糸満市障害者地域活動支援センター指定管理者募集要項
糸満市（以下「市」という。
）は、糸満市障害者地域活動支援センター（以下「地域活動支援セ
ンター」という。
）の管理運営業務を効果的かつ効率的に行うため、地方自治法（昭和 22 年法律
第 67 号）第 244 条の２第３項及び糸満市障害者地域活動支援センター条例（平成 17 年糸満市条
例第 25 号。以下「条例」という。
）第３条の規定により、地域活動支援センターの管理運営及び
業務を行う指定管理者の募集をする。
１ 地域活動支援センターの概要、構造等
（１）名

称

糸満市障害者地域活動支援センター

（２）呼

称

陽だまり

（３）所 在

地

糸満市字真栄里 870 番地

（４）設 置 目 的
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号。
以下「法」という。
）第４条第１項に規定する障害者及び同条第２項に規定する障害児が、地
域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援し、創作的活動又は
生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進を図る。
（５）施設概要
①構

造

鉄筋コンクリート造、平屋

②階

数

地上１階

③延べ床面積

422.93 ㎡

④敷 地 面 積

1,008.27 ㎡

⑤施 設 備 品

「管理備品等一覧（別紙１）」参照

２ 指定管理に関する基本的事項
（１）関係法令の遵守
指定管理業務の実施に当たっては、地方自治法、地方自治法施行令、障害者総合支援法、
糸満市障害者地域活動支援センター条例その他関係法令を遵守するとともに、公平性の保持、
安全確保に努めること。
（２）利用料金
地域活動支援センターの利用料は無料とする。
（３）職員
地域活動支援センターの職員については、糸満市障害者地域活動支援センター条例等に基
づき、利用者数や障害程度等を踏まえ、必要な職員を配置すること。なお、詳細は糸満市障
害者地域活動支援センター運営事業委託業務仕様書（以下「仕様書」という。）を参照するこ
と。
（４）指定期間
令和４年４月１日から令和５年３月 31 日（１年間）
３ 指定管理者が行う業務
指定管理者は、地域活動支援センターの運営及び維持管理に係る次の業務を実施すること。
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（１）法第 77 条第１項第３号及び第９号に規定する事業の計画及び実施に関する業務
（２）仕様書に定める業務
（３）地域活動支援センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
（４）その他市長が必要と認める業務
４ 指定管理等の収入
（１）指定管理料
市が地域活動支援センターの管理運営に係る費用として指定管理者に支払う指定管理料につ
いては０円とし、指定管理者の管理運営に係る費用（以下、「指定管理運営費」という。）につ
いては、条例第４条第１項第１号に規定する業務に係る費用に含めて支払うものとする。
（２）障害者相談支援業務及び地域活動支援センター運営業務に係る費用
応募団体は、条例第４条第１項第１号に規定する障害者相談支援業務及び地域活動支援セン
ター運営業務に係る費用として、下記の表の上限額の範囲内で必要な経費を提案すること。な
お、必要経費の額は、提出された収支予算書を基に決定する。
表 市が負担する事業実施に必要な経費の上限額
年度

