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白石市児童館及び白石市放課後児童クラブ指定管理業務仕様書 

白石市児童館（以下「児童館」という。）及び白石市放課後児童クラブ（以下「児童クラブ」と

いう。）の指定管理者が行う業務の内容及びその範囲等は、この仕様書による。 

１ 趣旨 

本仕様書は、白石市児童館条例（以下「児童館条例」という。）、白石市児童館条例管理規則、

白石市放課後児童クラブ条例（以下「児童クラブ条例」という。）、白石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（以下「基準条例」という。）及び白石市放課後児

童クラブ条例管理規則に定めるもののほか、指定管理者が行う業務の内容及び履行方法を定める

ものとする。 

２ 児童館及び児童クラブの管理運営に関する基本的な考え方 

児童館及び児童クラブの管理運営を行うにあたり、関係法令等を遵守するとともに次に掲げる

項目に沿って行うものとする。 

(1) 施設の設置目的に基づき、業務を行うこと。 

 (2) 公の施設であることを念頭におき、平等な利用を確保すること。 

(3) 魅力ある自主事業を実施し、市民サービスの向上を図ること。 

(4) 学校・地域・関係団体等と連携を図ること。 

(5) 地域住民や利用者の意見を反映すること。 

(6) 職員に必要な研修を行い、その資質向上に努めること。 

(7) 個人情報の保護を徹底すること。 

(8) 施設や備品の適切な維持管理に努めること。 

(9) 効率的かつ効果的に業務を行い、経費の縮減に努めること。 

(10)安全管理に十分配慮するとともに、災害時、緊急時に備えた危機管理を徹底すること。 

３ 施設の概要 

 別表 1のとおり 

４ 開館時間等 

(1) 開館時間及び開所時間 

ア 児童館 

児童館条例第６条の規定による。 

※ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て開館時間等を変 

更することができる。 

イ 児童クラブ  

 児童クラブ条例第６条の規定による。 

※ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て開所時間等を変 

 更することができる。 

(2) 休館日及び休所日  

ア 児童館 

児童館条例第７条の規定による。 

※ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て休館日を変更す 

ることができる。 

イ 児童クラブ  

 児童クラブ条例第７条の規定による。 
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※ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て休所日を変更す 

ることができる。 

５ 利用料金 

利用料金は、指定管理者の収入とする。ただし、児童クラブの利用料金の額は、児童クラブ条

例第１１条別表に定める額を上限とし、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得て定めるものと

する。 

なお、児童クラブ条例第１４条の規定に基づき、行事の開催等で特別な費用が発生したときは、

保護者に対し、実費負担を求めることができる。 

６ 法令等の遵守 

児童館及び児童クラブの管理にあたっては、本仕様書のほか、次の各項に掲げる法令等に基づ

かなければならない。 

(1) 地方自治法 

(2) 児童福祉法 

(3）消防法 

(4) 労働基準法 

(5) 労働安全衛生法 

(6) 白石市放課後健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例 

(7) 白石市公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条例 

(8) 白石市公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条例施行規則 

(9) 白石市情報公開条例 

(10)白石市情報公開条例施行規則 

(11)白石市個人情報保護条例 

(12)白石市個人情報保護条例施行規則 

(13)その他関係法令 

  本協定期間中に前各号に規定する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。 

７ 業務内容 

業務内容は、次のとおりとする。 

(1) 施設の設置目的を達成するための事業 

ア 児童館 

(ｱ) 児童福祉法第４０条に基づく児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情 

操を豊かにする事業の実施に関すること。 

    (ｲ) 地域における子育て家庭支援に関する事業に関すること。 

    (ｳ) 児童館を拠点とした地域交流の推進に関すること。 

 イ 児童クラブ 

   (ｱ) 児童福祉法第６条の３第２項に基づく放課後健全育成事業の実施に関すること。 

   (ｲ) 児童に関係のある組織、機関等との連携に関すること。 

(2) 利用の許可、取消し、利用料金の受領等 

 ア 児童館 

   (ｱ) 児童館条例第９条及び第１０条に定める利用の許可及び利用許可の取消しに関するこ 

と。 

 イ 児童クラブ 

(ｱ) 児童クラブ条例第９条及び第１０条に定める利用の許可及び利用許可の取消しに関す 

ること。 

(ｲ) 児童クラブ条例第１１条第１項に定める利用料金の受領に関すること。 
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(ｳ) 利用料金の減免に関すること。 

