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 庄原市立西城保育所（以下「保育所」という。）の指定管理者が行う業務の内容及び管理運

営基準とその範囲等は、この仕様書による。 

 

 

第１ 趣旨  

 本仕様書は、保育所の指定管理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。 

 

 

第２ 管理運営に関する基本的な考え方   

 指定管理者は、次に掲げる項目に沿ってその管理運営を実施すること。 

 なお、市は施設の設置者として、必要に応じて指定管理者に対して指示等を行う。 

 

１ 業務の遂行に関しては、保育所に係る法令等を遵守すること。特に下記の法令等に留意

すること。また、保育所の運営に関する関係通達等も遵守すること。 

  なお、指定期間中に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。 

 (１)地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号） 

 (２)児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号） 

 (３)児童福祉法施行令（昭和 23 年政令第 74 号） 

 (４)児童福祉法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 11 号） 

 (５)子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号） 

 (６)子ども・子育て支援法施行令（平成 26 年政令第 213 号） 

 (７)子ども・子育て支援法施行規則（平成 26 年内閣府令第 44 号） 

 (８)児童福祉施設の設置及び運営に関する基準（昭和 23 年厚生省令第 63 号） 

 (９)保育所保育指針（平成 20 年厚生労働省告示第 141 号） 

 (10)労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）等労働関係諸法 

 (11)消防法（昭和 23 年法律第 186 号） 

 (12)水防法（昭和 24 年法律第 193 号） 

 (13)個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号） 

 (14)児童虐待の防止等に関する法律（平成 12 年法律第 82 号） 

 (15)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年

法律第 27 号） 

 (16)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令（平

成 26 年政令第 155 号） 

 (17)児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 24

年広島県条例第３号） 

 (18)庄原市子どものための教育・保育に関する利用者負担等を定める条例（平成 27 年庄原

市条例第 21 号） 

 (19)庄原市子どものための教育・保育に関する利用者負担等を定める条例施行規則（平成

27 年庄原市規則第 13 号） 

 (20)庄原市保育所設置及び管理条例（平成 17 年庄原市条例第 116 号） 
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 (21)庄原市保育所設置及び管理条例施行規則（平成 27 年庄原市規則第 14 号） 

 (22)庄原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

（平成 26 年庄原市条例第 27 号） 

 (23)庄原市保育所等指導監査実施要領（平成 25 年庄原市訓令第３号） 

 (24)庄原市児童一時預かり事業実施要綱（平成 31 年庄原市告示第 49 号） 

 (25)庄原市病後児支援事業実施要綱（令和元年５月制定） 

 (26)庄原市保育の必要性の認定に関する要綱（平成 27 年庄原市告示第 54 号） 

 (27)庄原市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例（平成 17 年庄原市条

例第 53 号） 

 (28)庄原市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則（平成 17 年

庄原市規則第 50 号） 

 (29)庄原市個人情報保護条例（平成 17 年庄原市条例第 16 号） 

 (30)庄原市個人情報保護条例施行規則（平成 17 年庄原市規則第 18 号） 

 (31)庄原市情報公開条例（平成 17 年庄原市条例第 15 号） 

 (32)庄原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成 27 年庄原市条例

第 35 号） 

 (33)庄原市物品管理規則（平成 17 年庄原市規則第 49 号） 

 (34)その他関係法令 

 

２ 乳幼児（以下「児童」という。）の保育を提供し、その健全な心身の発達を図る拠点施設

として、家庭や地域との連携を図りながら保育所の効用を最大限に発揮し、児童が現在を

最も良く生き、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培う環境で、適切な管理運営を行う

こと。 

 

３ 公の施設であることを常に念頭において、平等利用の確保及び管理運営を図ること。 

 

４ 個人情報の保護を徹底すること。 

 

５ 利用促進及びサービスの向上を図るとともに、市民や保護者等の意見を管理運営に反映

させ、満足度向上を図ること。 

 

６ 利用者が常に安全かつ安心して施設の利用を図ることができるよう適切な管理運営を

行うとともに、効率的な管理運営で経費の縮減を図ること。 

 

７ 市及び関係機関並びに保護者等との連携及び協力を図ること。 

 

 

 

第３ 施設管理  

１  開所時間 

 保育所の開所時間は、午前７時 30 分から午後６時 30 分までとする。 
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 ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。 

 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管

理施設での開所時間を変更することができる。 

 

２ 開所時間の特例 

 市長は、保育所へ入所している児童の保護者の就労形態その他家庭の状況等により必要が

あると認める児童については、午後６時 30 分から午後７時 30 分までの間において開所時間

を延長することができる。 

 

３ 休所日 

 (１)日曜日 

 (２)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 

 (３)12 月 29 日から翌年の１月３日までの日 

 ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、別に休所日を定め、または休所日に開

所することができる。 

 また指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、別

に指定管理施設の休所日を定め、または休所日に開所することができる。 

 

４ 利用定員 

 利用定員は、次のとおりとする。 

     ０歳児       6 名 

     １歳児      12 名 

     ２歳児      12 名 

     ３歳児      15 名 

     ４歳児      15 名 

     ５歳児      15 名 

     合計        75 名 

ただし、年度中における保育に対する需要の増大への対応、児童福祉法第 24 条第５項また

は第６項に規定する措置への対応、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、こ

の限りでない。 

 

 

第４ 管理業務の範囲  

 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。 

 なお、業務の全部を第三者へ委託し、または請け負わせることはできない。 

 ただし、あらかじめ市の承認を受けた場合は、業務の一部を第三者に委託し、または請け

負わせることができる。 

 

１ 保育所の企画運営に関する業務 

 (１)児童の保育 

  ① 庄原市保育所設置及び管理条例施行規則第６条の規定に基づき、保育所への入所を
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承諾した児童に対し、必要な保育を行う。 

  ② 指定管理者は、保育の提供に当たって、児童福祉法または子ども・子育て支援法、そ

の他の関係法令及び関係通知を遵守する義務を負う。 

  ③ 保育内容は、他の保育所と同じ水準を維持し、さらに向上に努めること。 

  ④ 保育の提供に当たっては、「保育所保育指針」に基づいた保育を行い、健全で健康的

な発達・発育を促し、家庭養育の補完を行う。 

  ⑤ 地域の子育て支援のために当該保育所が主として利用される地域の住民に対してそ

の行う保育に関し情報の提供を行い、並びにその行う保育に支障がない限りにおいて、

乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、助言を行う。 

  ⑥ 指定管理期間中において、法令等の改正または関係通知があった場合においては、そ

の対応方針及び対応時期について、市と協議して対応すること。 

  ⑦ 保育の提供のほか、市が取り組む地域子ども・子育て支援事業の施策について、可能

な限り行わなければならない。 

  ⑧ 保育所における保育活動の一環として行う諸行事、その他の所外行事については、既

存の行事の継続性と保育サービス向上のため保育所の特性や保育士等の専門性を生

かした行事への取り組みに配慮しつつ企画し、行事計画をあらかじめ市へ届け出なけ

ればならない。 

 (２)保育の提供時間 

  通常保育の提供時間は、子ども・子育て支援法第 19 条第１項第２号または第３号に掲げ

る児童のうち保育必要量が１日当たり 11 時間までの児童（以下「保育標準時間児童」とい

う。）は、午前７時 30 分以降から 11 時間までとし、これらの号に掲げる児童のうち保育必

要量が１日当たり８時間までの児童（以下「保育短時間児童」という。）は、午前８時 30

分以降から８時間までとする。 

延長保育の対象児童は、入所を承諾する決定を受けた児童とする。ただし、市長が必要

であると認めたときは、別に延長保育の対象児童を定めることができる。 

延長保育の提供時間は、保育標準時間児童は、午後６時 30 分以降から１時間までとし、

保育短時間児童は、午前８時 30 分以前の１時間及び午後４時 30 分以降から３時間までと

する。 

(３)一時的な保育 

  家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児または幼児について、一時

的に預かり、必要な保育を行うこと。 

 (４)障害のある子どもの保育 

  障害のある子どもの保育については、一人ひとりの子どもの発達過程や障害の状況を把

握し、適切な環境の下で、障害のある子どもが他の子どもとの生活を通して共に成長でき

るよう、積極的に受け入れ、適切な対応を図ること。 

 (５)病後児支援事業の実施 

  病気の回復期にある児童（病後児）について、「庄原市病後児支援事業実施要綱」に基づ

き、専用の支援室で適切に保育すること。 

 (６)給食の提供 

 指定管理者は、給食業務の適正で円滑な運営を図るため、県の「保育所給食業務実施要

領」に則り、次に掲げる項目を遵守しなければならない。 
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 ① 保育所内の調理室を使用して給食業務を行うこと。 

 ② 保育所長のもとに給食責任者及び調理責任者を定め、給食について責任体制を明らか

にするとともに、給食打合せ会議等を通じて保育業務と連携が十分にとれる体制を確

立すること。 

 ③ 給食を通し、食育の視点をふまえた「食事摂取基準」に基づく栄養管理を行うことが

必要であり、子どもの性、年齢、発育・発達状況、栄養状態、生活状況等を把握・評価

し、児童に提供することが適当なエネルギー及び栄養素の量（以下「給与栄養量」とい

う。）の目標を設定するよう努めること。 

 ④ 給与栄養目標量の設定は、児童福祉施設における「食事摂取基準」を活用した食事計

画について（平成 22 年３月 30 日雇児発第 0330 第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭

局母子保健課長通知）による、次の給与栄養量を目安に、保育の提供時間や家庭での食

事等の子どもの生活状況の他、地域性や指定管理者の特性を十分勘案した上で給与栄

養量の割合を設定し、給食を提供すること。 

  ア 昼食：生活状況等に特段配慮すべき問題がない場合は、１日全体の概ね 1/3 とす

る。 

イ おやつ：発育・発達状況や生活状況に応じて１日全体の 10％～20％程度の量とす

る。 

ウ 保育所における給食形態は、３歳未満については、主食、副食、間食を含む完全給

食とし、３歳以上児については、主食を除く副食と間食の給食を行うものとする。た

だし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、３歳以

上児について完全給食とすることができる。 

エ 延長保育に伴い間食及び夕食を給与する際は、１日当たりの食事摂取基準の 10％

及び 25％程度を目安にする。 

 ⑤ 給食については、「日本食品標準成分表」を使用して栄養給与目標を満たす栄養計算

に基づいた献立を作成し、児童の栄養管理に努めること。また、保護者向けに給食の情

報提供を行うなど、食育の推進に努めること。 

 ⑥ 食材については、原則、国産品を使用し、不必要な食品添加物、着色料、遺伝子組み

換え食品やこれを原材料とした食品を使用しないこと。また、できる限り地元食材の使

用に努めること。なお、すべての食材について納入業者または購入元を明らかにしてお

くこと。 

 ⑦ 「庄原市衛生管理マニュアル」に基づき所内調理を行い、児童に対する食の安全を徹

底し、良質な給食を継続して提供すること。 

 ⑧ 市の「保育所における食物アレルギー対応マニュアル」に基づき、保護者及びかかり

つけの医師等の指導・指示の下に、適切な対応をすること。 

 ⑨ 児童に給食を提供する前には、必ず所長及び主任（不在の場合は所長が指定する職員

が行うこと。）による検食を行うこと。 

(７)児童の健康管理・衛生管理 

  ① 保育所入所児童に対して、児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関す

る基準を定める条例（平成 24 年広島県条例第３号）第 16 条の規定に基づき、利用

開始時の健康診断、少なくとも年に２回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学

校保健安全法（昭和 33 年法律第 56 号）に規定する健康診断に準じて実施するこ
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と。 

② 感染症及び食中毒が発生、またはまん延しないように、国の「保育所における感染

症対策ガイドライン」に則り、衛生管理を適切に実施し、感染症及び食中毒の予防に

努めること。 

③ 保育の提供を行っているときに児童の体調の急変が生じた場合やその他必要な場合

は、速やかに児童の保護者または医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなけ

ればならない。 

④ 保育所内は、常に整理整頓、清潔に努め、健康・安全管理を行うこと。 

⑤ SIDS（乳幼児突然死症候群）に対する知識を深め、その予防に努めること。 

⑥ 児童の健康状態について、必要に応じて嘱託医及びかかりつけ医師に相談の上、適

切に対応すること。 

⑦ 児童虐待の防止等に関する法律（平成 12 年法律第 82 号）の規定を遵守し、児童虐

待の防止及び虐待の早期発見に努め、必要に応じて市及び関係機関との連携を図るこ

と。 

⑧ 保育所内の服薬については、医師の指示書及び保護者からの薬の投与依頼票に基づ

いて行い、薬品の管理は、当該児童の担任保育士または看護師が適切に行うこと。 

 (８)保護者等への情報提供等 

  ① 保護者との間で日常的に児童の状況や育児に関する情報交換を行うこと。 

  ② ①の情報交換については、連絡ノート、送迎時の対話、園内の掲示などで、保育の内

容や子どもの様子などを知らせ、個々の育児相談等についても積極的に対応すること。 

  ③ 家庭の状況や保護者との情報交換の内容を必要に応じて記録することとし、特に０

～２歳児については、生活リズムを家庭・保育所で把握し、月齢や標準的な姿に合わ

せるのではなく、一人ひとりの発達過程を踏まえた上で、保育を展開すること。 

  ④ 子どもの発達や育児等について、保護者と共通理解を得るための機会を設けること。 

  ⑤ 「保育所だより」を毎月発行し、保護者への情報提供に努めること。 

  ⑥ ⑤に定めるもののほか、指定管理者は、児童福祉法第 48 条の３の趣旨を踏まえ、保

育について地域住民への情報提供に努め、理解を得て協力を依頼するなどの配慮をす

ること。 

  ⑦ 保育所の運営について保護者会と話し合いの場を設け、相互理解に努めること。 

 (９)教材の選定 

保育所において児童の保育のために使用する教材は、指定管理者が児童の保育効果の向

上に有効適切と認めるものでなければならない。 

 (10)保護者からの実費徴収 

  庄原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第

13 条第４項の規定による金銭の支払を求める際は、あらかじめ保護者に対して説明を行い、

同意を得なければならない。なお、保護者からの実費徴収は、会計を独立させること。 

 (11)苦情対応 

  ① 保護者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情解決責任者、苦情受付担当

者等による苦情受付の窓口を設置し、保護者に対して公表するとともに、苦情に対し

て必要な措置を講じなければならない。 

  ② 苦情を受け付けた際は、速やかに事実関係等を調査するとともに、苦情申出者との話
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し合いによる解決に努める。その結果、必要な改善を行う。 

  ③ 苦情内容及び苦情に対する対応、改善策について記録する。 

  ④ この他、庄原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例第 30 条の規定に基づき、迅速かつ適切に苦情解決を行わなければならない。 

(12)地域との連携 

  保育運営に当たっては、地域住民またはその自発的な活動等との連携及び協力を行う等

の地域との交流に努めなければならない。 

(13)連携施設としての協力 

  地域型保育事業所から連携施設として協力要請があった場合、次のとおり応じるものと

する。 

  ① 集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必要な相談、助言その

他の保育の内容に関する支援を行う。 

  ② 必要に応じて、代替保育（地域型保育事業所等の職員の病気、休暇等により保育を提

供することができない場合に、当該地域型保育事業者等に代わって提供する保育をい

う。）を提供する。 

  ③ 当該地域型保育事業者等により保育の提供を受けていた利用児童を、当該保育の提

供の終了に際して、当該利用児童に係る保護者の希望に基づき、受け入れて保育を提

供する。 

 

２ 施設及び附属設備等の維持管理に関する業務 

 (１)施設（敷地内を含む）の清掃 

  ① 施設及び敷地内について、良好な環境衛生、美観の保持に心がけ、施設としての安全

かつ快適な空間を保つために、日常及び定期的な清掃を実施すること。 

  ② 保育の支障にならないよう配慮して清掃業務を行うものとすること。なお、清掃の頻

度は、別表１「施設等維持管理基準」以上とすること。 

 (２)施設・設備の修繕 

  ① 施設・設備の修繕は、１件につき５万円（消費税及び地方消費税を含む。）未満であ

り、かつ年度協定書に定める予算の範囲内の修繕については、指定管理者の判断によ

り市からの指定管理料により実施するものとし、それ以外の修繕については、市と指

定管理者で協議の上実施するものとする。 

  ② 修繕箇所については、修繕前の状態、内容、費用等がわかる写真や図面等を添付した

報告書を作成し、市の指示があったときは提出すること。 

  ③ 修繕に係る費用は、年度末に精算するため、支払いに関する書類等は整理・保管して

おくこと。 

 (３)施設の維持管理 

   保育所の適正かつ効果的な運営のため、別表１「施設等維持管理基準」に係る業務を

行うこと。業務に当たっては、確実性、安全性及び経済性に配慮するとともに、正常に

機能しないことが明らかになった場合には適切に対応し、市へ報告すること。 

  ① 建築物保守管理業務 

   施設を適切に管理するため、日常的に点検を行い、清潔で美観を保持すること。 

   なお、管理者は、児童が施設を安全かつ安心して使用できるよう施設の管理に努め、
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建築物等の不具合を発見した際に速やかに市に報告すること。 

  ② 設備機器保守管理業務 

   施設内の施設、設備及び機械等の専門的な保守点検については、専門的職員の配置に

よる適切な点検実施または専門業者による外部委託により、適切な保守管理を実施す

ること。 

 (４)設備・備品の維持管理 

  ① 日常的に点検し、不具合により事故が起きないよう管理すること。 

  ② 備品の修繕及び廃棄等の処分を行う際は、事前に市と協議しなければならない。 

 (５)施設内（敷地内を含む）の警備 

  施設内及び敷地内を適宜巡回し、防犯及び防災に万全を期し、児童が安心して使用でき

る環境の確保を行うこと。なお、異常の発生に際しては速やかに対応できるよう体制を整

えること。 

 (６)その他市長が管理運営に必要と認める業務 

 