必要な経費の上限額

令和４年度

19,838,000 円

①指定管理者が実施する修繕に要する費用（以下「修繕費」という。）及び光熱水費を含むものと
する。
②事業実施に必要な経費は、実績に応じて精算するものとする。
（３）自主事業に係る収入
①地域活動支援センターの設置目的に合致し、かつ、指定管理業務の実施を妨げない範囲に
おいて、自己の責任と費用により、自主事業を実施することができるものとする。
②自主事業を実施する場合は、事業計画書を提出し、事前に承認を受けるものとする。市の
承認を得た上で実施する自主事業による収入については、指定管理者の収入とする。ただ
し、金額については、指定管理者があらかじめ市と協議の上で決定するものとする。
５ 指定管理等の費用
（１）指定管理に要する費用
市は、指定管理運営費については、条例第４条第１項第１号に規定する業務に係る費用に
含めて支払うものとする。
（２）自主事業に要する費用
自主事業に要する費用は、原則として指定管理者の負担とする。
（３）修繕費
①地域活動支援センターの施設及び備品の修繕について、１件につき５万円（消費税を含む。
）
未満のものについては、指定管理者の責任及び費用負担において実施するものとする。
②指定管理者において地域活動支援センターの施設及び備品の修繕を行う際は、事前に市の
承認を受けるものとする。
（４）備品
①市は、（別紙１）「管理備品等一覧」に示す備品等を無償で指定管理者に貸与するものとす
る。
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②指定期間中、備品等を常に良好な状態に保つものとする。
③備品等が経年劣化等により本業務に供することができなくなった場合、市と指定管理者の
協議により、必要に応じて当該備品等を購入又は調達するものとする。
④指定管理者は、故意又は過失により備品等を破損滅失したときは、市との協議により、必
要に応じてこれを弁償するものとする。
（５）リスクの種類と責任分担について
指定管理者は、リスクが発生した場合には、被害が最小限となるよう迅速かつ最善の対応
を取るとともに、直ちに市に報告しなければならない。リスクの種類と責任分担は別表１の
とおりとする。ただし、いずれにも定めのない業務やリスクが生じた場合又は疑義が生じた
場合は、市と指定管理者が協議の上で分担内容を決定するものとする。
※「リスク」とは、協定締結の時点で想定できない事由によって損失が発生する可能性のこ
とを指す。以下同じ。
（６）留意事項
①指定管理業務及び自主事業に係る経費及び収入は、法人等の他の口座とは別口座で管理す
ること。
②指定管理業務に係る収入及び経費、自主事業に係る収入及び経費は、区分して経理するこ
と。
③指定管理者は、施設利用者等の第三者の賠償補償に対する保険に加入すること。
６ 応募資格に関する事項
（１）応募資格
①法人その他の団体であること。
②市から指定特定相談支援事業者の指定を受けており、かつ、市内に主たる事業所を置いて
いる者であること。
③市の障害者及び障害児の状況を十分に把握し、かつ地域活動支援センターを一体的に管理
運営できる者であること。
④個人情報の取扱いを適正に行う体制が整備されている者であること。
⑤指定期間中に解散・廃止の恐れがない者であること。
（２）業務委託の制限
指定管理者は、本業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、
業務の一部において、あらかじめ市が認めた場合はこの限りではない。
（３）欠格及び失格事項
①欠格事項
次のいずれかに該当する法人その他の団体は、応募することができない。仮に申請が受け
付けられた場合においても、申請は無効となる。
ア 代表者及び役員に破産者及び禁固以上の刑に処せられている者がいる団体
イ 会社更生法（昭和 27 年法律第 172 号）及び民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）等に
よる手続きをしている団体
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２項に掲げる暴力団及びそれ
らの利益となる活動を行う団体
エ 役員等（役員及び経営に事実上参加している者をいう。以下同じ。
）が暴力団等の利益と

p. 3

なる活動を行う団体
オ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 条）第 167 条の４第２項（同項を準用する場合
を含む。
）の規定により、市における競争入札等の参加を制限されている団体。
カ 地方自治法第 244 条の２第 11 項の規定により、地方公共団体から指定を消され、その
取り消しの日から２年を経過しない団体
②失格事項
次のいずれかに該当する団体は、指定管理者の選定審査の対象から除外する。
ア 提出された書類に虚偽の記載があったとき
イ 指定管理者選定委員会委員に対し、選定審査に関する照会や要求、個別の接触があった
とき
ウ 募集要項に違反又は著しく逸脱したとき
エ その他不正な行為があったとき
７ 応募・選定手続きに関する事項
（１）応募・選定手続き等スケジュール
ア 募集要項等の配布

