
令和４年度 東伊豆町放課後児童健全育成事業運営業務委託仕様書  

 

東伊豆町が事業者に委託する東伊豆町放課後児童健全育成事業（以下「事

業」という。）に関し、以下のとおり定める。  

 

１ 委託業務名 

  令和４年度 東伊豆町放課後児童健全育成事業運営業務委託  

 

２ 業務委託期間 

契約予定日 令和４年５月２５日 

運営開始日 令和４年６月１日 

運営終了日 令和７年３月３１日 

 

３ 実施場所 

NO 名 称 所 在 定員 設置形態 

1 
稲取小学校放課後 

児童クラブ 

東伊豆町稲取 
40 人 専用施設 

2 
熱川小学校放課後 

児童クラブ 

東伊豆町奈良本 
40 人 専用施設 

 

 

４ 運営に関する基本的事項 

事業の運営にあたっては、次に掲げる事項に沿って適正に行うこと。  

  （１）事業の目的を十分理解し、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  

運営を行うこと。 

  （２）きめ細かい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、適切な運営を行うこと。 

  （５）効率的な運営を行い、経費の節減を図ること。  

 

５ 法令等の遵守 

  事業の運営にあたっては、本仕様書のほか、放課後児童健全育成事業に  

係る関係法令等を遵守しなければならなない。  

  （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）子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号） 

  （４）労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号） 



  （５）労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号） 

  （６）最低賃金法（昭和 34 年法律第 137 号） 

（７）東伊豆町個人情報保護条例（平成 27 年東伊豆町条例第 17 号） 

  （８）東伊豆町暴力団排除条例（平成 23 年東伊豆町条例第 9 号） 

（９）東伊豆町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 年東伊豆町条例第 14 号） 

（10）東伊豆町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  

定める条例施行規則（平成 19 年東伊豆町規則第 11 号） 

  （11）東伊豆町放課後児童クラブの設置及び管理等に関する条例（平成 

  19 年東伊豆町条例第 20 号） 

  （12）その他の関係法令 

 

６ 利用対象児童 

  利用対象児童は、保護者が就労等により日中家庭にいない小学校１年生  

から６年生までとし、放課後児童クラブの利用を承諾した児童とする。  

 

７ 開所日及び開所時間 

  （１）開所日 

     ・原則として月曜日から土曜日までとする。  

  （２）休所日 

   ア 日曜日 

   イ 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 

   ウ １２月２９日から１月３日まで 

   エ ８月１３日から８月１６日まで（お盆期間）  

   オ 学校閉鎖（大雨洪水警報発令時等）による休校日  

     ※委託者と受託者双方で協議 

  （３）開所時間 

   ア 授業のある日            放課後から１８時まで 

   イ 小学校の授業の休業日（長期休暇含む）８時から１８時まで    

   ウ 土曜日               ８時から１８時まで 

  （４）その他 

     開所日及び休所日、開所時間及び開所場所において特に必要と認  

めるときは、これを変更することができる。 

 

