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門真市立こども発達支援センター 指定管理者業務仕様書 

 

 門真市（以下「本市」という。）が門真市立こども発達支援センター（以下「センタ

ー」という。）の指定管理者に委託する業務について、次のとおり定めます。 

 

１ 趣旨 

  本仕様書は、門真市立こども発達支援センター条例（令和３年門真市条例24号）

に定めるもののほか、センターの指定管理者が行う業務の内容について、必要な事

項を定めます。 

 

２ 指定管理者が行う運営の基本的な考え方 

  公の施設の管理については、これまでの管理委託制度から、平成15年６月13日

公布、同年９月2日に施行された地方自治法の一部を改正する法律により、多様化

する住民ニーズにより効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能

力を活用しつつ、住民サービスの向上と経費の縮減等を図ることを目的に、民間事

業者も含めた幅広い団体の中から地方公共団体が指定した団体に公の施設の管理

運営を委ねることができることとなっています。 

  指定管理者は、次の事項に留意して管理運営を実施して下さい。 

 ① センターの目的に基づいて管理運営を行うこと。 

 ② 公の施設であることを念頭におき、利用者に公平かつ公正なサービスの提供を

行うこと。 

 ③ 法令等を遵守し適正な管理運営を行うこと。また、指定期間中に関係法令等の

改正があった場合は、適正に対処すること。 

 ④ 利用者の人権を尊重し、個人情報の保護を徹底すること。 

 ⑤ 利用者やその家族の意見を反映し、利用者満足度の向上を図ること。 

 ⑥ 効率的で適正な管理運営に努めること。 

 ⑦ 指定管理業務を遂行するための専門かつ経験のある職員を確保すること。 

 ⑧ 災害や事故発生時に備えた危機管理体制及び防犯体制の整備を行い、速やかに

対処できる体制を整えること。 

 ⑨ 感染症や食中毒の発生を未然に防止するための衛生管理体制を整えること。 

⑩ 療育の拠点として専門性を活かし相談業務の充実を図ること。 

 ⑪ 利用者が地域で生き生きと生活ができるよう地域に開かれた運営を行うこと。 

 ⑫ 事前に本市の承諾を得た業務を除き、指定管理者自らが施設の管理運営を行う

こと。 

⑬ 施設はセンターの運営及び本市の指定する事業以外に使用しないこと。 

 ⑭ 利用者の安全に留意し、遊具等の適切な保守点検・維持管理に努めること。 

 ⑮ 施設と施設周辺の美化に努め、地域の住民等との良好な関係を維持すること。 
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３ 施設の概要 

 ⑴ 名 称 門真市立こども発達支援センター 

 ⑵ 所 在 地 門真市大字北島546番地 門真市民プラザ内 

⑶ 開館時間、休館日等 

① 開館時間は、午前８時30分から午後５時まで。 

② 休館日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12

月29日から翌年１月３日まで。 

※指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て開館時間の変更や休館日

に臨時に開館し、又は臨時に休館日を定めることができます。 

 ⑷ 設置目的 

   センターは、障がい児及び障がいの疑いのある児童に対し、日常生活における

基本的な生活習慣の習得、自立のために必要な知識及び技能の習得、集団生活へ

の適応を支援するとともに、その保護者に対する療育相談や生活指導を行うこと

で、児童の機能発達と育成、自立の助長を図ります。 

   特に幼児期の心身の発達は目覚ましく、この時期により良い環境を整えて適切

な療育を進めることが、子どもの成長により良い影響を与えることから、「早期の

気づき・早期の療育」に重点を置いています。 

   また、地域の中核的な支援機関として、通園児だけではなく地域へ支援が広が

るよう、本市内にある関係支援機関と取りながら、支援に関する情報の集約・発

信を行うなど、地域療育機能を高める役割を担っています。 

 

４ 事業・定員    

事 業 サービス提供時間 定員 

児童福祉法第６条の２の２第２項に規定

する「児童発達支援（個別療育を含む）」 

午前８時30分～午後３時 

【個別療育】午前９時～午

後５時 

85人 

児童福祉法第６条の２の２第４項に規定

する「放課後等デイサービス」 
午後２時～午後５時 

20人 
（10人/日） 

児童福祉法第６条の２の２第５項に規定

する「居宅訪問型児童発達支援」 
午前９時～午後５時 

なし 

児童福祉法第６条の２の２第６項に規定

する「保育所等訪問支援」 
午前９時～午後５時 

児童福祉法第６条の２の２第７項に規定
する「障がい児相談支援」 

午前９時～午後５時 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律第５条第18項に
規定する「計画相談支援」 

午前９時～午後５時 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律第５条第５条第

19項に規定する「基本相談支援」 

午前９時～午後５時 
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５ 本市の職員配置 

大阪府指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定通所支援の事業等の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条例等関係法令に基づく人員をもとに、令和４年

