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豊田市介護保険サービス事業者実地指導及びケアプランチェック業務委託 仕様書 

 

 

１ 委託業務名 

  豊田市介護保険サービス事業者実地指導及びケアプランチェック業務委託 

 

２ 契約の目的 

介護保険法（平成 9 年法律第１２３号。以下「法」という。）第２４条の 2 の規定に基づ

き、介護保険に係るサービス提供事業者に対する実地指導及びケアプランチェック業務の

一部を指定市町村事務受託法人（以下、「事務受託法人」という。）に委託することにより、

定期的な実地指導の実施及び不適正な運用を行う事業所の把握を早期に行い、介護給付費

等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図る。 

 

３ 業務期間   

  契約期間は、契約締結日の翌日から令和４年３月３１日までとする。ただし、以下業務

期間開始日前を準備期間として設け、その間における契約金額の支払は発生しないものと

し、業務期間開始から支払を行うものとする。 

 

契約期間 契約締結日の翌日から令和４年３月３１日まで 

準備期間 契約締結日の翌日から令和３年４月３０日まで 

業務期間 令和３年５月１日から令和４年３月３１日まで 

 

４ 業務委託の概要 

（１）委託業務 

  ア 居宅サービス、居宅介護支援、地域密着型サービス、介護予防サービス、介護予防

支援、総合事業（現行相当サービス及び緩和型サービス）事業者に係る定型的かつ定

例的な実地指導の一連の業務のうち、実地指導計画の作成、実施通知の作成・発送、日

程調整、現地における実地指導、復命書の作成、豊田市（以下「市」という。）への報

告、結果通知の作成・発送、過誤調整実施通知の作成・発送及び改善確認 

  イ 居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者へのケアプランチェックの一連の業務

のうち、ケアプランチェック実施計画の作成、実施通知の作成・発送、日程調整、ケア

プランチェックの実施、復命書の作成、市への報告、結果通知の作成・発送及び結果通

知の返信の受理 

（２）委託対象サービス事業 

 ア 実地指導 

   訪問介護（総合事業含む。）、通所介護（地域密着型、認知症対応型、総合事業含む。）、

訪問看護（介護予防含む）、認知症対応型共同生活介護（介護予防含む。）、福祉用具貸

与（介護予防含む。）、特定福祉用具販売（介護予防含む。）、居宅介護支援及び介護予防



2 

 

支援 

イ ケアプランチェック 

    居宅介護支援、介護予防支援 

（３）委託件数（予定）  

  ア 委託予定件数は、下表のとおりとする。実地指導対象事業所において主に提供する

サービスを「主たるサービス」とし、主たるサービスと同時に提供するサービスを「従

たるサービス」とする。「主たるサービス」は、主に介護サービスのことをいい、「従

たるサービス」は、主に介護予防サービス及び総合事業のことをいう。 

  イ 実地指導は、原則、「主たるサービス」及び「従たるサービス」を併せて実施するも

のとし、その場合における指導回数は、主たるサービスの合計数とする。 

  ウ 下表の「指導に要する標準時間」は、事前準備、事業所への移動、事業所内の見学、

書類確認、現地講評及び復命書の作成に要する時間とする。指導計画の作成や通知の

作成、改善状況に確認に要する時間は含まない。 

 

サービス名 
主たるサービス数 

(件) 

従たるサービス数 

(件) 

指導に要する 

標準時間(ｈ) 

訪問介護 14 19 8 

訪問看護 4 4 8 

通所介護 12 
29 

8.5 

地域密着型通所介護 10 8.5 

福祉用具貸与 2 2 7 

特定福祉用具販売 2 2 7 

居宅介護支援 12 0 7.5 

介護予防支援 2 0 7.5 

認知症対応型通所介護 3 3 4.5 

認知症対応型共同生活介護 5 5 10 

ケアプランチェック 15 0 8.5 

小計 81 64 ― 

合計 145 ― 

 

５ 運営体制等 

（１）職員の配置 

   受託者は、以下の業務担当責任者及び実地指導又はケアプランチェック担当者（以下、

「指導等担当者」という。）を配置すること。なお、配置する職員については業務担当責

任者・指導等担当者名簿（氏名及び有する資格を記載）を作成し、資格を証明する書類

を添付して市に提出すること。 

  ア 業務担当責任者 

    事務受託法人における管理者のことをいう。 
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    常勤者を１名配置すること（同一敷地内にある法人の職務に従事する場合であって、