３ 計画書・報告書等の作成及び提出 

 (１)事業計画書 

  指定管理者は、市が指定する期日までに次年度の事業計画書を作成して市に提出するこ

と。 

 (２)事業報告書 

  指定管理者は、毎会計年度終了後に事業報告書を作成して市に提出すること。 

 (３)状況報告及び現地調査 

  市は、管理及び業務の状況等について指定管理者に報告を求めることができ、必要に応

じて実地調査を行うことができる。 

 

４ 関係機関との連絡調整 

 指定管理者は、施設管理及びサービス提供に必要な情報等を入手するため、関係機関との

連絡調整を図ること。 

 

５ 引き継ぎに関すること 

 指定管理者は、指定期間の満了または指定の取り消し等により、指定管理者でなくなる場

合には、次に施設を管理する指定管理者及び市に業務の引き継ぎを適切に行うこと。 

 なお、業務を引き継ぐ際は、円滑な引き継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を遅滞

なく提供すること。 

 

６ その他管理運営に必要と認められる業務 

 

 

第５ 管理運営体制  

 指定管理者は、管理運営業務に必要な業務執行体制を確保するとともに、適正な雇用形態

や勤務形態に基づく職員配置を行うこと。 

 管理運営に係る許認可、資格、法定業務は、別表２「管理運営に係る許認可、資格、法定
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業務一覧」のとおり。 

 

１ 職員配置 

 (１)保育所に次のとおり常勤職員を置くこと。 

  ① 所長    １名 

  ② 副所長   １名 

  ③ 主任保育士 １名 

  ④ 保育士   保育士配置基準の人数及び病後児支援事業専任保育士 １名 

【保育士配置基準】 

年齢区分 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 

児童：保育士 ２：１ ５：１ ５：１ 15：１ 20：１ 20：１ 

   ※保育士配置数の計算方法…上記の表から年齢区分ごとに必要な保育士数を算出し、

小数点第１位以下を切り上げた人数 

  ⑤ 調理員  調理員配置基準の人数 

【調理員配置基準】 

児童数 40 名以下 
41 名から 

150 名まで 
151 名以上 

調理員 １名 ２名 ３名 

⑥ 看護師  １名 

（２）保育所の栄養士業務を行う栄養士１名を置き、その形態は、次のいずれかとすること。 

  ① 当該保育所での常勤 

  ② 当該保育所の指定管理者が管理する他の施設等との兼務 

  ③ 市長が前記①又は②での配置が困難と認める場合であって、当該保育所で継続的に

提供する給食の食数が 80食以下とするときは、次のいずれか。 

   ア 当該保育所の調理員と兼務 

   イ 臨時、パート等 

   ウ 他の法人その他の団体への業務委託 

 (３)保育所に次のとおり非常勤職員を置くこと。ただし、当該保育所の指定管理者が管理

する他の施設等と兼務することができるものとする。 

  ① 嘱託医  １名 

  ② 嘱託歯科医  １名 

(４)保育士の配置に当たっては、３歳未満児クラスに保育士業務の経験豊富な職員を配置

するなど、年齢構成のバランスに留意すること。 

 (５)(１)に定める者のほか、市長が必要と認めた臨時保育士、その他の職員を置くことが

できる。 

 (６)(１)の規定にかかわらず、保育士に替えて短時間勤務（１日６時間未満または月 20 時

間未満勤務）の保育士を充てることができるものとし、その場合においては、「保育所

における短時間勤務の保育士の導入について」（平成 10 年 2 月 18 日児発第 85 号厚生

省児童家庭局長通知）に定めた基準を遵守すること。 

 (７)(１)の規定による職員に欠員が生じた場合は、直ちにこれを補充すること。 
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 (８)(１)から(６)までの規定による職員の氏名、保育士実務経験の年数等必要な事項につ

いて、あらかじめ市長に届け出ること。また変更があった場合においては、その都度

届出を行うこと。 

 (９)(８)の規定にかかわらず、指定管理者は、(８)の届出事項のうち、所長及び副所長に

ついては、指定期間中、原則として変更のないようにし、やむを得ず変更する場合に

は、原則として１ヵ月以上前に保育士実務経験の年数等がわかるものを添付し、市長

に届け出ること。 

 (10)延長保育及び一時的な保育については、保育士配置基準に基づく職員を配置し、その

半数以上は正規の職員とすること。 

(11)障害のある子どもの保育については、発達過程や障害の状況に応じ、障害のある子ど

も１名につき、（１）の保育士とは別に概ね保育士１名を配置すること。ただし、保育

士の配置は市長と指定管理者で協議し、決定するものとする。 

(12)食物アレルギーや離乳食等の調理対応のために調理員の加配が必要な場合は、市長と

指定管理者で協議し、決定するものとする。 

 (13)市が運行委託する保育所通所バスがある場合は、保育所通所バスから児童が降車、若

しくは乗車するまでは、当該保育所の職員が引き継ぐこと。 

 

２ 職員の資格 

 職員の資格について、次に規定する基準を遵守すること。 

 (１)所長は、児童福祉事業等に 10 年以上従事した者、またはこれと同等以上の能力を有す

ると認められる者で、他の施設と兼務せず、常時実際に保育所の運営管理の業務に専

従し、かつ有給であるものを充てる。 

 (２)副所長は、保育士資格を有し、保育士実務経験５年以上の者を充てる。 

 (３)主任保育士及び保育士は、保育士資格を有している者を充てる。 

 (４)保育士実務経験５年以上の保育士を、所長または副所長、主任保育士を含む全体の保

育士の３分の１以上配置すること。 

 (５)栄養士は、栄養士免許を有している者を充てる。 

 (６)看護師は、看護師免許を有している者を充てる。 

 (７)保育士実務経験の年数については、平成 31 年４月１日時点とする。なお、保育士資格

を有していれば、幼稚園における実務経験年数を保育士実務経験の年数に加えること

ができる。 

 

３ 職員研修等 

 (１)職員に対し、資質の向上を目指す目的で次に掲げる研修を行うこと。 

  ① 保育所内研修は定期的に行い、日常業務を通じた従業員教育（OJT）や経験保育士か

らの知識と技術を継承する研修を行う。 

   また、嘱託医、看護師、栄養士、調理員等を活用した保育所内研修を行う。 

  ② 保育所外研修は、中長期的な計画のもとに職員の派遣を行い、最新の保育知識と技術

を習得するための研修を行う。 

 (２)保育所の組織性や職員の意識を高め、保育の質の向上を図るため、保育内容の自己評

価を毎年実施し、公表すること。 
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４ 職員の健康管理 

 (１)全職員を対象とした健康診断を年１回以上実施すること。 

 (２)全職員を対象とした腸内細菌検査を年２回以上実施すること。 

 (３)(２)の規定に関わらず、調理員においては、腸内細菌検査を月２回以上実施すること。 

 

５ 職員の採用 

 (１)職員の採用等に当たっては、労働基準法等労働関係法令を遵守すること。 

 

第６ 危機管理  

１ 予防対策 

 (１)指定管理者は、庄原市地域防災計画に基づき、緊急時の対応、防災、防火対策等につ

いて、あらかじめ市と協議し、危機管理体制（非常災害対策計画、対応マニュアル及

び緊急連絡網等）を整備すること。 

 (２)防火管理者を定めるとともに、（１）に基づく訓練について、避難及び消火に対する訓

練等を月１回以上実施すること。 

 (３)食中毒の予防、伝染性疾患や感染症の予防に努めるとともに、市及び嘱託医、保健所

等と連携をとりながら衛生管理に努めること。 

 

２ 災害時の安全確保 

 (１)自然災害、人為災害、事故及びみずからが原因者・発生源となった場合等のあらゆる

緊急事態、非常事態、不測の事態があった場合は、遅滞なく児童に対する避難誘導等

の適切な措置を講じた上、市をはじめ関係機関に報告すること。 

 (２)停電時等における施設の復旧を遅滞なく行うこと。 

 (３)その他児童に対する対応に万全を期すること。 

 

３ 保険の加入 

 指定管理者の責に帰すべき事由により発生した損害については、指定管理者がその損害を

賠償する責任を負うこととなるため、指定管理者は、募集要項及び本仕様書に定めるみずか

らのリスクに対して十分な検討を行い、必要と判断されれば自己の責任と費用において適切

な範囲で保険等へ加入すること。 

 なお、市が加入する保険は次のとおりである。 

 また、指定管理者が行う自主事業は、市が加入する保険の対象外となるため、注意するこ

と。 

 Ａ 「独立行政法人日本スポーツ振興センター 災害共済給付」 

    医療費 

      保険診療の医療費総額の３割（療養に要する費用の算定額）の額に保険診療の

医療費総額の１割（療養に伴って要する費用）を加算した額の給付金を支給。 

ただし医療保険各法（健康保険、国民健康保険等）に基づく療養に要する費用

の額が 500点以上。保険外診療・交通費等は対象外。 

障害見舞金 
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      第 1級 37,700千円～第 14級 820千円 

（通学（園）中及びこれに準ずる場合は 1/2） 

死亡見舞金 

      28,000千円 

（運動等の関連なしに発症した突然死、突然死に準ずる場合及び通学（園）中

は 1/2） 

 