４月１日時点での本市の職員配置については、下記の表となっています。 

常勤：正規職員  非常勤：非正規職員 

職種 本市の職員配置   

管理者（施設長） １人（常勤） 

児童発達支援管理責任者 ２人（常勤） 

事務職員 ２人（常勤） 

保育士 21人（常勤18人、非常勤５日（1日６時間）/週：３人） 

社会福祉士（児童指導員） ２人（常勤１人、非常勤４日/週：１人） 

理学療法士 ２人（常勤１人、非常勤1.5日/週：１人） 

作業療法士 
非常勤６人（３日/週：１人、４日/月：２人、３日/月：

２人、２日/月：１人） 

言語聴覚士 ２人（常勤１人、非常勤４日/月：１人） 

調理員 ３人（常勤２人、非常勤５日（午前中）/週：１人） 

管理栄養士 他施設等と兼任 

看護師 ２人（常勤） 

嘱託医 

管 理 医 師（月１回）  整形外科医（月１回） 

小 児 科 医（月１回）  精 神 科 医（月１回） 

眼 科 医（年１回）  歯 科 医（年１回） 

臨床心理士 
３人（常勤１人、非常勤３日/週：１人、非常勤２日/

週：１人） 

公認心理師 １人（常勤） 

相談支援員（教員免許） １人（非常勤４日/週） 

【人員配置の留意事項】 

 ・センターを安定的かつ継続的に運営するため、職員との安定的な雇用関係を確

保するとともに、その雇用環境の整備に努めること。 

 ・職員を業務に係る各種研修会に積極的に参加させることで、専門性の向上に努

めること。 

 ・職員の休暇・事故等に備えて代替えの職員を登録しておくなど、常に人員配置

基準を確保し、欠員が生じないような措置をとること。 
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６ 指定管理期間 

 令和６年４月１日から令和11年３月31日まで（５年間） 

  ※門真市議会の議決を経て決定されますので、現時点では予定となります。 

  ※本市が管理運営を継続することが適当でないと認めたときは、指定管理期間内

であっても指定を取消すことがあります。 

 

７ センターの業務 

センターの内容は、令和４年６月にセンターで実施している内容となっています。 

指定管理者の内容は、指定管理者が指定管理期間に実施する業務となっており、

この業務内容を下回ることはできません。 

 〇通園事業 

   就園・就学後の集団生活に向けて、児童の発達に応じた遊びや生活を通しての

自信や意欲、人間関係の土台、生活する力の助長を図り、一人ひとりの児童にあ

った育ちの支援を行い、必要に応じ、ＰＴ・ＯＴ・ＳＴなど専門的・個別的な指

導・訓練も実施します。 

項目 センター 指定管理者 

通園時間等 月～金曜日10:00～14:45 
月～金曜日 8:30～15:00 
（8:30～10:00は療育でなく保育） 

職員体制 
児童３人に対して 

【保育士・児童指導員】１人 センターと同じ 

定  員 80人（最大９クラス） 

並行通園 期間:原則１年以内 
障がい児支援利用計画により、並

行通園する期間を定める 

  

〇個別療育事業 

   個々の児童の発達や障がいの特性について専門的な見立てを行い、個別プログ

ラムによる療育を実施するとともに、保護者に対し児童の特性や適切な関わり方

の理解を促すための相談助言をすることで、児童の集団生活や地域での生活への

適応を目指します。 

項目 センター 指定管理者 

実施時間 
11:00～12:00 
14:00～15:00 
15:30～16:30 

9:00～17:00 

実施期間 ６月～３月（途中申込不可） ４月～３月（途中申込可） 

実施回数 年間28回まで（１年間のみ） 
障がい児支援利用計画により回

数を定める。 

定  員 ９人（１日当たり５人） 18人 

スタッフ 
言語聴覚士・臨床心理士・作業療
法士・保育士等３人で児童１人の
療育を行う 

言語聴覚士・臨床心理士・作業
療法士・保育士等で児童に応じ
て柔軟な体制で療育を行う 
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 〇放課後等デイサービス事業 

   学校に通学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇に生活機能向

上のための訓練や社会との交流の促進を行います。 

項目 センター 指定管理者 

実施時間 
14:00～15:00 
15:30～16:30 

14:00～17:00 

実施期間 ６月～３月（途中申込不可） ４月～３月（途中申込可） 

実施回数 年間28回まで（１年間のみ） 利用計画により定める 

対象年齢 ６歳～12歳 ６歳～15歳 

定  員 ９人 20人（１日当たり10人） 

スタッフ 
言語聴覚士・臨床心理士・作
業療法士・保育士等３人で児
童１人の療育を行う 

言語聴覚士・臨床心理士・作業

療法士・保育士等で児童に応じ

て柔軟な体制で療育を行う 

  

