
■京都府府営住宅等指定管理者募集に係る質問及び回答（質問提出順）

質　　　問 回　　　答

1

1)雑排水管清掃
指定管理期間（5年間）における雑排水管清掃の回数は2回となりますでしょう
か、それとも3回となりますでしょうか。

自治会要望のあった団地のうち、前回実施から２年以上経過している団地が
対象となります。
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2）緑地保全業務
該当する危険樹木（高木）の本数をご教示願います。また、法面の必要となる
団地は、岩倉と小栗栖西以外に何団地ございますでしょうか。

・危険樹木（高木）の本数は把握していませんが、樹木剪定及び草刈りの実績
は次のとおりです。【Ｈ28】17,555千円、【Ｈ29】15,987千円、【Ｈ30】24,627千円
・法面の緑地保全業務が必要となる団地は、岩倉長谷、小栗栖西以外に６団
地あります。
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3)管理システムについて
ネットワーク接続のための工事等の初期費用は、どの程度見込む必要がござ
いますかご教示願います。また、専用端末並びにネットワーク使用料について
は、府への支払いとなりますか、それとも指定管理者が別途契約を行う必要
がありますでしょうか。

【ネットワーク工事費用】
概算ですが、初期費用１拠点当たり50～60万円（建物内の配線工事の内容等
により変動）を見込んでいます。

【専用端末及びネットワーク使用料の支払い】
専用端末に要する費用については、府に支払い頂き、ネットワーク使用料につ
いては、指定管理者が直接事業者と契約を締結して頂く予定です。
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4）小修繕
過去3年間における小修繕の実績金額、件数をご教示いただけないでしょう
か。

小修繕　 ：【H28】90,206千円、915件、【H29】93,081千円、1,063件、
　　　　　　 【H30】114,350千円、1,061件
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5)空家修繕
過去3年間における空家修繕の実績金額並びに件数をご教示願います。

空家修繕：【H28】203,162千円、202件、【H29】218,288千円、261件、
　　　　　　 【H30】164,589千円、202件
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6)給排水ポンプ保守点検業務
ポンプ点検の頻度について、「給水ポンプ保守点検一覧表」に記載がないと思
われますので、各ポンプの点検頻度をご教示いただけないでしょうか。管理業
務説明書（施設管理等事業編）にございます小型給水ポンプユニットについて
は、桃山日向団地については、貯水槽がないとのことですが、ポンプは増圧給
水ポンプとなりますか。また、揚水ポンプとは排水ポンプの認識でよろしいで
しょうか。桃山伊賀団地ですが、ポンプの設置はございますでしょうか。

・管理業務説明書（施設管理等事業編）Ｐ２３に記載のとおり、「建築保全業務
共通仕様書（平成３０年度版）」に基づき、毎月当該団地に出向き、共通仕様
書に掲げる業務を行ってください。
・桃山日向団地の給水ポンプは、増圧給水ポンプとなります。
・一覧表の「揚水ポンプ」とは、屋上のブースターポンプ及び（受水槽＋高架水
槽）の給水方式の揚水ポンプを示しています。
・桃山伊賀団地は、ポンプは設置しておりません。



7

7）特殊建築物等定期点検
本業務の実施についてですが、3年に1回の実施となると思いますが、平成28
年が実施年でしたが指定管理契約期間（5年）において、2回実施として費用を
見込むこととなりますでしょうか。また、外壁詳細調査について、定期点検対象
棟一覧において2022年に35棟を予定しておりますが、契約期間中における調
査はこちらの費用を見込めば問題ないでしょうか。

・契約期間において、本業務の実施は令和４年度の１回です。
・契約期間における外壁詳細調査の実施対象は貴見のとおりです。
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8)敷地内遊具安全点検
各団地における遊具の内訳についてご教示いただけないでしょうか。

遊具数：135台（ブランコ４台、シーソー９台、スプリング遊具11台、鉄棒11台、
すべり台24台、砂場24ヶ所、動物遊具12台、ジャングルジム15ヶ所　他）です。
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9)各種保守点検業務
過去3年間における各種保守点検業務の費用実績をお知らせいただけないで
しょうか