(3) 施設及び設備等の維持管理 

  児童館及び児童クラブの適正な運営のため、指定管理者は以下の設備等に関する維持管理

及び保守管理を行うこと。 

 ア 土地及び植栽 

   児童館及び児童クラブの敷地及び植栽について、日常的な状態の監視及び適切な管理に 

関すること。

 イ 施設・設備 

   維持管理・保守点検等の業務に関すること。（詳細は別表２のとおり。） 

 ウ 備品等 

   市が貸与する備品等の管理に関すること。 

 エ 衛生管理 

   食物の提供に関しては、衛生管理を徹底し、食中毒の発生を防止すること。 

(4) 各種報告書の作成及び提出に関すること。 

 ア 放課後児童健全育成事業開始届（業務開始時） 

 イ 年間事業計画書、利用児童名簿、利用料減免該当児童名簿及び要支援児童名簿（毎会計 

年度開始前） 

 ウ 児童クラブの登録者数（毎月） 

エ 児童館及び児童クラブの利用状況（毎月） 

オ 児童館及び児童クラブの指定管理業務に関し発生するエネルギー（電力、灯油、ガス等） 

の使用量（毎月） 

 (5) その他の業務 

  ア 自己評価の実施と報告 

  イ 指定期間終了に伴い次の指定管理者に引き継ぐ場合の適切な引継ぎ事務 

  ウ その他市長が必要と認める事務 

８ 第三者への業務の委託の禁止 

 指定管理者は、業務を一括して第三者に委託することはできないものとする。 

 ただし、次に掲げる業務は、市の承諾を得て、第三者に再委託することができる。 

 (1) 施設及び付帯設備の清掃 

 (2) 消防設備等の保守点検 

 (3) 施設の警備 

 (4) 管理業務を実施するうえで発生する廃棄物の処理 

 (5) 職員の健康管理業務 

 (6) その他、特に専門性を要する業務 

９ 職員の配置等 

  職員の配置については、安全に施設を管理運営できるよう人員を配置するものとする。 

 (1) 児童館 

   運営管理の責任者として常勤の館長を配置するものとする。児童福祉施設の設備及び運営

に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号。）第３８条第２項に定める児童の遊びを指導

する者（館長を含む。）を２名以上（うち常勤職員１名以上）配置するほか、業務遂行に必要

な職員を配置するものとする。 

   また、館長の所管する施設は下記のとおりとする。 

      館   長        担当施設 

白石市第一児童館長 白石市第一児童館 

第一児童館放課後児童クラブ 
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白石第一小学校放課後児童クラブ 