〇親子参加療育（ひまわりクラブ） 

   落ち着きがない、やり取りするのが苦手といった発達に心配のある子どもを対

象に、親子で３回程度来所していただき、療育を経験することでこどもの成長を

促し、保護者の療育への理解を深めます。受給者証を必要としないサービスです。 

項目 センター 指定管理者 

募集人数 

年２回実施 
【からだコース】６人／１回 
【ことばコース】６人／１回 

センターと同じ 
実施方法 1回1時間、親子ごとで実施 

対象年齢 3歳～12歳 

スタッフ 
言語聴覚士・臨床心理士・作業療法士・
保育士等が相談や支援等を行う 

  

〇保育所等訪問支援事業 

   保育園、幼稚園、小学校等を訪問し、障がい児に対して、集団生活への適応の

ための専門的な支援などを行います。 

項目 センター 指定管理者 

実施方法 
毎月の平均利用人数15人程度 
毎月１回保育所等へ訪問 センターと同じ 

スタッフ 臨床心理士・公認心理師 



6 
 

〇保育所等発達支援事業 

   支援が必要と認められる子どもが保育所、幼稚園、認定こども園、小学校等で

の集団生活の中で、安心して過ごすことができる環境を園や学校の先生と一緒に

考え、サポートを行います。    

項目 センター 指定管理者 

実施方法 

保育所、幼稚園、認定こども園に巡回

訪問し、依頼のあった児童を専門的な

視点で観察、園に対しアドバイスを行

う。 

実利用園児数319人  施設数29園 

延べ巡回数158回 

センターと同じ 

スタッフ 
臨床心理士２名（2日/週：1人、3日/

週：1人※保育所等訪問支援と兼任） 

 

〇調理業務 

  障がい児に対して、通所による療育等のサービスを提供する児童発達支援セ

ンターについては、児童福祉施設の基準の適用により、自施設の調理室で調理

する方法で食事を提供します。（調理業務の委託は可能とします。） 

 ※宗教食等には可能な限り対応すること。 

 ※食事アレルギーについては、主治医の指示書をもとに対応し、専用の緊急対

応マニュアルを作成・遵守すること。 

 ※医師や言語聴覚士との連携により、訓練の一環となるように児童の個別発達

段階に応じた食形態での提供を行うこと。 

項目 センター 指定管理者 

実施方法 
センター内での自園調理 

管理栄養士が保育園とセンターを管理 

センター内での自園調理 

管理栄養士が管理（他施

設等と兼任） 

スタッフ 調理員３人 センターと同じ 

 

〇嘱託医 

項目 センター 指定管理者 

嘱託医 

・管 理 医 師（月１回診療） 

・整形外科医（月１回診療） 

・小 児 科 医（月１回診療） 

・精 神 科 医（月１回診療） 

・眼 科 医（年１回検診） 

・歯 科 医（年１回検診） 

センターと同じ 
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〇障がい児発達相談支援事業 

  障がい児とその家族、周囲の人の発達支援に関する相談に応じ、家庭での療

育方法についてのアドバイスを行います。また、知的発達や生活スキルに関す

る発達検査などの実施や障がい児の特性に応じた療育や教育、支援の具体的な

方法についての支援計画の作成や助言を行います。 

項目 センター 指定管理者 

対象 0歳～18歳の児童が対象 

センターと同じ 
スタッフ 

臨床心理士、公認心理師、障がい児相

談支援員が相談や支援を行う 

 

 〇重症心身障がい児送迎支援拡充    

項目 センター 指定管理者 

対象 

通園バスでの送迎に不安を感じるた

め、保護者がセンターまで送迎してい

るケースがある。 

保育士等が小型自動車

等で自宅まで直接迎え

に行くことで、通園で

きるように対処する。 

 

 〇医療的ケア児等コーディネーターの配置 

   医療的ケア児が必要とする保健、福祉、教育等の他分野にまたがる支援の利用

を調整し、総合的かつ包括的な支援の提供につなげるとともに、医療的ケア児等

に対する支援のための地域づくりを推進する役割があります。 

項目 センター 指定管理者 

内容等 
※新規事業 

配置していない 

看護師等１人を医療的

ケア児等コーディネー

ターとして配置 

 

 〇障がい児計画相談支援事業（基本相談支援） 

   障がい児の自立した生活を支え、児童とその家族が抱える課題の解決や適切な

サービス利用に向けてケアマネジメントによりきめ細かく支援するもので、児童

福祉法に基づく指定を受けた障がい児相談支援事業所等が障がい児利用計画を作

成し、一定期間ごとにモニタリングや相談対応等を行います。 

項目 センター 指定管理者 

内容等 
※新規事業 

実施していない 
保護者が障がい児支援利用計画を作
成するセルフプランになっている 

市内の未就学児を対象 
センター利用児童約95人 

センター利用以外の児童  

約50人   

センター卒園後の児童 

約10人 
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 〇居宅訪問型児童発達支援事業 

   医療的ケアや重い障がいを持っているために外出することが困難な障がい児に

対して、遊びを取り入れながら日常生活における基本的な動作の指導や生活能力

の向上のために必要な訓練・療育等を行います。 

項目 センター 指定管理者 

内容等 
※新規事業 

実施していない 

重度の障がい児の自宅を

訪問のうえ療育を行うこ

とで、通園が出来るよう

になることを目指す。 

  

