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外国人日本語学習支援事業 業務委託仕様書 

 

本仕様書は、公益財団法人名古屋国際センター（以下、「センター」という。）が実施する

「外国人日本語学習支援事業」の運営にあたり、受託者に委託するための仕様を定めるもの

である。 

 

１ 委託業務名 

外国人日本語学習支援事業 

 

２ 業務目的 

平成 31年４月から、改正出入国管理及び難民認定法が施行され、今後外国人市民の

さらなる急増が見込まれる中、名古屋市は今後、地域の実態に合った日本語教育の体制

の整備を進めていくこととしている。 

その体制の整備を進める間にも、外国人市民の急増は見込まれており、本事業はその

間の緊急対策として日本語学習支援事業を拡充するものである。なお、本事業は、セン

ターが名古屋市の指定管理事業として実施する。 

 

３ 契約期間 

契約締結日から令和２年３月 31日まで 

 

４ 委託業務内容 

次の事項を踏まえ、外国人市民を対象とした日本語教室の実施・運営をすること。 

 

（１）対象者 

日常生活に必要な日本語の習得を望む外国人市民 

（２）実施時期、回数 

令和元年 10月１日から令和２年３月 31日の間で、１ターム 10回からなる講座を２タ

ーム実施すること。頻度は週１回基準とし、１ターム目と２ターム目の開催時期は重な

らないものとする。ただし、原則日曜日は開講しないこと。 

（３）クラスの企画、運営 

ア 初級～中級レベルを対象とした講座を、１タームにつき２つ以上の異なるレベル

で３クラス開講すること。ただし、１ターム目と２ターム目は同じクラス編成とカ

リキュラムで行うこととする。 

イ 各クラスの定員は 20 名程度とする。ただし、全タームの定員数の合計が 120 名

以上となること。 

ウ 集団レッスン形式とし、授業時間は１回あたり 90分から 120分までとする。 
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エ カリキュラムは対象者等を踏まえて、受託者が企画提案する。 

オ 受講料は１ターム（10回）2,500円とする。ただし、受講料収益はセンターに収

めること。受講者が使用するテキスト等の教材費は経費（事業費）に含め、受講者

からは徴収しない。 

カ 使用するテキスト等の教材については、受託者が準備するものとする。 

キ 企画・運営にあたっては、契約締結後、センターが委嘱する外国人日本語学習支

援事業コーディネーターと協議を行い、調整のうえ実施すること。 

（４）実施場所 

名古屋市内で実施する。ただし、教室となる会場は受講者の利便に配慮しつつ受託者が

手配すること。 

（５）広報 

開講３週間前までに教室開催のちらしを作成し、効果的な配布を行って学習者を募集

すること。また、ホームページやＳＮＳなど適切な媒体を利用して広報活動を行うこと。 

（６）参加者受付、問い合わせ 

参加者からの申込受付及び問い合わせ対応等は、受託者において行う。 

（７）アンケートの実施 

各ターム終了時に、受講者アンケートを実施し、集計すること。 

（８）実績報告の作成 

各ターム終了時に、実績報告を作成し、センターへ報告すること。 

 

５ 運営体制 

（１）センターとの連絡調整役として、運営責任者を配置すること。 

（２）受託者は、この契約締結後、10日以内に業務日程表を作成し、センターに提出する

こと。 

（３）受託者は１か月の事業実績を月次報告として作成し、翌月 10 日までにセンターに

報告すること。また、受託者はセンターから本業務の進捗状況の報告を求められた

場合は、速やかに書面により報告しなければならない。 

（４）その他、本事業を運営するにあたり、適切な人員体制を整備し、円滑な運営に努め

ること。 

 

６ 対象経費 

本事業における対象経費は以下のとおりとし、本事業に関連のない経費については

対象経費として認めない。受託者において、本事業に要した経費を明確に区分しておく

こと。 

（１）人件費 

本事業に従事する者の人件費は、給与、報酬、諸手当等受託者の社内規定等に基
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づき支払われているもの及び社会保険料の事業主負担分とする。 

