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小清水町放課後子どもプラン運営業務委託仕様書 

 

１．趣 旨 

  この仕様書は、小清水町放課後子どもプラン（以下「事業」という。）について、小清水町放

課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例（以下「基準条例」という。）及び小

清水町放課後児童クラブ事業実施要綱並びに小清水町放課後子ども教室実施要綱に定めるも

ののほか、事業の運営業務についての仕様を定めるものとする。 

 

２．委託業務の内容等 

 （１）事 業 名  小清水町放課後子どもプラン運営業務委託 

          ※ 放課後子どもプラン（「放課後児童クラブ」・「放課後子ども教室の総称」） 

 （２）実施場所  斜里郡小清水町南町１丁目２２番５号  小清水小学校内 

 

３．委託期間及び準備期間 

（１）委託期間 令和 4年 4月１日から令和 9年 3月 31 日まで（５年間） 

（２）準備期間 プロポーザル方式により選考された受託者は、令和 4年 3月 31 日までに支援 

員の確保、指揮命令系統の確立、備品・施設等の確認等、前受託業者からの 

業務引継ぎを行う準備期間とする。 

 

４．開所日及び開所時間 

 （１）放課後児童クラブ 

   ①開 所 日 ・原則として月曜日から土曜日 

   ②開所時間 ・平 日    ：授業終了時から午後 6時まで 

         ・土曜日、臨時日：午前 8時から午後 6時まで 

   ③閉 所 日 ・日曜日 

         ・国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日 

         ・12 月 30 日から翌年の 1月 4日までの日 

（２）放課後子ども教室 

   ①開 所 日 ・原則として月曜日から金曜日 

   ②開所時間 ・平 日：授業終了から午後 6時まで 

   ③閉 所 日 ・土曜日、日曜日 

         ・国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日 

         ・12 月 30 日から翌年の 1月 4日までの日 

         ・休校日（長期休業日含む） 

   ④そ の 他 ・放課後子ども教室の休業日において、家庭の事情により特別に利用を必要 

とする児童については、放課後子ども教室の実施可能な範囲の中で利用す 

ることができるものとする。 

 （３）共通事項  ・開所日・閉所日及び開所時間において、町長が特に必要があると認める 
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ときは、これを変更することができる。 

  

  

５．利用対象児童等 

 （１）放課後児童クラブ ・・・保護者が就労等により日中家庭にいない小学 1年生から小学 3 

年生の児童 

 （２）放課後子ども教室・・・小学校に就学している児童 

 

６．職員の体制 

（１）事業に従事する放課後児童支援員は、基準条例第 10 条に定められた資格を有する者とす

る。 

 （２）常勤職員を 3 名以上配置し、うち放課後児童クラブ、放課後子ども教室それぞれにリー

ダーを配置するものとする。 

 （３）前項のリーダーを統括する統括責任者を配置し、統括責任者はコーディネーターと連携

を密に事業の運営を行うものとする。 

 （４）放課後児童クラブについては、概ね 40 人の児童に対し放課後児童支援員を 2人以上（う

ち 1人は資格要件を有さない補助員可）配置するものとする。 

 （５）放課後子ども教室の参加児童数に応じ、児童の安全に十分配慮した運営ができるよう、

職員を配置するものとする。 

 （６）地域の団体等による体験活動等のプログラムが開催される場合、プログラムが円滑に実

施されるよう職員を配置するものとする。 

 （７）特に支援や配慮が必要な児童が安心して事業に参加できるよう、保護者等と十分な情報

共有をするとともに、支援員を加配する等その対応に努めるものとする。 

 （８）配置する職員に研修を受講させるなど、職員の資質向上に努めるものとする。 

 （９）職員の採用に当たっては、関係法令を遵守するとともに、事業の趣旨を勘案し適切な資

質を有する者の採用に努めることとする。 

 