 Ｂ 「全国市長会 学校災害賠償補償保険」（３型Ｃ型） 

    賠償責任保険 

     身体賠償 

      １名につき  50,000千円 

      １事故につき 500,000千円 

     財物賠償 

      １事故につき 10,000千円 

    補償保険 

      死亡     1,000千円 

      後遺障害   40千円～1,000千円 

      入院     10千円～50千円 

    ※注意１：保険の内容については、協定締結時に変更となる場合がある。 

※注意２：独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付と、全国市長会学

校災害賠償補償保険は、給付調整がある。 

 

４ 事故発生の防止及び発生時の対応 

 (１)入所児童に対する保育の提供により事故が発生した場合は、速やかに市、当該児童の

家族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。 

 (２)前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 

 

 

第７ 自主事業  

１ 自主事業の実施 

 指定管理者は、指定管理業務とは別に、あらかじめ市の承諾を受けて、施設の利用促進や

サービス向上のため、保育所の設置目的に合致する範囲内で自己の責任と費用において、自

主的な提案事業（自主事業）を実施することができる。そのため、自主事業に係る経費につ

いては、指定管理料から経費を充当することはできない。 

 

２ 実施方法 

 自主事業は、一般の使用に支障のない範囲で実施するよう企画・立案し、市へ自主事業計

画書を提出し、あらかじめ市の承諾を受けたものについてのみ実施することができる。 

 なお、年度中途においても自主事業計画書を提出することができる。 

 また、年度終了後に自主事業の実施状況や収支実績等を記載した事業報告書を市に提出す

ること。 
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３ 経理処理 

 自主事業は、会計を独立させること。 

 

 

 

第８ 経費等  

１ 業務に係る経費 

 指定管理者は、市からの指定管理料をもって管理運営を行うものとする。 

 

２ 指定管理料 

 市は、指定管理業務に必要な経費を毎年度の予算の範囲内において、指定管理者に指定管

理料として支払う。 

 なお、指定管理料の具体的な金額や支払時期等については、市と指定管理者で協議の上、

協定で定める。 

 

３ 精算について 

 指定管理料における物件費のうち、別表５「物件費仕様及び精算項目一覧」に示す精算対

象の経費については、精算に関する実績報告書の提出後、単価及び実績に応じて過不足を精

算する。 

 児童数増減等に伴う人件費増減については、仕様書の職員配置基準に基づき、双方協議の

上精算する。 

 その他、人件費に応じて算定する一般管理費、精算対象でない経費に過不足が生じても原

則精算は行わない。 

 

４ 経理について 

 指定管理者は、指定管理業務にかかる経理とその他業務（自主事業や団体の固有業務等）

に係る経理を区分するとともに、当該業務に関する経費及び収入は専用の口座をもって管理

すること。 

 

５ 指定管理料の変更 

 原則として年度当初合意した指定管理料を変更しないものとする。ただし、指定期間中に

賃金水準または物価水準の変動により当初合意された指定管理料が不適当となったと認めた

ときは、相手方に対して通知をもって指定管理料の変更を申し出ることができるものとする。 

 

 

第９ 物品管理等  

１ 物品の管理 

 市の所有に属する物品は、庄原市物品管理規則に基づき適切に管理されなければならない。 

 

２ 物品の帰属 
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 指定管理者が、指定期間中に指定管理料により購入した物品は、市の所有に属するものと

する。 

 

３ 備品 

 指定管理者に貸与する備品については、別表３｢備品一覧｣のとおりとする。 

 

 

第 10 責任及びリスク分担  

 施設の管理運営に係る指定管理者と市との責任及びリスクの分担については、別表４「責

任及びリスク分担一覧」によるものとする。 

 

 

第 11 モニタリング等  

１ モニタリングの実施 

 市は、仕様書等に定めた業務等が履行されているか確認するとともに、利用者にとってよ

りよい施設とするために指定管理者が実施した業務を総括し、今後の指定管理業務の改善等

に資するため、モニタリングを実施する。 

 また指定管理者は、モニタリングに関連する報告書提出等を行うこと。 

 

２ 第三者評価 

 指定管理者は、利用者の立場に立ち、良質かつ適切な保育サービスを提供するよう、事業

運営上の具体的な問題点を把握し、改善に結びつける努力を行うとともに、少なくとも５年

に２回は第三者評価を受け、その情報を公開すること。その経費は指定管理者が負担するも

のとする。 

 

３ 業務の基準を満たしていない場合の措置 

 モニタリングの結果、指定管理者の業務が基準を満たしていないと判断した場合、市は指

定管理者に対して是正・改善を指示し、それでも改善が見られないなど業務継続が適当でな

いと認められたときは、指定の取り消しや業務の停止を命じることがある。 

 

 

第 12 情報管理  

１ 個人情報の取り扱い 

 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律及び庄原市個人情報保護条例の規定に準拠し、

本業務の実施に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及びき損等の事故の防止その他の個人

情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 

２ 守秘義務 

 指定管理者、本業務の全部または一部に従事する者は、本業務の実施によって知り得た秘

密及び市の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、または他の目的に使

用してはならない。指定期間が満了し、若しくは指定を取り消された後においても同様とす
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る。 

 

３ 情報公開 

 (１)指定管理者が直接業務を行うに当たり作成、または取得した文書で、指定管理者が管

理しているものの公開については、庄原市情報公開条例の趣旨に則り、指定管理者が別

途情報公開規程等を定め、積極的に公開すること。 

 (２)市は、庄原市情報公開条例の規定による情報公開請求に係る対象文書を保有していな

い場合、指定管理者に当該対象文書を提出するよう求めることができる。その場合、指

定管理者は、特段の事情がない限り、当該対象文書を市に提出しなければならない。 

 

 

第 13 その他留意事項  

１ 業務開始までに行う業務 

 指定管理者の候補者は、自己の責任と費用において、令和２年４月１日から円滑に施設の

管理運営に係る業務が遂行できるように、次の業務を行うこと。 

 (１)協定項目についての市との協議 

 (２)配置する職員等の確保、職員研修 

 (３)業務等に関する各種規定の作成、協議 

 (４)業務に必要な許認可等の取得 

 (５)現行の管理者からの業務引き継ぎ 

 (６)その他業務に必要な物品等の準備 

 

２ 業務開始前の取り扱い 

 指定管理者の業務開始までの期間に、指定管理者の候補者として選定された者または指定

管理者が、次の事項に該当するに至ったときは、指定管理者の候補者としての決定または指

定管理者の指定を取り消すことがある。 

 (１)資金事情の悪化等により、業務の履行が確実でないと認められるとき。 

 (２)著しく社会的信用を損なう行為等により、指定管理者としてふさわしくないと認めら

れるとき。 

 (３)庄原市議会により指定議案が否決されたとき。 

 

３ 業務開始後の取り扱い 

 指定管理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は、市は指定を

取り消すことができる。その場合、市に生じた損害は、指定管理者が賠償するものとする。 

 

４ 業務委託等 

 業務委託及び修繕等を行う場合は、可能な限り市内業者を優先すること。 

 

５ 納税義務 

 指定管理者は、消費税、法人税、法人事業税等の納税義務を負う場合があるので、納税に

関することは管轄の税務署や市等の関係機関に確認すること。 
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６ 監査 

 庄原市監査委員等が市の事務を監査するに当たり、必要に応じ指定管理者に対し、実地に

調査し、または必要な記録の提出を求める場合がある。 

 

７ 疑義 

 指定管理者は、この仕様書に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容及び処理等に

ついて疑義が生じた場合は、市と協議し決定するものとする。 



別表１

施 設 等 維 持 管 理 基 準

項　目 内　容 頻　度＜標準＞

共用部分 開所日以上・適時

敷地 開所日以上・適時

全館（窓清掃を含む） 年２回

植栽管理
除草・せん定・病害虫駆除・追
肥等

必要に応じて適時

巡回 開所日以上

発生及び進入の防止、駆除 必要に応じて適時

日常保守点検 開所日以上

定期点検 年２回以上

法定点検 年１回

日常保守点検 開所日以上

定期点検 必要に応じて

日常保守点検 開所日以上

定期点検 必要に応じて

日常保守点検 開所日以上

定期点検 年２回以上

日常保守点検 開所日以上

定期点検 年１回以上

水質検査 一般、レジオネラ菌 指定回数

日常保守点検 開所日以上

定期点検 毎月

日常保守点検 開所日以上

定期点検 月１回以上

修繕 施設・設備の修繕 必要に応じて適時

備品点検 日常保守点検 開所日以上

施設（敷地）警備 日常点検 開所日以上

施設名：庄原市立西城保育所

※上記以外に法律等で実施が定められているものは、その指定回数を実施すること。

施設設備総合巡視点検

自家用電気工作物

排水衛生設備

受変電設備

清掃
（日常的な整理整頓等、
定期的清掃）

消防設備

機械設備

空調機器

害虫駆除



別表２ 

管理運営に係る許認可、資格、法定業務一覧 

 

