
佐賀県唐津市高島島留学児童寮運営管理者募集要項 

 

１  事業の目的・趣旨  

当協議会では離島の豊かな自然の中での学びと体験活動等を通じ、島

内の児童・生徒と島留学生が互いに影響し合うことにより、コミュニケ

ーション力の向上及び子どもが増加することによる島の活性化を目的に

平成２９年度から島留学事業を開始しました。そして、更なる島留学生

の受け入れ増加を図るため令和３年度から高島で寮留学をスタートさ

せ、寮の運営を行っております。  

 

２  募集職種  

児童寮の運営管理者  

 

３  雇用形態  

業務委託（年度更新）  

 

４  業務開始予定日・任期  

２０２１年１２月から  

任期・委託期間は特に定めはなく、能力実証を踏まえて毎年度更新で

きるものとしますが毎年度唐津市議会の予算議決が前提となりますので

ご了承ください。  

 

５  業務内容  

児童寮の運営管理者として、寮に常駐し、寮留学児童と共に生活をし

ながら生活指導や寮の運営・管理（児童の健康・安全管理、経費管理等）

を中心に、寮留学児童が島生活を充実して過ごすためのサポートをして

いただきます。  

令和３年度中は事前準備等を中心に行い、令和４年４月から寮留学児



童の受け入れを開始します。  

 

主な業務は下記のとおりです。  

〇令和３年度業務内容  

 (1) 令和４年度寮留学児童の選考  

 (2) 寮運営の仕組み及びルールの見直し  

 (3) 島内での打合せなど諸会議への参加  

 (4) 令和４年度寮留学児童保護者との連絡  

 (5) その他、からつ七つの島活性化協議会からの指示に基づくもの  

〇令和４年度からの業務内容  

(1) 寮留学児童の生活指導・学習指導  ※指導員を選任してください。  

(2) 寮留学児童の食事の用意  

(3) 寮の掃除、洗濯  

(4) 食材や日用品等の買い出し  

(5) 学校及び島民、保護者、協議会との連絡調整  

(6) 保護者向けの寮生活及び島における体験活動等の情報発信  

(7) 小中学校・地域との連携、交流事業等の企画立案及び実施  

(8) 島内活動（会議や草刈りやお祭り等）への参加  

(9) 寮の運営・管理  ※寮長を選任してください。  

(10)毎月の報告書提出  

(11)その他、からつ七つの島活性化協議会からの指示に基づくもの  

 ※令和４年度受け入れ寮留学児童は２名若しくは３名を予定  

 

６  管理に要する経費等について  

 (1) 運営準備資金  

令和３年度中  

〇月額１５０，０００円  

〇正式な委託契約は令和４年度からとし、運営準備資金として支給



いたします。住まい等の提供はしません。  

 (2) 業務委託費  

令和４年度から  

〇年額７００万円程度（支給は月ごと）  

〇事業主として業務委託をします。雇用関係はありませんので、国  

民健康保険、国民年金または各種保険には各自で加入していただく

必要があります。  

※寮の運営・活動費用、その他諸経費等、全て委託費に含んでいます。  

※唐津市議会の予算議決が前提となります。  

(2) 寮費  

児童寮利用者（寮留学児童保護者）が支払う寮費を寮の運営費や活

動費等に充てることができます。ただし、寮費の金額設定は、からつ

七つの島活性化協議会との協議によるものとします。  

 

７  管理施設の概要  

 (1) 名    称  高島児童寮  

 (2) 所  在  地  佐賀県唐津市高島４０４番地１  

 (3) 施設の概要  

①  施設規模  ２階建て一軒家（令和３年３月リフォーム）  

②  施設面積  １階  ８０．１７㎡  ２階 ３１．８８㎡  

③  施設内容  １階 和室２部屋、洋室１部屋、食堂・台所、浴室、  

トイレ  

       ２階  洋室２部屋、トイレ  

 

８  応募資格等  

 (1) 応募資格  

２名以上のグループもしくは法人その他の団体  

 (2) 欠格要件  



申請を行おうとするグループ、団体又はその代表者若しくは役員等

が、次のいずれにも該当してはいけません。  

①  法律行為を行う能力を有しない者  

②  破産者で復権を得ない者  

③  会社更生法、民事再生法に基づく更生又は再生手続を開始してい

る者  

④  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を

受けることがなくなるまでの者  

⑤  国税及び地方税を滞納しているもの  

⑥  地方自治法施行令第１６７条の４第２項（同項を準用する場合を

含む。）の規定により、唐津市における一般競争入札等の参加を制限

されているもの  

⑦  当該団体の責めに帰すべき事由により、地方自治法第２４４条の

２第１１項の規定に基づき唐津市から指定を取り消され、その取消

しの日から２年を経過しないもの  

⑧  唐津市の指名停止を受けているもの  

⑨  暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条

第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）  

⑩  暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２

条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）  

⑪  暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者  

⑫  自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に

損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者  

⑬  暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し､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､又は関

