
一般財団法人新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院 

院内保育施設管理運営業務委託仕様書 

 

 

１ 趣旨 

本仕様書は、一般財団法人新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院院内保育施設管理運営

事業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。 

 

２ 保育の場所と概要 

(１) 施設名称 

新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院 院内保育施設「魚沼めごめご」 

(２) 所在地 

新潟県南魚沼市浦佐 4132番地 

(３) 保育所開設 

平成 27年４月 

(４) 開院 

平成 27年６月 

 

３ 保育内容 

(１) 定員 

ア 10 人。ただし委託者の依頼に基づき、「新潟県認可外保育施設指導監督基準」(平

成 28年６月 20日付け少対第 277 号。以下「指導監督基準」という。) の範囲内で

変更可能とする。 

イ 児童数や保育に従事する職員数は、指導監督基準に基づき算出する。 

(２) 保育日 

ア 基本保育は全日実施（土、日、祝日及び年末年始を含む）とする。 

イ 夜間保育は、開所する曜日を固定し週１回実施するほか、別途月２回実施する。開

所する曜日は、委託者と受託者の協議の結果、契約期間内に変更可能とする。 

ウ 前記ア、イいずれにおいても、事前申込により実施するものとし、事前申込みの結

果利用者がいない日は開所しないことができる。 

(３) 保育年齢 

０歳(生後２か月)から小学６年終期に達するまで 

ただし、学童保育は原則、自宅または病院近隣施設等に預け入れできない日時に限る

ものとする。 

また、乳児、幼児及び学童（以下「児童」という。）の受入においては乳児及び幼児

を優先するものとする。 

(４) 保育時間 



ア 基本保育 

(i) 通常保育時間 

  午前７時 30分から午後７時 30分まで 

(ii)延長保育時間 

  午後７時 30分から午後 10時まで 

イ 夜間保育 

午後５時 30分から翌午前 10時まで 

(５) 給食等 

原則、受託者が、昼食、乳児用ミルク、離乳食及びアレルギー対応食 （以下「給食」

という。）並びにおやつを用意するものとする。 

ただし、給食については、保護者から依頼があった場合のみ用意するものとし、給食

費並びにおやつ代は保護者の負担とする。また、受託者が保護者から徴収する際は、実

費相当額を徴収するものとし、徴収額については、事前に委託者の承諾を得ること。ま

た、これらの収支状況を常に明確にしておくこととする。 

[業務内容] 

ア 給食、おやつの調達、保管 

イ 給食、おやつの盛付け及び配膳 

ウ 食器類、調理器具及び容器の洗浄並びに消毒、保管 

エ 厨房の清掃、その他の給食業務に関連する業務 

オ 給食費、おやつ代の徴収業務及び収支管理業務 

４ 管理運営体制 

(１) 指導監督基準を遵守して、保育施設の運営を実施すること。 

(２) 保育に従事する職員(以下「職員」という。)は、健全な心身を有している職員を配

置するものとし、保育士数については、児童数に応じて指導監督基準を満たす人数の

保育士を配置すること。なお、指導監督基準にかかわらず、基本保育については、延長

時間帯及び受入児童が２名以下の場合を除き、保育に従事する職員２名以上を配置す

ること。 

平日の基本保育時間に利用児童がいない場合は、午前８時 30 分から午後５時 15 分

の間に電話対応等のため職員 1 名の配置を行えば、ほか職員を従事させないことがで

きる。 

また、保育に従事する職員として保育士の確保が困難な場合は、子育て経験者の配置

等、柔軟な運営を心がけること。 

(３) 保育所運営にかかる者として管理者を配置（兼務を可とする）し、責任体制を明確

にすること。 

 ア 管理者の責務は、次のとおりとする。 

 (i) 保護者対応（緊急時の保護者との連絡体制を確保すること） 

(ii)委託者との連絡及び調整 



 イ 管理者の要件は、次のとおりとする。 

   保育士として、豊富な知識と経験を有する者 

(４) 児童の健やかな保育のため、職員は原則として年間を通し固定の配置とするととも

に、欠員が生じることのないよう、代替要員の確保等必要な措置を講じること。 

(５) 保育時間帯について責任体制、連絡体制等を明確にするなど、業務の円滑な遂行の

ための体制を整えておくこと。 

(６) 職員に対し保育知識や安全のための研修等を実施し、運営に必要な知識の習得に努

めること。 

(７) 保育所の機能と環境を良好に維持し、当該業務が常に安全、快適かつ衛生的に行わ

れるために、日常の必要な掃除、施設等の点検及び保守管理を行い、事故防止に努める

こと。不可抗力により生じた施設の不備、不具合が明らかとなったときは、直ちに委託

者に報告し、協議すること。 

(８) 業務受託にあたって、保護者等と保育内容等について十分協議すること。 

 