施設名：庄原市立西城保育所 

 

１ 管理運営のために必要な許認可 

 なし 

 

２ 管理運営のために必要な資格 

名 称 内 容 根拠法令等 備考 

防火管理者 施設等の防火管理業務の実施 消防法  

 

３ 管理運営のために必要な法定業務 

名 称 内 容 根拠法令等 備考 

防火管理業務 消防法に基づく「防火管理者」の指導のもとに実施すること 

消防法  

消防用設備点検報告

業務 

消防法に基づく「消防設備士」又は「消防設備点検資格者」

の資格を有するものが実施すること又は当該資格者を有する

者を雇用している法人等に委託すること 

電気工作物保守点検

業務 

電気事業法に基づく「電気主任技術者」の資格を有する者が

実施すること又は当該資格を有する者を雇用している法人等

に委託すること 

電気事業法  

警備業務 委託する場合は、警備業法に基づく登録業者に委託すること 警備業法  

 



別表３

備　品　一　覧

№ 品名 規格等 数量 備考

1 机 幼児用机 2 0歳児保育室

2 椅子 幼児用椅子 3 0歳児保育室

3 椅子 幼児用椅子 3 0歳児保育室

4 椅子 幼児用椅子 6 0歳児保育室

5 ベット 幼児用ベット 3 0歳児保育室

6 家電製品等 電気掃除機 1 0歳児保育室

7 家電製品等 食器乾燥機 1 0歳児保育室

8 家電製品等 レンジ 3 0歳児保育室

9 家電製品等 ポット 1 0歳児保育室

10 家電製品等 冷蔵庫 1 0歳児保育室

11 遊具(屋内) 乳幼児遊戯用具 1 0歳児保育室

12 収納 幼児用ロッカー 1 0歳児保育室

13 乳児用品 乳幼児遊戯用具 1 0歳児保育室

14 家電製品等 電子キーボード 1 0歳児保育室

15 家電製品等 電子キーボードスタンド 1 0歳児保育室

16 屋内備品 壁掛けゴムフックハンガー 1 0歳児保育室

17 家電製品等 CDラジオカセット 1 0歳児保育室

18 家電製品等 空気清浄機 1 0歳児保育室

19 電話機 一般電話機 1 0歳児保育室

20 検診用具 体温計 1 0歳児保育室

21 乳児用品 哺乳瓶消毒 2 0歳児保育室

22 乳児用品 消毒はさみ 2 0歳児保育室

23 乳児用品 ミルトン専用容器 1 0歳児保育室

24 時計 電波時計 1 0歳児保育室

25 家電製品等 デジタルカメラ 1 0歳児保育室

26 屋外備品 玄関マット 1 0歳児保育室

27 屋内備品 ゴミ箱 1 0歳児保育室

28 机 幼児用机 3 1歳児保育室

29 椅子 幼児用椅子 12 1歳児保育室

30 収納 幼児用ロッカー 1 1歳児保育室

31 乳児用品 乳幼児遊戯用具 1 1歳児保育室

32 収納 乳幼児一般用具 1 1歳児保育室

33 家電製品等 電子キーボード 1 1歳児保育室

34 家電製品等 電子キーボードスタンド 1 1歳児保育室

35 遊具(屋内) あらえるブロックベンチ 2 1歳児保育室

36 屋内備品 壁掛けゴムフックハンガー 1 1歳児保育室

37 家電製品等 CDラジオカセット 1 1歳児保育室

38 家電製品等 空気清浄機 1 1歳児保育室

39 電話機 一般電話機 1 1歳児保育室

40 検診用具 体温計 1 1歳児保育室

41 時計 電波時計 1 1歳児保育室

42 家電製品等 デジタルカメラ 1 1歳児保育室

43 屋外備品 玄関マット 1 1歳児保育室

44 屋内備品 ゴミ箱 1 1歳児保育室

45 机 幼児用机 3 2歳児保育室

46 椅子 幼児用椅子 12 2歳児保育室

47 家電製品等 電気掃除機 1 2歳児保育室

48 収納 幼児用ロッカー 1 2歳児保育室

施設名：庄原市立西城保育所

－　1　－



別表３

備　品　一　覧

№ 品名 規格等 数量 備考

施設名：庄原市立西城保育所

49 遊具(屋内) 乳幼児遊戯用具 1 2歳児保育室

50 収納 乳幼児一般用具 1 2歳児保育室

51 家電製品等 電子キーボード 1 2歳児保育室

52 家電製品等 電子キーボードスタンド 1 2歳児保育室

53 遊具(屋内) あらえるブロックベンチ 2 2歳児保育室

54 屋内備品 壁掛けゴムフックハンガー 1 2歳児保育室

55 家電製品等 CDラジオカセット 1 2歳児保育室

56 家電製品等 空気清浄機 1 2歳児保育室

57 電話機 一般電話機 1 2歳児保育室

58 検診用具 体温計 1 2歳児保育室

59 時計 電波時計 1 2歳児保育室

60 家電製品等 デジタルカメラ 1 2歳児保育室

61 屋外備品 玄関マット 1 2歳児保育室

62 屋内備品 ゴミ箱 1 2歳児保育室

63 机 幼児用机 4 3歳児保育室

64 椅子 幼児用椅子 17 3歳児保育室

65 家電製品等 電気掃除機 1 3歳児保育室

66 家電製品等 電子キーボード 1 3歳児保育室

67 家電製品等 電子キーボードスタンド 1 3歳児保育室

68 収納 乳幼児遊戯用具 3 3歳児保育室

69 マット 乳幼児一般用具 1 3歳児保育室

70 収納 幼児用ロッカー 1 3歳児保育室

71 遊具(屋内) 乳幼児遊戯用具 1 3歳児保育室

72 屋内備品 壁掛けゴムフックハンガー 1 3歳児保育室

73 家電製品等 CDラジオカセット 1 3歳児保育室

74 家電製品等 空気清浄機 1 3歳児保育室

75 電話機 一般電話機 1 3歳児保育室

76 検診用具 体温計 1 3歳児保育室

77 時計 電波時計 1 3歳児保育室

78 家電製品等 デジタルカメラ 1 3歳児保育室

79 屋外備品 玄関マット 1 3歳児保育室

80 屋内備品 ゴミ箱 1 3歳児保育室

81 机 幼児用机 4 4歳児保育室

82 椅子 幼児用椅子 17 4歳児保育室

83 家電製品等 電子キーボード 1 4歳児保育室

84 家電製品等 電子キーボードスタンド 1 4歳児保育室

85 収納 乳幼児遊戯用具 1 4歳児保育室

86 収納 幼児用ロッカー 1 4歳児保育室

87 遊具(屋内) 乳幼児遊戯用具 1 4歳児保育室

88 屋内備品 壁掛けゴムフックハンガー 1 4歳児保育室

89 家電製品等 CDラジオカセット 1 4歳児保育室

90 家電製品等 空気清浄機 1 4歳児保育室

91 電話機 一般電話機 1 4歳児保育室

92 検診用具 体温計 1 4歳児保育室

93 時計 電波時計 1 4歳児保育室

94 家電製品等 デジタルカメラ 1 4歳児保育室

95 屋外備品 玄関マット 1 4歳児保育室

96 屋内備品 ゴミ箱 1 4歳児保育室

－　2　－



別表３

備　品　一　覧

№ 品名 規格等 数量 備考

施設名：庄原市立西城保育所

97 机 幼児用机 4 5歳児保育室

98 椅子 幼児用椅子 17 5歳児保育室

99 家電製品等 電気掃除機 1 5歳児保育室

100 家電製品等 電子キーボード 1 5歳児保育室

101 家電製品等 電子キーボードスタンド 1 5歳児保育室

102 収納 乳幼児遊戯用具 1 5歳児保育室

103 収納 幼児用ロッカー 1 5歳児保育室

104 屋内備品 壁掛けゴムフックハンガー 1 5歳児保育室

105 家電製品等 CDラジオカセット 1 5歳児保育室

106 家電製品等 空気清浄機 1 5歳児保育室

107 電話機 一般電話機 1 5歳児保育室

108 検診用具 体温計 1 5歳児保育室

109 時計 電波時計 1 5歳児保育室

110 家電製品等 デジタルカメラ 1 5歳児保育室

111 屋外備品 玄関マット 1 5歳児保育室

112 屋内備品 ゴミ箱 1 5歳児保育室

113 調理機器 デジタル台秤 1 調理室

114 調理機器 移動台 1 調理室

115 調理機器 水切付一槽シンク 1 調理室

116 調理機器 検食用冷凍庫 1 調理室

117 調理機器 掃除用具入 1 調理室

118 調理機器 受渡戸棚 1 調理室

119 調理機器 パススルー冷凍冷蔵庫 1 調理室

120 調理機器 移動作業台 2 調理室

121 調理機器 器具消毒保管庫 1 調理室

122 調理機器 パススルー冷蔵庫 1 調理室

123 調理機器 作業台 1 調理室

124 調理機器 脇台 1 調理室

125 調理機器 三槽シンク 1 調理室

126 調理機器 ラック 1 調理室

127 調理機器 運搬車 1 調理室

128 調理機器 白衣保管庫 1 調理室

129 調理機器 シューズ保管庫 1 調理室

130 調理機器 台付一槽シンク 1 調理室

131 調理機器 IHジャー炊飯器 1 調理室

132 調理機器 IH炊飯器 1 調理室

133 調理機器 電気ミニフライヤー 1 調理室

134 調理機器 置台 1 調理室

135 調理機器 IHテーブル 1 調理室

136 調理機器 スチームコンベクションオーブン 1 調理室

137 調理機器 置台 1 調理室

138 調理機器 ブラストチラー 1 調理室

139 調理機器 器機消毒保管庫 1 調理室

140 調理機器 二槽シンク 1 調理室

141 調理機器 作業台 2 調理室

142 調理機器 移動シンク 1 調理室

143 調理機器 IHコンロ 1 調理室

144 調理機器 移動置台 1 調理室
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145 調理機器 台下戸棚 1 調理室