〇地域支援・家族支援・各種機関との連携 

   地域交流や住民への啓発を行うとともに、保護者の集いの場や子育て相談等子

育て支援施策の一環としての業務を行います。また、地域の療育支援体制の中核

的な機関として、事業者ネットワークの構築を図る必要があります。 

   保健、福祉、医療、教育関係機関との連携を密にするとともに、療育の拠点と

しての専門性を活かし、相談・支援業務の充実を図ります。 

項目 センター 指定管理者 

内容等 

門真市児童専門会議（事務局） 
門真市児童発達通所支援事業連絡会 
門真市障がい者地域協議会 
サブ協議会  など 

センターと同じ 

 

 〇にじいろクラブ及び同窓会 

項目 センター 指定管理者 

内容等 

学校等に転園・就学した際の不安解

消や軽減を目的に実施します。（同窓

会は年に１回程度） 

期間：年間９回（1 年間限り） 
内容：製作・集団遊び等 
対象者：センターの通園事業を利用

していた児童及び保護者 
担当者：保育士 

センターと同じ 

  

〇ことばの相談 

項目 センター 指定管理者 

内容等 

発音や読み書きで気になる場合に言

語聴覚士が相談を受けます。 

対象者：０歳から 18歳までの児童 

担当者：言語聴覚士 

センターと同じ 
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〇音楽療法業務 

項目 センター 指定管理者 

内容等 

音楽療法実行計画書を作成し、音楽の

持つ力と人との関わりを用いて児童

の心身の発達に寄与する事業を実施

します。 

① 保護者同伴１名 14 回の受講 
② １年間44回実施し、１日５名 
対象者：センター通園児童 
担当者：音楽療法士 

センターと同じ 

 

 〇ふれあいの会 

項目 センター 指定管理者 

内容等 

保護者の交流会、勉強会、情報交換の

場として開催します。 
年間10回 １回１時間 
対象者：センター通園児童の保護者 
担当者：保育士等 

センターと同じ 

 

 〇外来訓練 

項目 センター 指定管理者 

内容等 

嘱託整形外科医の指示に基づき、理学

療法及び作業療法訓練を保護者同伴

で実施します。 
１コマ40分+記録作成でＰＴは4コマ
/週、OTは7コマ/月 
対象者：訓練を受けていない小学３年

生までの児童で、機能訓練が
必要な児童 

担当者：理学療法士・作業療法士 

センターと同じ 

 

〇保護者会活動 

項目 センター 指定管理者 

内容等 

会費と布団乾燥代を徴収する、行事の

プレゼントを購入するなど保護者会の

活動に協力します。年１回センター長

懇談会を実施し、センター運営につい

て意見交換を行います。 

対象者：通園児童の保護者 

担当者：センター長・保育士 

センターと同じ 
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 〇からだの使い方がぎこちない・不器用などの相談 

項目 センター 指定管理者 

内容等 

体の動きがぎこちない・手先が不器用

などの気になることがある場合に相談

を受けます。 

対象者：０歳から 18歳までの児童 

担当者：作業療法士 

センターと同じ 

 

 〇発達検査等の実施 

項目 センター 指定管理者 

内容等 

保護者からの希望等により発達検査等

を実施します。 

対象者：０歳から 18歳までの児童 

担当者：公認心理師・臨床心理士 

センターと同じ 

 

 〇ペアレントトレーニング 

項目 センター 指定管理者 

内容等 

ペアレントトレーニングを学ぶことで

発達障がい児の生活を安定させるとと

もに、保護者の育児に対する負担感を

軽減します。 

対象者：３歳から 10歳までの発達障

がい児を持つ保護者 

担当者：公認心理師・臨床心理士 

センターと同じ 

 

