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１ はじめに 

神奈川県住宅供給公社（以下「公社」という。）は、人口減少、超少子高齢社会、住宅余り等、時代の変

化を汲み取り、これからの時代にあった賃貸住宅を供給すべく取組みを進めています。 

その一つの答えが、かつての住宅双六にあった「“上がり”は郊外に戸建て住宅の購入」ではなく、ライ

フステージにあわせて住む場所や住宅のサイズをフレキシブルに変え、生涯に亘り豊かな暮らしを賃貸住宅

で送る“生涯賃貸”というライフスタイルです。 

現在、事業化を進めているフロール元住吉は、老朽化した北加瀬第１・２団地の建替え事業※であり、建

替えにあたっては、“生涯賃貸”実現の一端を担う計画と位置づけ、多彩な住戸プランに豊かな共用部を兼

ね備えることで、共用部をきっかけとした人と人との“縁”が生まれ、“縁”を楽しむこのマンション・コ

ンセプトを“縁 Joy House”としました。 

ついては、フロール元住吉の入居者が自分達の住まいに愛着を持ち、人と人との“縁”が生まれる場所と

するため、公社として初の「有人管理」を導入し、入居者が快適に暮らせるサポートをするとともに、入居

者が集う場となる“シェアラウンジ”と、入居者と地域が繋がる場所となる“オープンスペース”を設置し

ます。 

さらに、これらの共用部を活かし、入居者間だけではなく地域の人々も巻き込んだより豊かなコミュニテ

ィを創造するための「コミュニティサポート」制度を導入します。 

公社は、この「有人管理」と「コミュニティサポート」業務を担っていただく方を『（仮称）守人（もり

びと）』と名付け、この考えに共感し、守人業務を担っていただける事業者（以下「受託者」という。）を公

募します。 

※ フロール元住吉には、既存の北加瀬第１・２団地の一部の居住者が戻り入居する予定です。 

既存の自治会組織を引き継いだフロール元住吉自治組織のあり方を検討していきます。 

２ フロール元住吉の概要 

(１) 所 在 地  川崎市中原区西加瀬 176-1他（地番表示） 

(２) 交 通  東急東横線「元住吉」駅から徒歩 8分 

(３) 用 途  賃貸住宅 

(４) 入居者募集  2019年 11月開始予定 

(５) 入 居 開 始  2020年 2月予定 

(６) 住 戸 構 成 

タイプ プラン 専有面積 戸数 

Ａタイプ １Ｋ 約 33㎡ 6戸 

Ｂタイプ １ＬＤＫ 約 40㎡ 12戸 

Ｃタイプ １ＬＤＫ 約 47㎡ 42戸 

Ｄタイプ １～２ＬＤＫ 約 52㎡ 42戸 

Ｅタイプ ２ＬＤＫ 約 58㎡ 36戸 

Ｆタイプ ２～３ＬＤＫ 約 65㎡ 12戸 

Ｇタイプ ２ＬＤＫ 約 66㎡ 3戸 

合計 153戸 

  



4 

 