146 調理機器 フードプロセッサー 1 調理室

147 調理機器 テーブル型消毒保管庫 1 調理室

148 調理機器 電子レンジ 1 調理室

149 調理機器 台下戸棚 1 調理室

150 調理機器 スタッキングカート 1 調理室

151 調理機器 掃除用具入 1 調理室

152 調理機器 配膳戸棚 1 調理室

153 調理機器 台下冷蔵庫 1 調理室

154 調理機器 配膳戸棚 1 調理室

155 調理機器 上棚 1 調理室

156 調理機器 返却台 1 調理室

157 調理機器 ソイルドテーブル 1 調理室

158 調理機器 食器洗浄機 1 調理室

159 調理機器 クリーンテーブル 1 調理室

160 調理機器 移動作業台 1 調理室

161 調理機器 食器消毒保管庫 2 調理室

162 家電製品等 エアシャワー 1 調理室

163 調理器具等 トレー 15 調理室

164 調理器具等 トレー 80 調理室

165 調理器具等 小鉢 15 調理室

166 調理器具等 小鉢 35 調理室

167 調理器具等 ユーディーボール 45 調理室

168 調理器具等 ユーディーボール 45 調理室

169 調理器具等 自助食器 35 調理室

170 調理器具等 両手マグ 15 調理室

171 調理器具等 ミルクカップ 135 調理室

172 調理器具等 ユーディー椀 70 調理室

173 調理器具等 ウェーブ深皿 40 調理室

174 調理器具等 ウェーブ小鉢 40 調理室

175 調理器具等 水切りボール 180 調理室

176 調理器具等 深皿 180 調理室

177 調理器具等 ミルクカップ 180 調理室

178 調理器具等 深菜皿 180 調理室

179 調理器具等 水切りボール 180 調理室

180 調理器具等 三ツ仕切皿 45 調理室

181 調理器具等 寸胴鍋 2 調理室

182 調理器具等 鍋蓋 2 調理室

183 調理器具等 フライパン 1 調理室

184 調理器具等 フライパン蓋 1 調理室

185 調理器具等 ひしゃく 2 調理室

186 調理器具等 スパテラ 1 調理室

187 調理器具等 調味料ストッカー 5 調理室

188 調理器具等 調味料ストッカー 5 調理室

189 調理器具等 保存容器 6 調理室

190 調理器具等 アルミボウル 2 調理室

191 調理器具等 アルミボウル 3 調理室

192 調理器具等 アルミボウル 10 調理室

－　4　－



別表３

備　品　一　覧

№ 品名 規格等 数量 備考

施設名：庄原市立西城保育所

193 調理器具等 アルミボウル 5 調理室

194 調理器具等 アルミボウル 3 調理室

195 調理器具等 ステンレスボウル 2 調理室

196 調理器具等 ステンレスボウル 6 調理室

197 調理器具等 ステンレスボウル 7 調理室

198 調理器具等 洗い桶 4 調理室

199 調理器具等 桶 1 調理室

200 調理器具等 ザル 6 調理室

201 調理器具等 ザル 4 調理室

202 調理器具等 ザル 4 調理室

203 調理器具等 包丁 13 調理室

204 調理器具等 包丁 4 調理室

205 調理器具等 包丁とぎ 1 調理室

206 調理器具等 まな板 2 調理室

207 調理器具等 まな板 5 調理室

208 調理器具等 ヘラ 1 調理室

209 調理器具等 ヘラ 1 調理室

210 調理器具等 レードル 5 調理室

211 調理器具等 レードル 1 調理室

212 調理器具等 万能ターナー 2 調理室

213 調理器具等 ターナー 4 調理室

214 調理器具等 ターナー 1 調理室

215 調理器具等 ターナー 2 調理室

216 調理器具等 泡立て器 2 調理室

217 調理器具等 泡立て器 2 調理室

218 調理器具等 お玉 2 調理室

219 調理器具等 お玉 4 調理室

220 調理器具等 お玉 4 調理室

221 調理器具等 計量カップ 1 調理室

222 調理器具等 計量カップ 1 調理室

223 調理器具等 計量スプーンセット 1 調理室

224 調理器具等 スプーン 5 調理室

225 調理器具等 調味料入れ 2 調理室

226 調理器具等 ロート 1 調理室

227 調理器具等 おろし金 1 調理室

228 調理器具等 しゃもじ 2 調理室

229 調理器具等 しゃもじ 8 調理室

230 調理器具等 皮むき 2 調理室

231 調理器具等 皮むき 2 調理室

232 調理器具等 マッシャー 1 調理室

233 調理器具等 マッシャー 2 調理室

234 調理器具等 キッチンばさみ 3 調理室

235 調理器具等 缶切 3 調理室

236 調理器具等 卓上スケール 2 調理室

237 調理器具等 防水型非接触温度計 1 調理室

238 調理器具等 防水型中心温度計 3 調理室

239 調理器具等 防水型中心温度計 1 調理室

240 調理器具等 温湿度系付き電波時計 2 調理室
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241 調理器具等 ホットプレート 2 調理室

242 調理器具等 パントング 6 調理室

243 調理器具等 オープンミトン 3 調理室

244 調理器具等 カス揚げ 1 調理室

245 調理器具等 カス揚げ 1 調理室

246 調理器具等 カス揚げ 1 調理室

247 調理器具等 IH対応鍋 3 調理室

248 調理器具等 菜箸 2 調理室

249 調理器具等 菜箸 2 調理室

250 調理器具等 菜箸 5 調理室

251 調理器具等 アルミバット 2 調理室

252 調理器具等 アルミバット用鍋 2 調理室

253 調理器具等 アルミバット 6 調理室

254 調理器具等 アルマイト給食盆 8 調理室

255 調理器具等 ホテルパン 5 調理室

256 調理器具等 エナメルトレイ 10 調理室

257 調理器具等 穴あきホテルパン 10 調理室

258 調理器具等 エナメルトレイ用網 10 調理室

259 調理器具等 やかん 6 調理室

260 調理器具等 やかん 7 調理室

261 調理器具等 電磁調理器用ケットル 2 調理室

262 調理器具等 角パット 8 調理室

263 調理器具等 角パット 10 調理室

264 調理器具等 角パット蓋 8 調理室

265 調理器具等 角パット蓋 15 調理室

266 調理器具等 お玉 6 調理室

267 調理器具等 お玉 14 調理室

268 調理器具等 お玉 6 調理室

269 調理器具等 お玉 14 調理室

270 調理器具等 お玉 6 調理室

271 調理器具等 万能トング 12 調理室

272 調理器具等 スプーン篭 5 調理室

273 調理器具等 箸　消毒篭 5 調理室

274 調理器具等 ボール 12 調理室

275 調理器具等 ボール 6 調理室

276 調理器具等 ボール 6 調理室

277 調理器具等 ボール蓋 12 調理室

278 調理器具等 ボール蓋 6 調理室

279 調理器具等 ボール蓋 6 調理室

280 調理器具等 両手鍋 2 調理室

281 調理器具等 ステンマイルドボックス 4 調理室

282 調理器具等 汁食管 8 調理室

283 屋内備品 ホワイトボード 1 調理室

284 調理器具等 ブル・コンテナジャンボ角　180 1 調理室

285 調理器具等 リスプラスケットNo.500　ブルー　 1 調理室

286 調理器具等 ハイテク・角スパテラ 1 調理室

287 調理器具等 ハイテク・角スパテラ 1 調理室

288 調理器具等 ボール 2 調理室
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289 調理器具等 コンパクトまな板立て 1 調理室

