
和光市児童館及び学童クラブ一体型放課後対策事業指定管理者公募に関する質問及び回答

回答

【資料名】  公募要項 【ページ・項目】 p.16　提出書類

【資料名】 公募要項 【ページ・項目】 p.16　提出書類

【資料名】 公募要項 【ページ・項目】 p.13　指定管理料について

【資料名】 【ページ・項目】

【資料名】 公募要項 【ページ・項目】 p.16　提出書類

【資料名】 事業仕様書 【ページ・項目】 p.8　費用の徴収　

【資料名】 事業仕様書 【ページ・項目】 p.5　運営責任者の配置　　

【資料名】 事業仕様書 【ページ・項目】 p.7　学童クラブ運営に係る課題　

質問事項

事業計画書はPowerPointで作成してもよろしいでしょうか。
また、事業計画書はp.24の評価項目に沿って記述でよろしいでしょうか。

直近3年間分の法人税、法人市町村民税及び法人都道府県民税の納税証明書の提出とありますが、下記
のうちどれを提出すればよろしいでしょうか。

・納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等
・「申告所得税及復興特別所得税」又は「法人税」の所得金額
・未納の税額がないこと
・「申告所得税及復興特別所得税」と「消費税及地方消費税」に未納がないこと（個人用）
・「法人税」と「消費税及地方消費税」に未納がないこと（法人用）
・証明を受けようとする期間に、滞納処分を受けたことがないこと

指定管理料の額は、別に使用で定める業務の範囲や内容、事業やサービス等に求める水準を基に、指
定管理料業務に要する経費を積算・具体的な支払金額は協定で定めるとありますが、指定管理料の上
限額は定められていない、と解釈してよろしいでしょうか。

各施設の資格所有者の人数を教えてください。

団体等の設立趣旨、組織及び運営に関する事項のわかる書類（各団体作成の外部向けのパンフレット
等）とありますが、どの程度記載されているものであればよろしいでしょうか。

参加児童管理にICTシステムを活用する場合とありますが、現在使用されているシステムがあれば教え
てください。
また、現在使用されているシステムを引き継ぐことは可能でしょうか。

現在わこうっこクラブにおいて、運営責任者とコーディネーターを兼務されている施設はありますで
しょうか。

現在延長保育料とし、（18：00～19：00）日額300円/月額1,300円となっていますが、19：00以降の延
長を提案させていただいた場合に延長保育料の徴収金額に変更はありますでしょうか。

1

お見込みのとおりです。

2

『「法人税」と「消費税及地方消費税」に未納がないこと
（法人用）』が該当します。

3

お見込みのとおりです。

4

仕様書で定める職員配置を参照ください。

5

団体概要が分かるものとしてください。
公募要項様式第４「団体概要」の記載内容を確認できる資料
を添付ください。

6

現在はスタッフ・利用者の管理、及びメール配信用に株式会
社アルカディア製のSpeeCAN RAIDENを使用しています。こち
らは、市の防災メール配信システムと共用となっており、引
継ぎは不可です。

7

兼務している施設はありません。ただし、運営に支障が無け
れば兼務することについては差し支えありません。

8

提案とします。
ただし複数の圏域で提案をする場合は、必ず同一の利用料と
してください。
また圏域毎で複数事業者が選定された場合は、利用料及び開
所時間については平等性を確保する必要があることから協議
をする可能性があります。
なお、利用料について現行と変更が生じる場合は議会の可決
が前提となります。
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【資料名】 参考資料(過去３年間の職員配置) 【ページ・項目】

【資料名】 【ページ・項目】

【資料名】 【ページ・項目】

【資料名】 【ページ・項目】

【資料名】 【ページ・項目】

【資料名】 公募要項 【ページ・項目】 P7　(3)わこうっこクラブ共通事項　ア 開所日、閉所時間及び休所日

【資料名】 仕様書 【ページ・項目】 P3　児童館仕様　１事業に関する業務

【資料名】 仕様書 【ページ・項目】 P3　児童館仕様　１事業に関する業務

学童クラブ支援員配置に記載されている人数は、1日の配置人数と解釈してよろしいでしょうか。

学童クラブの業務委託内容にメール配信システムと記載されていますが、何を使用していますでしょ
うか。
また、指定管理者が変更となった場合引き継ぐことは可能でしょうか。

