡山市を浄化槽管理者とする契約書を指定管理者の責において毎年度締結し，個別業

務仕様書の「浄化槽維持管理業務仕様書」に基づき，次のことを実施する。なお，実施後

は点検結果等を岡山市に報告すること。支払いについても適切に行うこと。 
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ア 通常保守点検及び運転管理 

汚水処理施設が円滑に稼働するよう，適切な点検及び運転管理 

イ 定期点検，検査等 

各機械部の定期点検を実施し，適切な水質に保つよう放流水の水質検査 

ウ 指定検査機関による浄化槽法第１１条に規定する定期検査 

エ 汚泥処理 

汚泥貯留槽の堆積状況の把握及び適切な処理（速やかに余剰汚泥の除去等） 

（５）自家用電気工作物保安点検・管理 

指定管理者は，自家用電気工作物の適正な維持管理のため，個別業務仕様書の「自家用

電気工作物保安点検業務仕様書」に基づき，次のことを実施する。 

ア 電気事業法等に基づく，自家用電気工作物の保安点検・管理 

イ アの点検結果についての，岡山市への報告 

（６）建築物及び建築設備等の定期点検 

指定管理者は，市営住宅等及び共同施設の適正な維持管理のため，個別業務仕様書の

「建築物及び建築設備等定期点検業務仕様書」に基づき，次のことを実施する。 

ア 法定点検 

建築基準法第 12 条第 2 項及び第 4 項の対象となる住棟等について，建築物及び建築

設備等の点検を行う。なお，同条第 2 項に基づく点検は，令和 6 年度及び令和 9 年

度に実施すること。 

イ 法定点検に準ずる点検 

ア以外の住棟等について，アの点検と同等の点検を行う。ただし，点検対象となる住

棟等については，岡山市と協議の上決定すること。 

ウ 日常点検 

ア，イの点検以外に，全ての住棟等について日常的な点検を行うこと。 

エ ア～ウの点検結果についての，岡山市への報告 

 

３ 環境整備業務に関すること 

（１）除草及び樹木剪定等業務 

指定管理者は，市営住宅等及び周辺の環境維持のため，個別業務仕様書の「除草等業務

仕様書」に基づき，敷地内の除草，樹木剪定等を実施する。 

ア 除草，樹木剪定等業務（定期） 

「除草等業務仕様書」に定める業務対象住宅につき，年１回程度の除草等の作業及び

適正な維持管理を行うこと。 

イ 除草，樹木剪定等業務（不定期） 

ア以外の住宅において，入居者等から要望があり，かつ，次により実施の必要がある

と判断されるものについての樹木剪定，除草等の作業 

（ア）外灯照明等の障害になっている樹木 

（イ）隣接道路，歩道，団地内道路等の通行の障害となっている樹木 

（ウ）電線，電話線等の障害となっている樹木 

（エ）隣接地に対して障害となっている樹木 
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（オ）病・害虫が発生している樹木 

