
美濃加茂市立加茂野保育園及び加茂野児童館 
指定管理業務仕様書 

令和３年７月 
美濃加茂市 



美濃加茂市立加茂野保育園及び加茂野児童館指定管理業務仕様書 

この仕様書は、美濃加茂市保育園の設置及び管理に関する条例（平成２７年美濃

加茂市条例第２号）、美濃加茂市児童館の設置及び管理に関する条例（平成１１年美

濃加茂市条例第２号）、美濃加茂市保育園の設置及び管理に関する条例施行規則（平

成２７年美濃加茂市規則第１８号）及び美濃加茂市児童館の設置及び管理に関する

条例施行規則（平成２７年美濃加茂市規則第２号）に定めるもののほか、美濃加茂

市立加茂野保育園及び美濃加茂市加茂野児童館（以下「加茂野保育園等」という。）

の指定管理者が行う業務の詳細について必要な事項を定めるものとする。 

１ 設置目的 

＜加茂野保育園＞ 

保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うこと

を目的とする施設として児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条に

基づき加茂野保育園を設置する。 

＜加茂野児童館＞ 

本市に在住する児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、情操を豊かに

するため、児童福祉法(昭和２２年法律第１６４号)第３５条第３項の規定に基

づき加茂野児童館を設置する。 

２ 管理運営の基本方針 

(1) 加茂野保育園等の目的、事業に基づいた管理運営を行うこと。 

(2) 令和４年４月１日から令和７年３月３１日までの期間における保育・事業の

内容は、原則、現在の加茂野保育園等にて実施している保育・業務内容を引き

継ぐこと。 

(3) 公の施設であることを常に念頭に置いて、児童、保護者、保護者会及びその

他の利用者（以下「利用者」という。）への奉仕及び公平なサービスの提供に

努めること。 

(4) 事業計画書等に基づき、利用者が快適に施設を利用できるよう適正な管理運

営を行うとともに、効率的かつ効果的な管理運営を行い、経費の縮減に努める

こと。 

(5) 利用者の意見を管理運営に反映させ、利用者の満足度を高めていくこと。 

(6) 施設内での利用者の安全に配慮し、事故防止に努めること。 

(7) 市内の保育園、認定こども園及び幼稚園、近隣の小学校との連携・協力を行

うこと。 

(8) 市と密接に連携を図りながら管理運営を行うとともに、市の施策「第２期美

濃加茂市子ども・子育て支援事業計画」に沿った事業を実施すること。 
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(9) 保護者及び地域住民と連携を図り、情報の発信並びに地域に根ざした運営に

努めること。 

(10) 加茂野保育園等が有する機能及び性能を保つこと。 

(11) 指定管理者の創意工夫やノウハウにより、合理的かつ効率的な業務実施に努

めること。 

(12) 個人情報の保護を徹底すること。 

(13) 環境に配慮した管理運営に努めること。 

(14) 加茂野保育園等の管理運営に関しては、市及び利用者に対し説明責任を負う

ことを認識し、円滑な管理運営を行うこと。 

(15) 環境への配慮 

指定管理業務の遂行に当たっては、美濃加茂市環境保全率先行動計画（第５

次）に基づき、次のような環境への配慮に留意しなければならない。 

ア 事業の実施に伴う移動、運搬には低公害型の手段を用いるように努めるこ

と。 

イ 消耗品の使用に当たっては、環境への負荷の少ないものを選定すること。 

ウ エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和５４年法律第４９号）を遵守

し、加茂野保育園等におけるエネルギー使用を適切に管理し、その合理化を進

めること。 

エ 酸性物質排出量を低減するため、低公害車の使用や輸送体系の効率化により

自動車排ガス抑制に努めること。また、重油等燃料は、極力硫黄分の少ないも

のを使用すること。 

オ 事業実施に当たっては、廃棄物の抑制、減量化及びリサイクルに努め、エコ

マーク商品等の環境に配慮した商品を積極的に利用するほか、事業により廃棄

物がでた際は適正に処理すること。 

(16) バリアフリーへの配慮 

施設内はバリアフリー化を心掛け、備品の配置や動線の設定、掲示等に配慮

すること。 

(17) 喫煙対策 

加茂野保育園等の敷地内は、禁煙とすること。 

(18) 物品の購入時の配慮 

指定管理者は、購入する物品について、原材料に内分泌かく乱科学物質を有

する等人体に有害な影響を及ぼすおそれのある製品は使用しないよう努めるも

のとする。 

(19) 指定管理者は、次に掲げる市の事業等において、加茂野児童館を使用する場

合は、当該事業の運営に全面的に協力すること。 

ア 美濃加茂市教育委員会が実施する美濃加茂市放課後児童健全育成事業（児童

福祉法(昭和２２年法律第１６４号)第６条の３第２項に規定する放課後児童健
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全育成事業）（加茂野児童館放課後児童クラブ。以下「放課後児童クラブ」と

いう。） 

イ 市が主催する又は市がその構成員となっている実行委員会が主催する事業 

３ 施設の概要 

【施設の名称】  

加茂野保育園、加茂野児童館 

【施設の用途】 

＜加茂野保育園＞ 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第７条第４項に規定する教

育・保育施設のうち児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条第１項に

規定する保育所 

＜加茂野児童館＞ 

児童福祉法第３５条第３項に規定する児童福祉施設 

【施設の所在地】  

美濃加茂市加茂野町鷹之巣１４５３番地 

【施設内容・規模等】 

○敷地面積 ３，８３０．００㎡（詳細別紙地図参照） 

○建物面積 １，５９１．６９㎡ 

○施設概要 加茂野保育園及び加茂野児童館の複合施設 

建物内容 構造・階数 建築年月 延床面積（㎡） 

園舎（保育室） ＲＣ造・２階 Ｈ１１.２ １,０７７．５４

遊戯棟 ＲＣ造・１階 Ｓ５３．３ １４０．０８

渡り廊下 ＲＣ造・１階 Ｈ１１.２ ５３．２４

器具庫・屋外便所 ＲＣ造・１階 Ｈ１１.２ １０．００

プロパン庫 ＣＢ造・１階 Ｈ１１.２ ８．７６

屋外便所 ＲＣ造・１階 Ｈ５ １０．００

倉庫 ＣＢ造・１階 Ｈ１１.２ １８．６１

児童館 ＲＣ造・１階 Ｈ１１.２ ２７０．４６

※ＲＣ造＝鉄筋コンクリート造、ＣＢ造＝コンクリートブロック造 

○施設内容  

＜加茂野保育園＞ 

乳児室 ２６．９１㎡、ほふく室２１．０６㎡ 

保育室 ４８．００㎡（１階３室、２階７室）、図書コーナー １１．８６㎡  

職員室 ６２．８６㎡、医務室 １３．４３㎡、更衣室 ９．６㎡（２室合計） 

  洗濯室 ６．４４㎡、調理室 １０１．２９㎡（うち厨房５２㎡） 
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  印刷室 ７．５０㎡、資料室 ２９．３９㎡（２室合計） 

倉庫 １８．６１㎡（２室合計）等 

＜加茂野児童館＞ 

図書室 １７．４６㎡、集会室 １２．４５㎡ 

児童館クラブ専用室 ５１．０５㎡、遊戯室 １２１．７０㎡ 

事務室 １１．６４㎡、器具庫 １８．０３㎡等 

○認可年月日 平成１１年４月 

【施設の定員等】 

＜加茂野保育園＞ 

○入所定員  

入所児童の定員は、１７４人とし、各年齢の定員は次のとおりとする。ただし、

指定管理者は、市と協議のうえ、年度途中に入所定員を超える児童を法令等の定

める範囲で受け入れることができるものとする。 

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

３人 ９人 １８人 ４８人 ４８人 ４８人 １７４人 

○利用実績（入所児童） 

  各年度４月１日現在（単位：人） 

 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

 標 短 標 短 標 短 標 短 標 短 標 短 

平成２８年 0 0 8 3 12 6 9 39 22 30 19 31 179

平成２９年 3 0 4 5 12 8 19 31 15 37 21 29 184

平成３０年 1 1 9 0 7 11 17 26 19 35 16 36 178

令和元年 0 0 10 2 13 5 17 23 19 24 23 32 168

令和２年 0 0 11 1 10 8 19 23 20 26 26 20 164

※「標」は、標準保育（７：３０～１８：３０）を指す。 

※「短」は、短時間保育（８：３０～１６：３０）を指す。 

＜加茂野児童館＞ 

○利用実績 

  各年度３月末時点（単位：人） 

 年間利用者 

 乳幼児 小中学生 保護者・一般 合計 

平成２９年度 433 1,737 4,402 10,477

平成３０年度 3,444 920 3,360 7,724

令和元年度 3,702 1,194 3,742 8,638

令和２年度 1,282 40 1,275 2,597

※児童のうち、１６歳及び１７歳は保護者・一般に含む。 
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※令和２年度は、新型コロナウイルス感染症対策のため、休館や人数、利用時間等

の制限を行い、利用者数が減っている。 

４ 指定期間 

 令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 

５ 組織及び人員配置 

(1) 従業員の配置等 

指定管理者は、従業員を配置することとし、その職種及び人数は次のとおり

とする。 

＜加茂野保育園＞ 

職種 人数 

園長 １人 

児童福祉施設等において主任保育士又はこれに相当する

職以上として３年以上の勤務実績を有すること。 

主任保育士 １人以上 

児童福祉施設等において主任保育士又はこれに相当する

職以上として３年以上の勤務実績を有すること。 

クラス担任保育士 ０歳児・・・・・・・３人に１人以上 

１・２歳児・・・・・６人に１人以上 

３歳児・・・・・・・２０人に１人以上 

４・５歳児・・・・・３０人に１人以上 

障がい児担当保育士 障がい児・・・・・・支援の程度によることとする 

※上記のほか必要な従業員を配置するものとする。 

 ア 従業員の職種による要件は、次のとおりとする。 

・ 園長、主任保育士、クラス担当保育士全員及び障がい児担当保育士のうち

１人は、常勤従業員でなければならない。また、園長と主任保育士を除く常

勤保育士の概ね３分の１以上は、保育士として勤務年数３年以上の者、又は

これと同等と認められる者を配置すること。ただし、配置した保育士が産

休、育休等の場合の代替職員配置はこの限りでない。 

・ 保育士は、保育士資格を有すること。 

 イ 指定管理者は、指定期間中は従業員の安定的、継続的な雇用に努めること。 

 ウ 従業員は、専任とする。ただし、専任従業員がやむを得ない理由により、一

時的に欠ける場合の代替職員は、この限りでない。 
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エ 従業員は、名札を着用するなど常に利用者に施設従業員と分かるようにする

こと。 

＜加茂野児童館＞ 

職種 人数 

館長 １人 

児童厚生員１級指導員又は児童厚生員２級指導員を

持っている者が望ましい。 

職員 １人以上 

※従業員は、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条に規定する児童の遊びを指導できるものとする。 

※上記のほか必要な従業員を配置するものとする。 

ア 指定管理者は、指定期間中は従業員の安定的、継続的な雇用に努めること。 

イ 従業員のうち、館長は加茂野保育園園長と兼ねることができる。 

ウ 従業員は、名札を着用するなど常に利用者に施設従業員と分かるようにする

こと。 

(2) 従業員研修 

指定管理者は、従業員を美濃加茂市保育研究会その他関係団体の主催する研

修会・研究会等、児童館運営に関する研修会・研究会等へ積極的に参加させ、

従業員の資質の向上を図るものとする。なお、研修に要する費用は、指定管理

者の負担とする。 

 (3) 危機管理体制の整備 

ア 防災計画 

・ 指定管理者は、防災計画を作成し、防火管理者を置かなければならない。 

・ 指定管理者は、加茂野保育園に入所している児童（以下「園児」とい

う。）の安全教育に係る避難訓練及び交通指導の年間計画を作成し毎月１回

訓練を行うこと。 

・ 指定管理者は、加茂野児童館の利用者の安全教育に係る避難訓練の計画を

作成すること。 

イ 園児等の安全の確保に関すること 

・ 加茂野保育園に入所している園児及び加茂野児童館の利用者の安全対策に

ついて、各種マニュアルを作成し、緊急対策、防犯・防災対策に万全を期

し、従業員を指導し、万一に備えて従業員及び園児・利用者を訓練するこ

と。 

ウ 緊急時の対応 
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・ 指定管理者は、災害等緊急時の園児・利用者の避難、誘導、安全確保、必

