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田原本町こどもはぐくみ・交流センター指定管理者 

開設準備及び管理運営業務仕様書 

 

 

 本仕様書は、田原本町こどもはぐくみ・交流センター（以下「センター」という。）の開設準

備及び管理運営業務に当たり、「田原本町こどもはぐくみ・交流センターの設置及び管理に関す

る条例」（令和４年１２月田原本町条例第２０号。以下「条例」という。）及び関係法令の定めに

よるほか、指定管理者が行う業務内容及び業務実施に関し、必要な事項を定める。 

 

センターの開館時間及び休館日 

開館時間  午前９時００分から午後５時００分 

休 館 日  12月 28日～１月４日 

 

業務の内容 

<１> センターの施設管理業務、自主事業 

<２> フリースペースの貸付、利用料の収受 

<３> 地域子育て支援拠点事業（一般型）及び <４> 出張ひろば 

<５> 地域活動支援センター事業 

 

 

<１> センターの施設管理業務、自主事業 

 

ア 施設及び設備の維持管理に関する業務 

①確認及び対応 

施設内外の設備等に関して日常的にその状況を確認するとともに、事故等が発見された場

合は、直ちに対応措置を取るものとする。 

②修繕及び整備 

施設の修繕等の必要が生じた場合は、町長に報告し、簡易な修繕等は、指定管理者が実施

するものとする。但し、この仕様書で定める簡易な修繕等は１件３０万円以内の金額のも

のを指し、１件３０万円を超える場合は、その都度町と協議するものとする。 

③保守管理に係る業務 

・消防法等、関係法令を遵守すること。 

・日常的に清掃を行い、施設、設備等が常に衛生的な状態を保たれるようにすること。 

・防犯、防火及び防災に万全を期し、法令に基づく防火体制を整えること。 

④新型コロナウイルス感染症対策を講じること。 
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イ 利用者の安全確保 

利用者の安全確保について、次に掲げる事項を遵守すること。 

①施設利用者の生命及び財産の安全を確保するために非常事態に備え、消火、通報、避難誘

導等の対応ができる体制を整備すること。 

②利用者に事故のあった場合には、医療機関への搬送、保護者及び町への連絡等を速やかに、

かつ、誠意を持って対応すること。 

③機械警備及び防犯カメラについては、設置前に町と協議をすること。 

④定期的な施設の安全確認を行い、利用者の事故がないような環境を整備すること。 

⑤不審者及び不審物等を発見した場合は、速やかに警察へ通報する等適切な処置を行うこと。 

⑥災害及び不審者等を想定した訓練を定期的に行うこと。 

⑦その他利用者の安全に必要とされる事項は、必要に応じて適切に対応すること。 

 

ウ 自主事業、利用促進に関する業務 

①センターを活用し、教室や講習会、イベント等の自主事業を実施すること。参加料は資料

代や材料費等、安価に留めること。 

開催前に、事業内容・対象者・料金設定等について町と協議をすること。 

②利用者等の意見・要望・苦情等によりニーズの把握に努め、業務改善等により利用促進を

図ること。 

 

エ その他町長が定める業務 

・町が主催、支援する行事・施策等への協力 

・町の主要施策（たわらもとヘルスケアプロジェクト等）への協力 

・田原本町立図書館の予約本受取サービスに係る、図書の受け渡し等業務 

・避難所としてセンターを開所した際、避難所運営への協力 

 

オ 業務責任者の配置 

①指定管理業務を統括的に管理する業務責任者（以下「所長」という。）を１名配置するこ

と。職員配置等調書（様式第４号）に所長予定者の履歴書（任意様式）を添付すること。 

また、所長不在時でも対応ができる職員を１名以上選任し、センターの管理運営に支障

がない体制を整えること。 

②所長は、甲種防火管理者の資格を所持していること。 

 

カ 就業・服務 

①施設に勤務する職員の勤務時間は、施設の運営に支障のないよう、あらかじめ定めておく

こと。 

②施設が公共施設であることを自覚し、利用者に接するときは言語、態度を端正にすること。 

 

キ 職員名簿の提出 
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指定管理者は、職員名簿を作成し、あらかじめ町に提出すること。なお職員を変更する場

合も同様とする。 

 

 

<２> フリースペースの貸付、利用料の収受 

 ア 業務の趣旨 

フリースペースは会議室としてだけでなく、机・椅子を取り除いた状態でも使用すること

ができる。また、北側に接する「子育てひろば」との一体的な運用も可能である。 

条例の規定に基づき、子育て支援や住民の交流・研修等を実施する場として柔軟に使用す

ること。 

 イ 料金の設定 

条例の定める範囲内で料金を設定すること。 

町外利用者は町内利用者の２倍の料金に設定すること。 

 ウ 減免の取り扱い 

減免は町長の承認を受けて定めた基準により行う。 

 エ 料金の収受 

料金は前払いとし、指定管理者の収入とする。 

 