(７) 共 用 部 

名称 用途 床面積 設備・仕様等 

シェアラウンジ 
入居者専用 

スペース 
約 137㎡ 

空調設備、キッズコーナー、ミニキッチン、

プロジェクター、ブルーレイレコーダー、

ソファ等の家具類 

オープンスペース 
入居者・非入居者

スペース 
約 95㎡ 

空調設備、キッチン、換気扇、冷蔵庫、オ

ーブンレンジ、防音室（電子ピアノ設置予

定）、トイレ、駐輪スペース 

(８) 管理業務委託先（予定）  一般社団法人かながわ土地建物保全協会 

３ 公募概要 

(１) 公 募 名 称：フロール元住吉 管理業務及びコミュニティサポート業務受託者募集プロポーザル 

(２) 委 託 名 称：フロール元住吉 管理業務及びコミュニティサポート業務委託 

(３) 委託業務の内容 

公社はフロール元住吉を、有人管理によって快適な暮らしを送ることができるサービスを提供すると

ともに、入居者が他の入居者や地域の方々と「“個”を大事にし、適度な距離を保ちながらもゆるやか

に繋がるコミュニティ」を持てる賃貸マンションにしたいと考えており、守人にはその実現のために業

務に従事していただきます。 

守人業務は、ワンストップで様々な管理サービスを入居者に提供するため、下表の①管理業務と②コ

ミュニティサポート業務を同一人物に行なっていただきます。 

（注意）配布資料のうち別添資料 2-1、3-1、4-1、5、6（業務委託契約書(案)、使用貸借契約書(案)、

図面一式）は、参加申込書を提出した応募者のみダウンロードすることができます。詳細はＰ10

「５ 公募及び選定の進め方(１) 2月 13日（火） 公募開始日」を参照してください。 

①
管
理
業
務 

賃貸住宅の管理人業務 

・本物件の全体の管理業務は、別途、公社と管理業務委託先とで契約し、実施いたします。受託者は、

管理業務委託先からの再委託として、現地管理人業務を実施していただきます。 

・現地管理人として、物件の良好な住環境を維持するとともに、共用部の利用にまつわる暮らしのル

ール等を入居者に周知する等、入居者が快適に暮らせるようサポートします。 

・現地管理人として、入居者からの意見、苦情等に関する窓口となり、管理業務委託先への連絡と、

その対応をしていただきます。 

・管理業務委託先と受託者間の業務委託契約に基づき、業務を遂行していただきます。（業務内容詳

細は〔別添資料３〕参照） 

・別添資料３の仕様書に記載されている管理人の業務内容は、これを基に、受託者選定後、公社、管

理業務委託先及び受託者間で業務区分等の詳細について協議調整を行います。 
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②
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
サ
ポ
ー
ト
業
務 

（その１）入居者向けコミュニティサポート業務 

・単身またはＤＩＮＫＳ等の少人数世帯が多く入居すると想定されるフロール元住吉において、「”

個”を大事にし、適度な距離を保ちながらもゆるやかに繋がるコミュニティ」を目指します。 

・守人は入居者専用のシェアラウンジを住戸内だけでは実現できないこと（例：仕事や学校帰りに立

ち寄って寛いだり、入居者同士で子供を遊ばせる、スポーツを観戦する等）が叶う場として運営を

行なってください。 

・守人は日常的に入居者とコミュニケーションを図り、フロール元住吉での暮らしを豊かなものとす

るため、入居者ニーズの把握に努めてください。 

・入居者ニーズなどに基づき、シェアラウンジが入居者にとって利用しやすく、魅力を感じる場とな

るようにハード・ソフト両面に亘って環境作りを行ってください。（運営方法の見直し等も含む） 

・賃貸住宅は比較的頻繁に入居者が入れ替わるため、年に 1回以上のウェルカムパーティを企画・運

営してください。 

・入居者同士がゆるやかに繋がるきっかけとなる小イベントを企画し、運営してください。 

(注) イベント等にかかる守人以外の人件費・物品購入費は予算（年 50 万円〔予定〕）の範囲内で

公社が支給します。 

・既存の自治会がフロール元住吉の新入居者を迎え入れるための体制等の見直しの検討や、自治会加

入促進等、自治会の補助業務を行っていただく予定です。 

（その２）オープンスペース コーディネート業務 

・入居者だけのコミュニティでは、その多様性や継続性が難しいことから、イベントなどのコンテン

ツを豊富なものとするなど、広がりのあるコミュニティを展開するため、建物内の共用部の一部を

オープンスペースとして地域住民も利用可能な空間とします。 

・オープンスペースは、公社事業の公共的役割を果たす、フロール元住吉と地域の共生関係を構築す

る地域貢献の場（フロール元住吉のみならず、地域の暮らしを良くする「コト」を誘致するシェア

リング・コミュニティの場）としてください。 

・具体的にはフロール元住吉のコンセプトに共感する地域の活動団体や様々な活動を行う個人などを

取り込み、出張カフェ、出張マルシェ、エコ活動、レンタルボックス、レンタルスペース等が行な

われること期待しています。（提案者は上記の内容に限定せずに自由な発想で提案を行ってくださ

い。） 

・上記のコンセプトを具現化するため、受託者には選定後、フロール元住吉周辺の住民活動やマーケ

ットについて調査を実施していただき、有効な企画として精査し、運営していただきます。 

・公社と受託者間の業務委託契約に基づき、業務を遂行していただきます。（業務内容詳細は〔別添

資料１・２・４〕参照。） 

・上記業務委託契約書（案）内の仕様書に記載されている内容は、公募時点で公社が持っているイメ

ージであり、選定された提案に応じて内容を変更する場合が有ります。 
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(４) 委 託 金 額 等 