 〇保護者交流会 

項目 センター 指定管理者 

内容等 

子育てに不安を持つ保護者が勉強会

や交流会に参加し、情報交換などによ

り、明日への子育ての意欲に繋がるこ

とを目的に実施します。 

講座（年２回）：各 50 名 

対象者：３歳から12歳までの児童の

保護者 

担当者：保育士・公認心理師・臨床心

理士 

センターと同じ 
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８ センターの事務 

 ⑴ 利用申請及び利用計画に係る業務 

   センターの利用を希望する保護者からの申請、契約等に伴う書類の作成及び利

用契約の締結に関する業務を行うこと。 

 ⑵ 利用料金の請求に係る業務 

   毎月の児童発達支援事業に係る利用実績に基づき、利用者負担額を保護者に請

求する業務を行うこと。 

 ⑶ 障がい児通所給付費等の請求に係る事務 

   毎月の利用実績に基づき、大阪府国民健康保険団体連合会に障がい児通所給付

費を請求する業務を行うこと。 

 ⑷ 報告書等の作成    

   事業計画書、事業報告書、収支予算書、収支決算書、その他本市が求める報告

書を作成する業務を行うこと。 

 ⑸ 保険の加入 

   指定の期間中、次の内容を満たす保険契約を締結し、施設内の事故等に適切な

対応を行うこと。なお、保険契約については１年毎に更新する場合も可能とする。    

保険の種類 保険金額 

通所型施設利用者の
傷害事故補償 

死亡保険金 100万円 

後遺障害保険金 死亡保険金額の４％～100％ 

入院保険金 （１日当たり）800円 

手術保険金 
入院中の手術：8,000円 

外来の手術 ：4,000円 

通院保険金 （１日当たり）500円 

 賠償責任保険 

死亡保険金 100万円 

後遺障害保険金 死亡保険金額の４％～100％ 

入院保険金 入院日数に応じて１万円～15万円 

通院保険金 通院日数に応じて５千円～６万円 

賠償責任支払限度額 

身体賠償 
１名につき5,000万円 

１事故につき５億円 

財物賠償 １事故につき1,000万円 

個人情報漏洩による

損害賠償 
保険期間中２億円 

個人情報漏洩による

対応費用 

１事故1,000万円 

保険期間中3,000万円 

サイバーリスクによ

る損害賠償 
保険期間中２億円 

サイバーリスクによ

る対応費用 
保険期間中3,000万円 

自己負担額 なし 
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  自動車運行に伴う損害に対応するため、自動車損害賠償責任保険及び任意保険

等（以下「自動車保険等」という。）に加入すること。自動車保険等の補償内容に

ついては、市と協議すること。（自動車運行を委託する場合は、同等の補償内容を

担保できるよう、委託事業者に対して必要な条件を付すこと） 

⑹ 業務の引継ぎに係る業務 

   指定期間終了に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく業務を行えるように引継

ぎを行うこと。 

 ⑺ 職員の管理に関する業務 

   センターの運営に必要な人員の配置、管理、指導、給与等の支払い及び業務に

必要な研修等を行うこと。 

 ⑻ 利用児童の健康管理に関する業務 

   利用児童の日常の健康管理及び嘱託医による健康診断や相談を行うこと。 

 ⑼ 緊急時の対応 

   センターでの事故、利用者の体調急変、災害等に備え、マニュアルや計画を策

定するとともに、迅速かつ的確に対応すること。 

 ⑽ 文書の管理 

   利用契約書、支援計画書、ケース記録、その他の文書は、法令で定められた保

存期間に基づき、適切に保管し、保管期間終了後は本市に引き渡すこと。 

 ⑾ 台帳の整備 

   事業に必要な備品管理台帳などを整備すること。 

 ⑿ 評価に関する業務 

   サービス内容の検証と一層の向上を図り、各種リスクの軽減を図るため、自己

評価及び第三者評価を行うこと。 

 ⒀ 要望・苦情への対応 

   利用者からの要望・苦情等に迅速かつ適切に対応するため、必要な措置を講じ

ること。 
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９ 管理運営業務内容 

 ⑴ 指定管理者が行う管理運営業務等の範囲  

管理運営に関する業務 

児童発達支援に関すること。 

放課後等デイサービスに関すること。 

居宅訪問型支援に関すること。 

保育所等訪問支援に関すること。 

障がい児相談支援に関すること。 

計画相談支援に関すること。 

基本相談支援に関すること。 

児童の心身の発達に係る相談に関すること。 

その他の支援（地域支援、家族支援及び地域

の子育て家庭支援等） 

通園バス等の運行に関する業務 

給食の提供に関する業務 

児童の健康管理及び訓練に関する業務 

児童の発達に関する検査業務 

医療的ケア児の対応に関する業務 

保護者支援プログラムに関する業務 

地域支援・家族支援・各種機関との連携業務 

利用申請及び利用契約に係る業務 

給付費等請求事務 

利用料請求事務 

警備業務 

職員検尿業務 

職員検便業務 

音楽療法業務 

電話交換設備保守業務 

遊具等保守点検業務 

障がい福祉請求システム保守業務 

経営管理に関する業務 

事業計画書の作成業務 

事業報告書の作成業務 

事業評価業務 

指定期間開始時及び終了時の引継ぎ業務 

その他 

文書管理 

保険加入 

個人情報保護 

環境への配慮 

大規模災害発生時における運営への協力 

センターの運営に関する業務のうち、市長が

必要と認める業務 
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⑵ 本市が行う施設維持管理業務等の範囲 

