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宮崎市養護老人ホーム清流園 指定管理者仕様書

宮崎市養護老人ホーム清流園（以下「清流園」という。）の管理運営を指定管理者が行うにあたり、

業務の内容及び範囲等は、関係法令等によるほか、この仕様書に定めるものとする。

１．管理運営業務の基本方針

指定管理者は、清流園の管理運営にあたっては、次の基本方針に沿って行うこと。

（１）宮崎市の公の施設であることを常に念頭におき、入所者、地域住民に対するサービスの向上

及び地域福祉の一層の増進が図られるよう、施設の有効利用に心がけて管理運営すること。

（２）施設の設置目的に資するよう適切な管理運営を行うこと。

（３）施設の平等な利用や快適で安全な施設の維持保全等を確保することにより、入所者に対して

の適切なサービスの提供を行うこと。

（３）地域住民や入所者等の意見・要望を把握し、施設の管理運営に反映させること。

（４）入所者等に対する接遇について充分注意するとともに、定期的な接遇研修を実施すること。

（５）施設入所者の安全確保に努めること。

（６）入所者等の個人情報の保護を徹底すること。

（７）管理運営にあたっては、市と緊密な連携をとること。

2．施設の概要

※ 清流園のみに関する敷地は、添付図面に示す範囲7,448.47㎡（図面上算定）であるが、

「ふれあいの里」全体の植栽や共用グラウンドの管理についても業務範囲とする。

※ 清流園と児童クラブの境にある渡り廊下については、50％を清流園の管理対象とする。

名 称 宮崎市養護老人ホーム清流園 （平成14年３月竣工）

所 在 地 宮崎市清武町今泉甲６８９４番地

構 造 鉄筋コンクリート造平屋建

延床面積 ２，５２３．５２㎡（あずまや９㎡含む）

敷地面積 １２，５３８．７２㎡ ※「ふれあいの里」敷地全体

主な設備 【養護老人ホーム設備基準】

・居室 ・静養室 ・食堂 ・浴室 ・洗面所 ・トイレ

・医務室 ・厨房 ・宿直室 ・事務室 ・面談室 ・洗濯室

・霊安室 ・汚物処理室

【その他】

・機能訓練室 ・地域交流スペース ・倉庫 ・ショートステイ室など

※「見取り図」参照

備 品 別紙「備品一覧表」参照
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３．法令等の遵守

清流園の管理にあたっては、宮崎市養護老人ホーム清流園の管理運営に関する基本協定、年度協定、

及び本仕様書のほか、宮崎市養護老人ホーム条例、宮崎市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関

する条例及び宮崎市個人情報保護条例、その他関係法令に基づかなければならない。また、今回の協

定書締結期間中に条例の改正があった場合は、改正された内容をもって仕様を変更することとする。

なお、関係法令や本仕様書及び協定書に定めのない事項を各種規定、要綱等で定める場合は、事前

に市長と協議を行なうこと。

（守るべき法令等の例）

・施設の管理運営に関する市の条例、規則等（公有財産規則、財務規則等）

・地方自治法、施行令、施行規則等

・労働基準法、労働安全衛生法等労働関係法令

・消防法、電気事業法等、施設や設備の維持管理等に関する法令

・浴室管理関係法令（公衆浴場法等）

・介護保険法、老人福祉法、社会福祉法、基準条例、告示、通知等

４．指定管理者が行う業務の範囲

（１）老人福祉法（昭和３０年法律第１３３号）第１１条第１項第１号に規定する措置に関する業務

（２）介護保険法第８条第１１項に規定する（外部サービス利用型）特定施設入居者生活介護に関す

る業務

（３）清流園の維持管理及び警備に関する業務

①施設の保守管理

施設を安全かつ安心して利用できるよう予防保全に努め、不具合を発見した場合は、速やか

に宮崎市へ報告すること。

②設備の保守管理

イ 建築設備（給排水設備、空調設備、電気設備等）は、日常点検、法定点検、定期点検等を

実施し、初期性能を維持すること。

ロ 業務にあたっては、確実性、安全性及び経済性に配慮し、正常に機能しないことが明らか

になった場合は適切な方法により対応し、宮崎市へ報告すること。