要な通報等についての対応計画を作成し、緊急事態の発生時には的確に対応

すること。 

・ 園児の急な病気、けが等に対応できるよう、園児の健康状態及びかかりつ

け医療機関等を確認するとともに、近隣の医療機関等と連携し、緊急時には

的確な対応を行うこと。 

・ 加茂野児童館の利用者の急な病気、けが等に対応できるよう、利用者の連

絡先を把握すること。 

・ 指定管理者は、施設内での火災、犯罪、疾病、食中毒等の防止に努めると

ともに、発生時には的確に対応すること。 

・ 加茂野保育園は、市の第２次避難所及び指定緊急避難場所（以下「避難

所」という。）に指定されているため、災害時には指定管理者は市の指示に

従うこと。 

・ 避難所開設時の役割分担及び費用負担は次の表のとおりとする。 

 市 指定管理者 

避難所開設及び閉鎖の指示 〇  

避難所における人員の手配 〇  

避難所で使用する物資の手配 △（協議） △（協議） 

避難所で使用する物資の配置 
保育園が閉園してい

るとき 

保育園が開園してい

るとき 

避難所開設から閉鎖までにおい

て発生した施設・設備の損傷 

「１１役割分担及び危険負担」の表の例によ

る。 

その他 △（協議） △（協議） 

(4) その他 

 ア 市は、指定管理者とともに児童館運営にあたり運営委員会を設置し年３回

（時期は不定期）運営委員会を開催するものとする。 

 イ 運営委員会は、次の者で構成するものとする。 

  ・美濃加茂市 

  ・指定管理者 

  ・民生委員 

  ・主任児童委員 

  ・美濃加茂市健寿会 

  ・美濃加茂市立加茂野小学校 

  ・美濃加茂市加茂野保育園（令和４年４月以降は、指定管理者となる予定） 
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６ 開園時間等 

＜加茂野保育園＞ 

(1) 保育時間  

ア 保育短時間（８時間） （平日・土曜日） 

・通常保育 ８：３０～１６：３０ 

・延長保育 ７：３０～８：３０、１６：３０～１８：３０ 

ただし、延長保育を利用できる者は、保護者の教育・保育給付認定が就労と

なっているものに限る。

イ 保育標準時間 （１１時間） （平日・土曜日） 

・通常保育 ７：３０～１８：３０ 

・延長保育 実施せず 

(2) 休園日 

・日曜日 

・国民の休日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

・１２月２９日から翌年の１月３日までの日 

＜加茂野児童館＞ 

(1) 開館時間 

    開館時間 ９：００～１７：００  

  ※児童館内において飲食を認めていないことから、１２：００～１３：００の

間は、利用者は自宅に戻るなどしており、この時間における利用者の数は極

めて少ない。 

  ※放課後児童クラブの実施のために、７：３０から１８：３０まで児童館を別

途開館している。詳細は、別紙１「加茂野児童館放課後児童クラブの実施状

況」参照 

(2) 休館日 

・日曜日 

・国民の休日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

・１２月２９日から翌年の１月３日までの日 

(3) 休館日等の変更 

   指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市の承認を得て、加茂野児

童館の開館時間及び休館日等を変更し、又は臨時に休館日を定めることができ

る。 

７ 指定管理業務の内容 

 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。 

＜加茂野保育園＞ 

- 8 -



(1) 保育の実施に関する業務 

指定管理者は、別紙２「保育の内容に関する全体的な計画」に掲げた事項を

基本として、以下の事業を行うものとする。 

ア 市長が保育の実施を依頼した児童（障がい児（要支援児を含む。））の保育 

イ 延長保育の実施 

延長保育の受け入れの承諾は、保護者からの依頼を受け、指定管理者が行

うものとする。 

ウ 広域入所児童の保育 

広域入所児童の入所に係る承諾は、指定管理者と協議の上、市が行うもの

とする。 

エ 私的契約児童の保育及び利用料金の徴収 

・ 私的契約児童の入所に係る承諾は、保護者からの依頼により市と協議の

上、市の承認を得て指定管理者が行うものとする。ただし、市より保育の実

施を依頼した場合は、入所依頼日の前日までに契約を解除するものとする。 

・ 私的契約児童の保育に係る利用料金は、美濃加茂市保育園の設置及び管理

に関する条例に定める範囲内で指定管理者が徴収するものとする。 

オ 子育て等に関する相談、援助の実施 

（ア）子育てに不安や悩み等を持っている保護者に対する相談及び援助 

（イ）地域の子育て関連情報の提供 

保護者が必要とする身近な地域の様々な育児や子育てに関する情報を提供

するものとする。 

（ウ）子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以上） 

子育て親子や、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

希望する者を対象とした、子育て及び子育て支援に関する講習等を月１回以

上実施するものとする。 

カ その他、拠点施設を拠点とした独自の子育て支援事業の実施 

(2) 行事の実施 

指定管理者は、下記に掲げる現在の加茂野保育園の年間行事を原則とし計画

を策定し、実施すること。 

月 行事内容 

４月 入園式 

５月 春の遠足、保育参観 

６月 プール開き 

７月 七夕会、夏祭り、加茂野町夏祭り参加 

８月 プール納め 

９月 無し 
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１０月 運動会、加茂野町民運動会参加 

１１月 秋の遠足、発表会 

１２月 クリスマス会 

１月 かるた会 

２月 保育参観、懇談会、豆まき、相撲大会 

３月 お別れ遠足、卒園式、お別れ会 

ア 毎月の行事 

  誕生会、避難訓練、交通安全指導、身体測定 

イ その他の行事等 

  交通安全教室、歯科指導、食育教室、嘱託医検診（内科、歯科）、尿検査、 

  引き取り訓練、防犯訓練、地域との交流会 

(3) 給食の提供 

・ 指定管理者は、市がシダックス大新東ヒューマンサービス株式会社（以下

「シダックス」という。）に委託し調理する給食を提供するものとする。 

・ 給食の配膳、食缶の撤収等は、指定管理者が行うものとする。 

・ アレルギー食、宗教食等配慮が必要な給食の提供については、十分に注意し

提供するものとする。 

・ 災害等により、給食が提供できない恐れが発生した場合は、前日（土日祝日

の場合は、前営業日）の午後４時までに市と指定管理者で協議し、対応を決め

るものとする。ただし、突発的に発生した場合は、その都度協議し対応するも

のとする。 

・ 指定管理者は、美濃加茂市保育園等給食衛生管理マニュアルを遵守するも

のとする。 

(4) 園児の健康管理と医師の配置 

指定管理者は、園児の健康管理に留意するとともに、嘱託医を配置し、園児

の健康診断及び健康管理に関する相談を行うものとする。 

(5) その他保育に関する業務 

・ 近隣の幼稚園、保育園、地域の小学校の児童や職員間の交流の機会を積極的

に設け、幼保小連携交流会等に必ず参加するものとする。 

・ 市が実施する「歯科指導」「交通安全教室」については３歳児から受け入れて

実施するものとする。 

・ 年長児については、デイサービス利用者との交流の機会を設けるものとす

る。 

・ 未就園児対象に園庭開放の日を計画し、園児と関わる場の提供や、情報提

供・育児相談などを実施するものとする。 
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・ 中学生、高校生、看護学生及び大学生を対象とした保育実習や保育体験の場

を積極的に提供するものとする。 

＜加茂野児童館＞ 

(1) 加茂野児童館の運営に関する業務（詳細は、別紙３「年間行事計画」参照） 

   指定管理者は、「児童館ガイドラインの改正について（子発１００１第１号

平成３０年１０月１日厚生労働省子ども家庭局長通知）」別紙「児童館ガイド

ライン」に基づき、加茂野児童館を運営するものとする。 

ア 児童の健全な遊びの場の提供 

イ 児童の健全な遊びの指導  

 ウ 児童の健全育成に関する地域活動の促進

エ 利用の手続き等 

  ・ 指定管理者は、加茂野児童館を利用しようとする者に児童館利用者登録書

を提出させ、内容に不備がないことを確認した上で、児童館利用者登録簿に

記載し、登録するものとする。 

 ・ 指定管理者は、児童館利用者登録簿に登録した利用者が加茂野児童館を利

用するときは、児童館利用受付簿に必要な事項を記入させ、受付簿を適切に

管理するものとする。 

 ・ 指定管理者は、加茂野児童館の管理運営上支障をきたすおそれがあると認

めるときなどは、利用者に加茂野児童館を利用させることができないものと

する。 

 (2) 年間行事 

指定管理者は、現在の加茂野児童館の年間行事を原則とし計画を策定し、実

施すること。なお、令和２年度における年間行事計画は別紙３のとおり。 

ア 毎月の行事 

乳幼児対象として次の行事を行う。 

対象者 行事名 

乳幼児又はそ

の保護者 

なかよしデー 

わいわいトーク 

パパと遊ぼう（土曜日） 

赤ちゃん体操 

発育測定 

ママ講座 

わんぱくクラブ、ひよこクラブ、よちよちクラブ 

イ その他の行事 
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  いないいないばあ、小学生講座（年６回、土曜日）、夏休み又は冬休み小学

生講座 

＜共通＞ 

(1) 施設の経理・総務に関する業務 

 ア 会計処理 

・ 加茂野保育園等の管理運営に係る会計処理については、指定管理者の財務規

定により処理すること。ただし、加茂野保育園等の適正な管理運営や公共施設

としての公平性の確保上、指定管理者の財務規定が適正を欠くと認めた場合

は、市は、指定管理者に対し、加茂野保育園の管理運営に係る会計処理に関し

て、財務規定の一部を変更するよう指示できるものとする。 

・ 加茂野保育園等の管理運営に係る会計処理は、指定管理者の他の事業と区分

して経理しなければならない。 

イ 文書管理 

指定管理者は、その管理の業務に係る文書を適正に管理し、当該文書の検索

に必要な資料として文書目録を作成し、毎年度終了後、市に提出するものとす

る。なお、指定管理者は、指定期間終了後、その管理の業務に係る文書を市又

は市が指定する者に引継ぐものとする。 

 ウ 利用料金の収受 

   指定管理者は、美濃加茂市保育園の設置及び管理に関する条例第２４条に定

める利用料金を収受するときは、利用者に対し、利用料金の金額、納入の期限

及び納入の請求事由その他必要事項を記載した通知書等で通知しなければなら

ない。 

(2) 建物、附属設備、物品の維持管理・保全に関する業務 

ア 施設の不備の報告 

・ 指定管理者は、施設及びその付帯施設に不備や不具合を発見した場合は、直

ちに市に報告しなければならない。 

・ 指定管理者は、災害その他の事故により施設等が滅失、損傷した場合は、直

ちに市に次の事項を記載した報告書を提出しなければならない。 

〇施設等の滅失、損傷した位置 

〇事故の日時及び原因 

〇被害の状況 

〇保全又は復旧のためにとった応急措置 

・ 市は、指定管理者の報告その他により滅失又は損傷の事実を知ったときは、

関係機関と協議の上、速やかにその対応策をとり、指定管理者に連絡するもの

とする。 

イ 施設等の修繕 
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 施設及び設備に関する１件３０万円未満の修繕費用は、指定管理者が負担す

る。 

ウ 保守管理、清掃業務等 

指定管理者は、加茂野保育園等の機能と環境を良好に維持し、保育園業務及

び児童館業務が常に快適かつ衛生的に行われるために、日常の必要な清掃、施

設等の点検及び保守管理に関する以下の業務を行うこと。 

（ア）清掃業務 

業務内容 回 数 

保育室、児童館、トイレ等の施設清掃 

日常的な清掃 

ゴミ収集業務 

床ワックスがけ 

日１回以上 

適宜 

ワックスがけ 年２回以上 

ガラスの清掃（両面拭き） 年１回以上 

エアコン（ＧＨＰ式）の清掃 年２回以上 

給食室換気扇の清掃 シダックスで実施のため対象外 

給食室グリストラップの清掃 シダックスで実施のため対象外 

桜の木防除 年１回以上 

植栽及び園庭の清掃管理（除草、枝払い） 年１回以上 

施設周辺の清掃 随時 

（イ）保守管理業務 

業務内容 回 数 

備品の点検 年１回以上 

遊具の点検 

 ・目視 

 ・定期保守点検 

月１回以上 

業者による点検 年２回 

砂場の砂の補充 年１回以上 

システム警備による施設の保安監視業務 月１回以上 

法定点検業務等 

・非常通報装置保守点検 

・自家用電気工作物保守管理 

 （自家発電装置はありません。） 

・業務用エアコン 

・冷凍冷蔵庫の定期点検 

・浄化槽維持管理 

機器点検      年２回以上 

総合点検      年２回以上 

通常点検 

需要設備           月１回以上 

年次点検      年１回  

定期点検      年２回以上 
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・高架水槽保守点検 

・給食用小荷物専用昇降機 

・ダムウエーター点検 

・消防設備点検 

市が実施するため対象外 

定期点検      年１回 

保守点検      年４回 

法定検査      年１回 

機器点検・総合点検 年２回 

（ウ）衛生管理業務 

業務内容 回 数 

給食室の水質検査 シダックスで実施のため対象外 

プールの水質検査（専門業者） ７月から８月までに２回以上 

（簡易）プールの水質検査（使用時） １日１回以上 

全従業員の腸内細菌検査 月１回以上 

 （エ）駐車場・駐輪場の管理  

駐車場及び駐輪場の管理は、次のとおりとする。 

  ・加茂野保育園等南側駐車場：指定管理者の管理とする。 

  ・加茂野保育園等東側駐車場（加茂野小学校との共用部分）：美濃加茂市教育

委員会と費用負担等を協議のうえ管理する。 

（オ）施設の警備 

    指定管理者は、加茂野保育園等の警備について、警備会社と契約し、警備

を行うものとする。ただし、指定管理者が自ら警備を行う場合は、この限り

でない。 

８ 自主事業 

・ 指定管理者は、指定管理業務の実施を妨げない範囲において、利用促進やサー

ビス向上を目的に、自らの費用及び責任により自主事業を実施することができる

ものとする。 

・ 自主事業の実施に当たっては、事前に事業計画書を提出し、市の承認を得なけ

ればならない。 

・ 収益を伴う自主事業を実施するときは、行政財産の目的外使用許可を得た上

で、美濃加茂市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例（昭和６１年美濃加

茂市条例第１号）に定める使用料を市に納めること。 

・ 収益が見込まれる自主事業を提案する場合、その収益の一部を利用者に還元す

る取組みについても提案すること。 

９ 物品の帰属、修繕の費用負担等 

(1) 市が貸与する備品の修繕等 
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・ 市が無償貸与する備品（Ⅰ種：別紙４「備品リスト」参照）が、経年劣化等