 項目 委託金額（税別） 契約内容 契約主体 

〔第１期〕 調査・企画業務 一式 

1,500,000円 

希望 

上限金額 
基
本
協
定
〔
別
添
資
料
１
〕 

業務委託契約 

〔別添資料２〕 
公社 

〔第２期〕 準備業務 

〔第３期〕 

管理業務 164,000円/月 上限金額 
業務委託契約 

〔別添資料３〕 
管理業務委託先 

コミュニティ 

サポート業務 

（その１） 

168,000円/月 上限金額 業務委託契約 

〔別添資料４〕 

使用貸借契約 

〔別添資料５〕 

公社 

コミュニティ 

サポート業務 

（その２） 

168,000円/月 上限金額 公社 

第３期計 500,000円/月 上限金額 － 

※ 第１期、第２期の委託金額は 1,500,000円を希望上限金額として設定しています。希望上限金額を

超えた金額を提案した場合も失格にはなりません。ただし、選定後、業務内容と委託金額について

公社と協議調整が必要となります。 

※ 第３期の各業務の委託金額は上限金額を設定しています。上限金額を超える提案は失格となります

ので注意してください。 

※ 第３期の２年目（2021 年度）、３年目（2022年度）の委託金額は、公社が前年度までの業務の成果

を検証し、前年度の委託費同等又はそれ以下の金額で決定する予定です。 

※ 2023年 4月以降契約を継続する場合、受託者に対して、管理業務委託先は管理業務の委託費、公社

はコミュニティサポート業務（その１）の委託費を継続して支払いますが、コミュニティサポート

業務（その２）の委託金額は支払いません。受託者は第３期終了までの間にオープンスペースの収

入事業の安定化を図り、2023年 4月以降はオープンスペースの使用料等を収入として、独立採算で

運営することを前提として、提案を行なってください。 

(５) 委託期間（予定） 

〔第 1期〕2018年 4月初旬から 2018年 9月末日（6ヶ月） 

〔第 2期〕2018年 10月初旬から 2020年 1月末日（1年 4ヶ月） 

〔第 3期〕2020年 2月初旬から 2023年 3月末日（3年 2ヶ月） 

年 2018年 2019年 2020年 2021年 

月 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 

F元住吉 設計 解体・新築工事 入居 

[第１期]    

[第２期]    

[第３期]  ※第３期は 2023年 3月末日まで 

※ 2023年 4月以降については、「３（11）④」参照 
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(６) 各期における業務の進め方 