【昇降機保守点検】H30　35,668千円、H29　34,928千円、H28　33,526千円
【受水槽等清掃】H30　 8,354千円、H29　 8,243千円、H28　 8,122千円
【給排水ポンプ点検】H30　 9,029千円　H29　 8,853千円　H28　 8,918千円
【消防用設備等点検】H30　10,238千円、H29　10,303千円、H28　10,528千円
【特建定期点検】H30　0円、H29　0円、H28　16,387千円
【簡易専用水道定期検査】H30　 3,024千円、H29　 1,265千円　H28　 1,491千
円
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10）管理人への委嘱費用について
P3.3(1)にある、管理人への委嘱費用ですが、住宅戸数に乗する単価はありま
すでしょうか。また、2019年度の見込額をご教示ください。駐車場は自治会が
一部管理する団地があるとありますが、自治会が管理されていない駐車場は
管理人の仕事（委嘱）はありますでしょうか、その際の単価及び2019年度の見
込額をご教示ください。

管理人報酬の団地戸数ごとの単価（月額見込）は以下のとおりで、令和元年
度の見込額は7,612,800円です。
（10戸以下）3,800円、（11～40戸）6,100円、（41～99戸）7,300円、（100戸以上）
9,600円
駐車場管理業務の一部は自治会及びそれに準ずる組織へ再委託していただ
くこととなっており、その場合の報酬単価は１区画あたり500円/月、令和元年
度の見込額は6,744,000円となっています。
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11)指定管理料について
P5.(6)にある、指定管理料について年4回の分割払いとありますが、先払いで
しょうか。後払いでしょうか。支払い予定月をご教示ください。

基本的に前金払を予定していますが、特に第１四半期については契約締結後
に請求書の提出を受けて支払の手続を行うため、支払時期は必ずしも期間当
初になるとは限りません。
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12)残置物について
P48.2⑧にある残置物について、退去した方が諸処の理由から残置物を撤去
しない場合（身よりのない独居老人で亡くなった場合や、撤去もせず費用の支
払いもしない場合など）などは、修繕費の中から処分してもよろしいのでしょう
か。

指定管理仕様書　指定管理業務概要14（1）イ（ｴ）に記載のとおりです。



13 募集要項P3　3(1)⑬　管理人報酬の過去３年間の実績をご教示下さい。

【H28】7,005,600円
【H29】7,328,400円
【H30】7,497,600円
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募集要項P4 3(1)⑰　直近の口座振替の件数、1件あたりの口座振替手数料を
ご教示ください。

平成30年度の口座振替件数は10,246件です。
１件あたりの口座振替手数料は、現在の管理代行者及び指定管理者と金融
機関との契約により定められていますので、指定管理者が別途契約していた
だくこととなります。なお、その際、手数料額については改めて定めていただく
ことになります。
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募集要項P5　3（6）④　家賃調定額及び収納額について、過去3年間の現年
度、過年度の実績をご教示ください

家賃調定額(現年度分・過年度分)
　【H28】1,104,170,577円・49,158,372円
　【H29】1,089,286,395円・41,416,555円
　【H30】1,078,802,715円・35,511,273円
家賃収納額(現年度分・過年度分)
　【H28】1,098,582,082円・9,391,656円
　【H29】1,083,888,709円・6,173,364円
　【H30】1,073,538,217円・6,125,136円
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募集要項P6　参考見積額
・小修繕、空家修繕、その他天災等による修繕費の過去3年間の実績をご教
示ください。また、空家修繕について、過去3年間の実施戸数をご教示くださ
い。

・環境整備（樹木剪定、草刈）の過去3年間の実績をご教示ください。
・パイプシャフト清掃の過去3年間の実績をご教示ください。
・新たに昇降機が設置された場合にかかる保守費用は、参考見積額に含まれ
ておらず、別途予算措置を講じていただけるという認識でよろしいでしょうか。

