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沖縄県有地管理処分等業務委託企画提案公募要領 

 

 

 この要領は、沖縄県管財課が管理する普通財産（土地）のうち、民間への貸付地約 1,060件（約

140,000㎡）について、売払い及び管理等を事業者に委託するため、これに係る企画提案を広く

公募し、総合的な審査により事業者を決定するために必要な事項を定める。   

      

１ 公募事項 

 (1) 件名 

    沖縄県有地管理処分等業務委託 

 (2)  委託財産 

    委託する財産は、管財課所管の普通財産（土地）とする。ただし、業務委託後の事情により、

委託財産の一部を除外し、又は新たな委託財産を加えることがある。 

 (3)  業務対象地域 

    ①  南部地域：那覇市、糸満市、八重瀬町、南風原町、与那原町 

    ②  中部地域：浦添市、宜野湾市、西原町、北谷町、嘉手納町 

    ③  北部地域：本部町 

 (4)  業務内容 

    業務対象地域内に所在する普通財産の管理処分に関する契約等の業務 

①  売払いに係る業務 

②  土地賃貸借契約更新業務 

③  増改築等の承認に係る業務 

④  借地権譲渡の承認に係る業務 

⑤  相続に伴う承継申請の承認に係る業務 

⑥  借地権譲渡及び承継以外の一部変更手続きに係る業務 

⑦  解約に係る業務 

⑧  売払推定価格等の計算業務 

⑨  一般貸付地のパトロール業務 

⑩  窓口業務（その他の一般管理業務）  

⑪ 以上のほか①～⑧の業務に附帯する業務 

 (5)  業務上の留意事項  

     ①  県からの委託業務であることから、公平・公正性を旨として業務に当たらなければなら

ない。 

     ②  委託業務の実施にあたっては沖縄県関係規則等に則って行わなければならない。 

 (6)  委託期間 

    契約締結日（令和４年４月１日）から令和７年３月３１日（予定）までとする。ただし、委

託額の上限額を超過することが予想される場合は、途中で打ち切ることがあるものとする。 
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(7)  委託額の上限額 

            ７３，１１３，０００ 円（消費税及び地方消費税含む。）とする。 

年度 年間限度額（円） 

令和４年度     ２２，２７５，０００ 

令和５年度  ※１ ２８，５６３，０００ 

令和６年度     ２２，２７５，０００ 

３ヶ年合計     ７３，１１３，０００ 

 

※１ 令和４年度末、平成５年に締結した契約約 500件が更新の時期（契約期間 30年）を迎える。

契約更新業務に係る委託料について、令和５年度に支払いを見込んでいるため、令和４年及び６年

度より金額が増となっている。 

 

※令和４年度開始前の事前準備手続きであり、予算成立後に効力を生じる。 

※同予算が成立しなかった場合には、令和４年度に係る本業務の委託手続きを停止、変更または、 

中止することがある。 

 

２ 応募者に必要な要件 

 (1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及び第２項に規定 

する者に該当しないこと。 

(2)  会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てをしていない者又は民

事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者。（ただし、

会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の

申立てをした者で、手続開始の決定がなされた後において競争参加資格の再認定を受けている

者を除く。）  

 (3) 沖縄県知事から指名停止の措置を受けていない者であること。 

(4)  税の滞納がないこと。 

(5)  申込受付期間の最終日の属する月の初日を基準日として、基準日前５年以内に監督処分を

受けていない者であること。 

 (6)  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第２号に

規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者に該当しないこと。 

(7) 社会保険（労働保険、健康保険及び厚生年金保険）に加入する義務がある者については、

これらに加入していること。 

(8) 雇用する労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払っていること。 

(9) 労働関係法冷を遵守していること。 

(10)  沖縄県内に本店、支店又は営業所を有していること。 

(11) 上記(7)に加え、南部地域（浦添、与那原以南の市町村）、中部地域（南部及び北部地域以
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外の市町村）、北部地域（恩納村、金武町以北の市町村）の各地域に１箇所以上の本店、支