により本業務実施の用に供することができなくなった場合、当該備品の修繕又

は購入（調達）に係る費用は、予算の範囲内において市の負担とする。 

・ 指定管理者は、故意又は過失により備品（Ⅰ種）を毀損し、又は滅失したと

きは、指定管理者の費用で当該備品を修繕し、又は当該備品と同等の機能及び

価値を有するものを購入（調達）しなければならない。 

(2) 市が貸与する備品以外の購入（調達）等 

・ 指定管理者が指定管理料により購入（調達）した備品（Ⅱ種）が、経年劣化

等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、指定管理者は指

定管理料により当該備品を修繕し、又は当該備品と同等の機能及び価値を有す

るものを購入（調達）することができるものとする。 

・ 指定管理者は、市が貸与する備品以外で、本業務の用に供する備品を購入

（調達）する際は、市と協議の上、自己の負担により購入（調達）するものと

する。この場合、指定管理者の負担により購入した備品（Ⅲ種）の修繕は、指

定管理者が負担するものとする。 

(3) 物品等の管理保全 

・ 指定管理者は、備品（Ⅱ種）を購入したときは、市に報告し、当該備品に市

備品シールを添付するものとする。 

・ 備品（Ⅰ種）及び備品（Ⅱ種）は、市の所有とし、市の備品台帳で管理する

ものとする。 

・ 指定管理者が購入（調達）した備品（Ⅲ種）は、指定管理者の所有とし、指

定管理者備品シール(任意様式)を添付するものとする。 

・ 備品（Ⅲ種）は、指定管理者備品管理台帳(任意様式）を作成し、備品（Ⅰ

種・Ⅱ種）と区別して管理するものとする。 

・ 指定管理者は、物品等について善良なる管理者の注意義務をもって管理する

ものとする。 

・ 指定管理者は、管理している物品等を、指定管理業務の目的以外の用途に使

用しないものとし、併せて第三者に貸与し、又は譲渡してはならない。 

(4) 利用料金、管理口座等 

ア 利用料金の額等 

・ 私的契約児童の保育に係る利用料金は、市の保育料に準じて指定管理者が定

めるものとし、指定管理者の収入とする。 

・ 指定管理者は、利用料金の額、納入方法、納期限及び還付について定め、又

はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければなら

ない。 

イ 区分会計の独立と管理口座 
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・ 指定管理者は、自身の団体等と独立した会計帳簿類及び経理規定を設けると

ともに、収入及び経費については、団体自身の口座とは別の口座で管理するこ

と。また、他の「公の施設」の指定も受ける場合、他の「公の施設」の管理口

座とは別の口座で管理すること。 

ウ 市補助金の取扱い 

・ 指定管理者が申請することができる市独自の補助金は、美濃加茂市民間保育

所に対する補助金交付要綱（平成２７年美濃加茂市告示第５１号）の別表中、

障がい児保育対策事業、食物アレルギー対応給食提供事業のみとする。 

(5) 公共料金等の取扱い 

加茂野保育園等の指定管理業務に係る公共料金等の取扱いについては、次の

とおりとする。 

ア 公共料金等とは、次に掲げるものをいう。 

・光熱水費（電気･ガス・上下水道） 

・電信電話料金 

・インターネット接続料金 

・通信費 

・ＮＨＫ受信料 等 

イ 公共料金等は、指定管理者が各事業者に支払うこととする。 

１０ 保険への加入、損害賠償 

 ・ 指定管理者は、加茂野保育園の指定管理業務を実施するにあたり、日本スポ

ーツ振興センターの災害共済給付保険等に加入するものとする。ただし、全国

市長会学校災害賠償補償保険については、市が加入する。 

・ 指定管理者は、加茂野児童館の指定管理業務を実施するにあたり、一般財団

法人児童健全育成推進財団の児童安全共済制度、児童厚生員共済制度又は当該

保険に相当する民間企業の保険に加入するものとする。 

 ・ 指定管理者の責に帰すべき事由により市又は第三者に損害を与えた場合、指

定管理者は、損害を賠償しなければならない。 

・ 指定管理者は、当該損害を賠償するため、保険へ加入しなければならない。 

・ 指定管理者は、保険へ加入した場合、その写しを市へ提出するものとする。 

１１ 役割分担及び危険負担 

加茂野保育園等の管理運営に関する基本的なリスクの分担に対する方針は次の

とおりとする。 

種類 内容 
負担者 

市 指定管理者
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物価変動 
人件費、物品費等物価変動に伴う経費の
増加 

 〇 

金利変動 金利の変動に伴う経費の増加  ○ 

運営費の増
加 

市以外の要因による人件費等の運営費の
増加 

 ○ 

在園児数の
変動 

大規模な外的要因による在園児数の変動 △（協議） △（協議）

上記以外  ○ 

児童、保護
者及び地域
住民への対
応 

加茂野保育園等の指定管理導入に関する
訴訟、苦情、要望、反対運動等への対応 

○  

加茂野保育園等の指定管理開始後の運
営、施設管理に対する訴訟、苦情、要
望、反対運動等への対応 

 ○ 

上記以外のものに関する訴訟、苦情、要
望、反対運動等への対応 

△（協議） △（協議）

法令の変更 
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 

指定管理者制度に影響を及ぼす税制変更
（消費税等） 

○  

指定管理者に影響を及ぼす税制変更（法
人税等） 

 ○ 

保育園・児
童館関係の
許認可等 

市が取得すべき許認可等が取得・更新さ
れないことによるもの 

○  

指定管理者が取得すべき許認可等が取
得・更新されないことによるもの 

 ○ 

給食提供業
務 

給食調理時点での異物混入等、市が委託
する給食調理業務事業者の責において発
生した損害賠償、訴訟等 

○  

災害等により給食が全部又は一部発注で
きないときの損害賠償、訴訟等 

○  

上記以外の指定管理者の責において発生
した損害賠償、訴訟等 

 ○ 

管理運営内
容の変更 

給食調理業務の委託先変更など行政的理
由から、指定管理業務の継続に支障が生
じた場合、又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維持管
理運営経費における当該事情による増加
経費負担 

○  

指定管理者の発案による指定期間中の指
定管理業務の変更に伴う増加経費負担等 

△（協議） △（協議）
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書類の誤り 

業務仕様書等、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書
類の内容の誤りによるもの 

 ○ 

資金調達 
資金調達不能による管理運営の中断等  ○ 

金利上昇等による資金調達費用の増加  ○ 

支払遅延 

指定管理者の責めに帰すことのできない
理由により、市からの経費の支払遅延に
よって生じた事由 

○  

上記以外の支払遅延によって生じた事由  ○ 

施設・設備
の損傷 

市の帰責事由によるもの ○  

施設・設備の設計・構造上の原因による
もの 

○  

指定管理者としての注意義務を怠ったこ
とによるもの 

 ○ 

指定管理者が設置した設備等  ○ 

経年劣化によるもの（1件３０万円以上） ○  

経年劣化によるもの（1件３０万円未満）  ○ 

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（1件３０万円以上） 

○  

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（1件３０万円未満） 

 ○ 

第三者への
損害賠償 

市に帰責事由があるもの ○  

指定管理者としての注意義務を怠ったこ
とにより損害を与えた場合 

 ○ 

上記以外の理由により損害を与えた場合 △（協議） △（協議）

事故等の発
生 

施設及び管理敷地内における事故等への
初期対応 

 ○ 

施設・設備の設置に関する瑕疵等、市の
帰責事由による情報漏洩、事故・犯罪等
の発生 

○  

警備不備等、指定管理者の帰責事由によ
るもの 

 ○ 

上記以外の理由による事故等の発生 △（協議） △（協議）

保育園・児
童館運営の
停止、事業

市に帰責事由があるもの ○  

指定管理者に帰責事由があるもの  ○ 
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の中止 上記以外の理由による中断、中止 △（協議） △（協議）

業務引継時
の費用 

業務の引継ぎ（次期指定管理者に引き継
ぐ場合）に要する費用 

 ○ 

業務終了時
の費用 

指定管理業務の期間が終了した場合又は
指定期間中に指定管理者が業務を廃止し
た場合における事業者の撤収費用 

 ○ 

不可抗力 
※新型コロ
ナウイルス
感染症等感
染性拡大に
伴う緊急事
態を含む 

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落
盤、火災、争乱、暴動、その他の市又は
指定管理者のいずれの責めにも帰すこと
のできない自然的又は人為的な現象）に
よる施設、設備、物品等の復旧費用 

○  

不可抗力による施設、設備、物品等の損
傷に対する初期対応 

 ○ 

不可抗力による施設、設備、物品等の復
旧費用（指定管理者が所有するものに限
る） 

 ○ 

不可抗力による管理運営の中断、事業履
行不能 

△（協議） △（協議）

※学童保育に関することは、市（児童館担当課、学童保育担当課）と指定管理者

でその都度協議するものとする。 

１２ 事業報告書の作成・提出 

(1) 各種報告書等の作成・提出 

 ア 年度事業計画書の提出 

   指定管理者は、毎年２月末日までに翌年度の管理運営に関する年度事業計画

書を作成し、市に提出すること。事業計画の主な内容は次のとおり。 

  ①加茂野保育園・加茂野児童館指定管理業務組織体制表 

  ②加茂野保育園・加茂野児童館指定管理業務計画書（事業計画書） 

  ③加茂野保育園・加茂野児童館収支計画書（予算書） 

  ④その他必要な事項 

 イ 年度事業報告書の提出 

指定管理者は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第７

項及び美濃加茂市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規

則（平成１７年美濃加茂市規則第２３号。以下「指定手続条例施行規則」とい

う。）第８条の規定により、事業年度終了後３０日以内に事業報告書を市に提出

しなければならない。なお、報告書の主な内容は、次のとおり。 

①加茂野保育園等の指定管理業務の実施状況及び利用状況、組織体制、施設利

用状況（在園児、利用者等）、施設設備維持管理状況、課題分析と自己評価 
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②加茂野保育園等の指定管理業務に係る経費の経理状況 

③その他必要な事項 

１３ モニタリングへの対応 

指定管理者は、市がモニタリングを実施するに当たり、必要な書類の提出そ

の他市が指示する事項に従うこと。 

(1) モニタリングの内容 

モニタリングの内容は、次のとおりとする。 

①管理運営状況に関する事項 

職員数等管理体制、収支状況、施設の利用状況（利用者数、稼働率等）な

ど 

②実施事業に関する事項 

事業計画と施設の設置目的との整合性、収支計画との整合性、指定管理業

務の実施状況、指示事項・要改善事項に対する対応状況など 

③経理に関する事項 

銀行口座・帳簿の管理状況、金銭の管理体制、収入・支出の管理状況など 

④施設管理に関する事項 

保守点検・検査・修繕・清掃の実施状況、緊急時の連絡体制、避難経路の

確保、備品の管理状況など 

⑤サービスに関する事項 

サービス向上への取組み状況、苦情・要望等の対応状況、セルフモニタリ

ングの実施状況、研修等の実施状況など 

⑥その他の事項 

個人情報の管理状況、情報公開の実施状況、保険の加入状況、安全管理体

制、労働環境、地域との協働状況など 

(2) モニタリングの時期及び確認資料 

   モニタリングは、期初、中間期及び期末に行うものとする。 

 ア 期初モニタリング（４月頃） 

事業計画書の内容・当初予算が、当該施設の設置目的に合致しているか、公

平性のあるサービスであるかなどを検証する。事業報告に必要な書類は次のと

おりとする。 

   ①当該年度の事業計画書及び予算書 

   ②セルフモニタリング資料 

   ③その他管理の実態を把握するために必要な資料 

   ※その他管理の実態を把握するために必要な書類とは、当該施設の管理をす

るために必要な資格がある場合は、その資格を証するもの又は管理体制等の

実態を明確にする書類のことを言う。 
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 イ 中間期モニタリング（１０月頃） 