利用料の免除・減額に関しての差額分は、指定管理者が負担もしくは市が負担どちらになりますで
しょうか。

保育時間延長に関して、今現在利用者からの要望はどの程度ありますでしょうか。

事業費とし、現在利用者から別途徴収していますが、利用料免除・減額のご家庭からも徴収していま
すでしょうか。

一体型施設で行っているわこうっこクラブは、長期休み期間中は午前中の運営ですが、そのやり方を
引き継ぐ必要はありますか。また、学校内でのわこうっこクラブにおいて、長期休暇中、学校の都合
（すべての先生が休み等）で開所できない日・時間が決まっていたら教えてください。

現在、児童館で行っている事業のうち必須事業（和光市で必ず行う事業として指定しているもの）を
教えてください。

現在、児童館で行っているサークルがあれば教えてください。

9

施設毎で雇用している人数となります。
保育時における必要人数は関係条例及び和光市学童クラブガ
イドラインでご確認ください。

10

学童クラブからの連絡事項を登録保護者に一斉通知するシス
テムとなっています。
指定管理者による契約のため引き継ぐことはできません。

11

原則、指定管理者の負担とします。
ただし、対象者が著しく増加した場合については協議としま
す。

12

学童クラブ利用保護者からなる和光市学童保育連絡協議会様
より、毎年度ご要望を頂戴しております。

13

学童クラブについては、利用者の所得税等の状況により利用
料及び延長利用料を０円とし徴収しない場合があります。
補食（おやつ）代は徴収いたしますが、別に市で助成制度を
設けています。
詳細は別紙「和光市学童クラブ補食代免除及び助成に関する
要綱」をご確認ください。

14

一体型放課後対策事業実施施設でのわこうっこクラブは、長
期休み期間中は9時から17時まで運営しています。今回の公
募では、全てのわこうっこクラブで同等以上の運営をお願い
するものです。来年度以降の具体的な学校閉庁日等は現時点
では確定していませんが、例年、夏休み期間中に３日間（8
月14日～8月16日）の学校閉庁日が設けられています。ま
た、新年度準備のため4月1日から4月7日頃までは、学校内施
設の利用ができません。学校施設が利用できない期間は一体
型施設を除きわこうっこクラブは運営いたしません。

15

児童館の運営に係る関係法令等及び第２期和光市子ども・子
育て支援事業計画で定める目標に準じた事業を提案してくだ
さい。

16

市庁舎３階行政資料コーナーにおいて平成30年度までの事業
報告書等を公開しておりますのでご参照ください。
なお、ご来庁の際は新型コロナウイルスの感染防止から、最
小限の人数としてください。
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【資料名】 仕様書 【ページ・項目】 P3　児童館仕様　１事業に関する業務

【資料名】 仕様書 【ページ・項目】 P1　全事業共通　５施設、付属設備及び物品の保全

【資料名】 公募要項 【ページ・項目】 P7　イ 利用対象者　

【資料名】 公募要項 【ページ・項目】 P13　（２）指定管理者の収入となるもの　イ利用料金

【資料名】 わこうっこクラブ仕様書 【ページ・項目】 P7　１業務内容（２）イベント型体験教室の開催　　

【資料名】 仕様書 【ページ・項目】 P3　児童館仕様　１事業に関する業務　

【資料名】 仕様書 【ページ・項目】 P7　（３）利用料の徴収　

【資料名】 仕様書 【ページ・項目】 P7　１学童クラブの運営に関する業務（３）利用料の徴収　

【資料名】 公募要項 【ページ・項目】 5ページ～　3対象施設の概要　

【資料名】 公募要項 【ページ・項目】 5ページ～　3対象施設の概要　

【資料名】 公募要項 【ページ・項目】 13ページ～　指定管理業務経費　

現在、児童館で行っている登録事業制事業（合唱クラブ、剣道クラブ等）があれば教えてください。

現在の指定管理業者が業務委託を行っているものに関する仕様を教えてください。また、各業務委託
の費用もご教示ください。
消防用設備の内容、ガス空調洗浄・点検の型番、遊具内容、樹木の本数や種類等、その他業務委託内
容のすべての仕様をお願いします。