ハ 設備の適正な運用を図るために行う運転、監視及び関連する電力、水道等の需給状況を管

理するとともに、節減に努めること。また、設備に応じて、適正な運転記録を残すこと。

ニ 日常の機器運転管理、点検、整備を行うこと。また、点検及び正常に機能しない場合の対

応等について、適切に記録を残すこと。

③備品の保守管理

イ 定期的に備品の状態、設置場所等の確認を行い、定期点検等を実施し、初期性能を維持す

ること。

ロ 不具合が生じた備品については、宮崎市と協議を行うこと。

ハ 毎年１回は、備品の点検・整備を行うこと。

④消耗品

施設の運営に支障をきたさないよう必要な消耗品を適宜購入し、管理を行うこと。不具合の

生じたものに関しては、随時更新すること。
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⑤清掃等業務

施設の環境を維持し、快適な環境を保つため、清掃業務を適切に行うこと。

イ 共用部分は毎日実施し、ホール・会議室等は、適宜実施すること。

ロ 浴室・浴槽は、週１回以上の実施とする。

ハ ガラス屋外面は年１回以上実施すること。

ニ 床洗浄ワックス塗布は６か月に１回、カーペットクリーニング、敷地内のタイルのコケ清

掃は年１回とする。

ホ 清流園周辺の屋外（「ふれあいの里」全体（グラウンド・駐車場等の共用部分を含む）の環

境を維持し、快適な環境を保つため、清掃等業務を適切に行うこと。

⑥保安警備業務

施設内の秩序を維持し、事故、盗難、破壊等の犯罪及び火災等の災害の発生を警戒・防止し、

財産の保全を図るとともに、利用者の安全を守るために保安警備業務を適切に行うこと。

⑦施設保全業務

下記業務を実施し、初期性能を維持すること。

イ 自家用電気工作物の保安管理業務

ロ 自家用発電機蓄電池保守点検業務

ハ 消防用設備等の保守点検業務

ニ 自動扉保守点検業務

ホ 衛生害虫防除業務

ヘ 廃棄物収集・運搬業務

ト 建築物環境衛生管理業務

チ 空調機器保守点検業務

リ その他法令で義務づけられている点検や、指定管理者が点検すべきであると認めるもの

（４）前各号に掲げるもののほか、清流園の設置目的を達成するために必要な業務

①管理体制の整備

本事業を円滑かつ適切に遂行することができる維持管理・運営体制を構築する必要がありま

す。

②経営管理に関する業務

経理区分については、清流園管理事業として他の経理と区分して整理してください。

また、伺書、証拠書類、伝票等を作成するとともに、一定期間保存してください。

なお、経理区分ができないものについては、協議してください。

③事業評価

イ 利用者等の意見や要望を把握し、運営に反映させるよう努めるとともに、結果を宮崎市へ

報告してください。

ロ 業務報告書及び事業評価の結果等を考慮した上で、指定管理者の業務が適正に遂行されて

いないと宮崎市が判断した場合は、是正勧告を行い、改善が見られない場合、指定を取り消

すことがあります。

④緊急時のマニュアルの作成

火災、災害等の事故が発生した場合の応急救護、初期消火、避難誘導、関係機関への通報等

についての計画を作成してください。
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⑤緊急避難訓練

年２回以上の防災訓練（火災及び災害時における避難訓練）を実施してください。

⑥施設内での事故が発生した場合の対応

管理業務に際し、火災等の事故が発生した場合、応急救護、初期消火、避難誘導、関係機関

への通報連絡を行うとともに、宮崎市へ連絡すること。なお、事故処理後すみやかに事故報告

書を宮崎市へ提出してください。

⑦環境への配慮

省エネルギーやリサイクルの推進など環境に配慮した取組に努めること。なお、宮崎市が実

施する取組については積極的に協力してください。

⑧服 務

従事する全ての職員に対して公益使命を自覚させ、名札の着用、入所者及び来園者に満足を

与える接遇 （服装、身だしなみ、言葉づかい等）を徹底してください。

⑨文書管理

指定期間中の文書管理については、宮崎市の指示に基づき、年度毎、分野ごとに分類し、適

切に管理してください。