白石市第二児童館長 白石市第二児童館 

第二児童館放課後児童クラブ 

(2) 児童クラブ 

   基準条例第１０条の規定により配置するものとし、１支援単位の児童数が４０名を超える

場合や長期休暇中には、安全な運営ができるよう支援員を配置するものとする。 

また、特別な支援を必要とする児童（療育手帳等の所持者、医師の診断書等、又は支援学

級に在籍している児童等）に対応する場合は、支援員を加配する等、速やかに受け入れの体

制を整えるものとし、加配に係る人件費については、委託料の範囲内とする。 

 (3) 支援員等の研修 

  ア 指定管理者は、支援員等の専門性の向上を目的とした研修を実施するものとする。 

イ 指定管理者は、宮城県児童館・放課後児童クラブ連絡協議会の会員になるとともに、支 

援員等を宮城県児童館・放課後児童クラブ連絡協議会等が主催する研修に積極的に参加さ 

せるものとする。 

１０ 保険加入 

指定管理者は、指定管理業務を開始するまでに適切な範囲で次の保険に加入し、事故処理等適

切に対応しなければならないものとする。ただし、施設の火災保険は市が加入する。 

 (1) 普通傷害保険 

(2) 賠償責任保険 

(3) その他指定管理者が必要と認める保険 

１１ 危機管理対応 

次の項目に留意して利用者の安全を確保するものとする。 

(1) 予防対策 

 ア 災害対応マニュアルを作成し、職員への周知徹底を図るとともに、必要な研修及び防災 

訓練等を実施すること。 

  イ 防火管理者を選任し、消防計画を作成するとともに、これに基づく消防訓練の実施、及

びそれらの消防署への報告並びに消防用設備等点検結果報告等を行うこと。 

 ウ 消防署から指摘があった場合は、直ちに改善すること。 

 エ 施設・設備の日常的な点検を徹底し、危険個所の把握を行い、危険の除去又は軽減を図 

ること。 

(2) 緊急時及び災害発生時の対応 

 ア 緊急時及び災害発生時は利用者の避難誘導、安全確保等、的確な対応を行うこと。 

 イ 緊急時には、直ちにその旨を市に報告すること。 

 ウ 災害発生時には、利用者及び施設の被害状況について市に報告すること。 

エ 大規模な災害等が発生した、又は発生する恐れがある場合に、避難所等になる場合があ 

ることから、その機能を発揮できるよう、常に適切な維持を行うこと。また、協定に定め 

のない事項であっても、市の指示に従うこと。 

１２ 個人情報の保護と情報公開 

次の項目に留意して業務を行うものとする。  

 (1) 業務上知り得た個人情報は、白石市個人情報保護条例及び関係法令等を遵守し、適正な取

扱いをしなければならない。なお、指定期間が終了した後も同様の対応を行うこと。 

 (2) 市民が利用する公共施設の管理であることを認識し、白石市情報公開条例及び関係法令等

を準用し、その管理運営の透明性を高めるよう努めること。 

１３ 環境に対する取り組み 

  環境に配慮した施設管理を行うものとする。 

１４ 備品物品等の取扱い 
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(1) 備品等の貸与 

市が作成する備品台帳に記載した備品等については、指定管理者へ無償で貸与する。 

 (2) 物品の帰属 

市が、指定管理者に対して委託代金により物品を購入させるときは、購入後の物品は市の

所有に属するものとする。 

 (3) 台帳の整理 

指定管理者は、市の所有に属する物品を白石市財務規則及び関係例規の管理の原則及び分

類に基づいて行うものとする。 

また、指定管理者は同規則に定められた物品管理簿を備えてその保管にかかる物品を整理

し、購入及び廃棄等の異動を定期的に市に報告しなければならない。 

 (4) 施設・設備・備品等の修繕 

施設・設備・備品等の修繕等については、原則として１件あたり３万円未満のものは、 

指定管理者の費用と責任において実施し、１件あたり３万円以上のものについては、市と 

協議のうえ、対応するものとする。なお、修繕等により生じた更新施設整備については、 

市に帰属するものとする。 

１５ 経費等 

 (1) 管理運営等に係る経費 

児童クラブの利用料金については指定管理者の収入とし、市からの指定管理者委託料等を

合わせて管理運営に係る経費に充てるものとする。 

なお、指定管理者委託料は、事業計画書及び収支予算書を参考に市と指定管理者との間で 

協議し、市の予算の範囲内において定めるものとする。 

 (2) 経費の支払い 

      会計年度（４月１日から翌年３月３１日）毎に支払う。支払い時期や額、方法は協定書に

て定めるものとする。 

 (3) 精算及び事業報告 

      会計年度終了後、６０日以内に事業の精算及び報告を行うものとする。 

      指定管理者は、毎年度終了後、自主事業の状況、利用状況、管理運営状況、利用料金等の

収入状況、管理運営に要した経費等の収支状況などを記載した事業報告書を市に提出するほ

か、市が必要と認めるものについて報告するものとする。 

(4) 経理規定 

     指定管理者は経理規定を策定し、経理事務を行うものとする。 

１６ 指定管理者に対する監督・監査 