「市内小学校に在籍または市内在住であり」とありますが、市外の学校に通う児童を受けている学童
クラブはありますか。あれば、学童名と人数を教えてください。

利用料金には、基本の利用料金、延長料、おやつ代の他に含まれているものがありますか。あれば内
容を教えてください。

イベント型体験教室とは、現在行われている子ども教室と同等と考えてよろしいでしょうか。

現在、児童館で行っている事業を教えてください。

これまで和光市で行っていた利用料の徴収を2021年度から指定管理者が実施するという認識でよろし
いでしょうか。

「金額は市の定める金額を基準として、必要に応じ協議のうえ決定する」とあるが、金額は指定管理
者が決定するのか

学級閉鎖で休みになる場合、児童館及び学童クラブそれぞれの対応をご教示ください。

台風等により学校が休校になった場合、児童館及び学童クラブそれぞれの対応をご教示ください。

水道高熱費の負担について教示下さい。

17

同上

18

業務委託費の内容及び総計については資料「収支計算書（過
去３か年）」をご確認ください。
詳細な仕様及び実施する業務委託内容は提案とします。
児童が安全・清潔に過ごすことができることを前提としてご
提案ください。

19

令和２年７月１日時点ではありません。
ただし、過年度においては利用実績があります。

20

原則ありません。

21

お見込みのとおりです。

22

質問16の回答に同じ。

23

お見込みのとおりです。

24

市の定める金額が上限額となります。
ただし圏域毎で複数事業者が選定された場合は、利用料及び
開所時間については平等性を確保する必要があることから協
議をする可能性があります。

25

学級閉鎖の対象学級に所属している児童は、閉鎖期間中の利
用を控えていただきます。

26

原則閉所となります。

27

原則指定管理者の負担となります。
ただし南地域センター学童クラブ及び本町学童クラブは併設
施設にて負担します。
また一体型施設を除くわこうっこクラブについては小学校が
負担します。
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【資料名】 全事業共通仕様 【ページ・項目】 2ページ～　人材育成　

【資料名】 公募要項 【ページ・項目】 16ページ～　提出書類　

【資料名】 公募要項 【ページ・項目】 17ページ～　提出書類　カ　キ　

【資料名】 公募要項 【ページ・項目】 P4　2、公募対象施設及び事業　

【資料名】 公募要項 【ページ・項目】 P5　3、対象施設の概要　

【資料名】 公募要項 【ページ・項目】 P7　3、対象施設の概要（２）わこうっこクラブ共通事項　

【資料名】 公募要項 【ページ・項目】 P13　8、経費に関する事項-(3)　

（１）法人による研修の実施
（２）職場内研修の実施
とありますが、違いをご教示ください。

7月22日までの参加表明提出書類としては『暴力団排除に関する誓約書』及び　『オ　役員等名簿』2
種類での解釈でよいでしょうか

カ・キ　提出書類について
書式は当社仕様のもので宜しいでしょうか

応募はエリアごと（北＝6施設、中央＝3施設、南＝4施設）であって、エリア内の特定の1施設（1小学
校区）だけの指定管理者としての受託はできない、という理解でよろしいでしょうか。念のために確
認させてください。
また、エリア単位での委託を前提とした場合、２ないし３エリア全てに応募することは可能でしょう
か。

運営日（開館日、開所日）について、現行の運営状況で算出すると、令和３年度は運営日が何日にな
るかご教示ください。

開所日や開所時間について、年度途中での変更は可能でしょうか。
例えば、閉室予定時間よりも早く全児童が退室したため17時で閉めることにした、冬季になり日が短
くなった場合に4:30で運営を終了する、など。