下記業務の進め方は、現段階で公社が持っているイメージであり、選定案によって進め方を一部変更

する場合があります。 

〔第１期〕2018年 4月～9月 

１ コミュニティサポート業務 

オープンスペースコーディネート業務を実施するために、市場調査を実施し、調査で得た情報に基

づいてオープンスペースの運営について計画書を作成してください。また、供用開始（2020年 2月）

から 4年間（2024年 3月）の予定収支を単年度毎に作成してください。公社は守人の業務対象エリ

アについて必要な仕様、設備をより良く建築・設備設計に反映させるために受託者に必要な意見や検

討を求めます。 

(１) 市場調査（例：徒歩 10分圏内、自転車 10分圏内の人口分布、年齢、性別、勤務先、平均世帯

収入等、計画の実行性を高めるために必要な情報の収集） 

(２) オープンスペース運営計画書の作成 

(３) 予定収支（案）の作成（１年目、２年目、３年目、４年目） 

(４) 設計作業への意見協力（共用部、オープンスペース、外構等） 

〔第２期〕2018年 10月～2020年 1月 

１ 管理業務 

管理開始時にスムーズに管理業務が開始できるよう準備を行なってください。（体制づくり、管理

業務委託先との協議調整等。） 

２ コミュニティサポート業務 

(１) （その１）入居者向けコミュニティサポート業務 

ア 入居予定者アンケートを作成し、シェアラウンジの企画に役立つ入居者の属性や嗜好等につい

て調査を行なってください。アンケートは 2019年 10月に作成し 11 月の入居者募集時に申込書

に添付します。新築のため、入居時期に幅が出るため、2020年度末の入居までアンケート取得

を継続する予定です。アンケートの結果に基づき効果的なコミュニティ活動の年間計画案を作

成してください。 

イ 北加瀬第１・２団地既存自治会、公社とともにフロール元住吉における自治組織のあり方（機

能・規約・組織構成）について検討し方針を決定します。 

(２) （その２）オープンスペース コーディネート業務 

オープンスペースの稼動開始に向けた準備を行なってください。 

ア 大学・企業・地元商店街・ＮＰＯ等、オープンスペースの目的に沿った利用者を周辺地域で開

拓し、2020年 1 月末までに定期的な利用者を概ね５者以上有する状態にしてください。供用開

始時点で一定の賑わいを創出する為、オープンスペースの利用予定が複数の利用者によって月

に５回以上の予約が入っている状態としてください。 

イ 予定収支（精査版）の作成（１年目、２年目、３年目、４年目） 

３ 情報発信 

(１) オープンスペースの認知度を高める活動の実施。公社担当者と協議のうえでフロール元住吉の

ＳＮＳ等のアカウントを取得・開設し、オープンスペースの内容を企画段階から情報発信して

ください。 

(２) 入居者募集のためのパンフレット等作成時（2019年 8月頃）に、募集協力会社にコミュニティ

に関する予定情報を提供してください。 

(３) 合同契約会（2020年 2月頃）において入居予定者へコミュニティ活動の説明をしてください。 

(４) 公社が行う情報発信への協力（素材の提供等）をしてください。 

４ その他必要な業務 
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(１) その他公社と協議のうえ、必要と思われる業務を実施してください。 

〔第３期〕2020年 2月～2023年 3月 

１ 管理業務 

勤務体制として、週 5日(土曜日及び平日 4日)、1日の実就労時間 6時間（9時から 16時・休憩 1

時間は別途）を想定しています。 

始終業時間、コミュニティサポート業務との業務時間の調整等については選定後に協議します。（業

務内容については別添資料３参照） 

２ コミュニティサポート業務  

勤務体制として、週 5日(土曜日及び平日 4日)、1日の実就労時間 6時間（11時から 18時・休憩

1時間は別途）を想定しています。 

始終業時間、管理業務との業務時間の調整等については選定後に協議します。 

(１) （その１）入居者向けコミュニティサポート業務 

ア シェアラウンジの管理・見守り 

(ア) 住民とのコミュニケーションから諸ニーズを把握し、これに基づきシェアラウンジが入居

者にとって利用しやすく、魅力を感じる場となるようにハード・ソフト両面にわたって環

境作りを行ってください。（運営方法の見直し等も含む。） 

(イ) 小イベントの実施、ウェルカムイベントの実施 

ａ 2020年度は第２期に実施したアンケート結果に基づいて、効果的なコミュニティ活動の年

間計画を作成し、見積りとともに公社の承諾を得てください。2021、2022年度は前年の状

況等から判断し、ニーズの高いイベントを実施するものとします。 

ｂ 小イベントの回数は原則として下記の頻度で行うものとします。 

(ａ) 日中の時間帯のイベントを月に 1回以上 

(ｂ) 夕～夜の時間帯のイベントを月に 1回以上 

ｃ コミュニティ活動スケジュールを 1ヶ月以上前に公社と入居者に周知してください。 

ｄ イベントは写真等で記録を残し、参加者の感想についてアンケートを取り集計してくださ

い。 

イ 自治会補助業務 

自治会への新規入居者の加入促進及び自治会と連携し協力関係を築くための活動を行ってくだ

さい。また、日常的な自治会役員からの相談対応を行ってください。 

(２) （その２）オープンスペース コーディネート業務 

ア オープンスペースの企画・運営 

(ア) オープンスペースのコーディネート（連携相手の発掘〔大学・企業・ＮＰＯ等〕） 

(イ) 予約受付業務 

ａ 申込者の活動内容が利用規則に適合するかの確認 

ｂ 住民への周知方法・利用規則の伝達 

ｃ 使用料の徴収 

(ウ) 第２期に作成したＳＮＳ等でイベント等の発信 

イ オープンスペースの清掃、防犯管理 

（７）募 集 方 法 ： 一般公募 

（８）選 定 方 法 ： 提案審査方式 
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(９) スケジュール(抜粋)  