管理に支障がない場合は兼務可）。 

  イ 指導等担当者 

必要な人員を配置すること（常勤又は非常勤職員、兼務可）。 

  ウ 指導等担当者の資格要件 

    指導等担当者は、次に掲げる資格要件のいずれかを満たす者に限る。 

  （ア）介護支援専門員資格又は社会福祉士資格を有する者 

  （イ）介護サービス情報の公表制度における調査に３年以上従事した者 

  （ウ）都道府県又は市町村において介護保険事業者の指定又は指導の経験を有する者 

  （エ）その他、上記に準ずる者として市が認めた者及び市と受託者が協議の上認めた者 

（２）職員の資質向上 

   職員（この業務に関わるすべての職員をいう。以下同じ。）については、以下のア～ウ

に掲げる能力及び知識を習得した者とすること。また、運営に必要な職員の業務スキル

等を維持・向上するために、受託者において定期的にア～ウに掲げる内容の研修を実施

すること。従事する職員を入れ替える場合には、受託者が事前にア～ウに掲げる内容の

研修を実施し、適切な業務の引継ぎを行うこと。 

  ア マナー、言葉遣い、窓口・電話対応等のための接遇能力 

  イ 個人情報保護の適切な管理、守秘義務が遵守できる十分な知識 

  ウ 実施する委託業務に関する十分な知識 

   また、市が必要に応じて実施する研修に職員を参加させること。 

（３）事務所 

    事務所は、以下に掲げる事項に従い設置すること。 

ア 設置場所 

    豊田市役所に近い場所に設置すること。車で概ね１０分以内の場所とする。 

    なお、豊田市役所元城庁舎 東棟３階 旧応接室（３９．３７㎡）を使用すること

もできる。使用する際は、市による目的外使用許可が必要となることに留意すること。

ただし、都合により使用場所が変更又は使用不可となる場合がある。その際の移転に

要する費用は、事業者負担とする。 

    また、事務所の使用に係る工事への着手は、目的外使用許可後とすること。 

イ 開所時間 

午前８時３０分から午後５時１５分までとし、この間は職員を配置するか、市及び事

業者からの電話連絡に対応可能な状態とすること。 

（４）設置基準 

ア 設置すべき設備 

事業者や市総務監査課職員等との連絡調整のため、事務所に電話、ファクシミリ、電

子メールの使用が可能な環境を整備すること。 

なお、事務の開始にあたり発生する事務所の整備費用、備品の購入費用等は受託者の

負担とする。 
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  イ 事務受託法人にかかる重要事項の掲示 

事務所の見やすい場所に、法施行規則第３４条の１０の規定に基づき、運営規程の概

要、職員の勤務体制その他の重要事項を掲示すること。 

（５）その他 

   各職員は、業務中は必ず身分証明書を携行し、求めがあれば提示すること。 

 