指定管理管理費の積算の根拠とされた給与想定（月給制、時給制や時給1200円以上等）があると存じ
ます。人件費の昇給の上限額も含め、ご教示ください。

28

「法人による研修」とは全体研修を意味し、職場内研修は施
設毎で実施するOJT等の研修を意味しています。

29

お見込みのとおりです。
なお、役員等名簿は応募書類（正本1部、副本15部）にも添
付ください。

30

お見込みのとおりです。

31

お見込みのとおりです。

32

学童クラブは293日（日曜、祭日、年末年始が休所日）とな
ります。
児童館は295日（火曜、第三日曜、年末年始が休館日）とな
ります。
令和3年度のわこうっこクラブの運営日の見込みは以下のと
おりです。ただし、学校行事等で運営日数に変更が生じる可
能性があります。
一体型放課後対策事業実施施設（第五小・北原小）
　通常開設（放課後～17時）：200日
　長期休業（9時～17時）：42日
学校内余裕教室等活用型（第五小・北原小を除く7校）
　通常開設（放課後～17時）：200日
　長期休業（9時～17時）：36日

33

開所日・開所時間の変更は不可です。
ただし、学校行事等の事情で開所日・開所時間が変更になる
可能性はあります。

34

上限は設けておりません。
各事業者の雇用基準に準じてください。
参考までに市直営事業でのボランティア謝礼は以下のとおり
です。
・コーディネータ－　1時間あたり1,070円
・教育活動サポーター　1時間あたり930円
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【資料名】 公募要項 【ページ・項目】 P13　8、経費に関する事項-(5)ア　

【資料名】 公募要項 【ページ・項目】 P13　 8、経費に関する事項-(5)イ　
維持修繕費用10万円以上または、物品１件3万円以上のものは、市側で修繕または購入していただける
という認識でよろしいでしょうか。また、昨年度の経費及び予備費の返還金額をお示しください。

35

昨年度の指定管理料支出額は資料「収支計算書（過去3か
年）」を参照ください。
今年度については次のとおりです。なお、今年度の指定管理
対象施設と公募対象施設は対象施設数が異なるほか、一部学
童クラブについては定員が異なります。
また、全指定管理施設において同一運営者であることから、
一部施設外加算として用意しているものがあります。
【学童クラブ】
白子学童クラブ：28,566,400円
白子第二学童クラブ：28,566,400円
新倉学童クラブ：28,566,400円
中央学童クラブ：22,440,000円
諏訪学童クラブ：26,130,668円
南学童クラブ：26,130,666円
南地域センター学童クラブ：26,130,666円
広沢学童クラブ：26,516,000円
北原学童クラブ：36,623,400円
本町学童クラブ：26,516,000円※
※定員増加に伴う6月補正として別に7,979,000円あります。
下新倉学童クラブ：28,998,260円
短期入所対策加算：4,747,000円
加配支援員配置加算：36,972,000円

【児童館】
下新倉児童館：23,422,040円
新倉児童館：22,347,500円
南児童館：25,078,000円

その他業務委託料の今年度については次のとおりです。
昨年度の支出額は資料「収支計算書（過去3か年）」及び資
料「令和元年度　第五小学校わこうっこクラブ収支計算書」
をご確認ください。
さつきのこ学童クラブ：25,983,339円
さざんか学童クラブ：18,655,000円(※)
第五小わこうっこクラブ運営委託料：13,200千円(年間・税
込)
北原小わこうっこクラブ運営委託料：10,127千円(税込)(※)
(※)委託期間：令和2年7月1日～令和3年3月31日

昨年度における各施設の指定管理料の実績金額及び今年度の指定管理料の予定金額をご示しください

36

お見込みのとおりです。
ただし状況により協議をする可能性があります。
なお昨年度の返還額は【学童クラブ】2,894,652円、【児童
センター・館】2,846,804円※となります。
同金額は決算前のものとなりますので、変更が生じる可能性
がございます。
※児童センター・館の返還額には公募対象外である総合児童
センターの返還額が含まれています。
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【資料名】 公募要項 【ページ・項目】 P13　8、経費に関する事項-(5)ウ　

【資料名】 公募要項 【ページ・項目】 P14　10、募集及び選定のスケジュール

【資料名】 公募要項 【ページ・項目】 P16　12、応募に関する事項 (3)　

【資料名】 参考資料(過去３年間の職員配置) 【ページ・項目】

【資料名】 公募要項 【ページ・項目】 P17　12応募に関する事項（3）提出書類サ　

【資料名】 公募要項 【ページ・項目】 P20　19、業務の引継ぎ

今年度のように、コロナ禍において児童が8割減少などの事態となった場合を含め、学童クラブの受け
入れ人数が定員を下回った場合、本件に該当し、指定管理料の返還となりますか。