与している者  

⑭  暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

者  



⑮  暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用してい

る者  

⑯  ⑨から⑮に掲げる者が、その経営に実質的に関与しているもの  

※この場合における「役員等」とは、取締役、執行役、会計参与、監査役、

理事、監事等のほか、相談役や顧問等を含む（当該団体に対して有する権限

の如何を問わない）ものとします。  

 (3) 求める人物・団体像  

・心身共に健康で子どもが大好きな者  

・明るく誠実で子どもの手本となれる者  

・教育分野に関心があり、学校や子どもの目標達成を支援することにや

りがいを感じられる者  

・地域住民及び関係団体等と積極的にコミュニケーションを図り、信頼

関係を構築できる者  

・様々な意見を尊重しチームワークを大切にできる者  

・課題解決に取り組み、プロジェクトを推進できる者  

・島に興味があり、地域の取組み・まちづくりに積極的な者  

・留学事業の内容や目的、業務内容をよく理解して頂ける者  

・長期間、寮の運営が可能な者  

・事務業務を的確に遂行できる者  

 

９  募集と選定までの流れ  

 (1) 応募書類の受付  １０月１８日～１１月１２日  

 (2) 運営管理者選定  １１月２２日まで（受け付け次第随時選考を行い

ます）  

 

１０  提出書類  

応募に際しては、応募書類等の提出が必要です。次の書類を作成さ

れ、期限までに提出してください。なお、提出書類については、可能な



限りＡ４版縦型にてお願いします。  

 (1) グループによる応募の場合  

  ① 高島児童寮運営管理者選定申請書（別紙様式）  

  ② グループ全員の履歴書  

  ③ 寮留学事業に対する考え、思いについて（任意様式）  

④  グループの代表者が、お住まいの自治体の地方税を滞納していな

いことを証する書類  

 (2) 法人その他の団体の場合  

  ① 高島児童寮運営管理者選定申請書（別紙様式）  

  ② 寮留学事業に対する考え、思いについて（任意様式）  

③  団体の概要  

④  定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類  

⑤  役員名簿（顧問、相談役等を含む）  

⑥  申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び過去２か

年の事業報告書  

⑦  申請書を提出する日の属する事業年度の収支決算書及び過去２か

年の収支決算書、人員表（各決算期末の常勤役員数、従業員数、非

常勤従業員数（パートタイマー、アルバイト））  

⑧  申請を行う法人その他の団体の代表者が、国税、地方税を滞納し

ていないことを証する書類  

 

１１  応募に関する留意事項  

(1) 重複応募の禁止  

１団体（共同事業体）につき、応募は１件とします。（複数の応募は

不可）  

(2) 応募内容変更の禁止  

   申請書の提出後においては、書類の内容を変更することはできませ

ん。  



(3) 虚偽の記載をした場合の無効  

応募書類に虚偽の記載があった場合は、失格となることがあり、さ

らに、指定を受けた後においては、指定取り消しとなる場合がありま

すので、申請書等の記載にあたっては十分に注意してください。  

(4) 応募書類の取り扱い  

   応募書類は、理由の如何を問わず返却いたしません。取得した情報

は選考事務のみに使用します。  

(5) 応募の辞退  

   応募書類を提出した後に辞退する場合は、辞退届けを提出してくだ

さい。  

(6) 費用負担  

   応募に関して必要となる費用は、応募者の負担とします。  

 

１２  選定方法等  

(1) 選定方法  

   運営管理者の選定は、書類選考及び面接選考により行います。  

 (2) 面接選考日時  

   書類選考終了後速やかに連絡いたします。  

 (3) 面接選考への参加  

面接選考は、グループによる応募の場合はグループの代表者及び外

１名の参加を、法人その他の団体による応募の場合は、寮運営管理責

任者になる予定の方の参加をお願いします。また、オンラインによる

方法では行わず、必ず対面で行います。それに伴い、参加条件を別途

提示させていただく場合がありますのでご了承ください。  

 (4) 費用負担  

旅費及び検査など選定に係る費用は自己負担とします。  

 (5) その他  

①  選考スケジュール等は変更になる可能性があります。  



②  不採用理由についてはお答えできませんのでご了承ください。  

 

１３  応募先・お問い合わせ先  

からつ七つの島活性化協議会  

住  所：〒 847-0014 佐賀県唐津市西城内１番１号  

電  話：080-2758-9164 

E-mail：karatsu.7islands.co@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙様式  

令和   年   月   日  

 

からつ七つの島活性化協議会長  様  

 

             申請者  住  所    

                 団体名    

                 代表者    

                 電  話    

 

高島児童寮運営管理者選定申請書  

 

 高島児童寮運営管理者の選定を受けたいので、関係書類を添えて申請し

ます。  

 

１  添付書類  

 

 

 

 

 

２  面接選考参加者氏名  

 