６ 実地指導業務委託事務の範囲 

  受託者は、契約書の定めに従い、次に掲げる業務の委託を受けるものとする。 

（１）実地指導実施体制の整備 

   受託者は、市における実地指導方針の確認及び実地指導実施体制の整備を行うため、

市が実施する研修及び市総務監査課職員との会議へ受託者職員を参加させること。さら

に、実地指導実施体制の整備のために市が必要と認めた場合、市が実施する実地指導に

受託者職員を同行させること。なお、上記実地指導実施体制の整備を行う期間は、業務

期間開始からおおむね２か月程度とすること。 

（２）実地指導実施計画書の作成 

   受託者は、市が提供する受託実地指導対象事業所一覧より、１か月毎に以下の内容を

記載した実地指導実施計画書を指導実施月の前々月１５日（実地指導実施開始月分につ

いては、別途市が指定する日）までに作成し、市の承認を受けること。なお、実地指導の

実施は、1 か所につき、業務担当責任者及び指導等担当者のうち２名以上で行うことと

する。 

  ア 対象事業所の情報（法人名、事業所名、事業所番号、サービス種類、所在地及び併設

する介護保険事業所のサービス種類） 

  イ 実施年月日及び実施時間 

  ウ 対象事業所の実地指導を行う業務担当責任者及び指導等担当者の氏名 

   なお、状況により、市の職員が実地指導に同行する場合がある。 

（３）実地指導実施通知の送付 

受託者は、実地指導の対象となる事業者に対し、実施日の１か月前までに、予め市が定

める様式により、実施について通知すること。 

（４）日程調整 

実地指導実施通知発出後、対象事業者よりやむを得ない理由による日程変更の依頼が

あったときは、日程を見直し、実施予定事業所の変更を行うこと。この場合、実地指導実

施計画書の再作成により市に変更事項の報告を行うこととする。市に報告後、速やかに

変更後の対象事業所に対し実施について通知すること。 

（５）実地指導の実施 

事業者の事業所に立ち入り、実地指導マニュアル（市が受託者に提供する。）、関係書類

等を基に当該事業所の管理者・関係者等からのヒアリング、現地見学及び書面確認等に

より、運営並びに報酬請求を含めた指導を行うこと。 

ヒアリング等の終了後、指導等担当者間で指導内容の共有及び指摘事項について協議
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を行い、指導結果について書面にまとめ、当該事業者に対し当該書面の写しを交付した

上で結果の講評を行うこと。 

なお、通所介護事業所等において「宿泊サービス事業」を提供している場合は、当該宿

泊サービスについても併せて確認を行うこと。 

（６）市への報告 

実地指導の終了後、当該指導結果を市が指定する復命書様式にデータ入力の上、市が

定期的に開催する指導結果の整理・調整を行う会議（以下「報告会」という。）の実施日

の前日までに市へ報告すること。 

報告会はおおむね１か月に２回、市が指定する日に市役所で開催する。報告会の参加

者は、業務担当責任者及び報告会にて報告する実地指導を実施した者の参加を原則とす

る。 

指導結果の内容に関する調整は、報告会により実施するものとする。ただし、市が認め

た場合は、報告会以外の方法により調整することができるものとする。 

なお、実地指導中に以下に該当する状況を確認した場合は、報告会の開催を待たずに

速やかに市に状況報告を行うこと。 

  ア 著しい運営基準違反が確認された場合 

  イ 報酬請求に誤りが確認され、自主点検による過誤調整に該当した場合 

  ウ 介護報酬について、著しく不正な請求が疑われた場合 

  エ 従業者による虐待により、利用者及び入所者等の生命または身体の安全に危害を及

ぼすおそれがあると判断した場合 

（７）指導結果の通知 

受託者は、（６）による市との調整終了後、原則として１週間以内に、市が指定する様

式により事業者に対して指導結果の通知を行うこと。なお、自主点検による過誤調整に

該当した場合は、市が指定する様式により、事業者に対して自主点検の実施指示を併せ

て行うこと。 

（８）改善報告書の受理及び改善状況の確認 

（７）により事業者に対して文書による改善報告等を求めた場合、指導結果を通知し

た日からおおむね１か月以内に、当該事業者から指摘した事項に係る改善状況報告、そ

の改善状況が明らかとなる資料及び必要に応じて過誤調整に係る自主点検報告の提出を

受けること。 

改善状況報告又は過誤調整に係る自主点検の報告を受けた際は、次に掲げる点検及び

確認等を行い、必要な場合は報告の再提出、補正等を事業者に依頼するものとする。 

  ア 報告内容が改善指示に対応した適切なものかどうか点検し、必要な場合は速やかに

改善の実態を確認する。 

  イ 報告内容が改善の予定を示すものである場合は、実施時期、手順等具体的な計画と

なっているかどうか確認する。 

 

７ ケアプランチェック業務委託事務の範囲 
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（１）ケアプランチェック実施体制の整備 