５ 安全・衛生・健康管理 

受託者は、保育所運営業務に関わる安全・衛生・健康管理において、以下の項目を遵守

すること。 

(１) 法令等や施設の特性を考慮した児童及び職員の安全と衛生の確保に努めること。 

(２) 防犯対策、緊急時（事故、感染症の発生など）のマニュアル、緊急連絡体制、事故

防止等のチェックリスト等を作成し、委託者及び保護者に提示すること。 

(３) 月１回避難訓練を実施する等、消防法（昭和 23 年法律第 186 号）に定められた事

項を遵守すること。 

(４) 施設の火気取締りについては、火気取扱責任者を定め、遺漏のないよう対応するこ

と。 

(５) 受託者は、乳児及び幼児に年２回の健康診断を実施すること。ただし、夜間保育の

みを利用する者を除く。 

(６) 職員の健康管理を徹底するとともに、保育業務従事者の健康診断は、受託者が行う

ものとする。 

(７) 児童が保育中に具合が悪くなり、保育の実施が困難である場合は、受託者は、速や

かに保護者へ連絡し、迎えに来ることを要請すること。また、児童が病気で次の場合に

は、受託者は保育をしないことができるものとする。 

ア 熱が 38℃以上の場合 

イ 下痢・嘔吐の症状の場合 

ウ 伝染性の病気の場合 

エ その他著しく普段と様子が違う場合 

  

６ 児童の事故への対応 



受託者は、児童の事故が発生しないよう万全の対策を講じなければならない。委託者

は、これに協力するものとし、事故が発生した場合、受託者は、速やかに委託者に報告す

るとともに、誠意をもって対処するものとする。 

また、受託者は、受託者の賠償責任の有無にかかわらず、児童が被った保育所内での事

故、又は保育に起因する事故に対応した保険等に加入しなければならず、保険証券等の

写しを委託者に提出すること。 

 

７ 備品の維持管理等 

(１) 委託者が有償貸与する備品は、善良なる管理者の注意をもって管理すること。貸与

料金は月額 10,000円とする。 

(２) 受託者は、貸与品を受け入れた時遅滞なくこれを検査し、瑕疵または数量の過不足

を発見した場合は直ちに委託者に通知しその指示を受けるものとする。 

  また、委託業務の途中において貸与品に瑕疵を発見した場合は、遅滞なく委託者に

通知し、その指示を受けるものとする。 

(３) 貸与する備品は、常に整備・点検すること。 

 (４) 受託者は貸与品が滅失、き損した場合、遅滞なく委託者に通知し、その原因が委

託者の責に帰すべき事由による場合を除き、委託者の指示に従い、受託者の負担にお

いて原状に復するか、代品を提供するか、または委託者の損害を賠償する責を負う。 

 (５) 委託者は、いつでも貸与品の使用管理状況を調査することができ、受託者はこれ

に協力するものとする。 

 (６) 委託者は、前項による調査の結果、改善の必要ありと認めた時は、受託者に対し

貸与品の使用管理の改善を要求できる。受託者は正当な理由がない限り、委託者の改

善要求を拒むことができないものとする。 

 (７) 受託者は、貸与品を委託業務の完了時に委託者に返却する。また、委託業務完了

前においても委託者の指示があったときに委託者に返却する。 

 

８ 業務の第三者への委託 

受託者は、給食業務を除く運営業務の全部又は一部を第三者に委託することはできな

い。ただし、業務の一部について、あらかじめ委託者に書面で申請し、委託者が承認した

場合は、受託者の責任において第三者に委託することができる。 

なお、第三者に業務の一部を委託した場合は、当該委託先との契約書の写しを委託者

に提出すること。 

 

９ 危機管理対応 

受託者は、自然災害、人的災害、事故等に対しあらかじめ対応マニュアル等を作成する

とともに、消防法等に定められた避難訓練を適宜実施し対応について万全を期すこと。 

 



10 委託者と受託者の役割分担 

項目 委託者 受託者 

保育所運営(職員採用、保育内容の調整と利用者へのサービ

ス提供) 

 ○ 

施設の維持管理(施設の保守点検・法定点検) ○  

〃(日常の施設管理)  ○ 

施設内の清掃  ○ 

一時的な災害への対応  ○ 

入所案内等の作成  ○ 

保護者会等の開催  ○ 

利用登録の承認 ○  

保育料の徴収 ○  

給食費、おやつ代等の徴収  ○ 

 

11 費用負担 

保育所運営業務に係る費用等の負担は、次のとおりとする。 

(１) 委託者が負担する費用 

ア 業務に必要な備品であると委託者が認めた費用(家具類、机、電話機等) 

イ 建物、設備等の修理及び保守に係る費用 

ウ 業務に必要な用水、給湯、燃料、ガス及び電力 

エ 施設内感染防止に必要であると委託者が認めた費用 

オ 児童の教育業務に必要であると委託者が認めた費用 

カ 児童健康診断費 

キ その他、委託者が負担することが相当と考えられる費用等 

(２) 受託者が負担する費用 

ア 業務に従事する職員の賃金、社会保険料等 

イ 業務に従事する職員の健康管理に要する費用 

ウ 業務に従事する職員の教育訓練に要する費用 

エ 日常業務に必要な消耗品費 

オ 被服費 

カ 施設の衛生管理に必要な費用（委託者の負担する事項を除く） 

キ 行事費用 

ク 賠償責任保険料 

ケ 電話等の通信運搬費 

コ その他、前項以外の全ての費用 

 



12 行政対応 

  受託者は、委託者が行政に提出する補助金申請書類等の作成や立入調査において協力

すること。 

 

13 受託者の駐車場 

早朝（７時 30分から従事する場合に限る）、夕方以降（22時まで従事する場合に限る）

及び夜間保育に従事する職員用として、３台分は、当院が指定する当院近隣駐車場を利

用することができる。 

また、前記以外の時間に従事する従業員用として、２台分は、駐車場使用料として月額

10,000円支払う代替として、当院が指定する駐車場を利用することができる。 

その他委託者は、必要に応じ駐車場の使用を認めることとし、冬期間の除雪費用等の

経費については別途協議する。 

 

 

 