プロポーザル審査時は、プロジェクターやスクリーンの使用は可能でしょうか。また、可能な場合は
こちらで用意が必要でしょうか。

副本について事業者名を隠すなどの配慮を実施する必要はありますでしょうか。

現事業者のわこうっこクラブでの職員配置をご教示ください。また
児童館、学童クラブ、わこうっこクラブの常勤、非常勤の基本勤務時間（平日、土曜日、長期）も併
せて、ご教示ください。

和光市に事業所がない場合、法人市民税の納税証明書が出せないかと思うのですが、本社の納税証明
書でもよろしいですか。

引継ぎ業務の回数や時間数などに決まりはありますでしょうか。これまでに行った引継ぎの実績（回
数、人数、費用合計）をご教示ください。

37

原則は想定していません。
ただし状況によって協議とする場合がございます。

38

可能です。
原則市で用意いたします。
なお機器の仕様等は対象者へ別途通知いたします。

39

不要です。

40

常勤、非常勤の基本勤務時間は各事業者の雇用基準に準じて
ください。
なお、現行では学童クラブは10：15～19：00、児童館は9：
30～17：00の間で常勤及び非常勤の配置をしております。
業務委託によるわこうっこクラブの職員配置は以下のとおり
です。
コーディネータ－：常勤１名
　　平日　10:15～19:15
　　長期　 8:30～17:30
教育活動サポーター（常勤）：１名
　　平日　10:15～19:15
　　長期　 8:30～17:30
教育活動サポーター（非常勤）：4名
　　平日　13:30～17:30
　　長期　 8:30～15:30　/　13:00～17:30

41

お見込みのとおりです。

42

引継ぎ業務に決まりはありません。
事業の継続に支障が無いよう実施ください。
なお、直近での実績はございません。
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【資料名】 仕様書 【ページ・項目】 P1　４．地域・利用者との連携

【資料名】 仕様書 【ページ・項目】 P2　6.施設の清掃及び環境整備

【資料名】 仕様書 【ページ・項目】 P2　7.防災および災害時対応

【資料名】 仕様書 【ページ・項目】 P2　7.　防災および災害時対応

【資料名】 仕様書 【ページ・項目】 P2　8. 人材育成

保護者に利用児童を伝える場というのはどのような場を想定すればよろしいでしょうか。保護者会・
父母会等でしょうか。今までの実績をもとにご教示ください。尚、コロナ禍により集団で行なうこと
が難しい現状では、リモート会議とさせて頂いてもよろしいでしょうか。

害虫駆除や床及びガラス清掃、雑草取りの回数に決まりはありますでしょうか。また粗大ごみについ
ては、他市での当社の経験上、業者と提携する必要がありますが、その頻度及び年間の経費の実績を
お示しください（昨年度1年分）。

防火管理者は施設に最低1名いればよろしいでしょうか。それとも、例えば、ここで提示されている6
つの役割ごとに責任者を置く必要などがありますでしょうか。

緊急メール配信ですが、市及び学校独自の保護者向け配信システム等が既におありでしょうか。それ
とも、受託事業者が別途配信システムを用意する必要がありますでしょうか。

外部研修にはどのようなものがありますでしょうか。
また事業者（法人）が実施する研修において、毎年最低限実施すべき研修をお示しください。

43

お見込みのとおりです。
リモート会議等をご検討いただくことは差し支えありませ
ん。
ただし、それにより参加できない利用者がいないようご配慮
ください。

44

回数に決まりはありません。
適切に維持管理できる頻度で実施ください。
粗大ごみの処分実績については市では把握しておりません。

45

防火管理者についてはお見込みのとおりです。
仕様２ページ７防災及び災害時対応の（２）～（６）につい
ては児童館館長、運営責任者、学童クラブ主任支援員等が責
任者となって実施ください。
なお、複数の事業を同一施設で実施している場合は合同で実
施することは可能です。

46

児童館及び学童クラブについて市で運営、契約する配信シス
テムはありません。
また小学校では配信システムを運用していますが、学童クラ
ブ及び児童館において活用することはできません。
わこうっこクラブについては質問6の回答に同じになりま
す。
全校共通のお知らせは生涯学習課で配信を予定しています
が、会場個別のお知らせは各事業者にて配信していただく必
要があります。その際にメール配信を利用するのであれば別
途配信システムを用意していただく必要があります。

