
No. 施設 質問 回答
1 - 一部、定住機能をもたせることは可能

でしょうか？
青少年の家の設置目的に照らし、定住

機能を持たせることはできません。

2 - 青少年の家の管理規定、利用規則、等
の施設管理を行う上での絶対性の高い条
例、規則、規約、規定等を開示下さい。

別紙１－１（沖縄県立青少年の家の設
置及び管理に関する条例）及び別紙１－
２（沖縄県立青少年の家の設置及び管理
に関する条例施行規則」）のとおりで
す。

3 糸満 糸満青少年の家において、指定管理者
が変更になる場合、現在働いている職員
に対し、継続希望や退職希望等の意思確
認は、新しい指定管理者で実施して良い
のか。

また、継続採用に関する決定権限は、
指定管理者もしくは沖縄県のどちらにな
りますでしょうか。

継続採用等に係る意思確認は、新しい
指定管理者にて実施するようお願いしま
す。

また、継続採用に関する決定権限は指
定管理者になります。

4 - 仕様書（P2）の「4指導に関する業務
→（2）受入事業 →ア」にある「現在実
施されている各種プログラムの提供（関
係資料1）とありますが、これらは全て
提供（必須）しなければならいもので
しょうか。
※指定管理者側でプログラムの再構築が
可能でしょうか。

現在実施している各種プログラムは、
利用者のニーズ等を考慮して、県と協議
の上、指定管理者で再構築が可能です。

5 糸満 現在、糸満青少年の家にある車両は、
次年度以降も引き続き使用可能でしょう
か。

また、使用できる場合、その費用はど
のようになりますでしょうか。

現在、糸満青少年の家にある車両は、
指定管理料で賃借している車両です。

引き続き使用したい場合は、現指定管
理者やリース業者との協議が必要です。

6 - 職員の賃金体系は、指定管理者側の人
事制度に基づいて独自に決定してよいで
しょうか。

指定管理者の人事制度に基づき決定し
てください。

7 - 施設の利用範囲について、一般企業の
研修でも使用可能でしょうか。

青少年の家の設置目的に照らし、原則
として一般企業の研修は使用不可です。

ただし、健全な青少年の育成が図ら
れ、社会教育の振興に資すると考えられ
る場合は、指定管理者の判断により使用
可能です。

8 - 現状の経費項目の詳細内容（項目、金
額）などは開示頂けますでしょうか。

運営経費の内訳については、モニタリ
ング結果により御確認ください。
https://www.pref.okinawa.jp/edu/shog
aigakushu/shogai/shakai/seshonen/ind
ex.html

沖縄県立青少年の家 指定管理者募集に係る質問への回答
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No. 施設 質問 回答
9 - 現在の建物や設備に関する不具合個所

や故障個所については、指定管理を引き
継ぐ前までに修繕や修理を現指定管理者
で行っていただけますでしょうか。

50万円未満の小規模修繕については、
現在の指定管理者にて修繕や修理を行う
予定です。

10 糸満 業務仕様書５－（５）施設の利用に関
する業務

その他経費の徴収にてリネン料金が１
７０円と定められておりますが、燃料代
の高騰もあり業務委託費の上昇も予測さ
れます。価格変更（値上げ）は可能で
しょうか？

教育委員会の承認を得て、変更するこ
とができます。

11 糸満 業務仕様書６－（１）建築物及び維持
管理に関する業務

建築基準法、消防法、建築物における
環境衛生の確保に関する法律、労働安全
衛生水道法規定、浄化槽法、フロン排出
抑制法、電気事業法等の法定点検積算の
ために図面（建築・機械・電気）及び報
告書などの資料開示をお願いします。
併せて現場確認のための日程を設けて欲
しいです。

令和４年９月21～22日に教育庁生涯学
習振興課（県庁13階）で開示します。

現場確認については、屋外施設（キャ
ンプ場等）や、建物外からの確認のみ可
能です（建物内には入れません。）。

その場合も施設への立ち入りについ
て、事前に青少年の家指定管理者に許可
を得てください。

12 糸満 建築物における環境衛生の確保に関す
る法律に該当し、建築物環境衛生管理技
術者の選任が必要となります。保健所提
出の申請書写しの資料開示をお願いしま
す。