・小修繕　 ：【H28】90,206千円、  【H29】93,081千円、 【H30】114,350千円
　空家修繕：【H28】203,162千円、202戸、【H29】218,288千円、261戸、
　　　　　　　 【H30】164,589千円、202戸
　その他天災等による修繕等で緊急的に行うものの実施については、上記小
修繕実績の中に含みます。
・樹木剪定、草刈り ：【H28】17,555千円、【H29】15,987千円、【H30】24,627千円
・雑排水管清掃：【H28】6,709千円、  【H29】5,923千円、 【H30】6,776千円
・エレベーターの増設や建替により設備数等の大幅な変更があった場合は、
別途協議の上、増額を行う場合があります。
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指定管理仕様書P49　7　家賃収納事務に関して、現在の口座振替利用率をご
教示ください。

　【H30】69.44％
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その他　　65歳以上、70歳以上、75歳以上の単身高齢者世帯、高齢者のみが
お住まいの世帯及び障害者世帯数をご教示ください。

・障害者世帯……                           514世帯
・65歳以上の単身高齢者世帯…… 1,130世帯
・65歳以上の高齢者のみ世帯…… 1,745世帯
・70歳以上の単身高齢者世帯……   926世帯
・70歳以上の高齢者のみ世帯…… 1,362世帯
・75歳以上の単身高齢者世帯……   667世帯
・75歳以上の高齢者のみ世帯……   913世帯

（※「高齢者のみ世帯」には「単身高齢者世帯」を含んでいます。）
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京都府府営住宅等について、以下の入居者数をそれぞれご教示ください。
・障害者
・65歳以上の単身高齢者
・65歳以上の高齢者のみ世帯
・70歳以上の単身高齢者
・70歳以上の高齢者のみ世帯
・75歳以上の単身高齢者
・75歳以上の高齢者のみ世帯

・障害者世帯……                           514世帯 (589名)
・65歳以上の単身高齢者世帯…… 1,130世帯
・65歳以上の高齢者のみ世帯…… 1,745世帯
・70歳以上の単身高齢者世帯……   926世帯
・70歳以上の高齢者のみ世帯…… 1,362世帯
・75歳以上の単身高齢者世帯……   667世帯
・75歳以上の高齢者のみ世帯……   913世帯

（※「高齢者のみ世帯」には「単身高齢者世帯」を含んでいます。）
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前回公募（乙訓・南丹地域）では、事務所を西京区に構えるよう説明会時にて
指定がありましたが、今回は区の指定等はあるのでしょうか？

区の指定はありません。西京区を除く京都市内に設置してください。
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【募集要項P3】
過去3年間、京都地域における受付会場として使用した場所、確保した日数を
お教えください

過去3年間で使用した会場は、次の2会場です。
・京都府庁1号館（京都市上京区）1F府民総合案内フロアー（約70㎡）
　確保した日数……募集の都度7日
・京都府立城南勤労者福祉会館・城南地域職業訓練センター（宇治市伊勢田
町新中ノ荒）研修室他（約80㎡、定員54人）
　確保した日数……募集の都度4日

※過去3年間では、南丹市・京丹波町以南の地域の空家入居者募集につい
て、京都地域、乙訓・南丹地域、山城地域を一括して南部地域として募集して
います。
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【募集要項P3～P4】各業務の実績
以下項目に関する、過去3年間の件数・金額実績をご教示ください。
⑬管理人の委嘱に関する業務（管理人への委嘱数、金額）

⑱集会所の管理に関する業務（自治会への委託数、金額）

⑬管理人の人数・報酬実績　※人数は年度当初
　【H28】322人・7,005,600円
　【H29】325人・7,328,400円
　【H30】325人・7,497,600円
⑱集会所の管理に関する業務
【自治会への委託数・金額】
　報酬の支払いはありません。
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【募集要項P4】⑰駐車場管理、使用料等徴収に関する業務
直近の口座振替の件数、1件あたりの口座振替手数料をご教示ください

平成30年度の口座振替件数は10,246件です。
１件あたりの口座振替手数料は、現在の管理代行者及び指定管理者と金融
機関との契約により定められていますので、指定管理者が別途契約していた
だくこととなります。なお、その際、手数料額については改めて定めていただく
ことになります。
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【募集要項P5 3(6)④】家賃調定額の過去3年間の実績をお教えください 家賃調定額(現年度分・過年度分)
　【H28】1,153,328,949円
　【H29】1,130,702,950円
　【H30】1,114,313,988円
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【募集要項P6】指定管理料参考見積額
過去3年間の募集案内書の作成部数実績をお教えください