令和４年１月 20 日（木）～令和４年２月７日（月）

イ 募集要項等に関する質問の受付

令和４年１月 25 日（火）～令和４年１月 27 日（木）

ウ 募集要項等に関する質問の回答

令和４年２月１日（火）

エ 指定申請書等の受付

令和４年１月 20 日（木）～令和４年２月７日（月）

オ 指定管理者選定委員会
（プレゼンテーション）

令和４年２月 14 日（月）

カ 選定結果の通知

令和４年２月 16 日（水）

キ 指定管理者の指定の議決

令和４年３月下旬

ク 協定締結

令和４年４月 1 日（金）

ケ 業務開始

令和４年４月 1 日（金）

※上記「オ 指定管理者選定委員会（プレゼンテーション）
」のスケジュールについては、変更
となる場合がある。
（２）募集要項等の配布
①配布期間
令和４年１月 20 日（木）～令和４年２月７日（月）
②配布方法
糸満市ホームページよりダウンロード
（３）募集要項等に関する質問の受付・回答
①質問の受付期間
令和４年１月 25 日（火）～令和４年１月 27 日（木）
②質問方法
「質問票（様式６）
」に質問を記載し、「12 問い合わせ先」のＦＡＸ又はＥ-ｍａｉｌによ
り提出。
③回答方法
受け付けした質問の回答は、令和４年２月１日（火）に糸満市ホームページに掲載する予定
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とする。
（ただし、糸満市ホームページに掲載することが適当でないと判断した場合は、質問
を提出した者にのみ回答を送付することがある。
）
（４）指定申請書等の受付
①受付期間
令和４年１月 20 日（木）～令和４年２月７日（月）
※土日を除く９時～12 時、13 時～17 時
②提出先
「12 問い合わせ先」
※事前に電話連絡の上で持参すること。郵送による受け付けは行わない。
③提出部数
正本１部、副本６部
※用紙サイズは、日本工業規格Ａ列４番とし、指定申請書等の右下にページを付番するこ
と。提出に際しては、
「④申請書類等一覧」を一組として、フラットファイルにファイリン
グしたものを提出すること。
④申請書類等一覧
Ｎｏ

書類

様式

１

指定申請書

様式１

２

事業計画書

様式２-１

３

事業計画書（職員の配置計画）

様式２-２

４

収支予算書

様式３

５

団体の概要

様式４

６

誓約書

様式５

７

質問票

様式６

⑤申請書類等の取り扱いについて
ア 応募の際に要する費用は応募者の負担とし、提出された申請書類等は返却しない。
イ 提出された申請書類等の変更は、認められないものとする。
ウ 提出された申請書類等は、糸満市情報公開条例に基づく情報公開の対象となる。
エ 申請書類等の他に、必要に応じて追加資料の提出を依頼することがある。
（５）提出書類の著作権、情報公開の取扱い
①著作権
提出書類の著作権は、応募者に帰属するものとする。ただし、市は指定管理者の決定の公表
等に必要な場合は、提出書類等の内容を無償で使用できるものとする。なお、提出書類等は、
いかなる理由があっても返却しないものとする。
②情報公開制度適用の事前承諾
応募者は、選定に係る全ての情報及び優先交渉権者又は指定管理者として保有する指定管理
に関する情報について、糸満市情報公開条例（平成 15 年糸満市条例第１条）に基づく情報公
開制度の適用を受けることについて、あらかじめこれを承諾したものとみなす。
（６）申請の辞退
申請書類等を提出後に応募を辞退する場合は、辞退届（任意様式）を速やかに提出するこ
と。

p. 5

８ 優先交渉権者の選定及び審査基準等
（１）資格審査
指定申請書類等の提出後、糸満市福祉部社会福祉課において、応募者の資格要件の適否審査
（資格審査）を行う。資格を満たさない場合又は確認できない場合は、その時点で失格とする。
資格審査の結果及び疑義が生じた場合は、別途通知する。
（２）指定管理者選定委員会による審査
審査は、資格要件の適合した申請書類等を基に、審査基準に基づき「糸満市障害者地域活動
支援センター選定委員会（以下「選定委員会」という。
）において審査を行い、指定管理者の優
先交渉権者を選定する。なお、総合評価点数が基準評価値（６割）に満たない団体等について
は、候補者としないものとする。選定委員会におけるプレゼンテーションの時間は、１団体 20
分、質疑応答 10 分の計 30 分とする。面接時間及びその他詳細については、別途通知する。プ
レゼンテーションに使用する資料は、提出された申請書類等のみで説明するものとする。
（３）審査基準
審査基準