　別紙２のとおりです。

13 糸満 　業務仕様書６－（２）
日常清掃業務、定期清掃業務積算のた

めに各階の平面図、床材の仕上表等、資
料の提供をお願いします。併せて現場確
認のための日程を設けて欲しいです。

　No.11のとおりです。

14 糸満 　業務仕様書６－（５）イ
夜間警備１名配置は利用時間（9：00

～17：30）外との認識で宜しいでしょう
か。

現指定管理者の夜間警備は、職員の通
常の勤務時間（8：30～17：30）外と
なっております。

夜間警備に当たっては、施設の実態に
応じ、施設及び利用者の安全管理に必要
な警備員の配置を行ってください。

15 糸満 　業務仕様書６－（６）
外構、植栽管理業務の範囲図面、写真

付き報告書等の資料がありましたら提供
をお願いします。

現指定管理者においては、職員が日頃
の外構、植栽管理業務を行っているた
め、提供できる資料はありません。
（植栽管理で外部委託しているのは、臨
時的な業務です。）

16 糸満 　業務仕様書６－（８）
車両は沖縄県所有車に指定管理者が保

険を付保するという認識で宜しいでしょ
うか。

　県所有の車両はありません。
現指定管理者においては、車両を賃借

（リース）しております。
賃借料及び保険料は指定管理料により

負担しております。
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17 糸満 指定管理料の支払方法は、運営を円滑

に遂行する事を目的として以下のような
支払い方法の相談は可能でしょうか？
例 → 4月50％、7月20％、10月15％、1
月15％

原則として四半期ごとに年額の25％ず
つの支払いとなりますが、協定の締結時
に協議することはできます。

18 糸満 　関係資料6
主要備品一覧以外の備品一覧が御座い

ましたら資料開示をお願いします。また
指定管理料より購入した物品で、沖縄県
の所有となった備品がありましたら教え
て下さい。

備品一覧は、令和４年９月21～22日に
教育庁生涯学習振興課（県庁13階）で閲
覧できます。

指定管理料で購入した備品について
は、指定管理終了時に引き継がれるの
で、現時点で県所有となった備品はあり
ません。

19 糸満 乗用式草刈り機について沖縄県、現指
定管理者どちらの所有でしょうか？

　県所有です。

20 糸満 　関係資料8 ほか
運営経費の内訳をご教示下さい。また

特殊要因とはどの様な事例でしょうか。

運営経費の内訳については、モニタリ
ング結果により御確認ください。
https://www.pref.okinawa.jp/edu/shog
aigakushu/shogai/shakai/seshonen/ind
ex.html

また、特殊要因とは、当該年度限りの
案件実施のための経費となりますが、平
成29年度以降は該当ありません。

21 糸満 直近５年間の施設修繕費（大規模修
繕・小規模修繕）の内訳を教示くださ
い。

大規模修繕は別紙３のとおり、小規模
修繕は別紙４のとおりです。

22 糸満 関係資料8(収支状況)の令和3年度運営
経費合計(37,092千円)と別紙6-Ⅰ

令和3年度モニタリングシート12 ペー
ジにあるⅢ.サービスの安定性評価 (2)
支出の令和3年度実績合計(39,858 千円)
との差異は何が原因でしょうか?

関係資料8(収支状況)の令和3年度運営
経費合計(37,092千円)については、納付
消費税（2,750千円）及び自主事業に係
る費用（16千円）を除いた金額です。

モニタリングシートの支出額について
は、これらを合わせた金額です。

23 糸満 現状の不具合（使用中止のトイレ・点
滅している電灯など）は、基本的に全て
の箇所の修繕が終了した後、次期指定管
理者に引き継ぐとの認識で宜しいでしょ
うか？
※仮にそうでない場合、現時点での不具
合箇所の修繕予定を教えて下さい。

指摘のあった現状の不具合について
は、現指定管理者にて修繕を行う予定で
す。

24 糸満 指定管理料が令和3年度44,489千円か
ら令和5年度上限額42,347,800円と減額
となった理由を教えてください。

実績に基づき運営経費を算定したため
です。

3 



No. 施設 質問 回答
25 糸満 デマンド監視の詳細内容について下記

のご教示願います。
・監視方法は、PCメールによる通報のみ
でよいか。あるいは、下記のような対応
措置が必要でしょうか。
・デマンド超過をおさえるため、機器へ
接続し自動停止制御等の接続工事必要で
しょうか。
・上記で機器制御が必要な場合、どの機
器へ制御が必要か機器リストや図面等ご
提供願います。