７．運営に関する基本的な事項 

 （１）事業の目的を十分に理解し、児童の健全育成や安全の確保を図るとともに子育て家庭の

保護者が安心して働ける環境づくりに資するよう運営を行うこと。 

 （２）利用者の心情に配慮し、きめ細かなサービスの提供に努めること。 

 （３）利用者の公平利用を確保し、公平・公正な運営を行うこと。 

 （４）町、学校、地域との連携を図り、適切に運営すること。 

 （５）効率的な運営を行い経費の節減を図ること。 

 

８．受託者が行う業務 

 （１）児童の健全な育成に関する業務 

   ①児童の健康管理 

      児童の健康状態については、学校・保護者と常に連携をとり、異常が認められる場 
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合は、保護者へ連絡するなど、状況に応じ適切な対応を行うこと。 

   ②安全の確保 

      事故の未然防止に努めるとともに、けがをした場合の応急処置や医療機関への連絡

体制などを整えること。また、火災・地震・不審者の侵入など緊急時の対応について

はマニュアル等を整備し、避難訓練の実施（年 1回以上）、学校、警察等との連携、安

全対策物品を常備するなど、安全の確保に努めること。 

   ③児童の遊びや生活の指導 

      児童の遊びや生活の指導を通して情緒の安定を図り、自主性・社会性を培うととも

に、季節に応じた行事や文化的イベント等を適宜実施し、感受性を育むこと。また、

スポーツ活動を取り入れ児童の体力向上にも努めること。 

   ④学習時間 

      学習の時間を設けること。 

 

 （２）事業の運営及び施設管理に関する業務 

   ①出欠席簿及び指導日誌の作成 

      児童の出欠状況を把握するとともに、指導日誌により日々の業務内容を記録し職員

間の引継ぎを円滑に行うこと。 

   ②年間・月間指導計画、勤務表の作成 

      ・年間指導計画は、年間目標、行事予定、開所日（休所日）を記載すること。 

・月間指導計画は、月間目標、開所日（休所日、行事）予定を記載すること。 

・勤務表は、適切な人員配置を行い作成すること。 

   ③施設、設備、備品の管理と環境整備 

      日常的に施設・設備の点検を実施し、備品の管理を適正に行うこと。また、安全対

策や危険箇所の事前把握、防犯対策を徹底すること。さらに、日頃から施設の清掃を

行い、適正な環境整備に努めること。備品の破損や施設・設備に修繕が必要になった

場合は速やかに町に報告すること。 

   ④児童虐待への対応 

      児童の状態や家庭の状況により、保護者に不適切な養育等が疑われる場合は、速や

かに町に報告し、各関係機関と適切な対応に努めること。 

   ⑤アンケートの実施 

利用者に対するサービス向上のため、利用者アンケートを年 1回以上実施すること。 

 

 （３）利用者対応に関する業務 

   ①利用者への説明会の実施 

      事業の運営を円滑に行うことができるよう、利用予定の保護者を対象に利用者説明

会を実施すること。 

   ②保護者との連携及び協力 

      運営においては、保護者との連携・協力を密に行うこと。また、保護者会の活動に

ついても連携及び協力をすること。 
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 （４）その他事業の運営に必要な業務 

     前項までに掲げる事項以外に、事業の適正な管理及び運営上、必要な業務があるとき

は、町と協議の上実施すること。 

 

 （５）書式の整備と適正な管理 

     受託者は、次に掲げる書式を整備し、適正な管理を行うこと。 

① 児童台帳 

② 児童出欠席簿 

③ 職員の出勤簿 

④ 指導日誌 

 

９．法令等の遵守 

  事業の運営に当たっては、関係法令及び条例等を遵守しなければならない。 

  業務委託期間中、関係法令等に改正があった場合は、改正された内容を仕様とする。 

 

10．貸付備品等 

  備品及び施設に備え付けてある事務用品、その他教材等は無償で貸与する。 

 

11．業務または費用等の分担区分 

  別表１～３のとおり 

 