なお、廃棄する際には、個人情報が記載されているものについては、シュレッダーにより裁

断してださい。

イ 施設の利用申請書 ５年間

ロ 経理関係書類 ５年間

ハ 点検等記録 ５年間

ニ 作業日誌等 ３年間

ホ 宮崎市等への報告書 ５年間

へ 建設図面 建物を建て替えるまで

ト その他 必要に応じて協議する。

（５）その他宮崎市長が必要と認める業務

５．管理運営にあたっての留意事項

（１）清流園で自主事業を行なう際には事前に市長へ届け出て許可を得ること。

（２）施設等の利用のために特別な設備又は装飾をし、若しくは備え付け以外の器具を持込み使用

するときは、あらかじめ市長の許可を得なければならない。

（３）ふれあいの里敷地内に併設されている幼稚園、児童クラブの管理者と連携を図って管理運営

を行うこと。

（４）業務計画書、収支計画書に基づき適正かつ効率的運営を行うこと。

（５）ごみの減量、省エネルギー、ＣＯ２削減等、環境に配慮した運営に努めること。

（６）その他、本仕様書に記載のない事項については、宮崎市と協議のうえ行うこと。

６．安全管理についての留意事項

（１）緊急時対策及び防犯対策並びに防災対策について連絡網やマニュアルを作成し、職員を指導

し周知徹底を図ること。
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（２）感染症対策及び各種事故防止対策についてマニュアルを作成し、職員を指導し周知徹底を図

ること。

（３）管理業務に際し、事故が発生した場合、迅速かつ適切な処置を行い、関係者等への連絡及び

関係機関への通報連絡を行うとともに、宮崎市に報告すること。

なお、事故処理後、すみやかに事故報告書を宮崎市に提出してください。

７．職員配置等

（１）職員の勤務体制は、以下の参考法令に定められている基準以上の職員を配置し、利用者の処遇

や施設の管理運営業務に支障がないように配置すること。

＜参考法令＞

・宮崎市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例

・宮崎市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例施行規則

・宮崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例及び施行規則

・宮崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営等の基準等に関する条例及び施行規則

（２）仕様書４．の（３）の⑤のホに定める清流園周辺の屋外清掃業務に従事する職員は、障がい者・

高齢者の雇用を原則とすること。

（３）防火管理者となり得る者を配置すること。

８．業務、事業及び決算状況等の作成及び報告

（１）月次報告書の提出

毎月業務終了後１０日以内に、実施事業や入所者数等の状況を報告すること。

（２）年間事業報告書の提出

毎年度終了後６０日以内に宮崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

（平成17年条例第1号）第７条に規定する事業報告書を作成し、宮崎市長へ提出することと

します。

（３）事業計画書の提出

令和２年度の年度計画については、基本協定書の締結後速やかに（管理業務開始（令和２年

４月１日）までに）提出することとします。また、令和３～６年度の事業計画については、当

該前年度の１０月末日までに提出することとします。

なお、内容については、宮崎市と協議するものとします。

（４）実地調査の実施

宮崎市は、指定管理者の業務の遂行状況や実績を確認するため、実地調査等を行い、必要な

指示を行います。

指定管理者が上記の指示に従わない場合、宮崎市は指定管理者の指定を取り消し、又は期間

を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じることがあります。

（５）監査委員等による監査

監査事務局から指定管理者に対し監査の通知があった場合は対応していただきます。
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９．指定管理料に関する事項