現状は、ランプの点灯による通報と
なっています。また、自動制御装置は設
置していません。

監視方法については、指定管理者にお
いて変更することができます。

26 糸満 令和３年度の糸満青少年の家の利用者
実数を教えてください。

令和３年度の利用者実数は、10,534人
です。

27 糸満 令和３年度の当該施設の利用のべ人数
を教えてください。

令和３年度の利用者延べ数は、12,986
人です。

28 糸満 当該施設の保有備品の詳細を教えてく
ださい。

令和４年９月21～22日に教育庁生涯学
習振興課（県庁13階）で閲覧できます。

29 - 職員・職位ごとの給与標準額のような
ものはありますか。
例：所長＝標準額、事務長＝標準額、専
門職員＝標準額。所長は課長級の給与額
など。

ありません。指定管理者において、適
切な給与額を設定してください。

30 - 指定管理者の自主事業で、当該施設を
拠点とした事業を行う事は可能ですか。
例：不登校児に向けたフリースクールや
学習支援の拠点としての活用

拠点として事業を行うことはできませ
ん。

31 - 利用料金の減免で、障害者手帳所持者
等への利用料金減免などはありますか。

「沖縄県立青少年の家の設置及び管理
に関する条例施行規則」第４条第２項の
規定により、身体障害者手帳の交付を受
けている者等は、利用料金が免除となり
ます。

32 糸満 糸満青少年の家の宿泊受け入れの際の
コロナ感染対策はどのようにしています
か。

県の感染防止対策に準じ、各施設でマ
ニュアルを作成して対応しています。

33 糸満 糸満青少年の家の主催・自主事業は、
コロナ感染予防にどのように対応してい
ますか。

また、オンラインでの事業開催は行っ
ていますか。

県の感染防止対策に準じ、各施設でマ
ニュアルを作成して対応しています。

また、Wi-Fi環境が整っていないた
め、オンラインでの事業は行っていませ
ん。

34 - 食堂の運営を別業者に委託する場合、
指定管理者との連絡・調整はどのように
行っていますか。

個別の再委託先の連絡・調整方法につ
いては、各指定管理者にお任せしており
ます。

なお、食堂業務の再委託に当たって
は、再委託する業務の範囲や食数（利用
者がいる場合のみ食事の提供がある。）
等について、留意する必要があります。
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35 糸満 施設のバリアフリー対策はどのように

行っていますか。
各階の移動について、スロープ等は設

置されておらず、エレベーターで対応し
ております。

36 糸満 施設職員の研修の開催回数と開催内容
はどのようになっていますか。

指定管理者において、野外炊飯、テン
ト設営、その他必要に応じて、年２・３
回程度行っています。

37 糸満 施設職員の外部研修への参加の回数と
内容はどのようになっていますか。

年に２、３回スキルアップ研修に参加
しています。（社会教育主事講習B講習
など）

38 糸満 近隣の青少年の家との連携はどのよう
に行っていますか。

協働で実施する事業などは行っていま
すか。

県主催で、年１回の青少年施設研修会
や、年３回程度の定例連絡会を開催し、
情報共有を図っています。

協働で実施する事業は行っていませ
ん。

39 糸満 当該施設が所在する糸満市をはじめ近
隣の豊見城市・那覇市等の自治体や企業
とどのように連携を行っていますか。

市町村立学校や複数の福祉企業と共催
しています。

40 糸満 地域の公民館や社会教育施設・団体と
の連携はどのようになっていますか。

国立沖縄青少年交流の家と悪天候の際
の利用者の受け入れの連携をしていま
す。

41 糸満 適応指導教室や障害児支援施設との連
携はどのようになっていますか。

不登校児童対象に1泊２日の体験学習
を開催していましたが、コロナで開催で
きていません。

42 糸満 トイレや浴室等の改修予定はあります
か。

修繕については、現指定管理者で行い
ますが、改修については現在のところ予
定はありません。

43 糸満 宿直がある日と宿直がない日の参考シ
フトを教えてください。

令和４年９月21～22日に教育庁生涯学
習振興課（県庁13階）で閲覧できます。

44 糸満 当該施設では空調の稼働期間はどのよ
うになっていますか。

冷房の使用許可基準は、原則として室
温が28度を超える場合となっております
が、特別な理由がある場合は所長の判断
により使用を許可しております。
　使用許可時間は次のとおりです。
・宿泊室は午後８時～翌午前５時
・研修室は利用許可時間中
・その他事務室、食堂等は、所長が必要
と認める時間