47

外部研修には市や県が主催するものやNPO法人等が主催する
ものがあります。研修テーマは児童への理解と支援に関する
ものや、防犯、人権に関するものがあります。支援を要する
児童の利用が多くあることから、関連する研修には積極的に
参加ください。
児童館及び学童クラブについては、市庁舎３階行政資料コー
ナーにおいて平成30年度までの事業報告書等を公開しており
ますのでご参照ください。
なお、ご来庁の際は新型コロナウイルスの感染防止から、最
小限の人数としてください。
わこうっこクラブについては、生涯学習課で実施するわこ
うっこクラブのコーディネータ－・教育活動サポーター向け
の研修は参加するよう努めてください。
事業者として必ず実施すべき研修の定めはありません。
人材の質の確保・向上が図られるよう実施してください。
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【資料名】 仕様書 【ページ・項目】 P2　9. その他の業務

【資料名】 仕様書 【ページ・項目】 P3　児童館仕様　７児童館運営に係わる課題

【資料名】 仕様書 【ページ・項目】 P3　児童館仕様　７児童館運営に係わる課題　

【資料名】 仕様書 【ページ・項目】 P7　4.学童クラブ運営に係わる課題

【資料名】 仕様書 【ページ・項目】 P7　「わこうっこクラブ」運営業務委託仕様（２）

【資料名】 公募要項 【ページ・項目】 ２．公募対象施設及び事業

【資料名】 公募要項 【ページ・項目】 ２．公募対象施設及び事業

【資料名】 公募要項 【ページ・項目】

【資料名】 公募要項 【ページ・項目】 Ｐ１６～１７の１２（３）

今年度、実際に保護者に配布したお便り例をお示し下さい。

昨年度及び今年度6月末までに児童館で行われた自主事業の主なものをご教示ください。また保護者か
ら徴収した費用（一人分の金額）もご教示ください。

現在の来館情報管理方法をお示しください。

現在の児童の出退記録方法についてご教示ください。またIC化を行うにあたり費用上限はありますで
しょうか。

これまでに実施したイベント型体験教室においての講師への謝礼金額をお示しください。

今回の対象の児童館、各学童クラブの建築年月をご教示ください。

今回の対象の、各わこうっこクラブの登録人数（2019年4月時点御指、2019年12月時点）及び、1日あ
たり平均参加人数をご教示下さい。

市が考えるICT化とIC化にて、市が期待されることはそれぞれ何か？

複数エリアの提案を希望する場合の提出書類については法人の概要など、共通部分は1エリアのみに省
略する事は可能か。

48

児童館は毎月の事業を周知するもの、学童クラブについては
毎月の全体の様子や事業の周知、連絡事項等を記載したもの
があります。
児童館たよりについては市ホームページの運営者リンクから
ご確認ください。
保護者に配布している「わこうっこクラブだより」は最新号
を和光市ホームページで公開していますので、そちらをご覧
ください。

http://www.city.wako.lg.jp/home/kyoiku/gakusyu/_17616/
_17619.html

49

昨年度においては幼児サークルの実施があります。
費用は参加費3,000円です。
なお、今年度は新型コロナウイルスの影響から実績がありま
せん。

50

受付での利用票記入による管理となっています。

51

運営者によって異なります。
IC化に係る費用の上限はございません。

52

講師1人あたり、1回につき2,400円お支払しています。

53

別添資料を参照ください。

54

別表をご覧ください。年間の平均参加人数は参考資料（実績
資料）に掲載済みです。

55

効率的な児童の出退の管理及び保護者への円滑な通知、事務
負担の軽減による保育の質の向上を期待します。
なお、ICT化とIC化は共にICT化のことを意味しております。
仕様書7ページ「4学童クラブ運営に関する課題」（2）につ
いては修正しております。

56

副本については省略可能です。
1部のみの用意として省略をする場合は、省略されている書
類がどの圏域の提案書類に添付されているのか必ず分かるよ
うにしてください。
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【資料名】 事業仕様書 【ページ・項目】 Ｐ２　「全事業共通仕様」の７（４）　