290 調理器具等 コンパクトまな板立て 1 調理室

291 時計 電波時計 3 調理室

292 食器類 コップ 130 調理室

293 食器類 箸 10 調理室

294 食器類 おやつ皿 120 調理室

295 食器類 スプーン（0歳） 20 調理室

296 食器類 フォーク（0歳） 20 調理室

297 食器類 茶碗（0-2歳） 60 調理室

298 食器類 汁椀（0-2歳） 60 調理室

299 食器類 深皿（0-2歳） 60 調理室

300 食器類 どんぶり椀（0-2歳） 60 調理室

301 食器類 カレー皿（0-2歳） 60 調理室

302 食器類 フォーク・スプーン（1-5歳） 120 調理室

303 食器類 茶碗（3-5歳,職員） 80 調理室

304 食器類 汁椀（3-5歳,職員） 80 調理室

305 食器類 深皿（3-5歳,職員） 80 調理室

306 食器類 どんぶり椀（3-5歳,職員） 80 調理室

307 食器類 カレー皿（3-5歳,職員） 80 調理室

308 調理機器 掃除用具入 1 アレルギー食調理室

309 調理機器 移動作業台 1 アレルギー食調理室

310 調理機器 水切付一槽シンク 1 アレルギー食調理室

311 調理機器 フードプロセッサー 1 アレルギー食調理室

312 調理機器 置台 1 アレルギー食調理室

313 調理機器 IHコンロ 1 アレルギー食調理室

314 調理機器 電子レンジ 1 アレルギー食調理室

315 調理機器 テーブル型消毒保管庫 1 アレルギー食調理室

316 調理機器 配膳戸棚 1 アレルギー食調理室

317 時計 電波時計 1 アレルギー食調理室

318 家電製品等 電気洗濯機 1 廊下-4

319 家電製品等 衣類乾燥機 1 廊下-4

320 家電製品等 乾燥機おき台 1 廊下-4

321 家電製品等 ポット 1 休憩・事務室

322 家電製品等 食器乾燥機 1 休憩・事務室

323 時計 電波時計 1 休憩・事務室

324 机 机 1 休憩・事務室

325 椅子 椅子 1 休憩・事務室

326 事務用品 書庫 1 休憩・事務室

327 事務用品 書庫 1 休憩・事務室

328 事務用品 書庫ﾍﾞｰｽ 1 休憩・事務室

329 事務用品 書類棚 1 休憩・事務室

330 事務用品 書類棚 1 休憩・事務室

331 屋内備品 ゴミ箱 1 休憩・事務室

332 机 座机 1 休憩・事務室

333 時計 電波時計 1 更衣室 女

334 収納 ロッカー 1 更衣室 女

335 収納 ロッカー 3 更衣室 女

336 時計 電波時計 1 更衣室 男
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337 収納 ロッカー 1 更衣室 男

338 家電製品等 電気洗濯機 1 洗濯・乾燥室1

339 家電製品等 衣類乾燥機 1 洗濯・乾燥室1

340 家電製品等 乾燥機おき台 1 洗濯・乾燥室1

341 時計 電波時計 1 洗濯・乾燥室1

342 家電製品等 電気洗濯機 1 洗濯・乾燥室2

343 家電製品等 衣類乾燥機 1 洗濯・乾燥室2

344 家電製品等 乾燥機おき台 1 洗濯・乾燥室2

345 時計 電波時計 1 洗濯・乾燥室2

346 机 幼児用机 2 多目的室A

347 椅子 幼児用椅子 12 多目的室A

348 机 会議用テーブル 2 多目的室A

349 収納 幼児用ロッカー 1 多目的室A

350 家電製品等 空気清浄機 1 多目的室A

351 電話機 一般電話機 1 多目的室A

352 時計 電波時計 1 多目的室A

353 机 幼児用机 1 多目的室B

354 椅子 幼児用椅子 5 多目的室B

355 屋内備品 ハンカチ掛け 1 多目的室B

356 電話機 一般電話機 1 多目的室B

357 ベット 診察用ベット 1 医務室

358 検診用具 乳児専用体重計 1 医務室

359 検診用具 乳児専用身長計 1 医務室

360 検診用具 乳児専用身長計 1 医務室

361 収納 医務室薬品庫 1 医務室

362 検診用具 体温計 1 医務室

363 検診用具 体温計 1 医務室

364 検診用具 バット（蓋有り） 1 医務室

365 検診用具 バット（短針用） 1 医務室

366 検診用具 舌圧紙 77 医務室

367 検診用具 鉗子立 2 医務室

368 検診用具 歯鏡 160 医務室

369 検診用具 探針箱（8本入り） 2 医務室

370 検診用具 かばん 1 医務室

371 時計 電波時計 1 医務室

372 屋内備品 ゴミ箱（蓋付） 1 医務室

373 家電製品等 電気掃除機 1 事務室

374 家電製品等 冷蔵庫 1 事務室

375 事務用品 ディスクカッター 1 事務室

376 家電製品等 シュレッダー 1 事務室

377 事務用品 ネームランド 1 事務室

378 事務用品 ラミネーター 1 事務室

379 家電製品等 空気清浄機 1 事務室

380 電話機 多機能電話機（コードレス） 1 事務室

381 時計 電波時計 1 事務室

382 机 机 2 事務室

383 机 机 3 事務室

384 机 机 1 事務室
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385 椅子 椅子 4 事務室

386 事務用品 書庫 3 事務室

387 事務用品 書庫 3 事務室

388 事務用品 書庫ﾍﾞｰｽ 3 事務室

389 事務用品 書類棚 2 事務室

390 事務用品 書類棚 1 事務室

391 事務用品 書類棚 2 事務室

392 屋内備品 ゴミ箱 1 事務室

393 屋内備品 スリッパ（セット） 1 エントランスホール

394 屋内備品 案内板 1 エントランスホール

395 台車 サンフエルキャリー　S 1 エントランスホール

396 台車 台車 1 エントランスホール

397 時計 電波時計 1 エントランスホール

398 机 幼児用机 1 病後児支援室

399 椅子 幼児用椅子 5 病後児支援室

400 ベット 診察用ベット 1 病後児支援室

401 屋内備品 ハンカチ掛け 1 病後児支援室

402 家電製品等 CDラジオカセット 1 病後児支援室

403 家電製品等 空気清浄機 1 病後児支援室

404 電話機 一般電話機 1 病後児支援室

405 検診用具 体温計 1 病後児支援室

406 時計 電波時計 1 病後児支援室

407 机 机 1 病後児支援室

408 椅子 椅子 1 病後児支援室

409 事務用品 書類棚 1 病後児支援室

410 屋内備品 ゴミ箱（蓋付） 1 病後児支援室

411 椅子 椅子 2 休憩室

412 家電製品等 冷蔵庫 1 休憩室

413 家電製品等 ポット 1 休憩室

414 家電製品等 食器乾燥機 1 休憩室

415 時計 電波時計 1 休憩室

416 机 机 1 休憩室

417 屋内備品 ゴミ箱 1 休憩室

418 机 会議用テーブル 15 相談室会議室

419 電話機 一般電話機 1 相談室会議室

420 時計 電波時計 1 相談室会議室

421 椅子 会議用椅子 3 相談室会議室

422 収納 キャビネット 1 教材室

423 家電製品等 アイロン 1 教材室

424 家電製品等 アイロン台 1 教材室

425 家電製品等 電動ミシン 1 教材室

426 収納 乳幼児遊戯用具 3 倉庫1

427 家電製品等 充電式ドライバー 1 倉庫1

428 工具・設備管理 工具セット 1 倉庫1

429 屋内備品 さすまた 2 倉庫1

430 家電製品等 プロジェクター 1 倉庫1

431 家電製品等 プロジェクタースクリーン 1 倉庫1

432 工具・設備管理 脚立 1 倉庫1
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別表３

備　品　一　覧

№ 品名 規格等 数量 備考

施設名：庄原市立西城保育所

433 工具・設備管理 脚立 1 倉庫1

434 工具・設備管理 脚立 1 倉庫1

435 工具・設備管理 コードリール 1 倉庫1

436 工具・設備管理 コードリール 2 倉庫1

437 椅子 椅子 20 遊戯室

438 台車 椅子台車 2 遊戯室

439 遊具(屋内) 乳幼児遊戯用具 1 遊戯室

440 収納 乳幼児一般用具 1 遊戯室

441 マット 乳幼児遊戯用具 4 遊戯室

442 台車 乳幼児遊戯用具 1 遊戯室

443 屋内備品 演台 1 遊戯室

444 屋内備品 演台 1 遊戯室

445 マット グリーンジョイントマット（16枚組） 1 遊戯室

446 屋内備品 ホワイトボード 1 遊戯室

447 電話機 一般電話機 1 遊戯室

448 時計 電波時計 1 遊戯室

449 設置型遊具(屋外) 鉄棒 1 屋外

450 設置型遊具(屋外) ブランコ 1 屋外

451 設置型遊具(屋外) ブランコ柵 2 屋外

452 設置型遊具(屋外) 総合遊具 1 屋外

453 設置型遊具(屋外) すべり台 1 屋外

454 屋外備品 傘たて 2 屋外

455 屋外備品 傘たて 1 屋外

456 屋外備品 避難車 2 屋外

457 屋外備品 避難車 2 屋外

458 遊具(屋外) 乳幼児遊戯用具 8 屋外

459 工具・設備管理 ライン引き器 2 屋外

460 工具・設備管理 巻尺 1 屋外

461 屋外備品 テント 10 屋外

462 遊具(屋外) すなばスコップ 2 屋外

463 遊具(屋外) 砂場あそびセット 1 屋外

464 遊具(屋外) 砂場砂型セット 1 屋外

465 遊具(屋外) カラーバケツ小（20コ） 1 屋外

466 遊具(屋外) 砂場ワゴン 2 屋外

467 遊具(屋外) ドッチボール 5 屋外

468 遊具(屋外) サッカーボール 1 屋外

469 遊具(屋外) サッカーゴール 1 屋外

470 遊具(屋外) ボールラック 1 屋外

471 時計 電波時計 1 屋外

※令和２年3月までに全ての備品を購入設置した段階で、この表に変更があった場合は改めて備品
一覧を示します。
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別表４ 