店又は営業所を有し、業務内容に円滑な対応ができる運営体制を有すること。 

(12) 宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）第３条第１項の規定による免許を受けて

いる者であること。 

(13) 過去２年以内に売買金額 1,000 万円以上の不動産売買の仲介に関する実績を５回以上有し

ていること。 

(14)  公募説明会において、管理処分等業務の概要等の説明を受けた者であること。 

(15) グループでの公募参加について 

① 単独で業務が担えない場合は、業務対象地域内において業務を適正に遂行できる複数の者

で構成されるグループ（以下「公募参加グループ」という。）で参加することができる。 

この場合、公募参加グループの構成者のうち１者がグループの代表者となり、提案書の提

出及び公募参加手続きを代表者の名前で行うものとする。また、公募参加申込みに当たって

は、「公募参加グループ結成に関する協定書（様式６)」を作成し、併せて提出すること。 

    また管理処分等業務の実施に当たっては、公募参加グループの代表者が責任をもって県と

の連絡調整を行うとともに、公募参加グループの構成者も定期的に県と連携を図り、円滑か

つ迅速な業務を実施すること。 

    なお、公募参加グループの構成者となった者は、本公募に参加する他の公募参加グループ、

若しくは単独で公募に参加することはできない。 

② 代表者は上記(1)から(10)及び(14)までの全ての要件を満たすこととし、グループ構成者

は、上記(1)から(9)までの全ての要件を満たすこと。なお、上記(12)及び(13)については、

「公募参加グループの中のいずれか１者以上が満たすこと」で可とする。 

 

３  企画提案公募説明会について 

次のとおり公募説明会を開催しますので、応募者は「企画提案公簿説明会参加申込書（別紙

１）」を申込期間内に次の場所に提出してください。（※公募説明会への参加が応募の一要件

となっています。） 

(1) 会  場 沖縄県那覇市泉崎１丁目２－２ 

       沖縄県庁舎７階 第４会議室 

(2) 日  時 2022年 2月 24日(木) 午前 10時～11時 

  (3) 申込期間 2022年 2月 14日（月）から 2月 22日（火） 午後５時まで 

  (4) 提出方法 ＦＡＸ、電子メール又は郵送により提出すること。  

  (5) 提出場所 下記 13の問い合わせ先 

 

４ 公募要領等の配布  

  (1) 配布期間  2022年 2月 15日（火）から 2月 22日（火）まで（土日祝日を除く。） 

                  午前９時～正午 及び 午後１時～午後５時まで 

  (2) 配布場所  下記 13の問い合わせ先  

   ※ 公募要領等は、沖縄県ホームページ管財課のページからも入手可能。 

    ホームページアドレス http://www.pref.okinawa.jp/site/somu/kanzai/ 

http://www.pref.okinawa.jp/site/somu/kanzai/
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５ 質問事項の受付及び回答  

  (1) 受付期間  2022年 2月 22日（火）から 2月 28日（月） 午後５時まで  

  (2) 提出方法 ＦＡＸ又は電子メールにより提出すること。（様式は任意）  

  (3) 回  答 質問に対する回答は、質問受付後、３日後程度(閉庁日を除く)を目安に 

沖縄県管財課のホームページにて公表する。 

 

６ 企画提案書の提出 

  (1) 提出期間 2022年 2月 28日（月）から 3月 4日（金）まで（土日祝日を除く。）の 

                  午前 9時～正午 及び 午後１時～午後 5時まで 

(2) 提出場所 下記 13のとおり 

   (3) 提出方法 持参又は郵送（期間内に必着） 

 

７ 応募の無効 

  次のいずれかに該当する場合は、応募を無効とする。 

  (1) 応募要件を満たしていない者が応募したとき。 

  (2) 提出期間の期限後に書類が提出されたとき。  

  (3) 提出書類に虚偽の内容を記載したとき。 

  (4) 審査の公平性に影響を与える行為があったとき。 

  (5) その他応募に関する規定に違反したとき。 

 

８ 応募に際しての留意事項 

  (1) 複数の応募をすることはできない。  

  (2) 応募後の提出書類を書換え又は引換えすることはできない。  

  (3) 応募後の提出書類は、理由の如何を問わず返却しない。  

  (4) 応募者は、企画提案書の提出をもって、公募要領等の記載内容に同意したものとする。 

 

