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１  趣旨 

本仕様書は、奈良輪放課後児童クラブ第二の運営事業者が行う業務の内容及び

履行方法について定めることを目的とする。 

 

２  管理運営に関する基本的な考え方 

(1) 放課後児童クラブ運営指針（厚生労働省策定）に基づき管理運営を行うこと。 

(2) 奈良輪放課後児童クラブ第二の利用に際しては平等かつ公平な取扱いをす

ること。 

(3) 施設・設備の内容を十分に把握したうえで、すべての施設・設備を清潔かつ

その機能を正常に保持し、施設利用者に快適で安全な利用を供することができ

るよう適正な維持管理を行うこと。 

(4) 地域住民や利用者の意見等を真摯に受け止め、質の高いサービスの提供と施

設の利用促進を図るとともに、効率的な業務の執行により、施設の特性を最大

限活用できるよう創意工夫し、効果的な管理運営に努め、経費の節減を図るこ

と。 

(5) 個人情報の保護や各種法令等の遵守を徹底するほか、危機管理意識に基づく

健全かつ安全な業務の執行を図ること。 

 

３  施設の概要 

(1) 名称及び所在地 

奈良輪放課後児童クラブ第二 

袖ケ浦市奈良輪４２５番地１（袖ケ浦市立奈良輪小学校新設校舎２階） 

（2）開所時間及び開所日 

① 開所時間及び開所日については、児童の保護者の就労時間や小学校の授業

の終了時刻及び休業日、その他の状況等を考慮して定めること。 

② 開所時間については、小学校の授業の休業日は１日８時間以上、休業日以

外の日は１日につき３時間以上の開所を原則とする。 

③ 開所する日数については、１年につき２５０日以上を原則として、児童の

保護者の就労日数や小学校の授業の休業日、その他の状況等を考慮して定め

ること。 

④ 新１年生については、保育所との連続性を考慮し、４月１日より受け入れ

を行うこと。 

 

４  運営開始日 

令和５年４月１日 

 

５  運営期間 

令和５年４月１日から令和９年３月３１日まで（４年間） 
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６  法令等の遵守 

(1) 放課後児童クラブの管理運営にあたっては、本仕様書のほか、次の各項に掲

げる法令等を遵守すること。 

① 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

② 袖ケ浦市放課後児童クラブ運営費等補助金交付要綱（平成１７年告示第

４５号） 

③ 袖ケ浦市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例（平成２６年条例第１７号） 

④ 袖ケ浦市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱（平成２７年告

示第８６号） 

⑤ 袖ケ浦市放課後児童健全育成事業における放課後児童支援員の配置、保

育料その他の基準に関する要綱（平成２７年告示第５８号） 

⑥ 袖ケ浦市個人情報保護条例（平成８年条例第１５号） 

⑦ 袖ケ浦市情報公開条例（平成１１年条例第１号） 

⑧ 施設整備の維持管理及び職員の雇用等に関する関係法令 

⑨ その他関連法規 

(2) 運営期間中に上記法令等に改正があったときは、改正された内容を仕様と

する。 

 

７  業務内容 

運営事業者は、次の業務を行う。 

(1) 放課後児童健全育成事業の実施に関する事項 

① 放課後児童健全育成事業の実施に関し必要な業務 

ア）入所の要件 

利用できる児童は、本市に住所を有し、保護者が就労等により昼間家

庭にいないことにより、小学校の授業終了後等に適切な監護を受けるこ

とができない袖ケ浦市立奈良輪小学校に就学している１学年から６学年

までの児童とする。 

イ）事業の内容 

   ・放課後児童の健康管理、安全確保、情緒の安定 

   ・遊びの活動への意欲と態度の形成 

   ・遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと 

 ・放課後児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡 

   ・家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援 

   ・その他放課後児童の健全育成上必要な活動 

② 利用者に関する業務 

運営事業者は、放課後児童クラブを利用しようとする者及びその保護者

等の受付や面談、承認の可否、退所、連絡調整等の一切の手続きを行う。 
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③ 保育料等の収納に関する業務 

保育料等は、運営事業者の収入として収受し、適正な管理のもと最善の注

意を払うこと。なお、保育料等の額は、「袖ケ浦市放課後児童健全育成事業

における放課後児童支援員の配置、保育料その他の基準に関する要綱」に定

める額の範囲内とする。また、収受した保育料等については、帳簿を作成し

管理する。 

④ ①から③に掲げるもののほか放課後児童クラブの運営に関する事務のうち、

市長のみの権限に属する事務を除く業務 

(2) 施設管理全般に関する事項 

① 管理責任者及び防火責任者を配置すること。 

② 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。 

③ 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。

自然災害、防災、防犯、事故等の緊急非常事態時に備え、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、利用者の避難・救出そ