【H28】　36,300部
【H29】　同上
【H30】　同上

※南部地域（京都地域、乙訓・南丹地域、山城地域）における実績です。
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【募集要項P6】指定管理料参考見積額
過去3年間の各点検の実績金額をお教えください

【昇降機保守点検】H30　35,668千円、H29　34,928千円、H28　33,526千円
【受水槽等清掃】H30　 8,354千円、H29　 8,243千円、H28　 8,122千円
【給排水ポンプ点検】H30　 9,029千円　H29　 8,853千円　H28　 8,918千円
【消防用設備等点検】H30　10,238千円、H29　10,303千円、H28　10,528千円
【特建定期点検】H30　0円、H29　0円、H28　16,387千円
【簡易専用水道定期検査】H30　 3,024千円、H29　 1,265千円　H28　 1,491千
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【募集要項P6】指定管理料参考見積額
過去3年間小（緊急）修繕、空家修繕の実績件数・金額をお教えください

・小修繕　 ：【H28】90,206千円、915件、【H29】93,081千円、1,063件、
　　　　　　　 【H30】114,350千円、1,061件
・空家修繕：【H28】203,162千円、202件、【H29】218,288千円、261件、
　　　　　　　 【H30】164,589千円、202件
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【募集要項P6】指定管理料参考見積額
過去3年間の環境整備（樹木剪定）、その他天災等による修繕等で緊急的に
行うものの実績件数・金額をお教えください

・樹木剪定、草刈り ：【H28】17,555千円、【H29】15,987千円、【H30】24,627千円
なお、実績件数は把握しておりません。
・その他天災等による修繕等で緊急的に行うものの実績については、質問27
に記載の小修繕実績に含みます。
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【募集要項P6(9)】管理システム
過去3年間の住宅管理システム専用端末及びネットワークの使用料、消耗品
などの実績金額をお教えください。

【専用端末】
年間約13,000円／基と見込んでおります。
過去3年間ではシステム専用端末は使用されていませんので、実績金額は算
出できません。

【ネットワーク使用料】
ネットワーク使用料は１拠点当たり、年間約400,000円と見込んでおります。
現在の管理事務所は府の庁舎に設置されており、費用負担はありませんの
で、実績金額は算出できません

【消耗品など】
トナー代や用紙代を想定しておりますが、実績は把握しておりません。
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【指定管理仕様書P4】入居説明会
「入居のしおり」の負担費用は指定管理者でしょうか。指定管理者負担である
場合、過去3年間の作成部数実績をお教えください。

指定管理者の負担となります。

※過去3年間の作成部数実績
　 【H28】年度0部
　 【H29】年度1,000部
　 【H30】年度400部

※京都府住宅供給公社が京都府全域の府営住宅管理代行業務を行う中で、
既存のストック補充として作成したもの。年間消費量は、該当地域の新規入居
者数に比例し、京都地域の場合年間約200部から300部程度の見込み。
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【指定管理仕様書P10】小修繕
太陽光パネルは小修繕のみ必要で、保守点検等は必要ないという認識で良
いでしょうか

保守点検は含まれず、小修繕のみ必要となります。
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【指定管理仕様書P12】消火用設備点検業務
防火対象物点検の対象の団地をご教示ください。

防火対象物点検は、消防法第８条の２の２に規定された建物が対象となりま
すが、今回の区域には該当団地はありません。
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【指定管理仕様書P12】消防用設備点検業務
連結送水耐圧試験について、各団地次回実施年度をご教示ください

管理業務説明書（施設管理等事業編）Ｐ40に記載のとおり、３カ年毎の実施と
なり、各団地の実施年度は次のとおりです。
　　 【西七条団地】　令和２年度、令和５年度
　　　　【深草団地】　令和２年度、令和５年度
　【桃山日向団地】　令和３年度、令和６年度
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【指定管理仕様書P13】雑排水管の清掃
過去3年間の、雑排水管清掃の実施団地・実績件数・金額をお教えください

雑排水管清掃：【H28】6,709千円、  【H29】5,923千円、 【H30】6,776千円
なお、実施団地及び実績件数については、業務開始に向けた準備の段階でお
示しいたします。