９ 提出書類 

(1) 企画提案書  様式１  ※「提案書作成要領（別紙２）」に基づき作成すること。 

※ 提出部数：正本１部、副本５部の計６部 

   (2) 法人登記簿（履歴事項全部証明書） 

   (3) 宅地建物取引業免許証の写し 

(4) 納税証明書(その３の３「法人税」及び「消費税及び地方消費税」について) 

(5) 役員名簿  様式２ 

   (6) 誓約書 様式３ 

   (7) 取引実績表 様式４ 

   (8) 宅地建物取引業法第９条の規定による変更の事実があり、免許を受けた国土交通大臣又は

知事に届出を行っていない場合は、変更の内容を記載した書面 

   (9) 見積書 様式５ 
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    (10) 公募参加グループに関する協定書 様式６ ※グループで参加する場合のみ 

    

    

10 選定方法等 

   (1) 審査方法  

      ①  応募された企画提案書について書面審査により選定する。なお、必要があると認める

ときは、企画提案書の内容について応募者から聞き取りし、又は必要な書面の提出を求

めることがある。  

      ②  審査は、数名の審査員の評価点の合計で行う。 

   (2) 審査項目及び配点 （100点満点） 

      ①  業務執行体制（配点 40点） 

     イ 従事予定者の配置 

     ロ 従事予定者の資格等 

     ハ 従事予定者の取引実績 

     ニ 事務処理の体制（営業所等） 

     ホ 委託初年度の体制 

     ヘ 緊急時の対応や連絡体制 

② 業務の実施計画及び進捗管理手法等（配点 40点） 

 イ 売払いに係る業務等（その他の委託業務含む） 

 ロ 窓口業務（その他一般管理業務） 

③ 取引実績（配点 15点） 

④ 見積書の割引率（配点 5点） 

 (3) 最優秀提案者の選定  

       審査により、最も優秀と認められる者を１者選定する。なお、最優秀提案者が契約を締

結しないときは、次順位者を最優秀提案者とすることがある。 

   (4) 委託業者の決定 

     最優秀提案者として選定された者を委託業者として決定する。 

   (5) 審査結果の通知等 

     審査結果については、委託業者の決定後に、応募者に書面で通知するとともに、審査結果 

及び委託業者名について、県のホームページへの掲示により公表する。 

 

11 その他の留意事項 

   (1) 応募に係る費用は、応募者の負担とする。 

   (2) 提出書類は、審査会の検討のための必要に限り複写して使用する。 

   (3) 最優秀提案者として選定されなかった場合の非選定理由については、審査結果の通知が到

達した日の翌日から起算して５日以内に書面により説明を求めることができる。 

 (4) 応募に係る情報は、応募要件の確認に使用する。 

   また、沖縄県情報公開条例（平成 11年 12月沖縄県条例第 55号）に基づく開示が実施される

ことがある。 
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12 スケジュール 

  公募、選定及び契約等は、以下の日程で行う。 

①2022年 2月 15日(火)    公募要領配布開始(2月 22日まで) 

  ②2022年 2月 22日(火)    質問事項の受付開始(2月 28日まで) 

                  質問受付後、３日後程度(閉庁日を除く)を目安に回答 

                企画公募説明会参加申し込み〆切り 

            （※公募説明会への参加が応募の一要件となっています。） 

  ③2022年 2月 24日(木)   企画提案公募説明会  

④2022年 2月 28日(月)     企画提案書の提出(3月 4日まで) 

  ④2022年 3月中旬頃    企画提案書の審査 

  ⑤2022年 4月１日     業務委託契約・審査結果の公表 

 

 

13 問い合わせ先 

  沖縄県那覇市泉崎１丁目２－２ 沖縄県 総務部 管財課（県庁舎５階） 

  電 話 ０９８－８６６－２１０６ ＦＡＸ ０９８－８６６－０２４６ 

  メールアドレス aa008001@pref.okinawa.lg.jp 

  ホームページアドレス http://www.pref.okinawa.jp/site/somu/kanzai/ 
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