   受託者は、市におけるケアプランチェック実施方針の確認及びケアプランチェック実

施体制の整備を行うため、市が実施する研修及び市総務監査課職員との会議へ受託者職

員を参加させること。さらに、ケアプランチェック実施体制の整備のために市が必要と

認めた場合、市が実施するケアプランチェックに受託者職員を同行させること。なお、

上記ケアプランチェック実施体制の整備を行う期間は、業務期間開始からおおむね２か

月程度とすること。 

（２）ケアプランチェック実施計画の作成 

   受託者は、市が提供するケアプランチェック対象事業所一覧より、１か月毎に以下の

内容を記載したケアプランチェック実施計画書を指導実施月の前々月１５日（ケアプラ

ンチェック実施開始月分については、別途市が指定する日）までに作成し、市の承認を

受けること。なお、ケアプランチェックの実施は、1 か所につき、業務担当責任者及び

指導等担当者のうち２名以上で行うこととする。 

  ア 対象事業所の情報（法人名、事業所番号、事業所名、事業所番号、サービス種類及び

所在地） 

  イ 実施年月日、実施時間及び実施会場 

  ウ 対象事業所へケアプランチェックを行う業務担当責任者及び指導等担当者の氏名 

  エ ケアプランチェック対象者情報（被保険者番号、被保険者氏名、抽出理由） 

    エに掲げる対象者は、１事業所あたり２プラン以上確認すること。 

    なお、状況により、市の職員がケアプランチェックに同行する場合がある。 

    また、実地指導とケアプランチェックの対象事業所が同一である場合は、同日に実

施するよう努めること。 

（３）ケアプランチェック実施通知の送付 

   受託者は、ケアプランチェックの対象となる事業者に対し、実施日の１か月前までに、

予め市が定める様式により、実施について通知すること。 

   なお、事前資料の提出日は、実施日から概ね５営業日前をめやすに設定すること。 

（４）日程調整 

   ケアプランチェック実施通知発出後、対象事業者よりやむを得ない理由による日程変

更の依頼があったときは、日程を見直し、実施予定事業所の変更を行うこと。この場合、

ケアプランチェック実施計画書の再作成により市に変更事項の報告を行うこととする。

市に報告後、速やかに変更後の対象事業所に対し実施について通知すること。 

（５）事前提出資料の確認 

   対象事業者から実施前に提出された事前提出資料について、市が提供するマニュアル

に基づいて確認を行うこと。 

（６）ケアプランチェックの実施 

   受託者が指定する会場にて、ケアプランチェック実施マニュアル（市が受託者に提供

する。）及び関係書類等を基に、当該ケアプランチェック対象者の計画作成担当者へのヒ

アリング及び書面確認等により、ケアプランチェックを行うこと。 
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   ケアプランチェックは、計画作成担当者への「気づき」を促すとともに、「自立支援に

