
静岡市配食型見守りサービス事業（その１）委託契約書 

 委託者静岡市（以下「甲」という。）と受託者       （以下「乙」とい

う。）との間に静岡市配食型見守りサービス事業の委託について、次のとおり委託契約

を締結する。 

（信義誠実の義務） 

第１条 甲及び乙は、信義に従い、この契約を誠実に履行するものとする。 

（業務の委託） 

第２条 甲は、次に掲げる業務（以下「委託業務」という。）を乙に委託し、乙はこれ

を受託する。 

 業務の名称 令和５年度 保健高委第22号 

静岡市配食型見守りサービス事業（その１） 

（委託業務の要領） 

第３条 委託業務の要領は、次のとおりとする。 

（１） 実施内容 静岡市配食型見守りサービス事業（その１）仕様書（別紙１）のと

おり 

（２） 委託期間 令和５年４月１日から令和６年３月31日まで 

 （委託料） 

第４条 第２条の委託業務に対する１回当たりの委託料は次の表のとおりとする。 

 （委託業務の報告） 

第５条 乙は、毎月の委託業務の実施状況を翌月10日（令和６年３月分にあっては、同

月末日）までに甲に報告し、甲はその日から10日以内に検査を行うものとする。 

２ 前項に規定する事項のほか、甲は、必要があると認めるときは、いつでも乙に対し

委託業務の実施状況について報告を求め、又は実地に調査することができる。 

（委託料の支払） 

第６条 乙は、前条の検査に合格した後、第４条に定める委託料（その額に１円未満の

端数が生じたときは、これを切り捨てた額）に係る請求書を甲に提出するものとし、

甲は当該請求書を受理した日から30日以内に当該月分の委託料を支払うものとする。 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第７条 乙は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、若しく