施設等

維持管

理業務 

設備管理業務 

設備員が常駐し、清掃、保守管理及び設備機器

の管理運転、異常時は、機械の運転を停止し、

事故の被害拡大防止やその修復に当たる。開館

日には、午前８時に開錠する。 

空気環境測定業務 
建築物環境衛生管理基準に従い、室内環境の良

否を判定する。 

受水槽清掃業務 清掃、消毒、検査を実施する。 

飲料水水質検査業務 
建築物環境衛生管理基準に従い、飲料水の水質

を分析し飲料に適しているかを検査する。 

給温水水質検査業務 
建築物環境衛生基準に基づき、衛生的な使用に
適しているかを検査する。 

雑排水管洗浄業務 
建築物環境衛生基準、空気調和設備等の維持管
理及び清掃等に係る技術上の基準により、洗浄
を実施する。 

防除殺虫・殺鼠業務 

建築物環境衛生基準、空気調和設備等の維持管
理及び清掃等に係る技術上の基準に基づき、鼠
やゴキブリなどが建物内に発生するのを防止
し、駆除する。 

エレベーター保守点
検業務 

毎月遠隔監視により状態監視を行い、保守点検

をフルメンテナンス仕様で行う。 

消防設備管理業務 
消防設備機器の外観、機能点検を実施し、正常

に作動することを確認する。 

建築設備定期調査 建築設備等調査資格者により検査を実施する。 
自家用電気工作物の
保安管理業務 

保安規定にもとづく保安管理を行う。 

照明器具の球替業務 照明器具の管球の交換をする。 

自動扉保守点検業務 自動扉のレギュラーメンテナンスを行う。 

小荷物専用昇降機点
検業務 

機械装置の点検、清掃、給油及び調整を行う。 

ガス給湯設備点検業

務 

給湯設備、即湯ポンプ、昇温熱源及び付帯機器
の点検を行う。 

ろ過装置点検及び消
耗品の交換業務 

ろ過装置、ろ過ポンプ、熱交換器、薬注装置、

補給水ユニット、水位計、制御盤、遠隔操作盤、

自動塩素装置を点検する。 

樹木の剪定業務 
市民プラザ全体の樹木の剪定時期にセンター敷

地内の樹木の剪定を実施する。 

 建築物法定点検業務 
建築設備等調査資格者により検査を実施する。

（３年毎） 

使用料 
賃借料 

リース債務返済 空調設備借上 
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⑶ 業務の再委託の制限 
   指定管理者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせること

はできません。ただし、次の業務については、事前に本市の承諾を得て、指定管
理者の責任で、専門的な見地や技能を有する第三者に委託できることとします。 

   なお、業務の再委託先は、業務を実施するために必要な官公庁の免許、許可、 
認定等を受けているとともに、「第２章 応募 １ 応募資格⑶の①から⑨まで」
の要件をすべて満たしている必要があります。また、本市は必要に応じて再委託
先及び再委託業務を審査することがあります。 

再委託ができる業務 

給食調理に関する業務 

通園バス運行管理業務 

警備業務 

職員検尿業務 

職員検便業務 

音楽療法業務 

電話交換設備保守業務 

遊具等保守点検業務 

障がい福祉請求システム保守業務 

   

10 自主事業 

指定管理者は、管理運営業務の他に管理運営業務の実施を妨げない範囲において、

自主事業として自らの企画によるイベント、自主講座、自主研修等を本市の承諾の

もと実施することができます。 

自主事業に必要な費用を指定管理料から充てることはできません。ただし、自主

事業の利用者から一定の料金を徴収することは可能です。 

なお、自主事業において損失が発生した場合、本市は補填しません。 

 

11 物品の管理等 

 ⑴ 備品の管理 

  ① 指定管理者は、本市の所有に属する備品及び物品等については、善良な管理

者の注意を持って管理に努め、備品については、備品台帳を備え、取得及び廃

棄等の異動について管理し、本市の所有する備品・物品等については、指定管

理業務終了後において、点検整備の上、返却すること。 

  ② 指定管理者が指定期間中に本市から支払われた指定管理料により購入した物

品は、指定管理者に帰属するものとする。 

  ③ 上記により取得した物品は、速やかに備品管理台帳に登載し、その状況を明

らかにすること。 

  ④ 事業計画書に記載するセンターの管理運営を行う上で、本市の所有に属する

備品で不足するものについては、指定管理者で準備すること。なお、指定管理

料から支出する場合は、収支予算書に明記すること。 
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  ⑤ 指定管理者は、本市の所有に属する備品について、毀損、廃棄、備品設置に

伴う建物本体への加工等については、事前に本市に報告すること。 

  ⑥ 指定管理者が所有する備品又はリース等により機器を持ち込むときは、指定

管理者が持ち込んだ備品であることを備品管理台帳に明記すること。 

  ⑦ 指定管理期間が終了したときは、指定管理者が持ち込んだ備品等は自己の負

担において直ちに撤去すること。 

 ⑵ 原状回復 

   指定期間が満了したとき、指定を取消したとき又は管理業務の全部又は一部の

停止を命じられたときは、指定管理者はセンターの施設及び設備を速やかに原状

回復すること。ただし、現状がセンターの管理運営に特に支障がないと本市が認

めるときは、この限りでない。 

 