 (1) 調査及び指示 

市は、法第２４４条の２第１０項の規定に基づき、指定管理者に対して当該業務内容又は

経理の状況に関し報告を求め、実施状況を調査し、又は必要な指示をすることができるもの

とする。 

 (2) 指定の取消し及び業務の停止 

市は、法第２４４条の２第１１項の規定に基づき、指定管理者が市の指示に従わないとき、

又はその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指

定を取り消し、または期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる

ものとする。 

 (3) 監査の実施 

市長または市の監査委員が必要と認めるときは、法第１９９条第７項の規定により、管理

運営業務に係る出納関連の事務の監査を行うことができるものとする。 

１７ 業務を実施するにあたっての注意事項 

  次の各項目に留意して円滑に業務を実施するものとする。 

(1) 指定管理者は、その提供するサービス等について利用者等からの苦情の適切な解決に努め

るとともに、苦情の内容及びその対応状況を市に報告するものとする。 

(2) 指定管理者が施設の管理運営に係る各種規定・要綱等を作成する場合は、市と協議を行う

ものとする。 



- 6 -

(3) 各種規定がない場合は、市の諸規定に準じて、あるいはその精神に基づき業務を遂行する

ものとする。 

１８ 業務の引継ぎ 

(1) 指定期間の開始前 

指定管理者は、本業務の開始までに、業務を円滑かつ確実に行えるように、市から引継ぎ 

を受け、準備を行うものとする。また、市からの業務引継のほか、保育内容の引継ぎを行う 

ものとし、契約日から令和３年３月末日までを合同保育期間とする。合同保育については、 

館長を含めた２名以上の職員体制で、児童館及び放課後児童クラブに勤務している職員とと 

もに保育を行い、十分な引継ぎを行うものとする。なお、引継ぎに要する経費は、次期指定 

管理者が負担するものとする。 

 (2) 指定期間終了時 

指定管理者は、指定期間が終了する場合又は指定の取消しにより次期指定管理者に業務を 

引き継ぐ場合は、施設、設備、備品、管理に必要な文書、データ等を引き渡すとともに、次期

指定管理者に適切に業務を引継ぐものとする。その際は、利用者に不利益を与えることがな

いよう円滑かつ支障なく施設管理業務を遂行できるようするものとする。 

 (3) 現状回復の義務 

   指定管理者は、指定期間が終了した場合又は指定の取消しを受けた場合は、施設及び設備 

を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得た場合はこの限りでは 

ない。 

１９ リスク分担 

 リスクの分担は別表３のとおりとする。 

２０ 協議 

  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に疑義が生

じた場合は市と協議し決定する。 
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別表１ 施設概要 

名称 白石市第一児童館 

所在地 白石市字亘理町３７番地１ 

施設規模 構  造 鉄筋コンクリート２階建て 

（１階 児童館、２階 児童クラブ） 

延床面積 １２４．０４７㎡（１階部分のみ） 

施設

内容

児童館 集会室 

共用施設 事務室、男女便所など 

付帯施設 園庭、駐車場（共有）、遊具庫 

名称 白石市第二児童館 

所在地 白石市字白石沖６番地３ 

施設規模 構  造 鉄筋コンクリート２階建て 

     （１階 児童館、２階 児童クラブ） 

延床面積 １２４．０４７㎡ 

施設

内容

児童館 集会室 

共用施設 事務室、男女便所など 

付帯施設 園庭、駐車場（共有）、遊具庫 

名称 第一児童館放課後児童クラブ（第一児童館併設） 

所在地 白石市字亘理町３７番地１（第一児童館内） 

施設規模 構  造 鉄筋コンクリート 2階建て 

延床面積 １４０．７㎡（２階部分のみ） 

定員及び支援単位 ６０名（２支援単位） 

施設

内容

児童クラブ 図書室、和室、音楽室、遊戯室、 

共用施設 事務室、男女便所など 

名称 第一小学校放課後児童クラブ 

所在地 白石市字半沢屋敷前２番地２（白石第一小学校内） 

施設規模 構  造 鉄筋コンクリート３階建て 

延床面積 ８４㎡（児童クラブ部分のみ） 

定員及び支援単位 ４０名（１支援単位） 

施設

内容

児童クラブ クラブ室 

共用施設 男女便所、校庭（学校施設） 

名称 第二児童館放課後児童クラブ（第二児童館併設） 

所在地 白石市字白石沖６番地３（第二児童館内） 

施設規模 構  造 鉄筋コンクリート２階建て 

延床面積 １４０．７㎡ 

定員及び支援単位 ８０名（２支援単位） 

施設

内容

児童クラブ 図書室、和室、音楽室、遊戯室 

共用施設 事務室、男女便所など 
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名称 第二児童館放課後児童クラブ 