事業計画書に基づいて事業が進捗しているか、事故・苦情等による業務改善

を指導した事項が修正されているかなどを確認する。中間期の事業報告に必要

な書類は次のとおりとする。 

   ①日報、月報（書類確認） 

   ②苦情・要望受付簿及び原因究明資料、改善報告書 

   ③セルフモニタリング資料 

 ウ 期末モニタリング（翌年５月頃） 

事業計画書に基づいて事業が実施されたか、中間期モニタリングにおいて業

務改善を指導した事項が修正されたかなどを確認する。期末の事業報告に必要

な書類は次のとおりとする。 

①事業報告書（指定手続条例施行規則様式第７号） 

   ②当該年度の事業報告との整合を明確にする事業計画の実績が分かる書類及

び決算書 

   ③出納簿（書類確認） 

   ④日報、月報（書類確認） 

   ⑤苦情、要望受付簿及び原因究明資料、改善報告書 

   ⑥セルフモニタリング資料 

 エ 随時モニタリング 

・ 市は、指定管理者に対し、地方自治法第２４４条の２第１０項の規定によ

り、指定管理業務に係る業務内容及び経理の状況に関する報告を求め、実地に

調査し、または必要な指示を随時することができる。 

・ 指定管理者は、苦情・要望については、苦情・要望受付簿をあらかじめ整備

しておき、迅速かつ的確に対応しなければならない。苦情・要望の内容、原

因、対応の経過及び結果について記録し、改善報告書を市に提出するものとす

る。 

１４ セルフモニタリングの実施 

・ 指定管理者は、加茂野保育園等の管理運営が設置目的や協定書・仕様書等に

沿って行われているか等について継続的に分析及び自己点検・評価を行う。 

・ 自己点検・評価の結果は、「セルフモニタリングチェックリスト（美濃加茂

市指定管理者制度運用ガイドライン（令和３年４月改訂）別紙」等により年３

回市に報告し、業務改善につなげること。 

・ 指定管理者は、自己点検を実施するに当たり、利用者等の意見及び要望を把

握するため、自らの責任及び費用により、毎年度、利用者等を対象としてアン

ケート調査を実施するものとする。 
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１５ 日常業務の調整等  

 (1) 日常業務の調整 

指定管理者は、加茂野保育園等を適切に管理するため、必要に応じ、市と日常

業務の調整について協議を行うものとする。なお、自主事業の実施に係る場合等

についても同様とする。 

(2) 地域貢献 

指定管理者は、市内産品の優先使用、市内業者との優先取引、障がい者・高齢

者・地域住民の積極的な活用、各種団体やボランティアとの連携・協働など加茂

野保育園等の管理運営を通じて地域貢献を積極的に実施すること。 

(3) 環境への配慮 

指定管理者は、「自然環境」、「地球環境」、「生活環境」及び「環境教育等」に

配慮して、本業務を実施すること。特に、加茂野保育園等の近隣住民に対して、

騒音等の環境の配慮を常に行うこととする。 

 (4) その他市への協力 

・ 市から加茂野保育園等の現状や管理運営に関する調査等があった場合には、

迅速かつ積極的に協力すること。 

・ その他加茂野保育園等を使用し、市が実施又は要請する事業（加茂野保育園

等を利用した防災訓練等）があった場合には、管理運営に支障が生ずる場合を

除き、積極的に参加・協力すること。 

１６ 業務の引継ぎ、原状回復義務等 

 (1) 業務の引継ぎ 

ア 指定時の引継ぎ 

指定管理者は、令和４年４月１日から指定管理業務を行うための業務の引継

ぎのため、令和４年１月１日から令和４年３月３１日までの間に次のことを行

うものとする。ただし、引継ぎの方法、内容等の調整は、当該引継ぎ期間前に

行うことができるものとする。 

  ①加茂野保育園等において、指定管理者の職員に対する引継ぎのための研修 

②児童票など指定管理業務の実施に必要な書類の受渡し 

  ③施設、備品等の操作確認、現状確認その他確認 

  ④その他引継ぎに必要な一切のもの 

イ 指定期間終了時の引継ぎ 

指定期間終了後又は指定の取消し等により市又は次期指定管理者へ業務を引

き継ぐ際は、円滑な引継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を遅滞なく提

供するものとする。 

(2) 原状回復義務 
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指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若

しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたとき

は、加茂野保育園等の施設及び設備を速やかに原状に復さなければならない。

ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。 

(3) 市による指定の取消し等 

市は、次の事項のいずれかに該当すると認める場合は、指定期間満了前に指

定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて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ととする。 

ア 指定管理者が協定内容を履行せず、又はこれらに著しく違反したとき。 

イ 指定管理者が市に対し虚偽の報告を行い、又は正当な理由なく報告、調査等

を拒んだとき。 

ウ 指定管理者が、地方自治法第２４４条の２第１０項の規定に基づく市の指示

に従わないとき。 

エ  指定管理者が業務に際し不正行為及び不法行為を行ったとき。 

オ  指定管理者が募集要項等に定める資格要件を失ったとき。 

カ 指定管理者が公募の際に提出した書類の内容に虚偽があることが判明したと

き。 

キ 指定管理者の経営状況の悪化等により、業務の継続が不可能又は著しく困難

になったと判断されるとき。 

ク 指定管理者の責めに帰すべき事由により、指定管理者から協定締結の解除の

申出があったとき。 

ケ 加茂野保育園等が、公の施設として廃止されることとなったとき。 

コ  その他指定管理者による業務の継続が適当ではないと市が認めるとき 

(4) 不可抗力による指定の取消し等 

市又は指定管理者は、不可抗力の発生により、業務の継続等が困難と判断し

た場合は、相手方に対して指定取消し又は業務の全部若しくは一部の停止に関

する協議を求めることができるものとする。協議の結果、やむを得ないと判断

された場合、市は指定の取消し又は業務の全部若しくは一部の停止を行うもの

とする。 

(5) 指定期間満了前の取消し時の措置に関する事項 

ア 指定管理者の責めに帰すべき事由により、指定期間満了前に指定の取消し又

は業務の全部若しくは一部の停止が行われた場合は、市に生じた損害は指定管

理者が賠償することとする。 

イ 指定管理者は、指定期間満了前の指定の取消しが行われた場合、その事由の

如何を問わず、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、加茂野保育園等の業務を

遂行できるよう、引継ぎを行うものとする。 
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１７ 協定・監査等 

(1) 協定の締結 

市と指定管理者は、業務の内容及び管理の基準に関する事項等について、申

請時に提出した事業計画及び書類審査、面接審査の際の質疑応答などにおいて

明確化した事項に基づいて協議の上、協定を締結する。 

ア 協定の主な内容 

協定に定める事項は、美濃加茂市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に

関する条例（平成１７年美濃加茂市条例第１８号）第７条第２号各号に規定す

るもののほか、リスクの管理・責任分担に関する事項とする。 

イ 協定の変更 

指定管理業務の前提条件若しくは内容が変更したとき又は特別な事情が生じ

たときは、協議の上、協定の規定を変更することができるものとする。 

 (2) 立入り検査 

市は必要に応じ、施設、物品、各種帳簿等並びに管理運営の実地について検

査を行う。指定管理者は、合理的な理由無く、これを拒否できないこととす

る。 

(3) 監査への対応  

指定管理者は、市監査委員及び岐阜県監査委員が市の事務を監査するに当た

り、実地調査及び必要な記録の提出を求められたときは、誠実かつ迅速に対応

すること。 

１８ 個人情報の保護、法令等の遵守 

(1) 個人情報保護に関すること 

・ 指定管理者は、指定管理業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合につ

いては、当該業務の範囲内で、個人情報の保護について美濃加茂市個人情報保

護条例（平成１１年美濃加茂市条例第２１号）第２５条の２の規定により、市

の機関と同様な義務を負うものとする。従って、当該業務において保有する個

人情報について、本人から開示、訂正、消去又は目的外利用及び外部提供の停

止の請求があった場合については、美濃加茂市個人情報保護条例の例により、

適切に処理するものとする。 

・ 指定管理業務に関し知り得た個人情報を取り扱う場合については、漏えい、

改ざん、滅失、毀損その他の事故を防止することなど個人情報の適正な管理の

ため、美濃加茂市個人情報保護条例第９条に規定する必要な措置を講ずること

とする。なお、個人情報保護条例の規定に違反した場合については、指定管理

者の従事者又は従事者であった者のほか指定管理者についても、美濃加茂市個

人情報保護条例に規定する罰則規定が適用になる。 

(2) 情報の公開について 
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指定管理者は、指定管理業務を行うに当たり保有することとなる情報のう

ち、個人情報以外のものについては、美濃加茂市情報公開条例（平成１１年美

濃加茂市条例第３０号）第１８条の規定により必要な措置を講ずるよう努める

ものとする。また、当該業務を行うに当たり保有する情報について、市から提

供を求められたときは、これに応じなければならない。 

(3) 守秘義務 

指定管理者及びその従業員は、管理の業務上知り得た秘密を漏らしてはなら

ない。その指定管理者でなくなった後及びその従業員でなくなった後も、同様

とする。 

(4) 法令等の順守 

加茂野保育園等の管理運営に当たっては、次に掲げる法令等を順守しなけれ

ばならない。 

 ＜関係法令、規則・規定等＞ 

・ 地方自治法 

・ 児童福祉法及び関係法令 

・ 子ども・子育て支援法及び関係法令 

・ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

・ 労働関係法令（労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、最低賃金法（昭和

３４年法律第１３７号）、労働関係調整法（昭和２１年法律第２５号）、労働安

全衛生法（昭和４７年法律第５７号）等） 

・ 施設・設備の維持保全関係法令（建築基準法（昭和２５年法律第２０１

号）、消防法（昭和２３年法律第１８６号）、電気事業法（昭和３９年法律第 

１７０号）、水道法（昭和３２年法律第１７７号）等） 

・ 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） 

・ 児童館ガイドライン（平成２３年厚生労働省策定） 

・ 岐阜県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年

岐阜県条例第９０号） 

・ 美濃加茂市保育園の設置及び管理に関する条例 

・ 美濃加茂市保育園の設置及び管理に関する条例施行規則 

・ 美濃加茂市児童館の設置及び管理に関する条例 

・ 美濃加茂市児童館の設置及び管理に関する条例施行規則 

・ 美濃加茂市子ども・子育て支援法施行細則（平成２７年美濃加茂市規則第 

１７号） 

・ 美濃加茂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例（平成２６年美濃加茂市条例第２７号） 

・ 美濃加茂市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例 
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・ 美濃加茂市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則 

・ 美濃加茂市個人情報保護条例 

・ 美濃加茂市情報公開条例 

・ 美濃加茂市保育園等の苦情等解決に関する要綱（平成２９年美濃加茂市告示

第２９号） 

・ その他加茂野保育園等の管理運営に適用される法令 

＜計画・施策等＞ 

・ 美濃加茂市第６次総合計画 

・ 美濃加茂市子ども・子育て支援事業計画 

・ 美濃加茂市地域防災計画 

・ その他加茂野保育園の管理運営に関係する計画 

１９ その他留意事項 

(1) 苦情等の解決 

・ 指定管理者は、美濃加茂市保育園等の苦情等解決に関する要綱に基づき、苦

情等申し出窓口（苦情等受付担当者及び苦情等解決責任者）を設置するものと

する。 

・ 指定管理者は、利用者より保育事業及び児童館事業に係る苦情等の申し出が

あった時は、市に報告のうえ、美濃加茂市保育園等の苦情等解決に関する要綱

の例により解決を図るよう努めるものとする。 

(2) 管理の業務の一括委託の禁止 

指定管理者は、指定管理業務を第三者に委託し、又は請負わせることはでき

ない。ただし、その一部について、あらかじめ市と協議の上、市が認めた場合

はこの限りではない。 

(3) 協議 

本仕様書の内容に疑義が生じた場合及び記載のない事項については、必要に

応じて市と指定管理者が協議のうえ、別に定める。 
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別紙１ 加茂野児童館放課後児童クラブの実施状況 

 美濃加茂市放課後児童健全育成事業（加茂野児童館放課後児童クラブ）の実施状況は次のとおり 

  所管：美濃加茂市教育委員会事務局教育総務課 

  受託事業社：シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 

  期間：令和３年４月１日～令和８年３月３１日（５年契約） 

  実施時間 通常時（放課後）  

    １４：００頃（下校時間によっては前後）～１８：３０ 

      春季休暇  ４月、３月  ７：３０～１８：３０ 

      夏季休暇  ７月～８月  ７：３０～１８：３０ 

      冬季休暇  １２月～１月 ７：３０～１８：３０ 

  実施場所 加茂野児童館大ホール（現状） 

  利用人数 

令和元年度 3月は新型コロナウイス感染症のため利用児童を制限した。 

児童館利用人数表（単位：人） 

 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計 

Ｈ29 858 872 875 878 822 746 742 722 686 523 617 659 9000 

Ｈ30 898 896 863 912 941 672 897 815 740 633 665 667 9599 

Ｒ1 1046 1040 1155 1323 947 1052 1100 1117 1050 977 925 434 12166

  その他 

-
 
2
7
 
-



・夏季休暇（小学校夏休み期間）については、児童館を日中開放するとのことから、児童館放課後児童クラブの保育場

所は、加茂野小学校の図工室や普通教室を借りて保育を行っている。 

・加茂野保育園の行事や、加茂野児童館の行事などで、大ホールが使用できない場合は、加茂野保育園の旧遊戯室で保

育を行うこともある。 

・加茂野小学校内にも放課後児童クラブを開設している。 

- 28 -



0歳児 2歳児 4歳児

1歳児 3歳児 5歳児

保育の内容

健康

○保育士に援助してもらいなが
ら、自分で出来た事に喜びを感
じる
○全身を使う運動や手指を使う
遊びを楽しむ

人間
関係

○保育士や友だちと関わり
ながら、一緒に行動したり、
遊ぶ楽しさを味わう。
○順番や決まりのあること
を知る

環境

○散歩や戸外遊びを通して
季節の自然に触れて楽しむ
○保育士と一緒に水砂土等
に触れ楽しむ

言葉

○生活の中で必要な言葉
が分かり、遊びの中で簡単
な言葉のやり取りを楽しむ

表現

○保育士と一緒に歌った
り、簡単な手遊びをしたり、
リズムに合わせて体を動か
したりして遊ぶ

食育計画

7

わらべうた遊び
ふれあい遊び
リトミック
年長児サッカー教室
すもう大会
体操教室

地域との交流・行事参加

地区運動会・地域高齢者施設入
所者との交流・幼児学級（ひよこ
の会）

年齢 1歳児
○基本的な生活習慣を身につけられ
るようにする
○一人一人の子どもの発達に応じて
適度な運動と休息を取ることができる
ようにする

食を営む
力の基礎

安全対策・事故防止

・保育中の事故防止のため、施設内外の安全
点検
・未満児午睡中の事故防止チェック
・プール活動、水遊び中の環境配慮や指導の
工夫
・施設内外の危険箇所を把握し、点検を実施
・不審者侵入を想定した訓練の実施
・ヒヤリハットにおける情報交換