12 管理運営業務の報告等 

指定管理者は、毎年度開始前に事業計画書及び収支予算書を、年度終了後に事業

報告書及び収支決算書を作成し、本市に提出するものとする。なお、提出された事

業計画書等は個人情報を除き公表します。 

⑴ 事業計画及び事業報告書 

① 事業計画書 

    センタ－の管理運営業務の実施計画及び利用計画等を記載した事業計画書を

毎年３月末日までに作成し、本市に提出すること。  

  ② 事業報告書 

    センタ－の管理運営業務の実施報告及び利用実績等を記載した事業報告書 

を作成し、毎年度終了後 60 日以内に本市に提出すること。 

  ③ 月次報告書 

    センタ－の利用状況等を記載した月次報告書を作成し、毎月速やかに本市に

提出すること。 

  ④ その他、自主事業等、本市が必要と認める事項の追加書類についても提出す

ること。 

⑵ 収支予算書及び収支決算書 

毎年度毎に業務内容を総括した収支予算書及び収支決算書を策定し、本市に提

出すること。 

⑶ 修繕費の精算 

  指定管理者は、年度末時点の修繕費の不要額（余剰金や不使用）が生じた場合

は、翌年度５月 20 日までに返還すること。 

⑷ 管理運営状況調査 

 安全かつ適正な施設の管理運営を目的とし、本市は必要に応じ、管理運営状況

調査を実施するため、調査に協力すること。 
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13 個人情報の保護・情報公開 

⑴ 業務の実施に関して知り得た秘密を漏洩してはならない。指定管理期間が終了

又は取消された場合も同様とする。 

⑵ センタ－の適正な管理運営のため、厳重に個人情報を管理すること。 

⑶ 指定管理者は、情報の公開に努めること。 

 

14 防災・安全対策の実施 

⑴ 防災計画、事故等の非常時対応計画及び防犯・防災対策、衛生管理等のマニュ

アルを作成すること。なお、計画に基づき訓練を定期的に実施すること。 

⑵ 管理責任者及び防火管理者を配置し、その者の氏名に加え緊急時の連絡先等を

あらかじめ本市に報告すること。 

⑶ 災害発生時の利用児童の安全確保など、危機事象に適切に対応するため、万全

の危機管理体制を確立すること。 

⑷ 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。 

⑸ 利用者に急病、けが等の事故があった場合、応急措置、消防への通報又は病院

への同行などの対応をすること。また、応急措置後に本市に報告すること。 

⑹ 指定管理期間中、傷害保険及び施設賠償保険の契約を締結し、施設内における

事故等への適切な対応をすること。 

⑺ 衛生管理に十分配慮し、定期的に消毒を行うなど清潔に保ち常に快適な利用が

できる状態であるように努めること。  

 

15 損害賠償 

⑴ 指定管理者は、故意又は過失により管理物件（備品・設備を含む。）を損傷し、

又は滅失したときは、それによって生じた損害を本市に賠償しなければならない。

ただし、本市が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除する

ことができる。 

⑵ 本業務の実施において、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害

が生じた場合、指定管理者はその損害を賠償しなければならない。ただし、損害

の発生が本市の責に帰すべき理由又は天災事変等不可抗力の場合は、協定に従っ

て、本市と指定管理者との協議の上、決定する。 

⑶ 本市は、指定管理者の責めに帰すべき事由により発生した損害については第三

者に対して賠償した場合、指定管理者に対して、賠償した金額及びその賠償に伴

い発生した費用を救済することができる。 

⑷ 指定管理者の業務上の瑕疵による損害賠償に対処するため、賠償責任保険に加

入すること。 

⑸ 別途、利用者に対する傷害保険に加入すること。 
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16 不可抗力 

⑴ 不可抗力が発生した場合、指定管理者は不可抗力の影響を早期に除去すべく早

急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び費用増加を最小限

にするよう努力しなければならない。 

⑵ 不可抗力の発生に起因して指定管理者に損害・損失や増加費用が発生した場合、

指定管理者はその内容や程度の詳細を記載した書面を本市に通知するものとす

る。 

⑶ 本市は⑵の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で指定管理者と

協議を行い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。 

⑷ 不可抗力の発生に起因して指定管理者に損害・損失や増加費用が発生した場合、

当該費用については合理性の認められる範囲で本市が負担するものとする。なお、

指定管理者が加入する保険により保証された金額相当分については、本市の負担

に含まないものとする。 

⑸ 不可抗力の発生に起因して本市に損害・損失や増加費用が発生した場合、当該

費用は本市が負担するものとする。 

⑹ ⑶に定める協議の結果、不可抗力により本業務の一部が実施できなくなったと

認められた場合、指定管理者は不可抗力により影響を受ける限度において本仕様

書に定める義務を免れるものとする。 

⑺ 不可抗力により業務の一部が実施できなかった場合、本市は指定管理者と協議

の上、指定管理者が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を、指

定管理料から減額することができるものとする。 

 