ア 参 加 申 込 の 期 限  2018年 3月 5日（月） 

イ 提案書類提出の期限  2018年 3月 16日（金） 

ウ 審 査 (プ レ ゼ ン )  2018年 3月 30日（金） 

エ 結 果 発 表  2018年 4月初旬 

(10) 契 約 等 

ア 管理業務及びコミュニティサポート業務 ： 基本協定書〔別添資料１〕 

業務委託契約〔別添資料２・３・４〕 

イ オープンスペース ： 使用貸借契約〔別添資料５〕 

(11) 提案の前提条件 ： 以下の条件を十分理解したうえで提案を行なってください。 

① フロール元住吉の商品価値を向上することが期待できる内容を提案してください。 

② 公社事業の公共的役割に寄与する内容を提案してください。 

※ 神奈川県住宅供給公社 経営計画(改定版・平成28年6月公表）の8、9ページ参考。 

http://www.kanagawa-jk.or.jp/common/pdf/h28/keiei25_34_2.pdf 

③ 人員配置について 

ア 主担当者を 1名と補助担当者を決定してください。原則として主担当者(守人)の勤務日は週 5日（土

曜日及び平日 4日）とし、就業時間を通して勤務するものとします。疾病等止むを得ない事情で勤務

できない場合は、補助担当者が代行して勤務していただきます。 

イ 守人の就業時間は原則として 9時～18時を予定しています。管理業務の規定就業時間は 9時から 16

時、コミュニティサポート業務の規定就業時間は 11時から 18時（それぞれ 1時間の休憩時間を含む）

とし、重複する時間帯（11時から 16時まで）は両方の業務を優先度の高い順に行なうものとします。

就業時間内において、必要に応じて補助担当者が守人を補助し業務を行なうものとします。 

ウ 原則として、守人の定休日は平日 1日と日曜及び祝祭日とします。 

エ イベント対応等により、規定の就業時間外に業務が生じる日においては、守人と補助担当者で時間

を分担し勤務するものとします。 

④ オープンスペースについて 

ア 活用方法については、実行性が期待できる提案であること。（受託者には選定後に市場調査を行な

っていただき、提案内容をより実現性の高い計画に精査していただきます。） 

イ 公社と受託者は年度毎に使用貸借契約〔別添資料５〕を締結する予定です。 

ウ 供用開始（2020年 2月）から 2023年 3月までの約 3年間、公社はオープンスペースの運営委託費

として、コミュニティサポート業務委託費（その 2）〔168,000円/月・税別・上限〕を受託者に支

払います。この間に受託者はオープンスペースの認知度、利用率を高め、2023年 4月以降、オープ

ンスペースの使用料等を収入として、独立採算で運営していただくことを予定しています。 

エ 供用開始（2020年 2月）から 2023年 3月まで、オープンスペース使用料等の収入のうち年額 100

万円迄は公社の収入、それを越えた収入は受託者の収入となります。 

オ 2023年 4月以降の契約を継続する場合、原則として使用貸借契約を更新するものとし、オープンス

ペースの総収入金額から光熱水費を差引き、さらに 2022年度のコミュニティサポート業務（その 2）

の委託費を差引いた残額の 1/2を公社の収入とし、最終残額を受託者の収入とします。 

カ オープンスペースの費用負担等の分担は以下のとおりとします。 

時期 光熱水費 公租公課 受託者が負担する修繕費 

2020年 2月～2023年 3月 公社 公社 公社が所有する建物、設備等に受託者の

故意、不注意により生じた修繕。受託者

が所有する設備等に生じた修繕。 
2023年 4月以降 

（契約継続の場合） 
受託者 公社 
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キ 2023年 4月以降の契約の継続等については、2022年度までの成果をもとに公社、管理業務委託先、