災害への備え

・防火設備、避難経路の定期的な点検
・備品、遊具などの配置を適切に行う
・火災や地震などの災害の発生に備え、緊
急時の対応の具体的内容及び職員の役割
分担に関するマニュアルを作成、配布
・定期的に避難訓練を行う
・地域の関係機関との連携

○明るく伸び伸びと生活し、自分から体を動
かすことを楽しむ
○身の回りの簡単な事を自分でしようとする
気持ちが芽生える

○安心できる保育士にミルクを
飲ませて貰い、心地良く食事を
する

○様々な食材に興味を持ち、保育士に
食べさせてもらったり、自分で食べたり
してみようとする

○保育士や友だちと楽しい雰囲気の中
で一緒に食べる楽しさを味わう
○スプーンやフォークの使い方が上手に
なり、箸に興味を持つ

環境・衛生管理食育の推進保健計画

身近な人と
気持ちが
通じ合う

身近なもの
と関わり感
性が育つ

・健康状態及び発育、発達状態の定期
的・継続的な把握
・年2回、医師による定期健康診断と歯
科検診
・登園時、保育中の状態観察、また異
常が認められたときの適切な対応
・全職員の細菌検査・健康診断
・アレルギー児への支援や家庭との連
携
・歯科衛生士による歯科指導（年２回）
・尿検査
・感染症対策
・職員の予防接種

・保育園の特性を生かした食育
計画作成
・栄養バランスを考えた給食の
提供
・畑作りの実施と収穫物を使って
のクッキング
・行事食の提供
・栄養士による食育教室の実施
・食物アレルギー対応
・ガイドライン参照

・施設内外の設備及び用具等の清
掃、消毒、安全管理及び自主点検
・定期的な外部業者による点検及
び整備、害虫駆除
・子ども及び職員の清潔保持
・感染症予防対策及び他園や保護
者との情報共有

○様々な物事や自然に主体的に
関わり、試したり工夫したりしなが
ら遊ぶ

養護

教育

○特定の保育士との信頼関係が深ま
り、愛着関係が育まれるように接する

○一人ひとりの子どもが安定感を持って過
ごせるようにする
○安心して自分の気持ちを表すことが出来
るようにする

○快適な環境に心地良さを感じる
○伸び伸びと身体を動かし、這う歩く
などの運動をしようとする

○特定の保育士と愛情豊かに
関わり、信頼関係が持てるように
なる
○体の動きや表情、発声などに
より保育士と気持ちを通わせよう
とする

○身の回りのものに興味を持
ち、見る、触れる、探索するなど
自分から関わろうとする
○保育士の歌声を楽しんで聞い
たり、歌や音に合わせて、表情
や手足など体を動かしたりして
楽しむ

○相手の話を聞いたり、思っ
たことや感じたことを言葉で話
す
○絵本や物語等を通して、イ
メージを広げる

○生活に必要な身の回りの事を、自
分から進んでしようとする
○保育士や友だちと十分に体を動か
して遊ぶ

○自分で出来る事を増やし、生活に必要
な基本的習慣や態度を身に付ける
○遊具や用具を使って体を十分に動かす
ことを楽しむ

○人への基本的信頼関係が芽
生える
○一人ひとりの生活リズムが整
うよう配慮する

○一人ひとりの気持ちを受け止
め、スキンシップをとることで、安
定して過ごせるようにする

生命の保持

情緒の安定

健やかに
伸び伸びと
育つ

○自ら体調の変化に気付くことが
出来るように促す
○子どもの発達を見通し、全身を
使う運動が取り入れられるように
する

○語りかけや、やり取りのなかで声や
言葉で気持ちを表そうとする
○保育士と一緒に歌ったり、簡単な手
遊びをしたり、体を動かしたりして遊ぶ

○保育園での生活を楽しみ、身近な人
と関わる心地良さを感じる
○身近な環境に親しみ、触れる中で
様々なものに興味・関心を持つ

○相手の話を聞いたり、自分の思い
や要求を言葉で伝えようとする
○絵本に親しみ、興味を持って見た
り、聞いたりする

保育理念

保育方針

入所する子どもの最善の利益を考慮し、一人ひとりの人格を尊重しながら、最もふさわしい生活の場を保障する

生活や遊びの中で、一つの目標に向かい、力を合わせて活動し、達成感や充実感を味わう

発達過程

保育士や友だちと一緒に遊びながら繋がりを広げ、集団としての行動が出来るよう
になる

＜おおむね６ヶ月未満＞
・心身の未熟性
・著しい身体成長と感覚の発達
・首がすわる。寝返り、腹ばい
・表情の変化、体の動き、喃語などによる表
現
・特定な大人との関わりによって、情緒的な
絆が形成される

＜おおむね４歳＞
・全身のバランス力、体の動きが巧みになる
・想像したり、イメージを膨らませたりして遊ぶ
・自然など身近な環境への関わり方や遊びを
体得
・自意識の高まりと葛藤の経験、けんかが増
える
・感情が豊かになり、少しずつ自分を抑えられ
るようになる

「明るく　元気で　感動できる子」　『みんな　きらきら・・・いつも瞳が輝いている子』
☆きらきらげんき　　☆きらきらあいさつ　　☆きらきらなかま

園の保育目標

子どもの保育目標

家庭との緊密な連携の下、子どもの状況や、発達過程をふまえ、養護及び教育を一体的に行う
家庭や社会資源との連携を図りながら、保護者や地域の子育て家庭に対する支援などを行う

＜おおむね５歳＞
・基本的生活習慣の確立
・運動遊びをしたり、全身を動かしたりして
活発に遊ぶ
・仲間と共に遊ぶ中で、社会性を体得
・判断力、認識力の高まりと自主性、自立
性の形成

＜おおむね６歳＞
・滑らかで巧みな全身運動、意欲旺盛で快活
・仲間の意思の尊重、役割分担や共同遊びの展
開
・思考力や認識力の高まり、自然社会事業など
への興味関心の深まり
・自立心の高まり

＜おおむね２歳＞
・基本的な運動能力や指先の機能の
発達
・食事、着脱、排泄等を自分でしようと
する
・語彙の増加
・自我の育ち
・模倣遊び、ごっこ遊びが始まる

＜おおむね３歳＞
・基本的生活習慣の形成
・話し言葉の基礎の形成、知的興味、関
心の高まり
・予想や意図、期待を持った行動が見ら
れる
・友だちとの関わりが増えるが平衡遊び
も多い

＜おおむね６ヶ月から１歳３ヶ月未満＞
・座る、這う、立つ、つたい歩き、手を使うなど、運動
機能の発達により、探索活動が活発
・大人との関わりが深まり、やり取りがさかん
・人見知りが始まる
・離乳食から徐々に幼児食への移行

安心できる保育士との関係の下で安定した生活をす
る

保育士に見守られながら、身の回りのことを自分でしようとする

安心できる保育士との関係の下で自分でしようとする 保育士や友だちと遊ぶ中で自分のしたい事、言いたいことを言葉や行動で表現する

別紙２　令和2年度　　　　　美濃加茂市加茂野保育園　　　　　　　保育の内容に関する全体的な計画

小学校との連携0歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児

＜おおむね１歳３ヶ月から２歳未満＞
・歩行の開始と言葉の習得（２語文）
・さまざまな運動機能の発達による行動範囲
の拡大
・見立てなど象徴機能の発達
・人や物への関心が高まる

・未就園児への園庭開放
　　（児童館含む）
・地域の乳幼児学級との連携
・保育参加の実施
・外国籍の保護者への支援
・児童館との連携(園庭開放）

・園内研修の充実（ＩＣＴ・ポートフォリ
オ）
・職員の園外研修機会の確保
・研修成果の共有と活用
・公開保育の実施
・自己評価

幼児期の終わりまでに
育って欲しい姿

教育・保育において育みたい
資質・能力の3本の柱

ア　健康な心と体

イ　自立心

ウ　協調性

エ　道徳性・規範意識の芽生え

オ　社会生活との関わり

カ　思考力の芽生え

キ　自然との関わり・生命尊重

ク　数量や図形、標識や文字など
　　への関心・感覚

ケ　言葉による伝え合い

コ　豊かな感性と表現

ア　豊かな体験を通じて、感じた
り、気付いたり、わかったりできる
ようになる
「知識及び技能の基礎」

イ　気付いたことや、出来るように
なった事を使い考えたり、試した
り、工夫したり、表現したりする
「思考力、判断力、
　　　　　　表現力等の基礎」

ウ　心情、意欲、態度が育つ中で、
よりよい生活を営もうとする
「学びに向かう力、人間性等」

○自分の要求を受け止めてもら
い、生活や遊びの中で簡単なき
まりやルールを守って遊ぶ

○友だちとの繋がりを広げ、集
団の中で自己主張したり、相
手の思いに気付く

○友だちとの関わりを通して、集
団生活における必要な態度を身
につけ、協力したり、役割分担し
たり、年下の子に優しくしたりする

○小学校教師と、意見交換や情報共有などで、連携を図り、小学
校就学時には、子どもの育ちを支えるための資料を送付するなど
して、円滑な接続が出来るように努める
○保育所保育が小学校生活や学習の基盤の育成に繋がる事に
配慮し、幼児期の生活や遊びを通じて創造的思考や、主体的な生
活態度の基礎を培うようにする

職員の資質向上・研修計画特色ある保育子育て支援

○感じたことや想像したことを言
葉や体や音楽、造形など自由な
方法で表現を楽しむ

○生活の中の様々な物に親しみ
を持ち、触れたり、集めたり、試し
たりして遊ぶ

○身近な環境に関心を持ち、
比べたり数えたりする
○身近な物を大切にする

○多様な経験を通し、自己肯定
感を育んで行けるように関わる
○達成感や自信を持って自己発
揮できるようにする

○生活や遊びの中で自我が育つような
関わりを持つ
○生活や遊びの場を、保健的で安全な
環境を整える

○子どもの気持ちを受容し、共感しなが
ら信頼関係を築いていく

○楽しい雰囲気の中で食事を
し、嫌いな物でも食べてみようと
する
○箸を使って食べようとする

○保育士や友だちと一緒に楽しく食事を
しながら、食事中の態度、箸や食器の使
い方などを身に付ける
○園で栽培している野菜の生長を見る事
で、食べ物に興味関心を持つ

○食事に必要な習慣や態度が身に付き友だ
ちと楽しみながら食事をする
○野菜の苗を植えたり、収穫することを通し
食べ物の大切さや感謝する気持ち、命の大
切さに気付く

○自分の気持ちを相手に分かる
ように話したり、聞くことができる
○遊びや生活の中で、文字や数
に親しむ

○健康で安全に生活するために、必要な習慣
や態度を身に付け見通しを持って行動する。
○集団遊び、運動遊びを通して、体を動かす
ことを楽しむ

○健康に関心を持ち、生活に必
要な習慣を身につけられるように
する

○保育士との信頼関係を基盤に
一人ひとりの子どもが主体的に
活動し、自発性や探索意欲が高
められるようにする

○自分の力を発揮していくな
かで、喜びや満足感を味わ
い、自信を持って行動できるよ
うにする

○音楽に親しみ、聞いたり歌ったり、
簡単なリズム楽器を使ったりなする楽
しさを味わう
○身近な素材や用具を使って、描くこ
とを楽しむ

○感じたことや思ったことを様々な
素材や用具を使って自由に描いた
り、作ったり、歌ったりするなど、
様々な表現を楽しむ
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