（２）事業費 

専門家謝金、事業広報費、受講者が使用するテキスト等教材費、施設使用料、消

耗品など本事業に必要な経費とする。ただし、備品（単価２万円以上のもの）類の

購入は原則認めないので、レンタル又はリースで対応すること。 

（３）一般管理費 

事業に必要な経費で、当該事業に要する額の特定・抽出が困難なものは、人件費

と事業費の合計額に料率（10％以下）を乗じて得た額とする。 

 

７ 受託者の責務 

本事業を実施するにあたり、提案事業の中で生じたトラブル等については、受託者が

責任を持って対応すること。 

 

８ その他 

（１）業務の遂行にあたっては、センターと密接に連絡を取るとともに、この仕様書及び

契約書に定めのない事項で疑義が生じたときは、速やかにセンターと協議すること。 

（２）本契約の受託者は、本契約の事務を処理するにあたり、別添「情報取扱注意項目」、

「愛知県暴力団排除条例に基づく特約条項」「談合その他の不正行為に係る特約条項」

及び「障害者差別解消に関する特記仕様書」を遵守しなければならない。 

（３）本契約は概算契約（支払金額の上限を定めるもの）であり、事業終了後、実績報告

に基づき、本事業に要した経費を精査した上で、支払金額を確定する。 

（４）受託者は、契約期間終了後５年間、本事業に関する帳簿類について、センターの求

めに応じいつでも閲覧等に供することができるよう保管しておかなければならない。 

（５）受託者は、受託業務を第三者に委託することはできない。ただし、センターと協議

のうえで行わせる業務を除くものとする。 

（６）この仕様書に定めのないことで、本件業務を行う上でセンターが特に必要と認めた

ことについては、協議に応じること。 

 

 

 

 

 



 

情報取扱注意項目 

 