各年度の指定管理料の金額等については、原則として年度協定書により定めることとします。

その他、経費等について以下の事項に留意すること。

（１）指定管理料の変更等

指定期間中に法令その他の制度の改正や賃金水準又は物価水準の変動により当初決定した

指定管理料が著しく不適当となった場合には、協議により変更できるものとします。

（２）指定管理料の支払い

指定管理料は、会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）毎に支払います。

なお、支払い時期や支払い方法は、別途協定において定めます。

（３）管理口座

経費や収入は、清流園の管理運営に関わる専用の口座で管理してください。

ただし、やむを得ない事由がある場合は、宮崎市と協議してください。

１０．修繕・改良工事に関する事項

① 修繕工事

１件３０万円未満の修繕については、原則として指定管理者の費用負担及び施工とします。

１件３０万円以上の修繕については、原則として宮崎市の費用負担及び施工とします。

※複数の修繕をまとめて１件としての取り扱いはできません。

② 改良工事

原則として宮崎市の費用負担及び施工とします。

１１．リスク管理、責任分担に関する事項

宮崎市と指定管理者のリスク管理、責任分担については、次表のとおりとします。

項 目 内 容 等 宮崎市 指定管理者

１ 施設、設備、備品、資料等

の損傷など

指定管理者による管理の瑕疵によるもの ○

第三者の行為、経年劣化等による損傷等で

小規模なもの

（一件の修理費が30万円未満）

○

第三者の行為、経年劣化等による損傷等で

大規模なもの

（一件の修理費が30万円以上）

○

施設の設置に関する瑕疵によるもの ○

２ 管理、運営に係る事故等に

よる第三者への損害賠償

指定管理者の責に帰すべき事由によるも

の
○

施設の設置に関する瑕疵によるもの ○
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※１ 税制の変更のうち、指定管理料に係る消費税の税率変更による増は、市の負担とします。

※ 指定管理者は、市が加入する「全国市長会 市民総合賠償補償保険」の被保険者とみなされます。

指定管理者が対象者となる賠償責任保険の内容は、次のとおりです。

したがって、指定管理者は、必要に応じて上記以外の保険に加入してください。

≪賠償責任保険の内容≫ （平成３１年4月現在）

支払限度額 身体賠償（１名につき） １億５，０００万円

〃 （１事故につき） １５億円

財物賠償（１事故につき） ２，０００万円

（１事故につき） なし

１２．物品の帰属等

（１）市の所有に属する物品等については、無償で貸与する。ただし、その修理及び更新は指定管理

者の負担とする。なお、貸与物品は、指定管理業務終了後、整備点検の上返却すること。

（２）指定管理者が指定期間中に管理運営経費により物品を購入したときは、購入後の物品の所有は

指定管理者に帰属する。ただし、指定期間終了後の物品の取り扱いについては、新旧の指定管

理者と宮崎市の間で協議を行うものとする。

１３．事業の継続が困難となった場合の措置等

（１）指定管理者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合の措置

市は、指定管理者の指定を取り消すなどの措置をとることとする。

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する。

また、次期指定管理者が円滑かつ支障なく施設の管理運営業務を遂行できるように引継ぎ

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

３ 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など

○

４ 物価変動、金利変動、税制

の変更による管理運営経費

の増

※１ ○

５ 法制度改正、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

○

６ 事業終了時の対応（撤収・

施設等の原状回復・引き継

ぎ）

○

７ 保険の加入 施設賠償責任保険 ○
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災害その他の不可抗力、市及び指定管理者双方の責に帰すことのできない事由により業務