全体行事
２３日（土）
児童館まつり

２１日<土）
焼きいも会

１４日
クラブスタート

11日
9日

食育（市栄養士）
10日

２日（金）
親子体操

１２日 ３日 １４日
４日

終わりの会

25日
２４日
リトミック

８日
合同運動会

２６日
１５日

合同クリスマス会

1５日
クラブスタート

12日 10日 １１日
８日

合同運動会
１３日

食育（市栄養士）
４日 ２２日

１２日
終わりの会

１９日
親子体操

２５日 ２３日
２４日
リトミック

１５日
合同クリスマス会

19日
クラブスタート

16日 14日 15日
１４日

食育（市栄養士）
１０日 ８日 １９日

１６日
終わりの会

30日 29日
２０日

食育（市栄養士）
１７日

１５日
合同クリスマス会

赤ちゃん体操

いない・いない
ばあ

２７日 １７日 ２２日 １９日 １６日 ９日

お誕生会

なかよしデー
１５日こいのぼり
２４日母の日プレゼン

ト

１７日
父の日プレゼント

３日
七夕飾り作り

９日
敬老の日プレゼント

１６日
ハロウィン

8日
クリスマス飾り

２７日
節分

１９日
おひなさま

園庭解放 ２日豆まき

発育測定

サーキットあそ
び

１５日（水）
エアロビクス

１５日（水）
エアロビクス

3日（木）
エアロビクス

２０日（金）
親子体操

１８日（金）
エアロビクス

２９日（金）
親子体操

１日ボールヨガ＆
ストレッチ

５日ボールヨガ＆
ストレッチ

１０日ボールヨガ
＆

ストレッチ

７日ボールヨガ＆
ストレッチ

１８日ボールヨガ
＆　　　　　スト

レッチ

４日ボールヨガ＆
ストレッチ

ママＣａｆｅ

パパと遊ぼう 　 おもちゃ作り 水あそび サーキットあそび サーキットあそび サーキットあそび サーキットあそび サーキットあそび サーキットあそび

<小学生対象>

将棋クラブ

小学生講座
9日
母の日

13日
父の日

１２日
敬老の日

1７日
ハロウィン

６日
バレンタイン

夏休み講座

月３～４回　予定

　月１回　　　　　予定

     　　　  ６月２７日（土）こどもフェスタ

月２回　第２，４土曜日

　月１回　　　　　予定

　　　　月１回　　月末予定

　月１回　　　　　予定

　　工作　・　食育クッキング　　・　　陶芸　　・　おもしろ実験　　・手芸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ママ講座

よちよちクラブ
０・１歳児
（水曜日）

別紙３　令和2年4月～令和3年3月　年間行事計画

わんぱくクラブ
３歳児
（木曜日）

ひよこクラブ
２歳児
（金曜日）

<乳幼児対象>　年間を通して行う
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備品番
号

枝番 会計名 部課名
分類番
号

分類名 商品名 規格品質 氏名 式1 受入年月日 本体価格 保管場所 特記事項

3425 1 一般会計 加茂野保育園 100 書類棚 書架
ﾌﾟﾗｽ　KB-43SP
2700×250×1380

（資）宇野木工 購入 平成6年10月13日 200,000

3440 1 一般会計 加茂野保育園 139 保管庫その他 絵本立て 木製 S54年度卒園児 寄付 昭和55年3月1日 34,000 ２Ｆ

3442 1 一般会計 加茂野保育園 117 医療戸棚 医薬品戸棚 木製 カドヤ家具店 購入 昭和59年5月1日 25,000 児　倉庫

3450 1 一般会計 加茂野保育園 118 更衣ロッカー ロッカー さこうオフィス 購入 平成3年2月14日 21,017 ２Ｆ資料室

3451 1 一般会計 加茂野保育園 909 動植物その他 人工芝 （資）宇野木工 購入 平成10年1月12日 98,700

3452 1 一般会計 加茂野保育園 749 運動設備用品その他 入場門 岐阜教栄館 購入 平成9年9月30日 50,715 戸外倉庫

3453 1 一般会計 加茂野保育園 113 キャビネット 紙芝居キャビネット （資）宇野木工 購入 平成9年2月13日 37,801 １Ｆ倉庫

3454 1 一般会計 加茂野保育園 662 台車 ヒナ段収納台車 （資）宇野木工 購入 平成8年12月16日 46,500 １Ｆ倉庫

3455 1 一般会計 加茂野保育園 779 趣味娯楽その他 ｱﾙﾐヒナ段　3基ｾｯﾄ （資）宇野木工 購入 平成8年12月16日 183,500 １Ｆ倉庫

3456 1 一般会計 加茂野保育園 141 テレビ台 テレビ台 TB-WE24 安江電機商会 購入 平成8年1月19日 20,800 保育室　りす

3470 1 一般会計 加茂野保育園 779 趣味娯楽その他 クリスマスツリー おもちゃのマツダ 購入 平成5年12月13日 24,287 階段下倉庫

3472 1 一般会計 加茂野保育園 240 ストーブ ｺﾛﾅブルーバーナー GH-1720A型 野口燃料店 購入 平成4年2月25日 71,840 戸外倉庫

3473 1 一般会計 加茂野保育園 240 ストーブ トヨ・レーザークリーン LS-601型 野口燃料店 購入 平成4年2月25日 55,840 調理室

3477 1 一般会計 加茂野保育園 149 台類その他 花台 木製
H2年度卒園児保護者代表
森田　守

寄付 平成3年3月30日 40,000 階段下倉庫

3479 1 一般会計 加茂野保育園 409 物品計量その他 両面式自動台秤
鉄　100k　大和製
(2846)

鈴木時計店 購入 昭和53年10月13日 38,400

3480 1 一般会計 加茂野保育園 411 体重計 自動体重計 ﾏｽｾｯﾄ （株）ヤマセン商会 購入 昭和63年1月27日 52,800 医務室

3485 1 一般会計 加茂野保育園 326 消毒器 煮沸消毒器 ｽﾃﾝﾚｽ製 オオタ 購入 平成2年3月19日 23,793 医務室

3490 1 一般会計 加茂野保育園 760 打楽器 ﾏｰﾁﾝｸﾞﾄﾞﾗﾑﾃﾞｭｵ HS-302 （株）ぎんのすず誠文社 購入 平成4年11月30日 39,037 ２Ｆ資料室

3490 2 一般会計 加茂野保育園 760 打楽器 ﾏｰﾁﾝｸﾞﾄﾞﾗﾑﾃﾞｭｵ HS-302 （株）ぎんのすず誠文社 購入 平成4年11月30日 39,037 ２Ｆ資料室

3491 1 一般会計 加茂野保育園 760 打楽器 ｶﾜｲボックスシロホン KXA-13R （株）ピアノショップいぶき 購入 平成5年8月2日 30,488 ２Ｆ資料室

3493 1 一般会計 加茂野保育園 760 打楽器 ｶﾜｲボックスシロホン KXS-13R （株）ピアノショップいぶき 購入 平成5年8月2日 27,192 ２Ｆ資料室

3503 1 一般会計 加茂野保育園 760 打楽器 マーチングドラム STD211 岐阜教栄館 購入 昭和61年9月24日 21,000 ２Ｆ資料室

3506 1 一般会計 加茂野保育園 760 打楽器 ﾏｽｾｯﾄスネアドラム P-3 （株）ヤマセン商会 購入 昭和62年9月9日 30,000 ２Ｆ資料室

3508 1 一般会計 加茂野保育園 769 楽器その他 アルトドラム・クロスベルト付 岐阜教栄館 購入 平成1年2月25日 120,000 ２Ｆ資料室

3510 1 一般会計 加茂野保育園 149 台類その他 マットキャリア整理台 鉄 岐阜教栄館 寄付 平成4年3月13日 32,500 園ホール

3536 1 一般会計 加茂野保育園 295 映写機 ｽﾗｲﾄﾞ映写機 ﾆｺﾚｯﾄ　SF-130型 旭映機（株） 購入 平成5年7月7日 67,980 ２Ｆ資料室

3687 1 一般会計 加茂野保育園 759 遊具その他 富士型カラー跳び箱 71420 （株）ぎんのすず誠文社 購入 平成1年2月17日 41,340 加茂野保育園

8342 1 一般会計 加茂野保育園 339 厨房機器その他 生ゴミ処理・消滅装置 Ｇ２００ 中部化成薬品（株） 購入 平成11年3月15日 1,340,100

8345 1 一般会計 加茂野保育園 759 遊具その他 大型複合遊具ドリームブリッジ Ｃ１－０８０９ （有）中央体育器具製作所 購入 平成11年2月26日 1,470,000 園庭

8346 1 一般会計 加茂野保育園 763 鍵盤楽器 オルガン （株）ピアノショップいぶき 購入 平成11年2月26日 90,300 うめ

8347 1 一般会計 加茂野保育園 101 物品棚 中量棚
スチール
2700*920*1800

（資）宇野木工 購入 平成11年3月1日 85,680 １Ｆ倉庫

別紙４：備品リスト
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8348 1 一般会計 加茂野保育園 101 物品棚 中量棚
1800*470*1800ス
チール

（資）宇野木工 購入 平成11年3月1日 38,220 １Ｆ倉庫

8349 1 一般会計 加茂野保育園 231 乾燥機 乾燥機（除湿タイプ） さこうオフィス 購入 平成11年3月12日 63,000 洗濯室

8352 1 一般会計 加茂野保育園 320 冷凍冷蔵庫 冷蔵庫 スチール （資）宇野木工 購入 平成11年2月26日 34,441 保育室ひよこ

8353 1 一般会計 加茂野保育園 321 熱伝導機 ミルクウォーマー スチール （資）宇野木工 購入 平成11年2月26日 52,711 保育室ひよこ

8356 1 一般会計 加茂野保育園 170 ベット 保健室ベッド スチール （資）宇野木工 購入 平成11年2月26日 37,801 保健室

8357 1 一般会計 加茂野保育園 113 キャビネット サイドキャビネット
スチール580*610*２
段

（資）宇野木工 購入 平成11年2月26日 28,225 職員室

8357 2 一般会計 加茂野保育園 113 キャビネット サイドキャビネット
スチール580*610*２
段

（資）宇野木工 購入 平成11年2月26日 28,225 職員室

8357 3 一般会計 加茂野保育園 113 キャビネット サイドキャビネット
スチール580*610*２
段

（資）宇野木工 購入 平成11年2月26日 28,225 職員室

8358 1 一般会計 加茂野保育園 113 キャビネット サイドキャビネット
スチール580*610*３
段

（資）宇野木工 購入 平成11年2月26日 29,296 職員室

8359 1 一般会計 加茂野保育園 001 片袖机 リンクス事務机
スチール
700*1400*700

（資）宇野木工 購入 平成11年2月26日 36,289 職員室

8360 1 一般会計 加茂野保育園 001 片袖机 リンクス事務机
スチール
700*1400*750*700

（資）宇野木工 購入 平成11年2月26日 44,353 職員室

8361 1 一般会計 加茂野保育園 001 片袖机 リンクス事務机
スチール
2000*1400*700

（資）宇野木工 購入 平成11年2月26日 160,399 職員室

8361 2 一般会計 加茂野保育園 001 片袖机 リンクス事務机
スチール
2000*1400*700

（資）宇野木工 購入 平成11年2月26日 160,399 職員室

8362 1 一般会計 加茂野保育園 111 器具保管庫 ほ乳びん殺菌保管庫 （資）宇野木工 購入 平成11年2月26日 31,270 保育室ひよこ

8363 1 一般会計 加茂野保育園 669 雑車その他 ジャンボ乳母車 （資）宇野木工 購入 平成11年2月26日 57,121

8364 1 一般会計 加茂野保育園 170 ベット 木製折り畳みベッド （資）宇野木工 購入 平成11年2月26日 53,761 保健室

8364 2 一般会計 加茂野保育園 170 ベット 木製折り畳みベッド （資）宇野木工 購入 平成11年2月26日 53,761

8364 3 一般会計 加茂野保育園 170 ベット 木製折り畳みベッド （資）宇野木工 購入 平成11年2月26日 53,761 児童館

8367 1 一般会計 加茂野保育園 400 天秤 上皿型重量ハカリ 谷口工業（株） 購入 平成11年2月19日 20,843

8368 1 一般会計 加茂野保育園 101 物品棚 中量棚
スチール
3000*570*1800

（資）宇野木工 購入 平成11年3月1日 69,300 児　倉庫

8369 1 一般会計 加茂野保育園 101 物品棚 中量棚
スチール
5100*720*1800

（資）宇野木工 購入 平成11年3月1日 127,050 ２Ｆ

8370 1 一般会計 加茂野保育園 162 傘立て 傘立て スチール （資）宇野木工 購入 平成11年3月1日 89,250

8371 1 一般会計 加茂野保育園 760 打楽器 マーチング用バスドラム 購入 平成10年11月30日 35,490 ２Ｆ資料室

8372 1 一般会計 加茂野保育園 769 楽器その他 メロディテーブル 木製 （株）プロックス 購入 平成11年3月10日 32,025 ２Ｆ

8374 1 一般会計 加茂野保育園 139 保管庫その他 ロッカー 木製 （資）宇野木工 購入 平成11年3月15日 257,250

8376 1 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 事務机 木製 （資）宇野木工 購入 平成11年3月15日 21,840 保育室

8376 2 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 事務机 木製 （資）宇野木工 購入 平成11年3月15日 21,840 保育室

8376 3 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 事務机 木製 （資）宇野木工 購入 平成11年3月15日 21,840 保育室

8376 4 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 事務机 木製 （資）宇野木工 購入 平成11年3月15日 21,840 保育室

8376 5 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 事務机 木製 （資）宇野木工 購入 平成11年3月15日 21,840 保育室

8376 6 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 事務机 木製 （資）宇野木工 購入 平成11年3月15日 21,840 保育室

8376 7 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 事務机 木製 （資）宇野木工 購入 平成11年3月15日 21,840 保育室