資するケアマネジメント」とは何かを追求し、その普遍化を図り健全なる給付の実施を

支援するために行うものであることに留意して実施すること。 

   ヒアリング等の実施中、必要に応じて適切であったポイント、助言、指摘等を適宜実

施し、記録すること。 

（７）市への報告 

   ケアプランチェックの終了後、当該指導結果を市が指定する復命書様式にデータ入力

の上、６（６）に掲げる報告会の実施日の前日までに市へ報告すること。 

   報告会の参加者は、業務担当責任者及び報告会にて報告するケアプランチェックを実

施した者の参加を原則とする。 

   ケアプランチェックの内容に関する調整は、報告会により実施するものとする。ただ

し、市が認めた場合は、報告会以外の方法により調整することができるものとする。 

   なお、ケアプランチェック実施中に以下に該当する状況を確認した場合は、報告会の

開催を待たずに速やかに市に状況報告を行うこと。 

  ア 著しい運営基準違反が確認された場合 

  イ 報酬請求に誤りが確認され、自主点検による過誤調整に該当した場合 

  ウ 介護報酬について、著しく不正な請求が疑われた場合 

  エ 従業者による虐待により、利用者及び入所者等の生命または身体の安全に危害を及

ぼすおそれがあると判断した場合 

（８）指導結果の通知 

   受託者は、（７）による市との調整終了後、原則として１週間以内に、市が指定する様

式により事業者に対してケアプランチェックの結果の通知を行うこと。なお、自主点検

による過誤調整に該当した場合は、市が指定する様式により、事業者に対して自主点検

の実施指示を併せて行うこと。 

（９）報告書等の受理及び改善状況の確認 

   （８）により、事業者に対してケアプランチェックの結果を通知した日からおおむね

１か月以内に、計画作成担当者による意見等が記載されたケアプランチェック結果報告

書を受理すること。 

   結果通知の際に、文書による改善報告等を求めた場合は、報告書の他に、当該事業者

から指摘した事項に係る改善状況報告、その改善状況が明らかとなる資料及び必要に応

じて過誤調整に係る自主点検報告の提出を受けること。 

   改善状況又は過誤調整に係る自主点検の報告を受けた際は、次に掲げる点検及び確認

等を行い、必要な場合は報告の再提出、補正等を事業者に依頼するものとする。 

  ア 報告内容が改善指示に対応した適切なものかどうか点検し、必要な場合は速やかに

改善の実態を確認する。 

  イ 報告内容が改善の予定を示すものである場合は、実施時期、手順等具体的な計画と

なっているかどうか確認する。 
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８ その他の委託事務 

（１）実績報告の作成 

   受託者は、以下に掲げる事項について、翌月の１０日（１０日が休日である場合は、

直後の営業日とする）までに市に報告すること。ただし、３月分の実績報告については、

３月３１日までに提出すること。報告に際しては、市が指定する様式を用いること。 

  ア 各月における実地指導及びケアプランチェックの実施数 

  イ 各月における実地指導及びケアプランチェックの改善報告等を受理し、改善内容が

適正であると認められた数 

  ウ 報告対象月に実施した研修の実績 

（２）実地指導及びケアプランチェックに関する問合せへの対応 

   受託者は、実地指導又はケアプランチェックに係る実施方法、内容等に関する問合せ

に対応すること。 

（３）文書管理等 

   当該受託事務にあたり作成した資料及び事業者より提出を受けた資料等については、

市が指定したものを除いて受託者にて保存すること。なお、受託者が保存する資料につ

いて一元的に管理できるよう文書管理簿等を整備すること。また、市から保存書類の提

出を求められた場合は、速やかに応じること。 

   令和４年３月３１日までに、書類を整理した上で市に提出すること。 

（４）実施結果累積ファイルの提出 

   事業所ごとの実地指導及びケアプランチェックの指摘事項や改善報告等について、令

和４年３月３１日までに市に提出すること。提出に際しては、市が指定する様式を用い

ること。 

（５）実地指導及びケアプランチェック業務に対する助言 

   受託者は、受託者の有する専門的知見等を活用して、以下の内容について市への助言

を行うこと。また、助言する内容について、市が成果物を求めた際は、市の指示に従い

納品すること。 

  ア 実地指導の効率化に向けた助言 

  イ ケアプランチェックの確認するポイントに関する助言 

  ウ ケアプランチェックにおける事業所への助言内容に関する助言 

 

９ 自主点検による過誤調整を指示した場合の対応 

  実地指導又はケアプランチェックの結果通知の際に、自主点検指示を行い、実際に過誤

調整が発生する場合は、以下に掲げる書類について金額等を確認し、完了した後速やかに

市へ以下の書類の写しを提出すること。 

（１）点検結果報告書 

（２）保険者別返還金額一覧表 

（３）被保険者別返還金額一覧表 

（４）介護給付費明細書（再請求分） 
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１０ 準備期間 

  契約締結日の翌日から令和３年４月３０日までの期間を、業務開始前の準備期間とする。

当該期間中に、事務所の整備等業務実施に必要な準備を行うこと。 

 

１１ 契約金額に含まれる経費 

（１）人件費 

   （内訳）職員給与、職員手当、共済費、法定福利費等 

（２）物件費 

   （内訳）事務所使用料（庁舎目的外使用料）、光熱水費、燃料費、消耗品費、備品購入

費、賃借料、旅費交通費、役務費等 

（３）一般管理費 

 

１２ 変更契約の取扱い 

  ４（３）に掲げる件数は、業務完了時に、実績に基づき変更契約を行うこととする。 

  ただし、主たるサービスの件数について変更が生じた場合のみ変更契約を行うこととし、

従たるサービスの件数に変更が生じた場合は、変更契約を行わないこととする。 

  主たるサービスの件数の変更に伴い、変更が生じる経費（旅費交通費、一般管理費）に

ついても、実績に基づき変更契約を行う。 

 

１３ 支払特記 

（１）契約金額の支払いは、６月、９月、１２月の末日及び業務完了時を支払整理日として、

４回の分割払いとする。ただし、準備期間中における支払は行わないものとする。 

（２）各回の支払額は、以下に掲げる割合で支払うこととする。ただし、各回の支払額から

消費税及び地方消費税（以下、「消費税」という。）相当額を除いた額を以下に掲げる割

合で按分した際に、１、０００円未満の端数が生じた場合は、その端数の合計額を最終

回分にあわせて、その額に消費税相当額を加えた額を支払うこととし、その他の回につ

いては、１，０００円未満の端数を切り捨てた額に消費税相当額を加えた額を支払うこ

ととする。 

  ア ６月末を支払整理日とする分の支払額は、契約金額から消費税相当額を除いた額の

２／１１にその額に係る消費税相当額を加えた額とする。 

  イ ９月及び、１２月末、業務完了時を支払整理日とする分の支払額は、契約金額から

消費税相当額を除いた額の３／１１にその額に係る消費税相当額を加えた額とする。 

（３）業務完了時に変更契約が生じた場合は、変更後の契約金額に基づき支払いをする。 

（４）委託者は支払いにあたり、受託者の業務の遂行が十分でないと認めるときは、委託料

の支払いを延期することができる。 

 

