
横浜市老人福祉センター指定管理者管理業務仕様書 
 
 老人福祉センターの指定管理者が行う業務の内容及びその範囲等は、この仕様書によ

る。 
 
１ 趣旨 
  本仕様書は、老人福祉センター横浜市菊名寿楽荘の指定管理者の公募に当たり、老

人福祉センターの管理の内容及び履行方法について定めることを目的とする。 
 
２ 施設の概要 
 (1) 名  称 老人福祉センター横浜市菊名寿楽荘 
 (2) 所 在 地 横浜市港北区菊名三丁目 10－20 

(3) 施設規模 鉄筋コンクリート造り 地上３階  
   敷地面積 ３，５０４．１２㎡ 

延床面積   ７７７．４６㎡   

  １階   １０９．１１㎡（他に３９９．０２㎡を保育園が使用） 

  ２階   ３３９．０４㎡ 

  ３階   ３２９．３１㎡  
(4) 施設内容(詳細は別紙参照。図面等で提示) 

１階 プレイルーム、趣味の教室２室、談話室、物品庫 

２階 玄関、受付、事務室、娯楽室、図書室、会議室（保健福祉相談室） 

     ３階 浴場２室（男女各 1）、トレーニングコーナー、舞台付大広間 
 
３ 開館時間 
  午前 9 時から午後 5 時まで。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更する

ことができる。 
 
４ 休館日 
  施設点検日(月 1 回)及び年末年始(12 月 28 日から 1 月 4 日まで) 
 
５ 指定期間 
  平成 23 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで（５年間） 
 
６ 法令等の遵守 
  老人福祉センターの運営に当たっては、本仕様書のほか、次の各項に掲げる法令・

規定等に基づかなければならない。 
  なお、本指定期間中にこれらの法令・規定等に改正があった場合は、改正された内
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容を仕様とする。 
(1) 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号) 
(2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号) 
(3) 老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号) 
(4) 老人福祉法による老人福祉センターの設置及び運営について(昭和 52 年厚生省

社会局長達) 
(5) 社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号) 
(6) 横浜市老人福祉施設条例(昭和 38 年条例第 43 号) 
(7) 横浜市老人福祉施設条例施行規則(昭和 40 年規則第 76 号) 
(8) 横浜市老人福祉センター運営要綱 
(9) 横浜市老人福祉センター趣味の教室実施要領 
(10) 横浜市個人情報の保護に関する条例(平成 12 年条例第 2 号) 
(11) レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針について(平成 

15 年厚生労働省告示第 264 号)  
 (12) 公衆浴場法 
 (13) 公衆浴場法施行細則 
 (14) 公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準等に関する条例(昭和 48 年県

条例) 
  
７ 業務内容 
 (1) 施設の運営に関する事項 
  ア 職員の雇用等に関すること。 

(ア) 所長 1 名を配置すること。 
(イ) 副所長は必要数を配置すること。 
(ウ) コミュニティスタッフ(８時 40 分～12 時 40 分 ４名、12 時 40 分～16 時

40 分 ４名)を地域から採用し、配置すること。 
(エ) 職員の勤務形態は、施設の運営に支障がないように定めること。 
(オ) 職員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。 
(カ) 利用者及び職員の健康を害さないよう、職員に対して必要な健康診断を行

うよう努めること。 
  イ 老人福祉法の規定に基づく、老人に対する各種相談事業及び健康の増進、教養

の向上及びレクリエーションに関する事業の企画及び実施の業務 
(ア) 生活相談に関すること。 
(イ) 健康福祉に関すること。 
(ウ) 「趣味の教室」の実施に関すること。 

協定書に定める経費により、施設の自主事業を計画し、実施すること。 
なお、「趣味の教室」の実施に当たっては、「横浜市老人福祉センター趣味 
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の教室実施要領」を遵守すること。      
   (エ) 老人クラブ活動に対する援助等を行うこと。 
     市老人クラブ連合会及び区老人クラブ連合会との連絡調整を行い、市老人ク 