 

<３> <４> 地域子育て支援拠点事業 一般型及び出張ひろば 

いずれも「児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）」第６条の３第６項に規定する事業。 

「田原本町地域子育て支援拠点事業実施要綱（平成２８年４月告示第３３―５―２号）」に基

づき実施すること。 

 ア 業務の趣旨 

  <３> 地域子育て支援拠点事業（一般型）（以下「一般型」という。） 

子育て支援拠点施設が地域の子育て支援の拠点として機能するよう地域の子育てに係

る情報収集・提供に努め、子育て全般に関する専門的な相談・支援、子育てサークル等の

育成・支援を行うとともに、既存のネットワーク及び子育て支援活動を行う団体等と連携

しながら、次に掲げる業務を行うものとする。 

なお、利用料は無料とし、教材等に係る実費相当額については、保護者から徴収するこ

とができる。 

①子育て親子の交流の場の提供と交流の促進に関すること。 

子育て親子が気軽にかつ自由に利用できる交流の場の設置及び子育て親子間の交流を

深める取組み等の地域支援活動を実施する。 

②子育て等に関する相談及び援助の実施に関すること。 

子育てに不安及び悩み等を持っている子育て親子に対する相談及び援助活動を実施す

る。 

③地域の子育て関連情報の提供に関すること。 
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子育て親子が必要とする身近な地域の様々な育児及び子育てに関する情報を提供する。 

④子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関すること。 

子育て親子及び将来子育て支援に関わるスタッフとして活動することを希望する者等

を対象として、月１回以上、子育て及び子育て支援に関する講習等を実施する。 

<４> 地域子育て支援拠点事業 出張ひろば（以下「出張ひろば」という） 

地域の実情や利用者のニーズにより、親子が集う場を常設することが困難な地域に対し

て、公共施設等を活用した出張ひろばを必ず実施するものとする。実施場所については、

適切な公共施設等を指定管理者で確保するものとする。ただし、実施場所が指定管理者の

所有でない場合は、事業開始までに所有者の承諾を得ること。 

なお、利用料は無料とし、教材等に係る実費相当額については、保護者から徴収するこ

とができる。 

 

イ 受入人数の目安 

<３> 一般型    概ね親子１０組程度（一時に利用する人数） 

<４> 出張ひろば  概ね親子１０組程度（一時に利用する人数） 

  ※上記を目安とし、柔軟に受入人数を調整すること。 

 

ウ 開所日及び開所時間 

  実施場所ごとの開所日及び開所時間を下記のとおり定める。 

実施場所 事業名 開所日 開所時間 

センター <３> 一般型 
年末年始（12/28～ 

1/4）を除き開所 
１日５時間以上 

公共施設等 <４> 出張ひろば 週１日又は２日 １日５時間以上 

※指定管理者が特に必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て開所日を変更する

ことができるものとする 

※センターの休館日は 12/28～1/4、開所時間は午前９時００分から午後５時００分まで 

 

エ 休所日 

  次に掲げる日を休所日とする。 

<３> 一般型 

① １２月２８日から翌年の１月４日までの日 

<４> 出張ひろば 

① 日曜日及び土曜日 

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２８日から翌年の１月４日までの日 

※いずれも、指定管理者が特に必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て変更する

ことができるものとする 
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オ 運営経費の内訳 

① 人件費  職員に係る給与、手当、社会保険料、雇用保険料等 

② 事務費  旅費、消耗品費、保険料（損害保険等）、研修費等 

③ 事業費  報償費（講師謝礼等）、消耗品費（教材費）、通信運搬費（電話代・郵便代等）、 

その他事業実施に係る経費 

 

カ 職員配置 

<３> 一般型 

子育て親子の支援に関し意欲のある者であって、子育ての知識及び経験を有する専任の

者を２人以上配置すること。「所長」（<１> オ）の兼務は不可とする。 

また、常勤の職員（週５日以上勤務）が保育士資格を有する場合、選定審査の加点対象

とする。この場合、職員配置等調書（様式第４号）に当該資格を証明する書類の写しを添

付すること。 

<４> 出張ひろば 

子育て親子の支援に関し意欲のある者であって、子育ての知識及び経験を有する専任の

者を２人以上配置すること。なお、一般型の職員が１名以上出張ひろばの職員を兼務する

こと。 

 

キ 事業実施計画 

指定管理者は、事業開始前までに事業実施に必要な運営方針・実施計画を定め、町に提出

すること。 

 

 