受託者の三者間で協議し、決定します。ただし、継続運営が適切でないと公社が判断した場合、契

約は継続しないものとします。 

ク コミュニティサポート業務（その１）で入居者向けイベントを実施する際、守人の人件費（企画運

営費）以外の経費（講師費用、物品購入費等）は、委託費とは別に、年間予算（50万円〔予定〕）

の範囲内で公社が負担します。なお、購入した物品等は全て公社に帰属するものとします。 

⑤ 別添資料１～５の契約等の内容については、受託者との協議等により、内容を変更する場合がありま

す。 

４ 公募参加資格 

次の（１）～（７）までの全ての条件を満たすことのできる団体とします。 

(１) 委託業務の遂行に必要な能力、知識、経験を有していること。（公募開始日までの５年以内に賃貸共同

住宅又は分譲共同住宅において、管理業務及びコミュニティサポート業務、又はこれらに類する業務

に関する業務を受託していること。 

(２) 上記（１）の実務において経験を有する者を常時フロール元住吉の守人として配置できること。 

(３) 活動実施にあたって得た機密情報について、入居者の利益を損なわないよう厳格に管理できる者。 

(４) 申込時点で地方自治体から指名停止措置を受けていない者。 

(５) 団体が社会保険料、労働保険料、都道府県民税、市区町村税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納

していないこと。 

(６) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続き開始の申立をしていない者又は民事再生法

（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続き開始の申立をしていない者。 

(７) 暴力団（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号に規定する暴力団をいう。）

及び暴力団員が実質に経営を支配する業者、またはこれに準ずる者でない事。 

５ 公募及び選定の進め方 

(１) 公募に係る諸手続きの締切、提出書類、提出方法は下記のとおりです。提出書類のうち指定書式は公

社ホームページからダウンロードしてください。 

日程 内容 
提出物及び 

提出部数 
記載する内容及び提出方法等 

2月 13日（火） 公募開始日 － 

参加申込書を受信した応募者に対し、2月 16日以降に別

添資料一式をダウンロードできるＵＲＬをメールでお知

らせします。 

3月 5日（月） 参加申込 

の期限 

書式１ 

（１部） 

・PDFに変換し下記アドレス宛に送信してください。 

nyusatsu-jigyousuishin@kanagawa-jk.or.jp (※) 

・メール送信後は必ず電話で受信確認を行なってくださ

い。 

3月 6日（火） 質問書 

の期限 

書式２ 

（１部） 

・元の形式のデータ(Microsoft Word)とＰＤＦに変換し

たもの2種類を上記アドレス(※) 宛に送信してくださ

い。 

・質問が無い場合も、書式 2に質問が無い旨を記載し送

信してください。 

・メール送信後は必ず電話で受信確認を行なってくださ

い。 
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3月 9日（金） 質問書への

回答 
－ 

・回答は参加申込書を【書式１】に記載されたアドレス

宛に送信します。 

3月 19日（月） 提案書類の

提出期限 

書式３ 

(１部) 