8378 1 一般会計 加茂野保育園 756 三輪車 三輪車 （株）プロックス 購入 平成11年3月10日 20,475 戸外倉庫
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8378 2 一般会計 加茂野保育園 756 三輪車 三輪車 （株）プロックス 購入 平成11年3月10日 20,475 戸外倉庫

8379 1 一般会計 加茂野保育園 756 三輪車 三輪車 （株）プロックス 購入 平成11年3月10日 31,500 戸外倉庫

8379 2 一般会計 加茂野保育園 756 三輪車 三輪車 （株）プロックス 購入 平成11年3月10日 31,500 戸外倉庫

8380 1 一般会計 加茂野保育園 754 玩具 動物パズルマット （株）プロックス 購入 平成11年3月10日 76,650

8382 1 一般会計 加茂野保育園 230 掃除機 シャープ掃除機 EC-P50E-G さこうオフィス 購入 平成11年3月29日 31,500

8385 1 一般会計 加茂野保育園 320 冷凍冷蔵庫 シャープ２ドア冷凍冷蔵庫 さこうオフィス 購入 平成11年3月29日 36,750 保健室

8386 1 一般会計 加茂野保育園 118 更衣ロッカー 更衣ロッカー ３人用 （資）宇野木工 購入 平成11年3月30日 27,720 １Ｆ

8386 2 一般会計 加茂野保育園 118 更衣ロッカー 更衣ロッカー ３人用 （資）宇野木工 購入 平成11年3月30日 27,720 １Ｆ

8387 1 一般会計 加茂野保育園 711 卓球 卓球台 （株）チャイルド社 購入 平成11年3月10日 77,175 児　倉庫

8389 1 一般会計 加茂野保育園 700 体操 平均台 （株）チャイルド社 購入 平成11年3月10日 77,700 園ホール

8395 1 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 木製システムテーブル（台形） （資）宇野木工 購入 平成11年2月26日 73,500 児童館

8395 2 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 木製システムテーブル（台形） （資）宇野木工 購入 平成11年2月26日 73,500 児童館

8395 3 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 木製システムテーブル（台形） （資）宇野木工 購入 平成11年2月26日 73,500 児童館

8395 4 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 木製システムテーブル（台形） （資）宇野木工 購入 平成11年2月26日 73,500 児童館

8395 5 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 木製システムテーブル（台形） （資）宇野木工 購入 平成11年2月26日 73,500 児童館

8395 6 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 木製システムテーブル（台形） （資）宇野木工 購入 平成11年2月26日 73,500 児童館

8395 7 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 木製システムテーブル（台形） （資）宇野木工 購入 平成11年2月26日 73,500 保健室

8395 8 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 木製システムテーブル（台形） （資）宇野木工 購入 平成11年2月26日 73,500 職員室

8396 1 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 木製システムテーブル（矩形） （資）宇野木工 購入 平成11年2月26日 66,150 児

8396 2 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 木製システムテーブル（矩形） （資）宇野木工 購入 平成11年2月26日 66,150 児

8397 1 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 木製システムテーブル（円形） （資）宇野木工 購入 平成11年2月26日 98,490 児

8397 2 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 木製システムテーブル（円形） （資）宇野木工 購入 平成11年2月26日 98,490 児

8398 1 一般会計 加茂野保育園 118 更衣ロッカー 更衣ロッカー スチール （資）宇野木工 購入 平成11年2月26日 27,720 調理室

8399 1 一般会計 加茂野保育園 110 書庫 引き違い書庫 スチール （資）宇野木工 購入 平成11年2月26日 38,745 児童館

8400 1 一般会計 加茂野保育園 110 書庫 引き違い書庫 スチール （資）宇野木工 購入 平成11年2月26日 43,050 児童館

8402 1 一般会計 加茂野保育園 001 片袖机 事務机 スチール （資）宇野木工 購入 平成11年2月26日 44,835 児童館

8403 1 一般会計 加茂野保育園 191 ボード 肘付回転式移動黒板 1929*560*1790 （資）宇野木工 購入 平成11年2月26日 47,334 児　倉庫

8406 1 一般会計 加茂野保育園 111 器具保管庫 １５人用オープンロッカー （資）宇野木工 購入 平成11年3月30日 48,195

8408 1 一般会計 加茂野保育園 199 庁用家具その他 人工芝 （株）ぎんのすず誠文社 購入 平成10年10月15日 123,900

8628 1 一般会計 加茂野保育園 294 プロジェクター 液晶プロジェクター XGALVP-X200 （株）日写 購入 平成11年11月17日 698,250 児　倉庫

8631 1 一般会計 加茂野保育園 759 遊具その他 室内遊具（ビクトリアマンション） 170*178*180  67303 （資）宇野木工 購入 平成11年12月27日 151,830

8633 1 一般会計 加茂野保育園 308 アンプ ポータブルアンプ一式（マイク付き） ＫＺ－２５ さこうオフィス 購入 平成11年12月1日 199,920 児　倉庫

8672 1 一般会計 加茂野保育園 193 カーペット ニードルパンチカーペット Ｒ１８　91*7800 さこうオフィス 購入 平成11年10月14日 49,650
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8895 1 一般会計 加茂野保育園 199 庁用家具その他 人形劇用コンパクトステージ スチール （株）プロックス 購入 平成12年3月22日 40,625 児　倉庫

8896 1 一般会計 加茂野保育園 592 テント イージーアップテント
鉄製ニッケルメッキ
25x2.5

平成１１年度加茂野保育所保
護者会

寄付 平成12年3月27日 101,000 階段下倉庫

8897 1 一般会計 加茂野保育園 450 時計 掛時計ファンタジア
RE540M
62.6X58.2X14.8 ﾌﾟﾗｽ
ﾁｯｸ枠

平成１０年度加茂野保育所保
護者会

寄付 平成11年3月27日 120,000 玄関

8898 1 一般会計 加茂野保育園 759 遊具その他 中型複合遊具（幼児用） （有）中央体育器具製作所 購入 平成12年3月29日 995,500

9190 1 一般会計 加茂野保育園 763 鍵盤楽器 ｶﾜｲ指導用オルガン ｶﾜｲ　SD1000 （株）ピアノショップいぶき 購入 平成3年1月26日 71,400 りす

9191 1 一般会計 加茂野保育園 763 鍵盤楽器 ｶﾜｲ指導用オルガン ｶﾜｲ　SD1000 （株）ピアノショップいぶき 購入 平成2年12月25日 71,400 もも

9194 1 一般会計 加茂野保育園 324 調理機器 ガス炊飯器 ５升用 （株）セイコー 購入 平成12年7月24日 33,500 加茂野保育園

9353 1 一般会計 加茂野保育園 142 演台 シアターステージＤＸ 大　ｽﾁｰﾙ （株）プロックス 購入 平成11年2月1日 35,490 児　倉庫

9450 1 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 木製テーブル（９００型） 900x600x430 （資）宇野木工 購入 平成12年12月7日 31,000 保育室

9450 2 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 木製テーブル（９００型） 900x600x430 （資）宇野木工 購入 平成12年12月7日 31,000 保育室

9451 1 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 木製テーブル（１２００型） 1200x600x515 （資）宇野木工 購入 平成12年12月7日 37,000 保育室

9451 2 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 木製テーブル（１２００型） 1200x600x515 （資）宇野木工 購入 平成12年12月7日 37,000 保育室

9642 1 一般会計 加茂野保育園 411 体重計 デジタル身長体重計・座高計 DST210N 中部化成薬品（株） 購入 平成13年3月22日 269,850 加茂野児童館

9877 1 一般会計 加茂野保育園 149 台類その他 炊飯器置台 600x600x600 （株）セイコー 購入 平成13年7月23日 38,000 調理室

10015 1 一般会計 加茂野保育園 760 打楽器 大太鼓 ゼンオン　ED-330 （株）プロックス 購入 平成14年1月7日 32,000 2F資料室

10016 1 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 木製テーブル （資）宇野木工 購入 平成14年1月25日 31,000 保育室

10016 2 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 木製テーブル （資）宇野木工 購入 平成14年1月25日 31,000 保育室

10031 1 一般会計 加茂野保育園 592 テント イージーアップテント
鉄製ニッケルメッキ
2.5x2.5

加茂野保育園保護者会（１３
年度）

寄付 平成14年1月15日 108,000 階段下倉庫

10100 1 一般会計 加茂野保育園 320 冷凍冷蔵庫 冷凍冷蔵庫
東芝　ＧＲ－Ｓ３５ＭＶ
（Ｈ）

（株）フナハシデンキ 購入 平成14年3月13日 86,800 調理室

10101 1 一般会計 加茂野保育園 009 事務机その他 木製テーブル （資）宇野木工 購入 平成14年3月19日 31,000 保育室

10101 2 一般会計 加茂野保育園 009 事務机その他 木製テーブル （資）宇野木工 購入 平成14年3月19日 31,000 保育室

10101 3 一般会計 加茂野保育園 009 事務机その他 木製テーブル （資）宇野木工 購入 平成14年3月19日 31,000 保育室

10103 1 一般会計 加茂野保育園 699 車両（その他） 大型ワゴン（スイスイ６～８人用） （株）プロックス 購入 平成14年3月25日 90,000

10335 1 一般会計 加茂野保育園 351 職印 加茂野保育園長印 山田時計印章店 購入 平成12年3月30日 21,000 職員室

10336 1 一般会計 加茂野保育園 350 庁印 加茂野保育園之印 山田時計印章店 購入 平成12年3月30日 39,900 職員室

10446 1 一般会計 加茂野保育園 759 遊具その他 土俵マット （株）プロックス 購入 平成14年11月21日 38,900 加茂野保育園

10569 1 一般会計 加茂野保育園 159 厨房用品その他 回転釜用蒸し板 φ530 （株）セイコー 購入 平成15年3月3日 23,000 加茂野保育園

10570 1 一般会計 加茂野保育園 729 屋外運動用具その他 ドリームトンネル
60x330　透明ＰＶＣ
ターポリン製

（株）プロックス 購入 平成15年3月4日 22,000 加茂野保育園

10571 1 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用テーブル
集成材テーブル１２０
０型

（資）宇野木工 購入 平成15年3月6日 37,000 加茂野保育園

10571 2 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用テーブル
集成材テーブル１２０
０型

（資）宇野木工 購入 平成15年3月6日 37,000 加茂野保育園

10572 1 一般会計 加茂野保育園 116 書類戸棚 移動式ロッカー W1700xD505xH1075 （資）宇野木工 購入 平成15年3月6日 158,000 加茂野保育園

10573 1 一般会計 加茂野保育園 101 物品棚 整理棚 （資）宇野木工 購入 平成15年3月19日 171,000 加茂野保育園

10585 1 一般会計 加茂野保育園 232 洗濯機 全自動洗濯機 TOSHIBA AW-703GP （株）フナハシデンキ 購入 平成15年4月1日 59,800 加茂野保育園
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10675 1 一般会計 加茂野保育園 729 屋外運動用具その他 メッシュトンネル
60x300　ﾒｯｼｭﾀｰﾎﾟﾘﾝ
製

（株）プロックス 購入 平成15年9月19日 22,000 加茂野保育園

10902 1 一般会計 加茂野保育園 159 厨房用品その他 配膳車 ９００×６００×９２５ （株）セイコー 購入 平成16年4月15日 75,000 加茂野保育園

10903 1 一般会計 加茂野保育園 669 雑車その他 ２人乗りベビーカー コンビツインスピン （株）プロックス 購入 平成16年4月30日 43,920 加茂野保育園

11060 1 一般会計 加茂野保育園 759 遊具その他 遊具下敷きマット
鉄棒下遊具基礎ゴム
チップ

（株）プロックス 購入 平成16年8月31日 219,000 加茂野保育園

11075 1 一般会計 加茂野保育園 759 遊具その他 パオパオパルーンミックス 布 （株）プロックス 購入 平成16年11月8日 32,240 加茂野保育園

11092 1 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 園児用机 園児用机 （資）宇野木工 購入 平成16年12月15日 31,000 加茂野保育園

11093 1 一般会計 加茂野保育園 759 遊具その他 ままごとコーナーテーブル付き 木 （株）プロックス 購入 平成17年2月16日 47,000 加茂野保育園

11211 1 一般会計 加茂野保育園 759 遊具その他 乳児用プール リトルプール （株）プロックス 購入 平成17年6月17日 101,905 加茂野保育園

11349 1 一般会計 加茂野保育園 099 机・椅子（その他） ワーキングワゴン （株）プロックス 購入 平成18年2月23日 51,900 加茂野保育園

11349 2 一般会計 加茂野保育園 099 机・椅子（その他） ワーキングワゴン （株）プロックス 購入 平成18年2月23日 51,900 加茂野保育園

11517 1 一般会計 加茂野保育園 339 厨房機器その他 うす・きねセット （株）プロックス 購入 平成18年11月7日 80,000 加茂野保育園

11713 1 一般会計 加茂野保育園 592 テント EZアップテントDR36ぞう 鉄製ニッケルメッキ （株）プロックス 購入 平成19年8月31日 80,000 加茂野保育園