12．各種報告書の提出 

 （１）委託契約後、速やかに年間事業実施計画書を提出すること。 

 （２）委託契約後、速やかに職員名簿、職員履歴書（写）を提出すること。変更及び一時的 

な交替・増員等の場合も同様とする。 

 （３）毎月の事業実施計画書及び職員勤務計画書を前月 25 日までに提出すること。 

 （４）毎月の事業終了後、事業実施報告書及び職員勤務報告書を翌月 10 日までに提出する 

こと。 

 （５）会計年度終了後、30 日以内に事業完了報告書及び収支報告書を提出すること。 

 （６）受託者が物品を施設内に搬入する場合は、事前に書面にて町へ報告し了承を得ること。

ただし、搬入した当日中に搬出する場合を除く。 

 

13．会計書類の整備 

  受領した委託料について適正な経理を行うとともに、常に委託料の出納状況を明らかにした

帳簿・証書類等を備え、町の指示があった場合には提示すること。なお、当該帳簿・証書類等

については、会計年度終了後、10 年間保存すること。ただし、本契約を解除した場合又は委託

期間が終了し、引き続いて契約を継続しない場合は、町で保存することとする。 
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14．状況報告及び現地調査 

  町は、事業の運営状況について受託者に報告を求めることができるとともに、必要に応じて

現地調査を行うことができる。また、受託者はこれを拒むことができない。 

 

15．業務委託料の支払い 

 （1）委託料の支払いは月払いとし、1回の支払額は、委託料総額（年額）を 12 回で均等に分割

した額を履行の翌月に受託者からの請求により支払うものとする。 

 （2）町は、請求書を受理した日から 30 日以内に委託料を支払うものとする。 

 

16．業務の一括委託の禁止 

  受託者は、運営業務の全部、又は業務の主たる部分を第三者に委託することはできない。た

だし、運営業務の一部については、町と協議の上、町が認めた場合は委託することができる。 

 

17．苦情等の対応 

  受託者は、事業の運営方法等について保護者等から苦情を受けた場合は、適切な対応を行い、

誠意ある解決を図るとともに、その内容及び結果等を町に報告すること。 

 

18．事故等発生時の対応 

 （1）事故等が発生したときは、直ちに適切な措置を講じるとともにその内容等を速やかに町に

報告すること。 

 （2）事故等の発生に対し、速やかに事故の原因等を究明し、今後の対応策と併せて町に報告す

ること。 

 

19．連絡調整会議 

  受託者は、事業の円滑な運営を期するため、定期的に統括責任者を中心とした連絡調整会議

を開催するものとする。また、本会議には町の担当者も参加するものとする。 

 

20．労働安全衛生 

  受託者は、職員の安全衛生の確保及び改善を図り、快適な職場環境の確保を図ること。 

 

21．危機管理等について 

 （1）感染症や食中毒予防のため、十分注意して衛生管理に努めるものとする。 

 （2）非常災害等で事業が運営できないなどの事態が発生又は予想される時には、直ち 

にその状況を町に報告すること。 

 

22．損害賠償 

  次に掲げる事項に該当し、その結果、町に損害を与えたときは、受託者は町に損害を賠償し

なければならない。 

 （1）故意または過失により、児童や保護者等にけがを負わせたとき。 
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 （2）故意または過失により、設備・備品等を損壊、紛失又は遺棄したとき。 

 

23．個人情報の取扱い及び守秘義務 

 （1）受託者は、運営業務を通じて取得した個人情報について、その取扱いに十分留意し、個人

情報を保護するために必要な措置を講じるものとする。 

 （2）業務上知り得た情報を第三者に漏洩及び自己の利益のために使用することはできない。委

託業務終了後も同様とする。 

 

24．情報公開 

  町民の知る権利の尊重と説明の義務について、小清水町情報公開条例に基づき必要な措置を

講じなければならない。 

 

25．委託契約の解除 

  町は、受託者が行う運営業務の適正を期すため、次に掲げる事由に該当する場合には、委託

契約を解除し、又は期間を定めて運営業務の全部または一部の停止を命じることができる。 

 （1）受託者が、町が行う報告の要求、現地調査又は必要な指示に従わないとき。 

 （2）受託者による運営を継続することが適当でないと町が認めたとき。 

 