ラブ連合会及び区老人クラブ連合会の活動に支障の来たす事のないよう配慮

すること。 
  ウ 会議室等各部屋の利用に供すること。  
  エ 浴室の利用に供すること。 
   (ア) 公衆浴場法をはじめとする公衆浴場に関する法令の規定を遵守し、適切な

浴室衛生管理を行うこと。 
(イ) 換水については、毎日換水を原則とすること。 

また、塩素濃度測定は 1 日 3 回以上を基本とすること。 
  オ 利用統計及び報告に関すること。 

(2) 施設の管理全般に関する事項 
 ア 管理責任者及び防火責任者を配置し、その者の氏名を報告すること。 
 イ 安全管理に十分配慮し、火災、損傷等を防止して財産の保全を図るとともに、

利用者及び職員の安全確保に努めること。 
 ウ 衛生管理に十分配慮し、常に快適な利用ができる状態の保持に努めること。 
 エ 非常災害、事故等の緊急事態発生時に備え、具体的な対応計画を定め、緊急時

の連絡先等を予め報告するとともに、避難・救出その他必要な訓練を定期的に実

施すること。 
 オ 施設から発生する廃棄物の発生抑制に努めるとともに、横浜市役所の分別ルー

ルに沿って適切に分別を行い、市が構築する回収ルート等を活用し、可能な限り

資源化していくなど、「市役所ごみゼロ」の取組を推進すること。 
 カ 社会福祉法の規定に基づく、福祉サービスに関する苦情解決に伴う第三者委員

を設置すること。 
 キ 駐車場及び敷地内の管理に関すること。 
 ク 併設施設の場合、共用部分の管理については、別の定めによること。  
(3) センターの設備維持に関する業務 

  ア 老人福祉センターの適正な運営のため、別に定める施設の設備に関する保守管

理業務を行うこと。 
  イ 施設、設備、備品等の維持管理に関すること。 
    修繕費の執行に当たっては、区と事前に協議すること。施設の修繕を行った場

合は、区に報告すること。 
  ウ 施設利用に関すること。 
  エ 光熱水費等の支払いに関すること。 
    光熱水費については、省エネルギーに努めること。   
 (4) 個人情報保護に関すること。 
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  ア 老人福祉センターの適正な管理運営のため、別記「個人情報取扱特記事項」を

遵守すること。 
  イ 個人情報保護の体制をとり、職員に周知・徹底を図ること。 
 (5)  災害時の特別避難場所について 
   老人福祉センターは、横浜市防災計画により特別避難場所として位置づけられて

いるため、災害時の使用を妨げないこと。 
 (6) その他 
  ア 緊急時対策、防犯・防災対策についてマニュアルを作成し、職員に指導を行う

こと。 
    施設において事故が発生した場合に備えて、予め事故対応マニュアルを策定す

るとともに、事故発生時には直ちに区へ報告すること。 
  イ 施設賠償責任保険に加入すること。 
  ウ 使用要綱を区と協議の上制定し、区長の承認を得ること。また、使用要綱を改

定する場合も同様とする。 
  エ 文書類の管理に関すること。 
    センターあての文書類は、収受印を押印し、内容ごとに保管期間を定め保管す

ること。 
  オ 施設の視察等の対応に関すること。 
    他の地方公共団体の職員等による視察、見学等については、原則として指定管

理者が対応すること。 
  カ 区が老人福祉センターの一部を、市老人クラブ連合会、区老人クラブ連合会の

事務局の設置のため、行政財産目的外使用許可として第三者に使用させることが

ある。 
 
８ 経費等について 
 (1) 予算の執行 
  ア 予算の執行については、次によること。 
   (ア) 人件費 
      所長、副所長の給与等は、申請団体からの予算提案額に基づき協定書で定

めた額で執行する。コミュニティスタッフの賃金等は、協定書で定めた額で

執行すること。 
   (イ) 事務費 
      図書費、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、備品購入費の費用に