(１)提案内容 

提案１：市場調査・企画・準備業務の方法等 

市場調査方法、企画方法（スケジュール含む）、管理業

務の準備方法等について説明してください。 

提案２：管理業務に関する提案 

フロール元住吉の住環境を良好に維持し、入居者が互

いに快適に暮らせるようにするためには、どのような管

理を行うか。別添資料３に記載している管理人の業務内

容について、貴社が受託した場合の取組み姿勢として重

点を置くこと、また、担当予定者の経歴、得意分野等を

生かし、上記業務について特色を出せることや追加して

実施できる業務があれば提案してください。 

提案３：入居者向けコミュニティサービスに関する提案 

単身またはＤＩＮＫＳ等の少人数世帯が多く入居する

と想定されるフロール元住吉において、「”個”を大事に

し、適度な距離を保ちながらもゆるやかに繋がるコミュ

ニティ」を目指します。これを具現化するため、守人に

は住戸内だけでは実現できないことが叶う場として入居

者専用のシェアラウンジの運営を行なっていただきます

が、どのような企画や管理方法を提案しますか。具体例

を挙げて提案してください。 

提案４：オープンスペースの運営に関する提案 

入居者だけのコミュニティでは、その多様性や継続性

が難しいことから、イベントなどのコンテンツを豊富な

ものとするなど、広がりのあるコミュニティを展開する

ため、建物内の共用部の一部をオープンスペースとして

地域住民も利用可能な空間とします。オープンスペース

を、公社事業の公共的役割を果たす、フロール元住吉と

地域の共生関係を構築する地域貢献の場（フロール元住

吉のみならず、地域の暮らしを良くする「コト」を誘致

するシェアリング・コミュニティの場）とするために、

どのような企画運営を提案しますか。具体例をあげて提

案してください。 

提案５：2023年 4月以降の収益構造の提案 

023年 4月以降、受託者にはオープンスペースの使用料

等を収入として、独立採算で運営していただくことを予

定しています。貴社が受託した場合にどのような収益構

造で運営継続が可能か、収入と支出の見込み額を示し、

提案してください。 

（注 1）2023年 4月以降、前年度までと同等の収入を

維持するためには、前年度のコミュニティサ

ポート業務委託費（その２）と光熱水費の合
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計金額の収入が必要になります。 