【資料名】 公募要項 【ページ・項目】 P14の10

【資料名】 事業仕様書 【ページ・項目】 Ｐ４　「児童館仕様」の７（２） 

【資料名】 公募要項 【ページ・項目】 P23

【資料名】 公募要項 【ページ・項目】 P13の８

【資料名】 公募要項 【ページ・項目】 P13の８

利用者への緊急メール配信について「（登録事業対象）」とあるが、登録事業に含まれるものは何
か。

プロポーザル審査におけるプレゼンテーション参加人数・時間・審査 委員など詳細をご提示願いた
い。 

自主事業は、児童館の評価項目の事業内容等にあたるのか？

リスク分担表の「需要変動・施設の競合」について、学童クラブの利用者決定は市が行うが、区分利
用料の計算は市がされるのか。利用者情報としてどの程度まで示していただけるのか。 

所得階層別の利用料等の情報管理も含めこれまで以上に、個人情報の管理に関する部分も指定管理者
に委ねられるという理解で宜しいか。 

経費に関しては、提案者が設定した利用料を見込んで収入計上し、その差額を指定管理料として提案
するという理解で宜しいか。また、夏期一時入所や支援児への加配については考慮せず別途協議する
もの として本提案時には積算しないものとして宜しいか。 

57

学童クラブ及びわこうっこクラブが対象となります。
ただし児童館利用者に対象を広げることについて妨げるもの
ではありません。

58

対象者に別途通知いたします。

59

評価項目の「独自提案」に当たります。

60

学童クラブ利用の決定基準及び利用料金に係る階層は平等性
の確保から市で定めます。入所者の決定については原則市で
実施いたしますが、必要に応じ事前に協議をいたします。
利用者情報としては保育の提供に支障が無いよう提供いたし
ます。利用料に係る情報としては利用者（世帯）の対象階層
を提供いたします。

61

利用料金の階層決定については原則市で実施します。
ただし、学童クラブの運営は多くの個人情報を取り扱うこと
から適切な管理体制がある者が応募することを前提としてお
ります。

62

経費についてはお見込みのとおりです。
夏休み等の一時登録児童数の増加や加配支援員についても想
定の上提案ください。
短期入所児童数については資料「学童クラブ登録児童数推
移」を参考としてください。加配支援員については仕様に記
載のとおり１支援単位当たり１名を想定ください。
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【資料名】 事業仕様書 【ページ・項目】 Ｐ７　「学童クラブ運営業務委託仕様書」（３） 

【資料名】 事業仕様書 【ページ・項目】 Ｐ７　「学童クラブ運営業務委託仕様書」の（３） 

【資料名】 事業仕様書 【ページ・項目】 Ｐ５「学童クラブ・わこうっこクラブ共通仕様」８（１）、Ｐ６　８（３）イ

【資料名】 事業仕様書 【ページ・項目】 Ｐ５　「学童クラブ・わこうっこクラブ共通仕様」８（２）

【資料名】 事業仕様書 【ページ・項目】 Ｐ６　「学童クラブ運営業務委託仕様書」の１（２）

利用料の徴収について、利用料徴収の具体的内容や現在市が実施している実務を具体的にご教授願
う。また、債権管理を含め業務委託が可能なのか。

利用料の徴収について、保育料の滞納者は何名ほどいるのか。有事の際の減額対応や生保対応など補
てんも併せて詳しい内容を示してほしい。

「運営責任者の配置」に関して、「学童クラブ主任支援員」は「運営責任者」の補佐をするように
なっているが、「運営責任者」と「学童クラブ主任支援員」は兼務することは可能か。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市が想定している一体型・一体型以外の施設での具体的な職員配置のイメージを教えて頂きたい。ま
た経費削減の観点からわこうっこ職員と学童職員のヘルプ体制など柔軟にできるのか。 

「常勤のコーディネーターを配置すること」とあるが、現在直営のコーディネーターは常勤か。また
勤務時間は何時から何時までか。もし常勤でなかった場合、常勤にする必要性は何か。