ついては、指定予算額以内で執行すること。 
   (ウ) 事業費 
      自主事業費については、指定予算額内で執行すること。 
   (エ) 管理費 
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     ① 電気、ガス及び上下水道料金については、指定予算額内で執行すること。 
     ② 清掃費、機械警備費、設備保全費(冷暖房設備、消防設備、電気設備)等、

害虫駆除料、設備巡視点検料等については、申請団体からの予算提案額に

基づき協定書で定めた額で執行する。 
   ③ 小破修繕については、指定管理者が修繕費を負担するものとし、１件６０

０，０００円（消費税及び地方消費税含む）未満を対象とする。ただし、指

定期間終了後の買取は求めないことを条件に、区との協議に基づき執行する

場合はこの限りでない。 

  (オ) 事務経費 
     事務経費は、労務、経理、契約等の事務に要する経費を、人件費、事務費、 

事業費、管理費の総額との割合より勘案し、算出すること。 
 
 

（参考）前指定管理者の過去４年間の指定管理経費（単位／千円） 

施設名 18 年度額 19 年度額 20 年度額 21 年度額 

菊名寿楽荘 43,200 43,913 ※27,848 45,015

※耐震補強工事のため、20年８月 23日から 21年３月 31日まで休館期間あり。 

 

 (2) 精算及び事業報告 
   会計年度終了後、2 か月以内に事業の精算及び報告を行うこと。 
 (3) 経理規定 
   指定管理者は経理規定を策定し、経理事務を行うこと。 
 (4) 立入検査について 
   区は必要に応じて、施設、物品、各種帳簿等の現地検査を行うことがある。 
 
９ 物品の帰属等 

(1) 区は、別添「備品台帳」に示す老人福祉センターの備品を、無償で指定管理者に貸

与する。 

(2) 指定管理者が指定管理料により備品を購入した場合、備品は指定管理者に属するも

のとする。ただし、指定管理期間終了後の取扱いについて事前に区と協議すること。 

(3) 指定管理者は、指定管理期間中、前記備品を常に良好な状態に保たなければならな

い。 

(4) 指定管理者は、指定管理期間中、前記備品を本業務遂行のためにのみ使用するもの

とし、第三者に権利を譲渡し、又は貸与してはならない。 

 
10 業務を実施するに当たっての注意事項 
  業務を実施するに当たっては、次の各項目に留意して円滑に実施すること。 
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 (1) 公の施設であることを念頭に置いて、公平な運営を行うこととし、特定の団体 
等に有利あるいは不利になる運営をしないこと。 

 (2) 港北区役所及び港北区内にある他の区民利用施設との連携を図った運営を行う

こと。 
 (3) 指定管理者が施設の管理運営に係る各種規定・要綱等を作成する場合は、区と

協議を行うこと。 
 (4) 各種規定等がない場合は、横浜市の諸規定に準じて、あるいはその精神に基づ

き業務を実施すること。 
 (5) 提案書に示した指定額については、財政の状況により変更となる場合がある。 
 (6) 業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはな

らない。ただし、あらかじめ、区長の承諾を得た場合は、この限りではない。 
   また、業務の一部を再委託する場合は、委託先及び契約金額を区に届け出ること。 
 (7) その他、仕様書に記載のない事項については区と協議を行うこと。 
 
11 業務点検等 
 (1) 区は、指定管理者に対しその管理の業務及び経理の状況に関して定期に又は必

要に応じて報告を求めることができる。 
 (2) 業務報告の内容に基づき、指定管理者の業務内容に改善が必要と認める場合は、

区は実地に調査し、又は必要な指示を行うことができる。 
 (3) 区の指示に従わない、又は指示によっても業務内容に改善が見られないと認め

た場合は、区は指定を取消すことがある。 
 
12 リスク負担 
  指定期間内における主なリスクについては、別紙の負担区分を前提とし、これ以外 
のリスクに関する対応については、別途協議で定めるものとする。 

 
13 協議 
  指定管理者は、この仕様書に規定するものの他、指定管理者の業務の内容及び処理   
 について疑義が生じた場合は、区と協議して決定する。 
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