の他必要な訓練を定期的に実施すること。 

④ 施設から発生する廃棄物の発生抑制に努めるとともに、可能な限り資源化

していくなど、環境に配慮すること。 

(3) 施設及び設備の維持管理に関する事項 

① 放課後児童クラブの適正な運営のため、学校と調整の上、施設の設備に関

する保守管理業務を行うこと。 

業務 内容 頻度 備考 

建物維持管理 
日常巡視 

設備巡視点検 
毎日（休所日を除く）  

清掃業務 

通常清掃 毎日（休所日を除く）  

室内一斉清掃 ６回／年  

定期清掃 ４回／年 ワックス清掃等 

警備業務 機械警備 ２４時間 
警備業務 

非常異変時の措置 

② 施設、設備、備品等の維持管理に関すること。 

施設・設備の修繕の必要な箇所の早期発見に努めるとともに、修繕の必要

が生じた場合は、速やかに市及び学校に報告すること。 

修繕については、市がこれを行うものとする（ただし、運営事業者の故意

又は重大な過失によると認められる場合を除く）。 

なお、運営事業者はこれら修繕の内容を記録し、保存すること。 

(4) 個人情報保護及び情報公開 

運営事業者は、袖ケ浦市個人情報保護条例及び袖ケ浦市情報公開条例の規定 

を遵守し個人情報の適正管理及び情報セキュリティの保護に必要な措置を講 
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じなければならない。 

また、運営に係る管理業務に従事している者又は従事していた者は、その事

務に関して知り得た個人情報等をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使

用してはならない。 

(5) その他 

① 緊急時対策、防犯・防災対策に関する管理業務 

② 各種統計資料・環境調査等作成に関する業務 

 

８  その他指示事項等 

(1) 傷害保険、賠償責任保険に加入すること。 

(2) 建物の防火管理に努めること。 

(3) 市及び学校との連携・協力を図った運営を行うこと。 

(4) 利用者の安全のため、火災対策、防犯対策等について、連絡網及び初動体制

を整え、職員に周知徹底し、緊急時対応に備えること。 

(5) 個人情報保護の体制をとり、職員に周知・徹底を図ること。 

(6) 利用者の苦情等を適切に処理する体制や、意見・満足度を聴取する体制を整

え業務に反映させること。 

(7) 施設における廃棄物・事業ごみについては、適切に分別し合法的に処理する 

こと。 

 

９  職員配置等 

(1) 施設管理責任者（所長）を配置すること。 

(2) 放課後児童支援員の配置については、２人以上（１人を除き補助員に代える

ことができる）とし、「袖ケ浦市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例」及び「袖ケ浦市放課後児童健全育成事業における放課

後児童支援員の配置、保育料その他の基準に関する要綱」に準ずることとする。 

(3) 障がい児を受け入れる場合にあっては、必要な放課後児童支援員数で対応す

ることとする。 

(4) 放課後児童クラブの補助員には、都道府県等が実施主体となる放課後児童

支援員研修を、計画的に受講させることとする。 

 

１０  モニタリング 

運営事業者は、放課後児童クラブの管理運営業務の実施状況及び利用者や 地

域住民の声について、自ら監視・測定を行う。 

 

１１  秘密の保持 

運営事業者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしたり、自己の利益や不当な目

的に利用してはならない。運営を退いた後も、同様とする。 
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１２  事故の責任 

運営事業者は、利用者に対する支援の提供により事故が発生した場合は、速や

かに市及び学校、利用者の保護者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じな

ければならない。また、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに

行わなければならない。 

 

１３  責任分担 

運営期間内の主な責任分担については、別添「リスク分担表」を前提とし、こ

れ以外の責任分担に関する対応については、別途協議して定めるものとする。 

 

１４  委託 

(1) 運営事業者は、本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、市長の承認を得た場合は、

この限りではない。また、本業務の一部を委託する場合は、委託先及び契約金

額を市長に届け出ること。 

(2) 運営事業者が本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、全

て運営事業者の責任及び費用において行うものとし、本業務に関して運営事業

者が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用に

ついては、全て運営事業者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費

用とみなして、運営事業者が負担するものとする。 

 

１５  経理等 

(1) 袖ケ浦市放課後児童クラブ運営費等補助金交付要綱の規定に基づき、運営事

業者の申請に対し、市から補助金を交付する。補助金の交付額は、同要綱別表

に定める補助基準額、補助対象経費及び算定基準により算出された額とする。 

(2) 収受する保育料等については、運営事業者の収入とするが、経理については

他の収入と明確に区分できるようにすること。 

(3) 市長は管理の適正化を図るため、運営事業者に対して、当該管理に係る業務

又は経理の状況に関し報告を求め、調査し、又は必要な指示をすることができ

る。 

 

１６  備品 

市で開設時に準備した児童用ロッカーについては、無償で運営事業者に貸与 

する。 

 

１７  服務 

運営業務に従事する職員は、常に児童福祉事業の施設職員であることを自覚し行

動すること。 
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(1) 服装は、利用者が施設職員であることが分かるよう配慮すること。 