対象者 配達地域 市街地地域 中山間地域 

事業対象者及び居

宅要支援被保険者
１回当たり 円 円 

居宅要介護被保険

者 
１回当たり

円（うち消費税及

び地方消費税  円） 

円（うち消費税及

び地方消費税  円） 

案 



は承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。 

２ 乙は、第三者に対し、委託業務の全部若しくは一部の実施を委託し、又は請け

負わせてはならない。 

（秘密の保持） 

第８条 乙は、委託業務の実施により知り得た甲又は第三者の秘密を第三者に漏ら

してはならない。委託業務の終了後も、また同様とする。 

 （個人情報の保護に関する事項） 

第９条 乙は、委託業務を実施するに当たり、個人情報の保護に関する取扱仕様書（別

紙２）に定める事項を遵守しなければならない。 

（損害賠償） 

第10条 乙は、委託業務の実施に当たり、甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、その

損害について賠償の責めを負うものとする。 

２ 委託業務の実施に当たり、乙又は乙の従業員に損害を生じても、甲は、その責めを

負わない。 

（不当な取引制限等に係る損害賠償の予約） 

第11条 乙は､この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約

を解除するか否かにかかわらず、損害賠償金として委託料の10分の２に相当する額を

甲に支払わなければならない。この契約が履行された後においても、同様とする。 

（１）私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下

「独占禁止法」という。）第３条又は第８条第１号の規定に違反するとして、独占

禁止法第７条若しくは第８条の２の規定による排除措置命令又は独占禁止法第７条

の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定による

課徴金納付命令を受け、当該命令が確定したとき。 

（２）乙又はその役員若しくは使用人が、独占禁止法第11章の規定又は刑法（明治40年

法律第45号）第96条の６若しくは第198条の規定に該当して有罪判決を受け、当該

判決が確定したとき。 

２ 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項の規定による損害賠償金の額を超

える場合においては、甲が当該超過する金額の賠償を乙に請求することを妨げるもの

ではない。 

３ 第１項の規定に該当したことによりこの契約を解除された場合において、静岡市契

約規則（平成15年静岡市規則第47号）第47条第３項の規定により契約保証金額に相当

する額を支払うときにおいても、甲が第１項の損害賠償金の支払を乙に請求すること

を妨げるものではない。 

（契約の解除） 

第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、この契約を解除す

ることができるものとする。 



（１）委託業務が第３条第２号の期限内に履行されず、又は履行される見込みがな

いと認められるとき。 

（２）この契約に基づく甲の指示に違反したとき。 

（３）虚偽の実績報告により甲に委託料を請求し、又は委託料の支払を受けたとき。 

（４）甲に対し偽りの報告をし、又は正当な理由なく第５条第２項の規定に基づく報告

をせず又は虚偽の報告をし、若しくは実地調査を拒否したとき。 

（５）次のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等（静岡市の事務事業の契約相手方が個人である場合にはその者を、法人