審査項目

配点

１

理念・基本方針

２

サービス向上

３

自主事業

４

運営方針

５

障害者相談支援業務

６

地域活動支援センター運営業務

７

関係機関との連携

８

地域貢献、周辺住民との連携

利用者の安全確保

９

事故防止安全対策

10

災害時の協力体制

10

地域住民との協力体制

５

効率性向上の取り組み

11

効率的運営

５

利用者の尊厳

12

苦情解決・個人情報保護

５

設置目的の達成

適切な管理運営
実施業務

関係機関との連携

計

30

５
20

20

100

（４）選定結果の通知
選定結果については、応募者に個別に書面で通知する。なお、選定結果に対する異議及び電
話等による問い合わせには応じないものとする。応募がない場合又は選定される者がいなかっ
た場合は、再度募集を行う場合がある。
９ 協定の締結
（１）協定の締結について
①指定管理者の優先交渉権決定後、市は優先交渉権者と業務を執行する上で必要となる事項
について協議を行い、指定後に協定を締結する。なお、指定管理者の優先交渉権者と協議
が整わない場合は、選定委員会で次点となった応募者と協議することになる。
②協定については、議会の議決を経た上で令和４年４月１日に締結する。
③協定で定めるものの他、施設の管理運営に関して疑義が生じた場合は、市と指定管理者で
協議し、定めるものとする。
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（２）協定締結ができない場合について
指定管理者が協定の締結までに次に掲げる事項に該当することになったときは、市はその指
定を取り消し、協定を締結しないことがある。
①正当な理由なくして協定の締結に応じないとき。
②財務状況等の悪化等により、業務の遂行が確実でないと認められるとき。
③著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。
④応募（申請）資格を喪失したとき。
⑤議会議決後に、申請書類等に虚偽の記載等が判明したとき。
（３）準備作業について
指定管理決定後は、令和４年４月１日から円滑な運営を開始するため、速やかに準備作業を
行い、令和４年３月末までに現在の指定管理者と事前に業務引継を行うものとする。なお、準
備作業に要した費用は、新たな指定管理者の負担とする。
10 市による実施状況の確認
市は、年度事業報告書の確認等により、本事業の実施状況の確認を行い、仕様書に定められた
性能が維持されていることを確認する。
11 事業の継続が困難となった場合の措置
（１）指定管理者の責に帰すべき事由による場合
指定管理者の責に帰すべき事由により、業務の継続が困難となった場合は、市は指定の取り
消しをすることができる。この場合、市に生じた損害は指定管理者が賠償するものとし、指定
管理者は、後任の指定管理者が円滑かつ支障なく管理運営業務を遂行できるよう速やかに業務
の引継ぎを行うものとする。
（２）その他の事由により事業の継続が困難となった場合の措置
災害その他の不可抗力等、市及び指定管理者双方の責に帰することができない事由により事
業の継続が困難になったときは、事業継続の可否について協議するものとし、その結果事業の
継続が困難であると判断したときは、市は指定の取り消しができるものとする。この場合、指
定管理者は、後任の指定管理者が円滑かつ支障なく管理運営業務を遂行できるよう速やかに業
務の引き継ぎを行うものとする。
12 問い合わせ先
〒901-0392 沖縄県糸満市潮崎町一丁目１番地
糸満市福祉部 社会福祉課

障害福祉係（市役所１階）

ＴＥＬ：098-840-8103
ＦＡＸ：098-840-8152
Ｅ-ｍａｉｌ：syafuku＠city.itoman.lg.jp
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別表１ 市と指定管理者のリスク分担
リスクの種類
物価変動
金利変動
法令等の変更
事業の中止・延期

リスクの内容

負担者
市

人件費、物件費、光熱水費等物価変動に伴う経

○

費の増
金利の変動に伴う経費の増
指定管理者が行う管理運営業務に影響を及ぼす
法令等の変更によるもの

○
○

指定管理者の事業放棄、破綻によるもの
市の指示によるもの

○
○

指定管理者の責めに帰すべき事由により損傷し

○

たもの
市の責に帰すべき事由により
施設、設備の損傷

指定管理者

○

市の責に帰すべき事由により損傷したものを除
き、小規模修繕（１件あたり５万以下の修繕費

○

用）に該当するもの
上記の小規模修繕を超えるもの

○

業務に関連して取得した個人情報の漏えい等に
よる利用者等に対する対応により生じた損害に

○

関するもの
施設管理及び業務内容に関する利用者等からの
利用者等への対応

苦情、要望への対応により生じた損害に関する

及び損害

もの

○

指定管理者の責めに帰すべき事由により利用者

○

に与えた損害
市の責めに帰すべき事由により利用者に与えた
損害

施設の維持管理

○

光熱水費に関するもの

○

施設及び設備等の法定保守点検に関するもの

○

清掃（室内及び屋外）
、塵芥等に関するもの

○
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