（注 2）オープンスペースの利用目的を変更することは

出来ません。 

提案６：自由提案 

上記以外に提案できることがあれば、自由な発想にて

提案してください。 

提案７：ネーミングの提案（参考提案） 

「縁 Joy HOUSE」「守人」「オープンスペース」の意味は

変えずに、更にふさわしいネーミングがあれば提案して

ください。 

(２) 提案内容の委託金額内訳書 

(３) 業務実績 

(４) 体制表及び担当予定者の実務経歴 

資料１ 

（1部） 

直近 3年間の決算報告書 

（事業計画書、経営計画書等がある場合はそれらも提出

してください） 

資料２ 

（1部） 
企業・団体概要の分かるパンフレット 

下記のいずれかの方法で期日までに提出してください。 

１ 郵送の場合 2018年 3月 16日（金）必着 

２ 持参又はメールの場合 2018年 3月 19 日（月）10時迄 

提出先 

〒231-8510 

神奈川県横浜市中区日本大通 33 

神奈川県住宅供給公社 団地再生事業部 事業推進課 

電話：045-651-1796 

担当：並木、森川 

メール送信先 

nyusatsu-jigyousuishin@kanagawa-jk.or.jp 

（書式３は Microsoft Word形式データ、その他はＰＤＦ形式で送信し

てください。） 

注意事項 

郵送または持参の提出方法の場合も、書式３については Microsoft 

Word形式のデータを期日までに上記アドレス(※)に送信してくださ

い。 
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3月 30日（金） 

午前 

選定（プレゼ

ンテーショ

ン） 

場  所 

神奈川県横浜市中区日本大通 33 

神奈川県住宅供給公社 11階 会議室 

内  容 

提案書の内容のプレゼンテーション。（提案内容、業務実績、体制な

どについて分かりやすく説明してください） 

提案書類に記載されていない提案を追加することはできません。 

方  法 自由（プロジェクターが使用可能です。） 

所要時間 

準備 5分以内 

プレゼンテーション 20分以内 

質疑応答 10分以内 

参加人数 最大 3名まで 

4月初旬 結果発表 選定結果を公募参加者へ文書にて通知するとともに、公社ホームペー

ジにて公表する予定です。 

(２) 公募参加者は、３.公募概要(４)委託金額等に記載されている金額条件以内で実施可能な活動内容を提

案し、その場合の委託金額と内訳を示してください。【書式３】 

(３) 提案された内容については提案内容と委託金額を 9：1の比率として審査する予定です。 

(４) 「３(11)提案の前提条件」を満たさない応募については、選定委員会の審議を経て失格となる場合が

あります。 

(５) 2018年 3月 30日の午前中に公社の本社においてプレゼンテーションをお願いします。プレゼンテー

ションの開始時間は参加申込書【書式１】に記載されたメールアドレスに送信します。 

(６) 選定委員会において、１位を「受託候補者」、２位を「補欠受託候補者」として選定する予定です。 

６ 審査方法 

審査は、公社選定委員会が下記の観点で総合的に評価を行ないます。 

 評価材料 

(１) 「３ 公募概要(3)委託業務の内容」を理解した活動目的・活

動内容となっており、収益構造を含め実効性が高いと判断で

きるか。 

・書式３(１)提案内容 

提案１～提案６ 

(２) 守人業務に役立つ活動実績を有し必要な実施体制が整うか。 ・書式３(３)業務実績 

・書式３(４) 

体制表及び担当予定者の実務経歴 

(３) 業務遂行のための経営基盤を有していると判断できるか。 ・資料１ 決算報告書 

・資料２ パンフレット等 

(４) 本業務を遂行するための関心、意欲、実効性が感じられるか。 ・プレゼンテーション 

(５) 委託金額 ・書式３(２)委託金額内訳書 

７ 受託者決定後の契約手続き 

(１) 結果発表後、受託者には下記書類をご提出いただき、基本協定〔別添資料１〕及び業務委託契約〔別

添資料２〕を締結する予定です。 

ア 商業登記簿謄本又は法人登記簿謄本（3ヶ月以内） 

イ 法人の印鑑証明書（3ヶ月以内） 
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ウ 直近 1ヶ年の法人税納税証明書 

エ 個人情報保護に関する覚書 

オ 暴力団排除に係る誓約書 

カ その他公社が必要と認めた書類 

(２) 基本協定締結後から 2020 年 1月末まで、受託者は管理業務については公社及び管理業務委託先と、コ

ミュニティサポート業務については公社との協議調整を行い、守人業務の準備業務を行ないます。 

(３) 2020年 2月以降、2023 年 3月末まで、受託者と管理業務委託先は業務委託契約〔別添資料３〕を、受

託者と公社は業務委託契約〔別添資料４〕を年度毎に締結する予定です。 

(４) 受託者は各期の業務に先立ち、業務スケジュールを作成し、公社に提出します。公社と受託者は原則

として毎月 1回以上会議を開催し、前月までの状況の報告を受け、課題等について協議を行ないます。 

(５) 基本協定期間内、公社及び受託者は契約を解除することはできないものとします。委託業務を遂行す

る上で大きな課題等が生じた場合、その状況について公社及び管理業務委託先に報告し、協議、調整

に努め課題を解決するものとします。万一、受託者が委託業務を継続出来ない場合は、その事由と適

切な後任の団体を書面により公社に届け出ることとし、公社の承認を得た上で、責任をもってその団

体に業務を引き継ぐものとします。 

８ 委託費等の支払について 

(１) 支払いは原則として後払い方式（前月分を当月末払い）です。 

(２) 受託者は委託費の支払いを受けるにあたり、事前に、管理業務については管理業務委託先に、コミュ

ニティサポート業務には公社に、業務報告書を提出し承諾を得る必要があります。 

(３) 2020年 2月以降、公社及び管理業務委託先は受託者に管理業務費とコミュニティサポート業務費を請

求に基づき毎月支払います。 

(４) 受託者には年度の委託費が、委託金額上限を超えないよう、業務を遂行していただきます。 

９ その他 

(１) 受託者の提案を反映し、「３(３) 委託業務の内容」について変更する場合があります。 

(２) 提出いただいた書類は返還いたしません。 

(３) 採用された提案書の利用、変更等一切の権利は、公社が無償で利用できるものとします。 

(４) 提出いただいた書類及び記載内容に虚偽があった場合は、申込みを無効といたします。 

(５) 公社が期待する効果が現れていない場合、公社は受託者に業務内容等について改善を求め、受託者は

これに応じるものとします。 

１０ 問い合わせ先 

〒２３１－８５１０ 神奈川県横浜市中区日本大通３３ 

神奈川県住宅供給公社 団地再生事業部 事業推進課 （公社ビル９階） 

（担 当 者） 並木、森川 

（電 話） ０４５－６５１－１７９６ 

（受付時間） 平日 ９時から１６時３０分 

以上 