である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表

者をいう。以下同じ。）が暴力団員等（静岡市暴力団排除条例（平成25年静岡市

条例第11号）第２条第３号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）又は暴力

団員（同条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）の配偶者（暴力団員

と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の

事情にある者を含む。以下同じ。）であると認められるとき。 

イ 暴力団（静岡市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同

じ。）、暴力団員等又は暴力団員の配偶者が経営に実質的に関与していると認め

られるとき。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者を利用するな

どしたと認められるとき。 

エ 役員等が、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者に対して資金等を供給し、

又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、

若しくは関与していると認められるとき。 

オ 役員等が暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者と社会的に非難されるべき

関係を有していると認められるとき。 

（５）前各号の定めによる場合のほか、乙がこの契約の条項に違反したとき。 

２ 前項に定める場合のほか、甲若しくは乙において、この契約を解除しようとすると

きは、４箇月前までに、文書をもってそれぞれの相手方に申し出るものとする。 

３ 第１項の規定によりこの契約が解除された場合において、甲に損害が生じたとき

は、乙がその責めを負うものとする。 

４ 第１項の規定によりこの契約が解除された場合において、乙に損害が生じても、甲

は一切その責めを負わない。 

（市長への報告等） 

第13条 乙は、契約の履行に当たって、暴力団員等による不当な行為を受けたときは、

市長に報告するとともに、所轄の警察署長への通報その他の暴力団の排除のために必

要な協力を行わなければならない。 



（定めのない事項等の処理） 

第14条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、法令（静岡市の

条例、規則等を含む。）の定めるところによるもののほか、甲、乙協議の上処理する

ものとする。 

この契約の締結を証するため本書２通を作成し、甲、乙両者記名押印の上各自１通を

保有する。 

 令和５年 月 日 

静岡市葵区追手町５番１号 

甲 

静岡市長 田辺 信宏 

乙 

                                  印 



別紙１ 

静岡市配食型見守りサービス事業（その１）仕様書 

１ 事業の目的 

  認知症やうつ病等で閉じこもりがちで日常的に食事の準備に支障がある方を対象に

食事の配達（以下「配食」という。）の際に安否の確認を行うことにより、安心した

在宅生活を支援することを目的とする。 

２ 事業概要 

乙は、甲が利用者に対し、決定した利用回数に基づき配食を行った際に安否確認を

実施する。 

３ 事業内容  

（１）配食に関する事項 

食事及び配達地域に関する内容については、以下の点に留意すること。 

 ア 利用者に対し、栄養士又は管理栄養士が作成した献立に基づき、高齢者等に配 

慮した栄養バランスがとれた食事メニューを用意すること。 

 イ 配食は、昼食又は、夕食とすること。年末年始など乙が操業を中止する期間に 

ついては、甲と協議の上、利用者又は必要に応じて関係者への周知を図ること。 

ウ 配達地域は、乙が申請した事業者登録票内の配達可能地域のとおりとする。 

（２）利用内容の開始等の連絡 

ア 乙は、甲が送付する配食型見守りサービスの申請に係る決定通知書が到達し

た後、速やかに利用者へ連絡し、配達開始日の調整をし、配食を開始するこ

と。 

イ 乙は、利用者から利用回数の変更、長期間の休止及び廃止について依頼があっ 

た場合には、ケアマネジメント担当者に報告すること。 

（３）安否確認作業 

配食の際は、原則として利用者に直接手渡しにより、安否の確認を行う。直接手

渡しが出来ない場合は、別に定める配食型見守り事業対応マニュアルに基づき実施

すること。 

４ 費用の負担  

（１）食事の対価については、乙は、利用者との契約に基づき支払いを受けることがで

きる。 

（２）安否確認作業料は、この契約に基づき甲が負担する。なお、利用者不在により食

事が渡せなかった場合、再度の訪問や電話等での安否確認を行ったうえで、配達に

よる訪問及び緊急連絡先等に確認を行ったことを安否確認緊急対応報告書に記載し

甲に報告し、実績分に含めること。 

５ 業務の履行 



（１）本業務を行うにあたり、的確かつ安定的に実施できるよう、委託された業務量

に応じた人員配置をするものとし、緊急時には配達員他１名以上の配置体制がと

られていること。 

（２）サービス従業員の清潔の保持・健康状態管理のための対策を行うこと。 

（３）事業遂行にあたり、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う

こと。 

（４）風水害等の危険が伴う場合の業務実施の判断は、甲と協議を行うこと。 

６ 状況調査の実施 

  乙は、本業務について、利用者への周知・調査等の協力を甲が求めた際には、その

求めに応じること。 

７ 事故発生時の報告 

  サービス提供により、賠償すべき事故が発生した場合は対処し、甲に報告を行うこ 

と。   

８ その他遵守事項 

（１）別に定める静岡市配食型見守りサービス事業実施要綱、静岡市介護予防・日常

生活支援総合事業実施要綱、静岡市介護予防・日常生活支援総合事業配食型見守

りサービス事業実施要領等に基づき事業を遂行すること。 

（２）前１号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

９ 障害者差別解消法への対応

受託事業者は、市の業務を受託することに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推

進に関する法律（平成 25 年法律第 65 号）第８条第２項に定める障害者への合理的配

慮の提供については、可能な限り、別紙３「静岡市における障害を理由とする差別の

解消の推進に関する対応要領」及び「障がいのある人への配慮マニュアル」に基づき、

市の職員に準じた対応に努めること。



別紙２ 

個人情報の保護に関する取扱仕様書 

１ 個人情報保護の基本原則 

乙は、この契約に基づく業務（以下「業務」という。）の実施に当たり、個人情報

（個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるものをいう。以下同じ。）に

ついて、その保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう、適

正に取り扱わなければならない。 

２ 個人情報の漏えい等の禁止 

  乙は、業務に関して、知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。この業務が

終了し、又は契約が解除された後においても同様とする。 

３ 使用者への周知 