（カ）故損木，倒木等 

（キ）根が排水管の排水等の障害となっている樹木 

（ク）その他上記以外で樹木の管理上必要とするもの 

（ケ）急傾斜地の除草 

（コ）空家の除草 

（サ）その他上記以外で除草を必要とするもの 

（２）害虫駆除業務 

指定管理者は，市営住宅等及び周辺の住環境維持のため，個別業務仕様書の「害虫駆除

業務仕様書」に基づき，次のとおり，市営住宅等及び共同施設の団地敷地内で植木等に発

生した害虫等の駆除を実施する。また，その他として以下の害虫等の駆除を必要に応じて

行うものとする。 

ア 市営住宅等の空家等における白蟻等の害虫駆除，鳥類防除等 

イ 市営住宅等の空家等において，害虫（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 

（３）汚泥抜取等業務 

ア 排水桝等汚泥抜取業務 

指定管理者は，年に１回，河本市営住宅の排水桝等に沈積している汚泥の抜き取り業

務を実施すること。 

イ 排水路等汚泥抜取業務 

指定管理者は，毎年５月，川口市営住宅及び西大寺浜市営住宅の排水路等に沈積して

いる汚泥の抜き取り業務を実施すること。 

ウ グリース阻集器清掃業務 

指定管理者は，年に１回以上，北長瀬みずほ住座及びさくら住座のグリース阻集器に

ついて清掃業務を実施すること。 

エ その他 

入居者等から要望があり，実施に必要があると判断されるもの。 

（４）その他 

入居者が快適に生活できるよう，適時，市営住宅等の敷地内の環境整備（犬猫の斃死等

による死骸の処理，放置自転車や放置車両（２輪を含む）の処理）を行うこと。また，必

要に応じて，除草剤や害虫（ムカデ等）駆除剤を配布すること。 

 

４ 修繕業務に関すること 

（１）修繕の種類と範囲 

ア 一般修繕 

岡山市又は入居者等からの連絡等に応じ，市営住宅等及び共同施設並びに及び住宅敷

地内の構造物・施設・設備等についての機能回復及び安全確保等のために行う工事をい

う。また，保守点検管理業務の点検結果に基づく必要な繕も含む。 

イ 空家修繕 

返還空家（本協定締結後返還される空家）と実質空家（本協定締結前の空家）のう
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ち，募集可能な住宅（募集停止をしている住宅以外）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ための工事をいう。 