１４ 運営上の留意点 
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（１）受託者の義務 

ア 本契約に必要な書類を整備保存し、提出書類の記載内容に変更が生じた場合は、 

速やかに変更の手続きを行うこと。 

イ 業務に必要な移動手段及び通信手段を確保すること。なお、それらに係る経費は受

託者の負担とする。 

ウ 業務内容について、市から確認等を求められたときは、迅速かつ正確に対応するこ

と。 

エ 指導等担当者については、業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれのない構成とす

ること。 

オ 指導等担当者に対して、業務に関する研修の機会を確保し、もってその資質の向上

に努めること。 

（２）情報の保護 

受託者には、この業務に必要な場合に限り、個人情報の複写複製及びデータ化を行う

ことを承認する。ただし、市の定める基準を遵守すること。 

（３）目的外使用の禁止 

   この業務により知り得た個人情報を当該業務の処理以外に使用してはならない。 

（４）権利義務の譲渡等の制限 

   本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ又はその権利

を担保に供してはならない。 

（５）再委託の禁止 

   受託者は、市の承認を得ることなく、委託業務の全部又は一部を第三者に再委託して

はならない。 

（６）事故等の対応 

  ア 受託者は、業務の際に事故が発生した場合は、速やかに本市に連絡を行うとともに、

必要な措置を講じなければならない。 

  イ 受託者は、業務の際に対象事業者等に対して賠償すべき事故が発生した場合には、

速やかに損害賠償を行うものとする。 

（７）災害の補償 

   委託業務の実施にあたり、業務の従事者に災害その他事故が発生しても、本市はその

責めを負わないものとする。 

（８）運営状況の点検・評価 

   受託者には、市が別途指示する内容により運営状況の点検及び、報告、調査を行う。

市は、その内容を基に点検・評価を行う。 

（９）関係法令等の遵守 

   事業の運営にあたっては、本仕様書のほか、事務受託法人の指定に係る関係法令、「愛

知県指定市町村事務受託法人の指定等に関する要綱」及び業務に係る関係法令等を遵守

しなければならない。なお、受託期間中において法令の改正又は関係通知等があった場

合は、その対応方針及び対応時期について、市と協議して決定するものとする。 
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１５ その他 

（１）新受託者への事務引継 

   受託者は契約期間の終了後、事務を継続して受託しない若しくは受託できない場合は、

新たな受託者が円滑に業務を遂行できるように引継を行うこと。 

（２）調査等 

  ア 調査 

    適正な業務実施のため、市は受託者の事務所への立ち入り、事務の執行状況につい

ての調査又は必要な資料の提出を求めることができる。 

  イ 監査 

    市が必要と認める場合は、事務を監査するのに必要な範囲で受託者に対し出頭を求

め、帳簿書類その他の記録の提出を求めることができる。 

（３）委託の取消 

   次に掲げる場合、市は委託契約を取り消すことができる。 

  ア 著しく社会的信用を失うに至った場合 

  イ 受託者の責めに帰するべき事由により、事務継続が困難になった場合 

  ウ その他、受託者としてふさわしくないと認められる場合 

（４）市の免責事項 

受託者が、（３）の事由により委託契約を取り消す場合に市に損害が生じた場合は、受

託者が当該損害を賠償するものとする。 

（５）法改正その他不可抗力等により事務の継続が困難となった場合の措置 

   法改正その他不可抗力等、市及び受託者双方の責めに帰することのできない事由によ

り事務の継続が困難、若しくは大幅な変更が必要になった場合は、委託契約の継続並び

に契約金額等の取扱いについて協議を行うものとする。 

（６）妨害又は不当要求に対する届出義務 

  ア 選定された法人は、契約の履行にあたって、暴力団又は暴力団員等から妨害（不法

な行為等で、業務履行の障害になるものをいう。）又は不当要求（金銭の給付等一定の

行為を請求する権利若しくは正当な理由がないにもかかわらずこれを要求し、または

その要求の方法、様態若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。）

を受けた場合は、市へ報告し、警察へ被害届を提出しなければならない。 

  イ 選定された法人がアに規定する妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の

報告又は被害届の提出を行わなかった場合は、競争入札による契約又は随意契約の相

手方としない措置を講ずることがある。 

（７）委託契約の解除に疑義が生じた場合又は、委託契約に定めのない事項が発生した場合

の措置 

   市と受託者は、誠意をもって協議を行うものとする。 