所在地 白石市字白石沖１番地１ 

施設規模 構  造 木造平屋建て 

延床面積 １３６．６㎡ 

定員及び支援単位 ８０名（２支援単位） 

施設

内容

児童クラブ クラブ室、遊戯室、事務室、男女便所など 

付帯施設 園庭、駐車場（共有） 
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別表２ 児童館及び放課後児童クラブ保守点検等業務 

項   目 必 要 管 理 項 目 頻        度 

清掃 日常的な整理整頓等 毎日 

施設設備 日常保守管理 毎日 

施設総合巡視点検 
日常保守管理（外壁、内壁、

床、天井等） 
毎日 

施設周辺植栽等管理 除草・剪定・日常保守管理 必要に応じて随時 

窓ガラス・屋上平坦部

清掃  
定期的な清掃 年１回 

廃棄物の処理  定期的な処理 必要に応じ随時 

消防設備  機器点検、総合点検 
機器点検：年１回 

総合点検(含む機器点検)：年１回

機械警備  

建物備付の警備機器による異

常時の警備会社への通報等に

よる監視 

職員不在の全時間帯 

（令和４年３月末までは白石市で

委託契約済） 
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別表３ リスク分担表 

種  類 内     容
負担者

市 指定管理者

物価変動 人件費、物品費等の物価変動に伴う経費の増 ○

金利変動 金利の変動に伴う経費の増 ○

周辺地域・住

民及び施設利

用者への対応

地域との協調 ○

指定管理業務の内容に対する住民及び施設利用者からの要

望等への対応
○

上記以外 ○

法令等の変更

施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 ○

指定管理者に影響を及ぼす法令変更 ○

税制度の変更

施設管理、運営に影響を及ぼす税制変更 ○

一般的な税制変更 ○

政治・行政的

理由による事

業変更

政治、行政的理由から、施設管理、運営業務の継続に支障

が生じた場合、または業務内容の変更を余儀なくされた場

合の経費及びその後の当該事情による増加経費負担

○

不可抗力

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、感染症、火災

、騒乱、暴動、その他市又は指定管理者のいずれの責めに

も帰することのできない自然的又は人為的な現象）に伴う

、施設、設備の修復による経費の増加及び業務履行不能

○

書類の誤り

仕様書等市が責任を持つ書類の誤りによるもの ○

事業計画書等指定管理者が提案した内容の誤りによるもの ○

資金調達

市から指定管理者への支払遅延によって生じた事由 ○

指定管理者から業者への支払遅延によって生じた事由 ○

施設・設備の

損傷

指定管理者の故意または重大な過失によるもの ○

施設・設備の設計・構造上の原因によるもの ○

上記以外の経年劣化、第三者の行為で相手方が特定できな

いもの（３万円未満の小規模なもの）
○

上記以外の経年劣化、第三者の行為で相手方が特定できな

いもの（上記以外）
○

資料・展示品

等の損傷

管理者として注意義務を怠ったものによるもの ○

第三者の行為から生じたもので相手方が特定できないもの

（３万円未満の小規模なもの）
○

第三者の行為から生じたもので相手方が特定できないもの

（上記以外）
○
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種  類 内     容
負担者

市 指定管理者

第三者への賠

償

管理者としての注意義務を怠ったことによるもの ○

上記以外の事由により損害を与えた場合 ○

許認可等の取

得
管理運営に必要とされる許認可等を取得する費用など ○

セキュリティ 警備不備による情報漏洩、犯罪発生等 ○

事業終了時の

費用

指定管理業務の期間が終了した場合又は期間途中における

業務を廃止した場合における事業者の撤収費用
○

※本表に定める事項で疑義がある場合または本表に定めのないものは、市と指定管理者が協

議のうえ決定します。 