乙は、その使用する者に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知り得た

個人情報を他人に知らせ、又は契約の目的以外に利用してはならないこと等の個人情

報の保護の徹底に関する事項を周知しなければならない。 

４ 適正な管理 

乙は、業務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止を図るため、管

理責任者を選任し、個人情報の適切な管理を行わせる等個人情報の適正な管理につい

て必要な措置を講じなければならない。 

５ 収集の制限 

乙は、業務において個人情報を収集するときは、当該業務を実施するために必要な

範囲内で、本人から直接収集しなければならない。 

６ 利用及び提供の制限 

乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に係る個人情報を当該業務の目的

以外に利用し、又は提供してはならない。この業務が終了し、又は契約が解除された

後においても同様とする。 

７ 複写及び複製の禁止 

乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務の実施に当たり甲から提供された

個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

８ 資料等の返還 

乙は、業務の実施に当たり甲から提供され、又は乙が収集し、若しくは作成した個

人情報が記録された資料等を、業務の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものと

する。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

９ 事故発生時における報告 

乙は、業務の実施において、この仕様書に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれ

があることを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。業務が

終了し、又は契約が解除された後においても同様とする。 



別紙３ 

静岡市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 

（趣旨）  

第１条 この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第

65号。以下「法」という。）第10条第１項の規定に基づき、法第７条に規定する事項に

関し、静岡市職員（非常勤職員及び臨時的任用職員を含む。以下「職員」という。）が

適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。  

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１）障害者 法第２条第１号に規定する障害者をいう。 

（２）障害 法第２条第１号に規定する障害をいう。 

（３）社会的障壁 法第２条第２号に規定する社会的障壁をいう。 

（不当な差別的取扱いの禁止）  

第３条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、法第７条第１項の規定の趣旨にのっ

とり、障害を理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障

害者の権利利益を侵害してはならない。 

（合理的配慮の提供）  

第４条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、法第７条第２項の規定の趣旨にのっ

とり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合

において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害すること

とならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去

の実施について必要かつ合理的な配慮（以下「合理的配慮」という。）の提供をしなけ

ればならない。 

２ 市がその事務又は事業の一環として実施する業務を事業者（法第２条第７号に規定す

る事業者をいう。）に委託等をする場合は、業務の実施に当たり提供される合理的配慮

の内容に大きな差異が生ずることにより障害者が不利益を受けることのないよう、委託

等の条件に、行政機関等（法第２条第３号に規定する行政機関等をいう。）に準じた合

理的配慮の提供について盛り込むよう努めるものとする。 

（監督者の責務）  

第５条 職員のうち、所属の長の職にある者（以下「監督者」という。）は、前２条に定め

る事項に関し、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次に掲げる事項を実施し

なければならない。 

（１）日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、その監督

する職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせるこ

と。  



（２）障害者等から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申し

出等があった場合は、迅速に状況を確認し、対処すること。  

（３）不当な差別的取扱いの事実又は合理的配慮の必要性が確認された場合は、監督する

職員に対して適切な指導を行うこと。  

２ 監督者は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対

処しなければならない。  

（相談体制）  

第６条 職員による障害を理由とする差別に関する障害者及びその家族その他の関係者か

らの相談等については、各課かいにおいて対応をすることを原則とする。ただし、担当

部署が不明確な場合等にあっては、保健福祉長寿局健康福祉部障害福祉企画課又は保健

衛生医療部精神保健福祉課がこれを受け付け、担当の課かいへ取り次ぐ役割を担うもの

とする。 

２ 前項本文の規定による対応を行った各課かいの監督者は、当該対応の内容について、

相談等対応報告書（別記様式）により保健福祉長寿局健康福祉部障害福祉企画課長に報

告するものとする。  

３ 前項の規定による報告に係る対応の事例は、相談者のプライバシーに配慮しつつ情報

共有を図り、以後の相談等において活用するものとする。 

（研修・啓発）  

第７条 障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、市長は、職員に対し、必要な研

修・啓発を行うものとする。  

（マニュアル等）  

第８条 市長は、この要領の施行に関し、職員が適切に対応するために必要な留意事項や

具体例等を示したマニュアル等を定めるものとする。 

２ 前項のマニュアル等については、必要に応じて各部局ごとに定めることができる。  

附 則  

この要領は、平成28年４月１日から施行する。  

  附 則 

この要領は、平成31年４月１日から施行する。 



別記様式（第６条関係） 

第    号 

  年  月  日 

（宛先）障害福祉企画課長 

所属長 

 職 名  氏 名 

相談等対応報告書 

 障害を理由とする差別に関する相談等について、下記のとおり報告します。 

記 

１ 所属 

（１）課かい名（施設名） 

（２）担当者・電話番号 

２ 相談者等の障害の区分 

視覚・聴覚・肢体・知的・精神・その他（     ） 

３ 相談等 

（１）相談等を受けた日 

（２）相談等の内容 

（３）対応内容 