ウ 緊急修繕 

災害，事故等による市営住宅等及び共同施設等並びに住宅敷地内の構造物，施設・設

備等の損傷について，指定管理者が行う被害状況調査に基づき，緊急に対応を要する工

事をいう。 

エ 計画修繕 

指定管理者が立案し，岡山市と協議して決定した計画に基づき行う工事をいう。 

オ バリアフリー化リフォーム事業 

平成４年度以前に建設された市営住宅等に入居している高齢者や身体障害者が安全か

つ快適に暮らせるよう，岡山市営住宅バリアフリー化リフォーム事業実施要綱に基づい

て行われる工事をいう。 

（２）修繕の内容 

ア 一般修繕 

（ア）指定管理者は，指定管理者が負担すべき修繕を行う。また，入居者が負担すべき

修繕については，入居者にその旨を説明し，入居者の負担により行わせること。 

（イ）指定管理者は，修繕の実施及び修繕方法について，劣化及び損傷の程度により，

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をもって実施す

る。 

（ウ）指定管理者は，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。 

イ 空家修繕 

（ア）指定管理者は，募集対象住宅を岡山市と協議して決定し，募集対象住宅の修繕を

行う。ただし，退去した前入居者が退去に伴う修繕を行う資力がない場合，無断退

去等で所在が不明である場合，及び強制執行による住宅明渡しの場合等で，入居者

負担とされている修繕を退去した前入居者が行わない場合にあっては，指定管理者

が前入居者に代わってこれらの修繕を行う。 

（イ）指定管理者は，空家修繕を行う際，建築時の墨出し用開口部が塞がれているかど

うかを確認し，建築時の墨出し用開口部が塞がれていない住宅にあっては，速やか

に当該住宅にある全ての墨出し用開口部を塞がなければならない。 

（ウ）指定管理者は，室内で事故が発生した住宅，強制退去となった住宅及び公営住宅

法施行令第５条第３項に規定する住替え等に係る空家修繕については，修繕内容，

修繕時期等について岡山市と協議した上で実施する。 

（エ）指定管理者は，空家修繕完了後は，次の入居者に引渡されるまで，必要なメンテ

ナンスを行うなど，適正な管理を行う。 

ウ 緊急修繕 

指定管理者は，災害，事故等による被害に対して，当面必要と考えられる措置（仮復

旧，仮対応等）を速やかに実施する。また，岡山市の指示を受けて，復旧工事や修繕を

実施する。その費用は，軽微なものを除き，指定管理料とは別にする。 

エ 計画修繕 
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（ア）修繕計画の立案 

指定管理者は，市営住宅等及び共同施設並びに住宅敷地内の構造物，施設・設備

等の経年等による部材等の劣化，設備の性能の低下等を考慮して，建設年度，入居

者の要望等を勘案の上，翌年度以降に実施すべき計画修繕に係る修繕計画を立案し

（岡山市営住宅等長寿命化計画との整合性を図り，また下内田，当新田団地の給水

設備修繕計画も含めること。），岡山市と協議の上決定すること。ただし，令和５

年度については，年度当初に立案するものとする。 

（イ）修繕計画に基づく計画修繕 

指定管理者は，指定管理者が立案し，岡山市と協議した修繕計画に基づき計画修

繕を行う。ただし，修繕計画に基づく計画修繕の内，国庫補助事業に係るものにつ

いては岡山市が行う。 

（ウ）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，岡山市と協議し，決定する。 

オ バリアフリー化リフォーム工事 

（ア）指定管理者は，入居者からバリアフリー化リフォームの申出があった場合，申出

書の提出を受け，確認を行い，岡山市に提出する。 

（イ）指定管理者は，岡山市長の承認した対象工事を実施する。 

（３）修繕に係る周知等 

ア 入居者等への対応 

（ア）指定管理者は，入居者等に対し，工事実施・完了に関し，周知を図らなければな

らない。岡山市が直接行う工事等で岡山市から指示がある場合も含む。 

（イ）指定管理者は，入居者等への連絡調整を行う。 

（ウ）入居者又は退去しようとする者との修繕の対応区分については，条例等の定めに

より実施する。 

（エ）条例等に定める内容に疑義がある場合又は定めのない事例が生じた場合には，岡

山市と協議の上，負担区分を決定する。 

イ 修繕業務の手順等 

（ア）指定管理者は，修繕に係る現地調査，修繕内容の検討，工事監理及び完成確認

（検査）を行う。なお，設計図書等が必要な場合は，指定管理者が作成する。 

（イ）指定管理者は，修繕業務に係る業務処理手順（マニュアル）を作成し，岡山市に

提出する。 

（ウ）指定管理者は，修繕の実績について，岡山市が指定するデータ形式で「月次業務

報告」により岡山市に報告する。 

（４）休日及び時間外における修繕体制 

指定管理者は，窓口開設時間外に，入居者等から修繕依頼等又は災害，事故等の早急な

対応を要することについて，支障なく受付けるとともに，迅速かつ適切に二次災害の防止

等の現場対応を行う。この際，指定管理者は，少なくとも次の措置について実施するこ

と。 

ア 状況の確認 

修繕の要望，災害及び事故等の通報があったときは，内容を確認し，必要に応じ，速
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やかに現地確認等を行う。 

イ 修繕等の対応 

早急に修繕等が必要と判断されるときは，直ちに修繕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，入居者等の安全確保を図るとともに，危険箇所につ

いて被害拡大防止のための応急措置を行う。特に，被害規模が大きいときは，直ちに岡

山市に報告する。 

エ 緊急対応体制を示した緊急連絡網及び対応マニュアルを作成して岡山市に提出すると

ともに，災害等の緊急時に対応できるよう入居者に周知する。 

 

５ 市営住宅等及び共同施設の光熱水費の支払について 

指定管理者は，市営住宅等及び共同施設の光熱水費（電気代，水道料金）（入居者が負

担すべきものを除く）については，各事業者と契約を行い，支払を行うこと。契約内容の

変更，支払金額，使用量等のデータは，岡山市が指定するデータ形式で，岡山市が指定す

る時期に報告すること。 

 

６ 市営住宅等の施設に関するデータの管理 

指定管理者は，市営住宅等の施設に関するデータを整理し，岡山市が指定するデータ形

式で，岡山市が指定する時期に報告すること。 