８ 受託者が行う業務内容 

  業務の範囲は次のとおりとする。なお、業務の執行は受託者が自ら行う  

ことを原則とするが、部分的な業務については、町の承諾を得て事業者等  



に委託できるものとする。 

 （１）児童の健全な保育に関する業務 

   ア 公平性の確保ときめ細かなサービスの提供  

     ・利用者に対して公平公正な運営を行うこと。  

   イ 児童の健康管理 

     ・児童の健康状態を把握し、異常が認められる場合は、保護者  

に連絡するなど迅速かつ適切な対応を行うこと。  

   ウ 安全確保 

     ・事故の未然防止に努め、けがをした場合の応急措置や医療機  

関への連絡態勢などを整えること。また、火災、地震、不審者  

の侵入時の対応についてマニュアル等を整備し、安全確保に努  

めること。 

    エ 児童との関わり 

      ・児童の生活や遊び等の指導を通じて、情緒の安定を図り、自  

主性、社会性を培う指導を行うこと。  

  （２）事業の運営及び施設管理に関する業務  

    ア 出席簿や保育日誌の作成 

      ・児童の出欠状況を把握し、指導日誌等により日々の業務内容  

を記載し支援員間の引継ぎを円滑に行うこと。  

    イ 月間指導計画、勤務計画 

      ・月間指導計画は、開所日予定を記載すること。勤務計画は適  

切な人員配置を行い作成すること。 

    ウ 施設の環境 

      ・日常的に施設内の清掃を行い、適正な環境に努めること。  

    エ 児童の来所及び帰宅について 

      ・児童の来所について、土曜日や長期休暇の来所は、必ず保護 

者もしくは代理者の付き添いでの送りとし、帰宅も同様とする。 

なお、代理者については、事前に支援員に申し伝えること。  

  （３）利用者対応に関する業務 

    ア 保護者との連携及び協力 

      ・運営においては、連携・協力を密に行うこと。  

    イ 特別な支援が必要な児童への対応 

      ・特別な支援や配慮が必要な児童の受け入れにあたっては、そ  

の状況を十分把握したうえで、町と協議し適切な人員配置及び  

環境整備に努めること。 

    ウ 児童虐待への対応 

      ・児童の様子などで、保護者に不適切な養育等が疑われる場合  

には、速やかに町に報告し関係機関と適切な対応に努めること。 



    エ 意見、苦情への対応 

      ・受託者は、事業の運営方法等について保護者から苦情等を受  

けた場合は、迅速かつ適切な対応を行い解決を図るとともに、 

その内容や結果を町へ報告すること。  

    オ 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場合は、町と協議のうえ実施すること。  

 

９ 支援員の体制等 

（１）放課後児童クラブごとに２人以上の放課後児童クラブ支援員を配置  

すること。ただし、その１人を除き補助員をもってこれに変えること 

ができるものとする。 

（２）受託者は、支援員等の名簿を業務開始前までに町に提出すること。 

（３）受託者は、支援員等の勤務時間について、児童の受け入れ準備や打  

ち合わせ、開所時間の前後に必要となる時間を見込んで設定すること。 

 

10 支援員の資格等 

  東伊豆町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  

る条例第１０条第３項に規定するもの。  

  

11 各種報告書等の提出 

  （１）月間指導計画書 

  （２）支援員名簿 

  （３）支援員勤務計画書 

  （４）毎月の事業報告書 

  （５）支援員等勤務報告書 

  （６）その他町が必要と認めるもの 

 

12 業務委託料の支払い 

  （１）支払い方法は、町と受託者が協議のうえで、契約書で定める。  

  （２）支払いは、契約書に基づいて支払う。  

   

13 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  

する場合は、委託契約を解除し、又は期間を定めて運営業務の全部又は一  

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、実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。 

 

 

14 業務の引継ぎ 

  契約期間が満了したとき又は契約を解除されたときは、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、業務の引き継  

ぎを行うこと。なお、引継ぎに要する費用は、受託者の負担とする。  

 

15 その他 

  （１）受託者は、運営上の事務処理、児童数の把握、施設の維持管理等、  

日常の諸課題等について、町と適宜協議を行い運営にあたること。 

  （２）受託者は、開所日及び開所時間外に放課後児童クラブの施設等を  

使用するときは、町と協議すること。  

  （３）受託者は、現在東伊豆町で雇用している支援員等を優先して採用  

し、また現在の賃金を保証すること。 

  （４）この仕様書に定めのない事項については、町、受託者の協議によ 

り決定するものとする。 

 

 

  



見積積算内訳書 

 

項 目 内 容 金 額 

給 与 支援員等の給与・有給費・賞与の合計  

手 当 責任者業務に関する手当  

交通費 支援員等の交通費の合計  

法定福利 
健康保険・厚生年金・雇用保険・労災

保険 

 

福利厚生 年１回の健康診断・社員福利費  

教育費 教育・研修に要する費用  

衛生検査費 月１回の細菌検査  

賠償保険 
支援員等の過失による施設、対人への

事故の補償 

 

労務管理費 受託者の管理経費  

募集費 広告募集費  

 計  

 

※上記の内容で積算し、見積書を提出してください。その際、明細書も添付

してください。 

 

 

 

【参考】      

支援員数 5 名（6/1 からは 6 人） 

時 給 1,119 円 

交通費 

R4.4.1 現在 

※1名は稲取の方が

稲取児童クラブの

ため、手当なし 

稲取⇔奈良本     2 名 

稲取⇔伊東市富戸   1 名 

奈良本⇔片瀬・白田  1 名 

運営体制 

両クラブ、平日は 2 名体制で行うシフ

ト制で、土曜日、長期休暇は 3 名の変

則シフトとする 

勤務日 
仕様書 7 の開所日及び開所時間によ

り積算 

 

 