責 任 及 び リ ス ク 分 担 

施設名：庄原市立西城保育所 

 

項  目 
責任・リスク負担者 

備考 
市 指定管理者 

施設・設備・備品の維持管理  ○  

物価変動  ○ 注１ 

行政上の理由による業務内容の変更に伴う経費の変動 ○  注１ 

保護者からの実費徴収  ○  

業務委託（市の方が効率的なものを除く）  ○  

施設・設備の修繕 

改造、増築、移設 ○  注２ 

小規模修繕（１件につき５万円未満）  ○ 注３ 

小規模修繕（１件につき５万円以上） 協  議 注３ 

事故・火災等によるもの 協  議  

備品等（Ⅰ種、Ⅱ種）の購入・修繕・更新 ※ 協  議 注２ 

備品等（Ⅲ種）の購入・修繕・更新 ※  ○  

施設利用者の被災・損害 

指定管理者の責めに帰すべき事由によ

るもの 
 ○  

上記以外 ○   

保険加入 

管理瑕疵による賠償責任保険 ○ ○ 注４ 

建物災害共済 ○   

上記以外  ○  

自然災害等の不可抗力に伴う事業の中断及びこれに伴う指定管理者

の損害 
協  議  

引き継ぎ  ○  

管理業務の中断・中止 

指定管理者の責めに帰すべき事由（事

業放棄、破綻等）によるもの 
 ○  

市の責めに帰すべき事由（市の債務不

履行、施設の廃止等）によるもの 
○   

包括的管理責任（管理瑕疵を除く） ○   

 この表中の分担について疑義が生じた場合又は表中に定めのない事項で必要がある場合は、市と指定管

理者が協議するものとする。 

 

 注１：社会経済情勢の大幅な変動があった場合や市の求めに応じ指定管理者が実施する業務を変更した

場合等は、市と指定管理者の協議により増額又は減額できるものとする。協議が整わない場合は、

市が金額を決定できるものとする。 

 注２：基本的には市の負担とするが、指定管理者による負担も認める。 



 注３：年度中の修繕費が指定管理料の修繕費の範囲を超える場合、それ以降の修繕についてはその都度市

との協議を必要とする。 

注４：市が加入する保険は次のとおりである。 

これを超える損害が発生した場合は指定管理者の負担となることがあるので、指定管理者は十分

な検討を行い、必要があれば任意で加入すること。 

また、指定管理者が行う自主事業は、市が加入する保険の対象外となるため、注意すること。 

Ａ 独立行政法人日本スポーツ振興センター 災害共済給付 

・医療費  …保険診療の医療費総額の３割（療養に要する費用の算定額）の額に保険診療の医療

費総額の１割（療養に伴って要する費用）を加算した額の給付金を支給。 

ただし医療保険各法（健康保険、国民健康保険等）に基づく療養に要する費用の

額が500点以上。保険外診療・交通費等は対象外。 

・障害見舞金…第1級37,700千円～第14級820千円（通学（園）中及びこれに準ずる場合は1/2） 

・死亡見舞金…28,000千円（運動等の関連なしに発症した突然死、突然死に準ずる場合及び通学 

（園）中は1/2） 

Ｂ 「全国市長会 学校災害賠償補償保険」（３型Ｃ型） 

・賠償責任保険…身体賠償 １名につき  50,000千円、１事故につき 500,000千円 

財物賠償 １事故につき 10,000千円 

・補償保険  …死亡   1,000千円 

後遺障害 40千円～1,000千円 

入院   10千円～50千円 

 

 

 ※備品等（Ⅰ種） … 市が指定管理者に無償で貸与する備品 

  備品等（Ⅱ種） … 指定管理者が任意で指定管理料により購入、又は調達した備品 

  備品等（Ⅲ種） … 指定管理者が任意で自己の費用により購入、又は調達した備品 



別表５

物件費仕様及び精算項目

内訳 頻度等 単価 人数・数 回(月など) 精算対象

報償費 講師謝金 保育研修 １回／年 30,000円/人 1人 1回 -

講師謝金 保育研修 １回／年 10,000円/人 1人 1回 -

健康診断医師謝金
内科、歯科検診
(嘱託医、嘱託歯科医指定)

年間 90,000円/人 2人 1回 -

健康診断医師謝金
〃
加算分

年間 20,000円/人 0人 1回 -

旅費 広島県保育連盟主催研修 広島市１泊 １回／年 15,620円/人 1人 1回 -

広島市１泊 １回／年 15,620円/人 1人 1回 -

保育事業大会 県内日帰り １回／年 4,720円/人 1人 1回 -

造形教育 広島市日帰り １回／年 4,720円/人 2人 1回 -

障害児保育研修 県内日帰り １回／年 4,720円/人 1人 1回 -

保育所給食担当者研修 広島市日帰り １回／年 4,720円/人 1人 1回 -

消耗品費 保育消耗品 教材等、年間消耗品 5,393円／人 5,393円/年・人 児童数 0 精算対象

給食・衛生消耗品 手袋、紙タオル等 3,286円／人 3,286円/年・人 児童数 10 精算対象

保健用消耗品（3歳未満） 消毒薬等 368円／人 368円/年・人 児童数 1 精算対象

保健用消耗品（3歳以上） 消毒薬等 68円／人 68円/年・人 児童数 1 精算対象

保育士等貸与品 保育衣等 ２着／年 11,849円/年・人
管理職・保育士
（ﾊﾟｰﾄ含む）・看
護師数

1 精算対象

調理員貸与品 白衣、長靴等 ２着／年 21,857円/年・人
調理員（ﾊﾟｰﾄ
含む）数

1 精算対象

事務用消耗品 1,439円／人 1,439円/年・人 児童数 1 精算対象

図書 1,000円／人 1,000円/年・人 児童数 1 精算対象

施設管理用消耗品 828円／人 828円/年・人 児童数 1 精算対象

調理用器具購入費 1 精算対象

修繕料 施設・設備修繕 施設・設備修繕等 精算対象

光熱水費 電気代 精算対象

水道代 精算対象

燃料費 灯油代 精算対象

賄材料費（３歳未満） 主食、副食、おやつ 25日／月 10,102円/月 児童数（３歳未満） 12ヵ月 精算対象

賄材料費（３歳以上） 副食、おやつ 25日／月 5,955円/月 児童数（３歳以上） 12ヵ月 精算対象

検体分 各１食／日 13,271円/月 1検体 12ヵ月 精算対象

通信運搬費 電話料 精算対象

郵便料 精算対象

プロバイダ料 精算対象

手数料
保育士等腸内検査料 Ｏ157検査含む ２回／年 247円/回

管理職・保育士
（ﾊﾟｰﾄ含む）・看
護師数

2回 精算対象

調理員腸内検査料 Ｏ157検査含む ２回／月 247円/回
調理員（ﾊﾟｰﾄ
含む）数

24回 精算対象

児童検尿 ２回／年 134円/回 児童数 2回 精算対象

浄化槽法定点検 精算対象

遊具点検 精算対象

調理器具点検 精算対象

ごみ処理 精算対象

委託料 調理場害虫駆除・ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ清掃 ねずみ、害虫、ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ点検清掃 精算対象

消防設備点検 精算対象

電気保安管理 精算対象

警備委託 精算対象

合併浄化槽維持管理 精算対象

床・窓ガラス清掃 精算対象

その他施設維持委託 精算対象

使用料

賃借料 複写機等リース料 精算対象

精算対象

研修負担金 保育連盟研修 研修参加負担金 １回／年 4,000円/人 1人 1回 精算対象

夏季保育研修 研修参加負担金 １回／年 3,000円/人 1人 1回 精算対象

保育事業大会 研修参加負担金 １回／年 3,000円/人 1人 1回 精算対象

造形教育 研修参加負担金 １回／年 3,000円/人 2人 1回 精算対象

北部研修 研修参加負担金 １回／年 3,000円/人 1人 1回 精算対象

障害児保育研修 研修参加負担金 １回／年 1,000円/人 1人 1回 精算対象

給食研修 研修参加負担金 １回／年 1,000円/人 1人 1回 精算対象

その他 保育連盟連合会負担金 保育連盟連合会会費 １回／年 6,700円/人 1人 1回 精算対象

その他負担金 研修参加負担金 １回／年 1,000円/人 2人 1回 精算対象

使用料及

び賃借料

原材料費 環境整備資材等

負
担
金

、

補
助
金
及
び
交
付
金

施設名：庄原市立西城保育所

項　　目 内　　容

広島県保育連盟夏季保育研修

食糧費
　（給食）