11837 1 一般会計 加茂野保育園 759 遊具その他 ロイター板85S 木製 （株）プロックス 購入 平成20年7月15日 29,400 加茂野保育園

11837 2 一般会計 加茂野保育園 759 遊具その他 ロイター板85S 木製 （株）プロックス 購入 平成20年7月15日 29,400 加茂野保育園

11838 1 一般会計 加茂野保育園 759 遊具その他 カラー跳び箱４段 木製 （株）プロックス 購入 平成20年7月15日 35,400 加茂野保育園

11838 2 一般会計 加茂野保育園 759 遊具その他 カラー跳び箱４段 木製 （株）プロックス 購入 平成20年7月15日 35,400 加茂野保育園

12347 1 一般会計 加茂野保育園 759 遊具その他 二輪スクーター （株）フレーベル館　岐阜支店 購入 平成22年12月27日 24,500 加茂野保育園

12347 2 一般会計 加茂野保育園 759 遊具その他 二輪スクーター （株）フレーベル館　岐阜支店 購入 平成22年12月27日 24,500 加茂野保育園

12348 1 一般会計 加茂野保育園 182 パネル パネルシアター用ステージ （株）フレーベル館　岐阜支店 購入 平成23年1月13日 27,619 加茂野保育園

12423 1 一般会計 加茂野保育園 169 環境用品その他 幅広メッシュパラソル (有)ぎんのすず誠文社 購入 平成23年6月21日 38,095 加茂野保育園

12450 1 一般会計 加茂野保育園 756 三輪車 三輪スクーター （株）プロックス 購入 平成23年8月8日 23,810 加茂野保育園

12690 1 一般会計 加茂野保育園 232 洗濯機 洗濯機
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　NA-
F60B6W

安江電機商会 購入 平成24年12月14日 39,270 洗濯室

12899 1 一般会計 加茂野保育園 208 シュレッダー ＳＭシュレッダー（明光商会） ＭＳＳ－１６ＣＭ さこうオフィス 購入 平成26年2月3日 47,600 職員室

12913 1 一般会計 加茂野保育園 760 打楽器 ゼンオン　グロッケン ２２６Z (有)ぎんのすず誠文社 購入 平成26年3月12日 23,000 保育室

12921 1 一般会計 加茂野保育園 760 打楽器 卓上木琴 ＳＫ－２７Ｋ (有)ぎんのすず誠文社 寄付 平成26年3月12日 41,000 保育室

13080 1 一般会計 加茂野保育園 759 遊具その他 ビリボ（6色各2個セット） 39cmX39cmX22cm (有)ぎんのすず誠文社 購入 平成27年3月3日 32,407 加茂野保育園

13085 1 一般会計 加茂野保育園 759 遊具その他 ウエーブバランス平均台
（16cmX66cmX12cm）
X8　重さ6kg

（株）チャイルド社 購入 平成27年2月13日 31,019 加茂野保育園

13085 2 一般会計 加茂野保育園 759 遊具その他 ウエーブバランス平均台
（16cmX66cmX12cm）
X8　重さ6kg

（株）チャイルド社 購入 平成27年2月13日 31,019 加茂野保育園

13208 1 一般会計 加茂野保育園 759 遊具その他 着せ替えだっこ人形（6体組） 25cmX10cmX38cm （株）フレーベル館　岐阜支店 購入 平成27年6月17日 22,222 加茂野保育園

13225 1 一般会計 加茂野保育園 579 防災機器その他 避難者・アルミ・折りたたみ式 W120XD79.5XH89 (有)ぎんのすず誠文社 購入 平成27年7月22日 200,000 加茂野保育園

13249 1 一般会計 加茂野保育園 763 鍵盤楽器 カシオトーン ＣＫＴ－４４００ (有)ぎんのすず誠文社 購入 平成27年9月11日 27,778 加茂野保育園

13295 1 一般会計 加茂野保育園 193 カーペット アンパンマン玄関マット 120Ｘ90 （株）フレーベル館　岐阜支店 購入 平成28年1月27日 21,296 加茂野保育園

13348 1 一般会計 加茂野保育園 190 案内板 カラフル案内板　レッド
スチール　E480XD460
ＸＨ1,350

（株）フレーベル館　岐阜支店 購入 平成28年3月14日 25,524 加茂野保育園

-
 
3
5
 
-



13620 1 一般会計 加茂野保育園 392 医療機器 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）
自動体外式除細動器
（ＡＥＤ）

（有）富田文渓堂 購入 平成29年1月16日 234,500 加茂野保育園

13639 1 一般会計 加茂野保育園 754 玩具 プレイキッチン 鉄製 （株）フレーベル館　岐阜支店 購入 平成29年2月2日 41,667 加茂野保育園

13639 2 一般会計 加茂野保育園 754 玩具 プレイキッチン 鉄製 （株）フレーベル館　岐阜支店 購入 平成29年2月2日 41,667 加茂野保育園

13782 1 一般会計 加茂野保育園 270 コピー機 OKI/カラー複合機
COREFIDO
MC863dnwv

（有）オフィスフジタ 購入 平成29年7月27日 240,000 加茂野保育園

13792 1 一般会計 加茂野保育園 280 カメラ 録画装置内蔵型防犯カメラ
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ)OL-
022W

さこうオフィス 購入 平成29年8月21日 21,600 加茂野保育園

13854 1 一般会計 加茂野保育園 324 調理機器 ガス炊飯器 ﾘﾝﾅｲRR-50S1
めぐみの農協みのかも農機
ガスセンター

購入 平成30年1月12日 37,037 加茂野保育園

13865 1 一般会計 加茂野保育園 199 庁用家具その他 ｿﾌﾄｸｯｼｮﾝﾏｯﾄ 72394011 （有）岐阜よいこのくに 購入 平成30年2月5日 21,500 加茂野保育園

13865 2 一般会計 加茂野保育園 199 庁用家具その他 ｿﾌﾄｸｯｼｮﾝﾏｯﾄ 72394011 （有）岐阜よいこのくに 購入 平成30年2月5日 21,500 加茂野保育園

13868 1 一般会計 加茂野保育園 230 掃除機 ﾊﾞｷｭｰﾑｸﾘｰﾅｰ１０８ (有)ぎんのすず誠文社 購入 平成30年2月6日 33,500 加茂野保育園

13909 1 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年長用 ｽﾀｯｷﾝｸﾞ机 県
産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13909 2 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年長用 ｽﾀｯｷﾝｸﾞ机 県
産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13909 3 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年長用 ｽﾀｯｷﾝｸﾞ机 県
産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13909 4 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年長用 ｽﾀｯｷﾝｸﾞ机 県
産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13909 5 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年長用 ｽﾀｯｷﾝｸﾞ机 県
産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13909 6 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年長用 ｽﾀｯｷﾝｸﾞ机 県
産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13909 7 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年長用 ｽﾀｯｷﾝｸﾞ机 県
産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13909 8 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年長用 ｽﾀｯｷﾝｸﾞ机 県
産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13909 9 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年長用 ｽﾀｯｷﾝｸﾞ机 県
産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13909 10 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年長用 ｽﾀｯｷﾝｸﾞ机 県
産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13909 11 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年長用 ｽﾀｯｷﾝｸﾞ机 県
産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13909 12 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年長用 ｽﾀｯｷﾝｸﾞ机 県
産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13909 13 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年長用 ｽﾀｯｷﾝｸﾞ机 県
産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13909 14 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年長用 ｽﾀｯｷﾝｸﾞ机 県
産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13909 15 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年長用 ｽﾀｯｷﾝｸﾞ机 県
産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13909 16 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年長用 ｽﾀｯｷﾝｸﾞ机 県
産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13909 17 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年長用 ｽﾀｯｷﾝｸﾞ机 県
産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13909 18 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年長用 ｽﾀｯｷﾝｸﾞ机 県
産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13909 19 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年長用 ｽﾀｯｷﾝｸﾞ机 県
産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13909 20 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年長用 ｽﾀｯｷﾝｸﾞ机 県
産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13909 21 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年長用 ｽﾀｯｷﾝｸﾞ机 県
産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13909 22 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年長用 ｽﾀｯｷﾝｸﾞ机 県
産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13909 23 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年長用 ｽﾀｯｷﾝｸﾞ机 県
産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13909 24 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年長用 ｽﾀｯｷﾝｸﾞ机 県
産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園
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13909 25 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年長用 ｽﾀｯｷﾝｸﾞ机 県
産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13909 26 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年長用 ｽﾀｯｷﾝｸﾞ机 県
産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13909 27 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年長用 ｽﾀｯｷﾝｸﾞ机 県
産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13909 28 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年長用 ｽﾀｯｷﾝｸﾞ机 県
産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13909 29 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年長用 ｽﾀｯｷﾝｸﾞ机 県
産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13909 30 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年長用 ｽﾀｯｷﾝｸﾞ机 県
産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13910 1 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年中・少,1・2歳児用,
折畳机,県産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13910 2 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年中・少,1・2歳児用,
折畳机,県産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13910 3 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年中・少,1・2歳児用,
折畳机,県産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13910 4 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年中・少,1・2歳児用,
折畳机,県産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13910 5 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年中・少,1・2歳児用,
折畳机,県産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13910 6 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年中・少,1・2歳児用,
折畳机,県産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13910 7 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年中・少,1・2歳児用,
折畳机,県産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13910 8 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年中・少,1・2歳児用,
折畳机,県産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13910 9 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年中・少,1・2歳児用,
折畳机,県産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13910 10 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年中・少,1・2歳児用,
折畳机,県産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13910 11 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年中・少,1・2歳児用,
折畳机,県産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13910 12 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年中・少,1・2歳児用,
折畳机,県産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13910 13 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年中・少,1・2歳児用,
折畳机,県産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13910 14 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年中・少,1・2歳児用,
折畳机,県産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13910 15 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年中・少,1・2歳児用,
折畳机,県産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13910 16 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年中・少,1・2歳児用,
折畳机,県産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13910 17 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年中・少,1・2歳児用,
折畳机,県産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13910 18 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年中・少,1・2歳児用,
折畳机,県産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13910 19 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年中・少,1・2歳児用,
折畳机,県産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13910 20 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年中・少,1・2歳児用,
折畳机,県産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13910 21 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年中・少,1・2歳児用,
折畳机,県産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13910 22 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年中・少,1・2歳児用,
折畳机,県産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13910 23 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年中・少,1・2歳児用,
折畳机,県産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13910 24 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年中・少,1・2歳児用,
折畳机,県産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13910 25 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年中・少,1・2歳児用,
折畳机,県産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13910 26 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年中・少,1・2歳児用,
折畳机,県産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13910 27 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年中・少,1・2歳児用,
折畳机,県産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園
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13910 28 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年中・少,1・2歳児用,
折畳机,県産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13910 29 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年中・少,1・2歳児用,
折畳机,県産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13910 30 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年中・少,1・2歳児用,
折畳机,県産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13910 31 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年中・少,1・2歳児用,
折畳机,県産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13910 32 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年中・少,1・2歳児用,
折畳机,県産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13910 33 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年中・少,1・2歳児用,
折畳机,県産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13910 34 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年中・少,1・2歳児用,
折畳机,県産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13910 35 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年中・少,1・2歳児用,
折畳机,県産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13910 36 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年中・少,1・2歳児用,
折畳机,県産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13910 37 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年中・少,1・2歳児用,
折畳机,県産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13910 38 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年中・少,1・2歳児用,
折畳机,県産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13910 39 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年中・少,1・2歳児用,
折畳机,県産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13910 40 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年中・少,1・2歳児用,
折畳机,県産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

13910 41 一般会計 加茂野保育園 032 児童机 児童用机
年中・少,1・2歳児用,
折畳机,県産材使用

可茂森林組合 購入 平成30年3月2日 48,800 加茂野保育園

14051 1 一般会計 加茂野保育園 325 洗浄機 食器洗浄機 JWE-680B （株）セイコー 購入 平成30年5月16日 920,000 加茂野保育園

14052 1 一般会計 加茂野保育園 325 洗浄機 食器洗浄機用ｶﾞｽﾌﾞｰｽﾀｰ WB-25H-2 （株）セイコー 購入 平成30年5月16日 250,000 加茂野保育園

一般会計 加茂野保育園 101 物品棚 メタルラック 150×61×179 さこうオフィス 購入 令和2年1月16日 28,600 加茂野保育園

一般会計 加茂野保育園 194 すのこ 安心やわらかすのこ ６０×１８０ （有）ぎんのすず　誠文社 購入 令和2年3月12日 2,000 加茂野保育園

一般会計 加茂野保育園 194 すのこ 安心やわらかすのこ ６０×１８０ （有）ぎんのすず　誠文社 購入 令和2年3月12日 2,000 加茂野保育園

一般会計 加茂野保育園 169 環境用品その他 アンパンマン　ミスト・噴水 51×51×74 （株）フレーベル館　岐阜支店 購入 令和2年6月16日 25,000 加茂野保育園

一般会計 加茂野保育園 781 安全用品 バイオクッション ２ｍ×１ｍ （有）ぎんのすず　誠文社 購入 令和2年10月5日 23,864 加茂野保育園

一般会計 加茂野保育園 781 安全用品 バイオクッション ２ｍ×１ｍ （有）ぎんのすず　誠文社 購入 令和2年10月5日 23,864 加茂野保育園

一般会計 加茂野保育園 169 環境用品その他 ラグーンマット ９ｍ （有）ぎんのすず　誠文社 購入 令和2年10月20日 79,036 加茂野保育園
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