26．業務の引継ぎ 

  委託期間が満了し、又は委託契約を取り消されたときは、速やかに事業の運営に関する事務

を整理し、町と町が指定する者に対して業務の引継ぎを行うこと。特に必要なデータ等は遅滞

なく提供することとし、運営に必要な事項に関しては遺漏がないよう十分留意すること。また、

受託者が持ち込んだ物品等はすべて撤去し、受託前の状態に復旧すること。 

 

27．協議 

  受託者は、この仕様書に規定するもののほか、受託者の業務の内容及び処理について疑義が

生じたときは、町と協議して決定するものとする。 

 

28.その他 

 （1）ボランティアの活用及び各種研修生の受け入れについては、町の要請に従い、可能な限り

対応すること。 

 （2）受託者の独自事業により必要となる備品等の購入は、受託者で負担すること。 

 （3）受託者の責めに帰すべき事由による、利用対象児童の利用中の傷害に対する賠償請求につ

いては、受託者において対応すること。 

 （4）アレルギー体質の児童に対して、保護者と事前に相談し十分な対策を講じること。 
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（別表１）業務分担区分 

項目 業務内容 受託者 町 

事業全般 事業運営の総括 〇  

 指導日誌（出席簿・利用状況）の記録 〇  

 関係機関との連携調整 〇  

 上記の確認  〇 

指導計画書の作成 年間及び月間指導計画の作成 〇  

 利用者スケジュールの管理 〇  

 上記の確認  〇 

利用申請等の手続き 新規募集の案内 〇  

 利用申請書の受理  〇 

 利用申請書の審査  〇 

 利用決定の通知  〇 

 利用者説明会の実施 〇  

 利用内容変更届の受理  〇 

 利用中止届の受理  〇 

 上記の確認  〇 

消耗品の購入等 消耗品の発注 〇  

 消耗品の荷受けと検収 〇  

 消耗品代金の支払い 〇  

 上記の確認  〇 

職員の採用・労務管理 職員の募集採用及び配置 〇  

 職員の出退勤管理 〇  

 給与等の支払い 〇  

 職員の資質向上のための研修実施 〇  

 職員の健康管理 〇  

 上記の確認  〇 

安全管理・施設管理 施設内の清掃 〇  

 事業実施施設内外の点検 〇  

 施設・設備の簡易な修繕 〇  

 上記の確認  〇 

その他 研修等への参加 〇  

 各種行事への参加 〇  

 連絡調整会議の開催 〇  

 保護者あて各種文書の配付 〇  

 利用者アンケートの実施及び集計分析 〇  
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 事故発生時の対応 〇  

 苦情処理の対応 〇  

 上記の確認、協力、指示  〇 

 

 

 

（別表２）費用分担区分 

項目 業務内容 受託者 町 

報償費 各種イベントに係る団体・講師等 〇  

需用費等 保育消耗品・施設管理用消耗品 〇  

 光熱水費（電気・水道）  〇 

 食糧費（麦茶等） 〇  

 コピー料（用紙及びトナー代）、写真現像代 〇  

 コピー機リース料 〇  

修繕料 施設・備品等で受託者に過失があるもの 〇  

 上記以外の施設・備品等の修繕、営繕  〇 

通信運搬費等 郵便料 〇  

 電話料・インターネット回線料 〇  

保険料 児童に対する傷害・賠償責任保険料 〇  

 設備の構造上の瑕疵による損害  〇 

その他 職員に対する経費（研修参加費等） 〇  

 備品等の買い換え  〇 

 

 

 

（別表３）リスク分担区分 

項目 業務内容 受託者 町 

税制改正 
消費税など管理業務に直接影響を与える税

制の変更によるもの 
 〇 

法令の変更 
管理業務に直接影響を与える法令等の変更

によるもの 
 〇 

 