（基本事項） 

第 1 この契約による事務の処理（以下「本件業務」という。）の委託を受け

た者（以下「乙」という。）は、本件業務を履行するに当たり、情報保

護の重要性を認識し、情報の適正な保護及び管理のために必要な措置を

講じるとともに、個人の権利利益を侵害することのないようにしなけれ

ばならない。 

（関係法令等の遵守） 

第 2 乙は、本件業務を履行するに当たり、公益財団法人名古屋国際センタ

ー個人情報保護規程（以下「保護規程」という。）、名古屋市情報あんし

ん条例（平成 16 年名古屋市条例第 41 号。以下「あんしん条例」という。）、

その他関係法令を遵守しなければならない。 

（適正管理） 

第 3 乙は、本件業務に関して知り得た公益財団法人名古屋国際センター（以

下「甲」という。）から取得した情報及び委託の趣旨に基づき市民等か

ら取得した情報（これらを加工したものを含み、委託の趣旨に基づき甲

に提供される予定のものに限る。以下「取得情報」という。）の漏えい、

滅失又は改ざんの防止その他の取得情報の適正な管理のために必要な

措置を講じなければならない。 

（機密情報の取扱いに関する特則） 

第 4 乙は、本件業務を処理するために、機密情報（名古屋市情報あんしん

条例施行細則（平成 16 年名古屋市規則第 50 号。以下「あんしん条例施

行細則」という。）第 28 条第 1 項第 1 号に規定する機密情報をいう。以

下同じ。）を収集するときは、当該業務を処理するために必要な範囲内

で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 

（第三者への提供及び目的外使用の禁止） 

第 5 乙及び本件業務に従事している者又は従事していた者は、取得情報を

正当な理由なく第三者に知らせ、又は当該業務の目的外に使用してはな

らない。 

2 前項の規定は、契約の終了（契約を解除した場合を含む。以下同じ。）



後においても同様とする。 

（再委託の禁止又は制限等） 

第 6 乙は、甲の承認を得ることなく、本件業務を第三者に委託してはなら

ない。 

2 乙は、本件業務を第三者に委託する場合は、取得情報の取扱いに関し、

この契約において乙が課せられている事項と同一の事項を当該第三者

に遵守させなければならない。 

3 乙は、機密情報の取扱いを伴う本件業務を委託した第三者からさらに

ほかの第三者に委託（以下「再々委託」という。）させてはならない。

ただし、再々委託することにやむを得ない理由がある場合であって、甲

が認めたときはこの限りではない。 

（複写及び複製の禁止） 

第 7 乙は、甲から指示又は許可された場合を除き、取得情報が記録された

資料及び成果物（甲の指示又は許可を受けてこれらを複写し、又は複製

したものを含む。以下同じ。）を複写し、又は複製してはならない。 

（情報の返却・廃棄） 

第 8 乙は、甲の承認を得た場合を除き、取得情報が記録された資料のうち

甲から取得したものを契約の終了までに返却しなければならない。 

 2 乙は、保有する必要がなくなった取得情報を確実かつ速やかに切断、

溶解、消磁その他の復元不可能な方法によって処分しなければならない。

ただし、甲の承認を得た場合はこの限りではない。 

（情報の授受） 

第 9 取得情報並びに取得情報が記録された資料及び成果物の授受は、すべ

て甲の指名する職員と乙の指名する者との間において行うものとする。 

（報告等） 

第 10 乙は、甲が取得情報の保護のために実地調査をする必要があると認め

たときは、これを拒んではならない。また、甲が取得情報の保護につい

て報告を求めたときは、これに応じなければならない。 

2 乙は、取得情報の漏えい、滅失又は改ざん等の事故が生じ、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

わなければならない。 

（従事者の教育） 



第 11 乙は、本件業務に従事している者に対し、あんしん条例、あんしん条

例施行細則及びこれらに基づく諸規程を周知するなど、情報の保護に関

し十分な教育を行わなければならない。 

 2 乙は、本件業務が個人情報を取り扱う業務である場合、当該業務に従

事している者に対し、保護規程に規定された罰則の内容を周知しなけれ

ばならない。 

 3 乙は、情報の取扱いに関するマニュアルを作成し、本件業務に従事し

ている者に対し、その内容並びに守秘義務に関する事項及び情報の目的

外利用の禁止又は制限に関する事項を周知しなければならない。 

（契約解除及び損害賠償等） 

第 12 甲は、乙が情報取扱注意項目に違反していると認めたときは、次の各

号に掲げる措置を講じることができる。 

(1) 契約を解除すること。 

(2) 損害賠償を請求すること。 

(3) 取得情報が漏えいし、市民の権利が害されるおそれがあると認める

ときは、あんしん条例第 34 条の規定に基づきその旨を公表すること。 

2 前項第 2 号及び第 3 号の規定は、契約の終了後においても適用するも

のとする。 



 

障害者差別解消に関する特記仕様書 

 

 （対応要領に沿った対応） 

第 1条 この契約による事務事業の実施（以下「本件業務」という。）の委託を

受けた者（以下「受託者」という。）は、本件業務を履行するに当たり、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。）及び愛知県障害者差別解消推進条例（平成 27 年愛知県条例

第 56号）に定めるもののほか、障害を理由とする差別の解消の推進に関する

名古屋市職員対応要領（平成 28 年 1 月策定。以下「対応要領」という。）に

準じて、不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供その他障害者に対す

る適切な対応を行うものとする。 

 2 前項に規定する適切な対応を行うに当たっては、対応要領にて示されてい

る障害種別の特性について十分に留意するものとする。 

 （対応指針に沿った対応） 

第 2 条 前条に定めるもののほか、受託者は、本件業務を履行するに当たり、

本件業務に係る対応指針（法第 11条の規定により主務大臣が定める指針をい

う。）に則り、障害者に対して適切な対応を行うよう努めなければならない。 

 

 



談合その他の不正行為に係る特約条項 

 