<５> 地域活動支援センター事業 

  「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（平成１７年法律第１２３

号）」、「障害者自立支援法に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準（平成

１８年９月厚生労働省令第１７５号）」及び「田原本町地域活動支援センター事業実施要綱（平

成１９年田原本町告示第２１号）」（以下、「地活要綱」という。）に基づき実施する。 

 

 ア 業務の趣旨 

   障害者等に対し、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を

供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。 

 

 イ 開所日時の提案 

   地域活動支援センターは「喫茶コーナー」を併設している。それぞれの開所日を週５日以

上、また「午前１０時から午後４時」以上の開所時間を提案すること。 
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ウ 喫茶コーナーの運営 

・地活要綱及び「ア 業務の趣旨」に沿うことを前提に運営内容を提案すること。 

・調理は「温め」等の簡易なものとし、価格はできる限り安価に設定すること。 

・運営において、利用者対象者が、配膳等で社会参加する機会になるよう工夫すること。 

・営業に必要な関係法令等に基づく資格取得や許認可等は、指定管理者が自己負担で行う

こと。 

・喫茶コーナーにおける売り上げは指定管理者の収入とすることができる。 

・店舗（喫茶コーナー）の名称を定める場合、施設に看板や案内等を設置する場合は、町

と事前協議をすること。 

・喫茶コーナーの休所日を設ける場合であっても、センターへの来館者が休憩等で利用で

きるように施設を整えておくこと。 

・必要により、食品衛生責任者を配置すること。 

 

 エ 実施施設の届出等 

   指定管理者は、地活要綱に基づき、「実施施設の届出等」（第７条）、実施状況の「報告等」

（第８条）及び「帳簿等」の整備（第９条）を行うこと。 

 

 オ 利用対象者の受付等 

   地活要綱第４条に定める、利用対象者（社会参加等の活動を行う者）として喫茶コーナー

を利用する申請を受け、決定又は却下の通知を行う事務は町が行う。 

 

 カ 人員配置 

・地域活動支援センターに置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 

    ①施設長 １名 

    ②指導員 ２名以上 

・施設長は常勤（週５日４０時間勤務）とし、障害者等の福祉の増進に熱意を有し、地域

活動支援センターを適切に運営する能力を有する者でなければならない。 

・指導員は、障害者等の支援に関し意欲のある者を２名選任し、１名は専従とすること。 

・常勤の職員が介護職員初任者研修、介護職員実務者研修、介護福祉士、社会福祉士、精

神保健福祉士又は相談支援専門員資格の資格等を有する場合、選定審査の加点対象とす

る。この場合、職員配置等調書（様式第４号）に当該資格等を証明する書類の写しを添

付すること。 

・施設長は、地域活動支援センターの管理上支障がない場合は、指導員を兼務することが

できる。 

・施設長は、地域活動支援センターの管理上支障がない場合は、「所長」（<１> オ）を兼務

することができる。 

・職員配置等調書（様式第４号）に施設長予定者の履歴書（任意様式）を添付すること。 

 



7 

 

 キ 補助金等基準額（単年度） 

・基本分  5,000,000円 

・加算分  1,000,000円 ※ 

    ※１年度の「オ 利用対象者」の来所が、のべ 120人以上（目安として月 10人以上）

の実績があった場合に加算します。 

 

<６> 各事業共通の事項 

ア 主たる業務の委託等の禁止 

指定管理業務の主たる業務を第三者に委託し、又は請け負わせることを禁止する。ただし、

主たる業務でない指定管理業務の一部を委託し、又は請け負わせることについて、あらか

じめ町長の承認を得た場合はこの限りでない。 

 イ 他施設との連携 

駅前ビル２階西側設置予定の保育施設と、相互の施設利用やイベントの開催等で連携を図

ること。 

 ウ 事業の報告 

①各業務において、会計年度終了後速やかに次の事項を記載した事業報告書を作成し、提

出すること。 

・管理業務及び事業の実施状況 

・施設の利用状況（自主事業を含む。） 

・管理経費の収支状況 

・その他町長が必要と認めた事項 

②上記に規定する事業報告書のほかに、毎月１５日までに前月分の管理運営に関する報告

書を作成し、提出しなければならない。 

③当該年度をもって指定の期間が終了する場合を除き、町の指定する日までに次年度の事

業計画書、収支予算書を作成し、提出しなければならない。 

④業務の実施状況や管理に係る収支報告書等についての報告を求められた場合や、是正等

の指示を受けた場合には、速やかに応じること。 

⑤町は、必要に応じて、施設、物品及び各種帳簿等の実地調査を行うことができる。 

 エ 業務の引き継ぎ 

指定期間終了時、又は指定取り消し時においては、次の指定管理者への引き継ぎに全面的

に協力すること。 

 オ その他 

指定管理者は、本仕様書に規定するもののほか、業務の内容及び処理等について疑義が生

じた場合は、町と協議し、決定するものとする。 

 