17 経費等 

⑴ 本市は、指定管理者に対して指定管理料を支払う。 

⑵ 障がい児通所給付費及び利用料金は指定管理者の歳入とする。 

⑶ 指定管理料は、指定管理者の収支計画に基づき算定した予算額の範囲内で支払

うものとする。 

⑷ 指定管理料のうち修繕費については本市の算定した額を超えて執行する必要

が生じたときは本市と協議を行うものとする。 

⑸ 指定管理料の支払時期、方法については別途協定で定める。 

⑹ 指定管理料、障がい児通所給付費及び利用料金は、指定管理者が通常使用する

口座とは別の口座で管理すること。ただし、決算書等で明確に区分できる場合は

この限りでない。 

⑺ 業務に係る会計区分は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとし、年度ごと

に独立して経理を行わなければならない。 
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18 実施調査 

⑴ 本市は、センタ－の管理運営の適正を期するため、地方自治法第244条の２第

10項に基づき、指定管理者に対して随時当該管理の業務又は経理の状況に関し

て報告を求め、調査を行うことができる。また、指定管理者の従業員の労働実態

を把握することを目的に、勤務状況の確認など労働実態調査を行うことができる。 

⑵ 本市は、業務報告等の結果、管理運営について適正でないと認められる点につ

いては、必要な指示を行うことができる。  

 

19 業務を実施するに当たっての留意事項 

業務の実施に当たっては、次の各項目に留意して円滑に実施すること。 

⑴ 経理事務は、帳簿及び会計証憑書類を備え、適正に処理すること。 

⑵ 現金、帳簿及び会計書類等については、紛失及び不正行為が起きないよう適切

に保管し、管理に細心の注意を払うこと。 

⑶ センタ－の管理運営に係る使用料、手数料及び必要経費等は、指定管理料に含

まれているため、指定管理者が負担すること。 

⑷ センタ－に既設の非常通報装置などの設備については、原則として、引き続き

使用することとし、設備の維持に必要な保守費用等は、指定管理料に含まれてい

るため、指定管理者が負担すること。なお、指定管理者の管理上の都合により、

既設の設備を使用しない場合に必要な撤去費用等は指定管理者が負担すること。 

⑸ 指定管理者は、その管理運営業務の全てを第三者に委託し、又は請け負わせる

ことはできない。ただし、個別の具体的業務のうち、本市が認めた業務を第三者

に委託することはできるが、その場合、本市と事前に協議すること。 

⑹ センタ－の管理運営上、センタ－に付帯させる機器や設備の追加については、

本市と事前に協議すること。 

⑺ 指定管理者になったことにより、法人に対する市・府民税が課税される場合及

び指定管理者が新たに設置した償却資産に対して固定資産税が課税される場合

は、指定管理者が納税管理者となること。 

⑻ 虐待を受けた疑いのある児童を発見した場合は、本市又は関係機関に速やかに

通告すること。 

⑼ 他の児童発達支援事業の利用児が新たにセンタ－を利用する場合、従前の事業

者と児童の特性を考慮した円滑な移行に向けて引継ぎを行うこと。 

⑽ 指定管理者は、施設又は設備に変更を加えようとするときは、あらかじめ本市

と協議すること。 

⑾ 敷地及び建物内は禁煙とすること。 

⑿ 通勤車両は施設内の駐車場に駐車しないこと。 

⒀ 本市が行うモニタリングに協力し、本市の求めに応じ関係書類を提出すること。 
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20 指定の取消し等に係る業務規定 

指定管理者が本市の求める調査又は指示に従わないとき、指定管理者の責に帰す

べき事由により管理を継続することができないと認められるとき、秘密保持義務又

は個人情報保護義務に違反したときは、違反等の程度、理由その他の事情を考慮し

て、本市は指定の取消し又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命

ずることができる。この場合、本市に生じた損害は指定管理者が賠償する。 

  また、指定管理者の指定取消し後は、第2順位、第3順位の団体等と次期指定管理

予定候補者としての協定締結について協議を行う。 

 

21 指定期間満了者等の事務引継ぎ 

指定管理者は、指定期間が満了した場合及び指定を取消されたときは、次期指定

管理者が円滑かつ支障なく管理運営業務が遂行できるように業務及び利用者情報

等を引き継ぐこと。 

 

22 協議 

本市と指定管理者は、業務を実施する上で必要となる詳細事項について協議を行

い、これに基づいて協定を締結する。 

指定管理者は、この仕様書に規定するもののほか、指定管理者の業務内容及び処

理について疑義が生じた場合は、本市と協議して決定する。 

  協議の解釈に疑義が生じた場合や協定に定めがない事項については本市と指定管

理者は誠意を持って協議する。 