(2) 身だしなみ等は、利用者に不愉快を与えないよう清潔に保つこと。 

(3) 名札を着用すること。 

(4) 施設利用者に対する不快な行動、不公平な扱い、不法な行為は決してしない

こと。 

(5) すべての職員は、個人情報の取り扱いに十分留意し、その管理及び保護を厳

格に履行し、在職中、退職後も含めて知り得た個人情報を決して外部に漏らさ

ないこと。 

 

１８  運営事業者の引継ぎに関する事項 

運営事業者が変更となる場合は、年度の切り替えで利用者へのサービス低下と

ならないよう新旧の担当事業者は誠意をもって引継ぎを行うこと。 

(1) 運営事業者は運営期間の終了までに、運営開始日を基準として管理物件を

原状に回復し、市に対して管理物件を明け渡さなければならない。ただし、市

が認めた場合には、管理物件の原状回復を行わず、別途市が定める状態で管理

物件を明け渡すことができるものとする。 

(2) 事務引継ぎについては、相互に責任をもって行い、新年度からの管理運営に 

支障のないよう努めること。 

(3) スムーズに移行できるよう、職員の継続雇用及び備品の引継ぎ等に関して

配慮すること。なお、引継ぎにかかる経費については、運営事業者の負担とす

る。 

 

１９  事業の継続が困難となった場合の措置 

運営事業者は、業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合は、

速やかに市に報告しなければならない。その場合の措置については、次のとおり

とする。 

(1) 運営事業者の責めに帰すべき事由による場合 

運営事業者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合、又

はそのおそれが生じた場合には、市は運営事業者に対して改善勧告等の指示を

行い、期間を定めて改善策の提出及び実施を求めることができる。この場合、

運営事業者がその期間内に改善することができなかった場合には、市は運営事

業者の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。 

(2) 業務が停止された場合等の賠償 

前項により運営事業者の業務の全部若しくは一部が停止された場合、運営事

業者は、市に生じた損害を賠償しなければならない。 

(3) 不可抗力等による場合 

不可抗力その他市又は学校若しくは運営事業者の責めに帰することができ

ない事由により業務の継続が困難となった場合、市及び学校と運営事業者は、
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業務の継続の可否等について協議を行い、継続が困難と判断した場合、市は運

営事業者の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができるものとする。 

 

２０  業務を実施するにあたっての留意事項 

業務を実施するにあたっては、次の各項目に留意して円滑に実施すること。 

(1) 児童福祉事業の施設であることを常に念頭において、公平な運営を行うこと

とし、特定の利用者等に有利あるいは不利になる運営をしないこと。 

(2) 運営事業者が施設の管理運営にかかる各種規程・要綱等を作成する場合は、

市及び学校との協議を行うこと。 

(3) 各種規程等がない場合は、市の諸規程に準じて、あるいはその精神に基づき

業務を実施すること。 

(4) 児童福祉事業の施設管理者として、環境を阻害するものに対しては、適切に

対応し、近隣住民と協議すること。 

(5) 学校及び地域住民との申し合わせ事項のある場合はこれを遵守し、誠意を持

って対応すること。 

 

２１ 協議 

運営事業者は、この仕様書に規定するもののほか、運営管理業務の内容及び処

理等について疑義が生じた場合は、その都度市及び学校と協議し決定する。 



 

リスク分担表 

種 類 内 容 
負担者 

市 運営事業者 

法令等の変更 
施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更等に係るリスク ○  

運営事業者に影響を及ぼす法令変更等に係るリスク  ○ 

物価変動等 

急激なインフレ・デフレ、金利の変動及び公共料金の変動等に伴

うリスク 
 ○ 

国の主導する景気対策が直接的要因となった著しい物価変動に

伴うリスク 

協議事項 

利用料等の収入 

他施設との競合による利用者減及び収入減  ○ 

当初の需要見込みと異なる状況の発生  ○ 

政治 
首長交代、政策方針の転換、市の財政破綻等による運営の中止又

は変更、コスト増大のリスク 
○  

債務不履行 運営事業者の債務不履行による運営管理業務の破綻等のリスク  ○ 

住民・利用者対応 
運営事業者が適切に運営管理すべき業務に関する苦情・問題  ○ 

上記以外 ○  

施設・設備の維持管理 施設及び設備等の適正な維持管理  ○ 

施設・設備の補修 

施設及び設備等の修繕 ○  

上記にかかわらず運営事業者の故意又は重大な過失によると認

められる場合 

 ○ 

事故・火災等 

施設及び設備等の損傷（運営事業者の責めに帰する場合）  ○ 

上記以外 ○  

利用者への責任（運営事業者の責めに帰する場合）  ○ 

上記以外 ○  

利用者等への賠償 
運営事業者の責めに帰すべき事由により損害を与えた場合（求

償） 
 ○ 

施設の瑕疵責任 本施設の瑕疵により生じた損害 ○  

不可抗力 不可抗力を事由に生じた損害及び費用負担 協議事項 

事業終了時の費用 

運営期間が終了した場合又は期間中途における業務の廃止、若

しくは運営取消しによる運営事業者の撤収費用及び引継ぎに要

する費用 

 ○ 
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