 （談合その他の不正行為に係る甲の解除権） 

第 1条 公益財団法人名古屋国際センター（以下「甲」という。）は請負人（以下「乙」という。）

がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 

 (1) 乙が、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、第 6条、第 8条第 1項又は第 19条の規定に違反（以下「独

占禁止法違反」という。）するとして、独占禁止法第 49条第 1項に規定する排除措置命令又

は第 50条第 1項に規定する課徴金納付命令を受け、当該命令が確定したとき。 

 (2) 乙が、独占禁止法違反するとして、独占禁止法第 66条第 4項に規定する審決を受け、当

該審決が確定したとき。 

 (3) 乙又は乙の役員若しくは乙の使用人が、刑法（明治 40年法律第 45号）第 96条の 3若し

くは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項、第 90 条第 1 号若しくは第 2 号若しくは第 95

条第 1 項第 1 号に規定する罪を犯し、刑に処せられた（刑の執行が猶予された場合を含む。

以下同じ。）とき。 

 (4) 前 3 号に規定するもののほか、乙又は乙の役員若しくは乙の使用人が、独占禁止法違反

行為をし、又は刑法第 96 条の 3 若しくは第 198 条の規定に該当する行為をしたことが明ら

かになったとき。 

 （談合その他の不正行為に係る賠償額の予定） 

第 2条 乙がこの契約に関して前条各号のいずれかに該当したときは、甲が契約を解除するか否

かにかかわらず、乙は、契約金額に 100 分の 20 を乗じて得た額の賠償金に、契約金額の支払

が完了した日から賠償金の支払日までの日数に応じて、政府契約の支払遅延防止等に関する法

律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条の規定に基づいて算出した遅延利息を付して支払わなけれ

ばならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

(1) 前条第 1 号、第 2 号及び第 4 号のうち、独占禁止法違反行為が、独占禁止法第 2 条第 9

項に基づく不公正な取引方法（一般指定）（昭和 57年 6月 18日公正取引委員会告示第 15号）

第 6項で規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証

明し、そのことを甲が認めるとき。 

(2) 前条第 3 号のうち、乙又は乙の役員若しくは乙の使用人が刑法第 198 条に規定する罪を

犯し刑に処せられたとき、又は前条第 4号のうち、刑法第 198条の規定に該当する行為をし

たことが明らかになったとき。ただし、乙又は乙の役員若しくは乙の使用人が刑法第 96 条

の 3 の規定にも該当し、刑に処せられたとき（前条第 4 号については、刑法第 96 条の 3 の

規定に該当する行為をしたことも明らかになったとき。）を除く。 

2 第 1項に規定する場合において、乙が共同企業体であり、既に解散しているときは、甲は、

乙の代表者であった者又はその構成員であった者に同項に規定する賠償金及び利息の支払

を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及びその構成員であっ

た者は、連帯して支払わなければならない。 

3 第 1 項の規定にかかわらず、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場

合、甲は、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。 

4 前 3項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。 



愛知県暴力団排除条例に基づく特約条項 

 

（甲の解除権） 

第１条 公益財団法人名古屋国際センター（以下「甲」という。）は請負人（以

下「乙」という。乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。

以下この号において同じ。）がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当

したときは、契約を解除することができる。 

(1) 役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表

者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び

理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以

下この号において同じ。）が暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律（平成 3 年法律第77 号）第 2 条第 2 号に規定する暴力団

（以下この号において「暴力団」という。）の構成員、及び暴力団と関係を

持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。

以下この号において同じ。）であると認められるとき。 

(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

(3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が

経営若しくは運営に実質的に関与している法人等（法人その他の団体をいう。

以下この号において同じ。）を利用するなどしていると認められるとき。 

(4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若

しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金を供給し、又は便宜

を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められる

とき。 

(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等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。 

(6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知

りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 

（違約金） 

第２条 前条の規定により契約が解除された場合においては、乙は、契約金額

に 100分の 10を乗じて得た額を違約金として甲の指定する期間内に支払わな

ければならない。 