45 糸満 当該施設による出前講座などは行って
いますか。

主催事業として、市町村立小学校が県
立高等学校を訪問し、体験活動を行って
います。

46 糸満 年間の主催・自主事業の計画は、当該
施設ではどのように作成していますか。
例：全職員で会議を行って作成している
など

　計画立案は、各団体に任せています。

47 糸満 過去３年間に用具貸し出しの実績はあ
りますか。

活動に伴い必要な用具の貸出を行って
おります。

48 糸満 当該施設において過去３年間のボラン
ティアスタッフの活動状況を教えてくだ
さい。

主催事業において、ボランティアを活
用しております（年数回、人手が必要な
場合。）。
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49 - 施設ホームページやパンフレットなど

は指定管理者の判断で作成することがで
きますか。または、教育委員会との協議
を要しますか。

指定管理者の判断で作成することがで
きます。

50 糸満 過去３年間で当該施設の職員はどの程
度入れ替わっていますか。

令和元年度以降、現在まで14人が退職
しております。

51 糸満 令和３年度の年間開所日数を教えてく
ださい。

　令和３年度の開所日数は298日です。
（令和３年度は新型コロナ緊急事態宣言
に伴う利用者受入停止の期間（５月23日
～７月11日、７月22日～９月30日）があ
りました。）

52 糸満 令和３年度の流動的な利用者の日数を
教えてください。

　把握しておりません。

53 - 業務仕様書の６施設等の維持管理に関
する業務のイに記載されている「電気主
任技術者を選任し」という職種は、専任
もしくは専門職員等が兼務可のどちらに
なりますか。

糸満青少年の家においては、専門業者
に外部委託しております。

54 糸満 野外炊飯場の食器等が置かれている倉
庫の入り口に「防火管理者」の表示があ
りました。防火管理者は専任もしくは専
門職員等が兼務可のどちらになります
か。

防火管理講習を受講した所長が兼務し
ております。

55 - 主催・自主事業において、指定管理者
が独自に助成金・補助金等を活用し、主
催・自主事業の予算として活用する事は
可能でしょうか。

原則として助成金・補助金等を活用し
て事業を実施することは可能です。

ただし、事業の内容により実施できな
い場合もありますので、事前に所管課と
調整が必要です。

56 - 施設の修繕について、指定管理者の判
断で修繕可・県との協議が必要という基
準額はありますか。

１件につき50万円（消費税及び地方消
費税を含む。)未満については指定管理
者の費用と責任において実施となりま
す。50万円以上は県の対応となります。

57 - 年間の利用人数はどの様に算出します
か。

応募者の事業計画の立案に関すること
ですので、回答は差し控えます。

58 - 備品購入について、指定管理者の判断
で購入可・県との協議が必要という基準
額はありますか。

備品購入については、指定管理者の判
断で購入可です。ただし、指定管理料で
購入した備品は県の所有に帰属します。

59 - 施設の保安警備について、宿泊者がい
ない場合には常時警備員を配置する必要
はありますか。

宿泊者がいない場合でも夜間警備が必
要です。

60 - 施設の職員配置の基準（１日何名以上
は必ず配置しなければならない）はあり
ますか。

ありません。指定管理者において、適
切に職員を配置してください。

61 糸満 糸満青少年の家の会計科目の「委託
料」の全ての内訳及び法定検査の再委託
先ごとの委託金額を教えてください（直
近３年分）。

委託料として支出した内訳について
は、別紙５のとおりです。

法定検査については、保守管理委託と
合わせて契約しております。
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No. 施設 質問 回答
62 糸満 年間のリネン料金及び消耗品の内訳が

わかる資料の公開をお願いします（2019
年から４年分）。

リネン料金については別紙６のとおり
です。

消耗品の内訳については、現指定管理
者の企業情報保護の観点より、非公開の
取り扱いとさせて頂きます。

63 糸満 2018～2021年度ごとの修繕内訳と金額
がわかる資料の公開をお願いします
（2019年から４年分）。

　別紙３のとおりです。

64 糸満 電気、ガス、水道、重油の年度ごとの
金額がわかる資料をお願いします（2019
年から４年分）。

　別紙６のとおりです。
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