の継続が困難となった場合、事業継続の可否について協議を行うものとする。

なお、一定期間内に協議が整わない場合、指定管理者の協定を解除できるものとする。

１４．業務の引継ぎ

（１）現在の指定管理者からの引継ぎ

現在の指定管理者以外の法人が指定管理者に指定されたときは、令和２年4月1日からの

指定管理業務が円滑に実施されるよう、現指定管理者と協議し、十分な引継期間を確保した

うえで現指定管理者から業務の引継ぎを受けていただきます。

なお、指定期間開始前に業務引継ぎ等に要した費用は、全て新たな指定管理者の負担とし

ます。

（２）指定管理期間満了時の次期指定管理者への引継ぎ

指定期間が満了したとき（継続して指定管理者に指定されたときを除く。）又は指定が取り

消されたときは、施設を原状回復して市に建物、附帯設備、備品、管理に必要なデータ等を

引き渡すとともに、次期指定管理者又は市と十分に事務引継を行うこととします。

ただし、原状回復について市の承認を得たときは、この限りではありません。
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個人情報取扱特記事項

（基本的事項）

第１ 乙は、この管理業務による事務を処理するに当たっては、個人情報（特定個人情報を含む。以

下同じ。）保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう、条例その他の関係

法令を遵守し、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

（秘密の保持）

第２ 乙は、この管理業務による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又

は不当な目的に使用してはならない。この管理業務が終了し、又は指定管理者の指定が取り消され

た後も同様とする。

（従事者の明確化）

第３ 乙は、この管理業務による事務に従事する者を明確にし、甲から求めがあったときは、甲に報

告しなければならない。

（従事者への監督及び教育）

第４ 乙は、この管理業務による事務の処理に従事している者に対し、この管理業務による事務に関

して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な

監督及び教育を行わなければならない。この管理業務が終了し、又は指定管理者の指定が取り消さ

れた後においても同様とする。

（収集の制限）

第５ 乙は、この管理業務による事務を処理するために個人情報を収集するときは、その目的を明確

にし、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければなら

ない。

（目的外利用の禁止等）

第６ 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この管理業務による事務に関して知り得た個人情

報を当該事務を処理する目的以外に利用し、又は提供してはならない。

（安全確保の措置）

第７ 乙は、この管理業務による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失及び毀損の防止その他

の安全確保の措置を講じなければならない。

（持ち出しの禁止）

第８ 乙は、この管理業務の場所から個人情報を持ち出してはならない。やむを得ず持ち出さなけれ

ばならないときは、甲の承諾を得たうえで行い、持ち出しの状況に関する記録を作成し、確実に保

管するものとする。

（複写等の禁止）

第９ 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この管理業務による事務を処理するために甲から

提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

（再委託の禁止）

第１０ 乙は、甲の承諾があるときを除き、この管理業務による事務における個人情報の処理を自ら

行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。

（資料等の返還等）

第１１ 乙は、この管理業務による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、若しく

は作成した個人情報が記録された資料等を、この管理業務が終了し、又は指定管理者の指定が取り
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消された後直ちに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、

当該方法によるものとする。

（報告義務）

第１２ 乙は、甲から求めがあったときは、この管理業務による個人情報の管理状況及び業務の履行

状況について甲に対して報告しなければならない。

（事故報告義務）

第１３ 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知っ

たときは、速やかに甲に報告し、その指示に従わなければならない。この管理業務が終了し、又は

指定管理者の指定が取り消された後も同様とする。

（実地調査）

第１４ 甲は、必要があると認めるときは、この管理業務の遵守状況を確認するために必要な範囲内

において、乙のこの管理業務による事務に係る個人情報の取扱いについて実地に調査をすることが

できる。

（勧告）

第１５ 甲は、乙のこの管理業務による事務に係る個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、乙に

対し、必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

（指定管理者の指定の取り消し及び損害賠償）

第１６ 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、指定管理者の指定の

取り消し及び損害賠償の請求をすることができるものとする。

（漏えい等が発生した場合の責任）

第１７ 乙は、この管理業務による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事態

が発生した場合において、その責めに帰すべき理由により甲又は第三者に損害を与えたときは、そ

の損害を賠償しなければならない。

注１ 甲は宮崎市を、乙は指定管理者をいう。

２ 管理業務の実体に即して、適宜、必要な事項を追加し、又は不要な事項を省略するものとする。