入所児童に対する書類等の配布、回収等における、「書類記載内容の審査、確認等」「必要なデータ
の入力」とは、どのようなことを想定しているか。

63

当該月末を期日として通常利用料、月単位での延長保育利用
料、補食代を口座振替又は納入通知書にて徴収しています。
日単位での延長保育利用料は翌月末日を期日としています。
一定期間支払いが確認できない者には督促、催告等を実施し
ています。
ただし、徴収方法としては提案とするところであり、未納者
を発生させない仕組みを期待します。
なお、過年度の滞納者については市で管理を行います。
債権管理の業務委託は認められません。なお債権システム等
を活用することは差し支えありません。

64

令和元年度においては通常保育料13名、延長保育料18名、補
食代13名となっています。
有事の際の対応についてはその都度協議とします。
なお、入所者の階層決定による補てんはございません。指定
管理料に含んでご提案ください。

65

兼務は認められません。
職員配置の配置については仕様書を参照ください。なお、一
体型施設とそれ以外での職員配置については原則違いはあり
ません。
学童クラブ従事者は従事中は専任となりますので、わこうっ
こクラブ業務をすることはできません。
ただし、両事業合同での実施において共同で見守りをするこ
とは可能です。
また同一者が学童クラブ従事をしていない日においてわこ
うっこクラブ事業に従事することは可能です。その場合は、
人件費を別事業として分けて管理してください。
なおわこうっこクラブ従事者が学童クラブに従事することは
差し支えありません。

66

市直営事業においてコーディネータ－を含む運営スタッフは
有償ボランティアであり、市とは雇用関係にあたらないため
常勤・非常勤の区分はありません。ただし、各校のコーディ
ネータ－はそれぞれ専任の方を配置してます。コーディネー
タ－は各サポーターの取りまとめやシフト作成を行うため、
専任でないと円滑な運営が望めないためです。
また、コーディネータ－の活動時間は14時から17時30分と
なっています。

67

日常的な書類の受け取り及び内容の確認のほか、入所申請書
類の受け取り、内容の確認及び選考に係るデータ入力等が該
当します。
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【資料名】 事業仕様書 【ページ・項目】 Ｐ６　「学童クラブ運営業務委託仕様書」８（２）イ

【資料名】 事業仕様書 【ページ・項目】 Ｐ７　「わこうっこクラブ運営業務委託仕様書」 

【資料名】 公募要項 【ページ・項目】 P１３　（３）

【資料名】 公募要項 【ページ・項目】 P4　1はじめに(公募の概要) 

【資料名】 公募要項 【ページ・項目】 Ｐ１６、（３）提出書類

【資料名】 参考資料　過去三年間の収支計画書 【ページ・項目】

【資料名】 【ページ・項目】

【資料名】 【ページ・項目】

わこうっこクラブ専任の職員（教育活動サポーター）を配置することとあるが、雇用ではなく現在の
形の有償ボランティア登録制でもいいのか。また両方取り入れても可能か。

わこうっこクラブの一体型放課後対策事業施設・一体型放課後対策事業施設以外の施設の所管は生涯
学習課か。現在生涯学習課が実施されている事務関係は引き続きやって頂けるという認識でいいか。

指定管理業務の経費として想定されるものについて、学校の貸室の場合は水道光熱費・ごみ処分費ど
のような扱いになるのか。

わこうっこに関して、設置管理条例など見当たらないが、指定管理者制度の対象となる施設は、「公
の施設」になるが該当するのか。

ご提出するCDのデータはPDF形式でよろしいでしょうか。

指定管理料の上限金額・参考金額については添付していただいている 昨年度の金額を参考にするとい
う認識でよろしいでしょうか。

備品台帳等ございましたらご教示ください。 

各学童クラブにおける、特別に配慮を要する児童の数及び加配状況をご教示ください。

68

わこうっこクラブに配置する職員の雇用形態等は特に定めは
ありません。有償ボランティアも可能です。また、市では、
地域との繋がりを保つため、現在の直営事業でご活躍いただ
いているボランティアを事業者にて積極的に活用いただくこ
とを推奨します。
ただし募集要項で定めた開所日及び開所時間を必ず遵守でき
る体制としてください。
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一体型放課後対策事業実施施設の所管は保育施設課となりま
す。また、一体型放課後対策事業以外の事業は学校内の余裕
教室等を活用するため、施設の所管は各小学校となります。
想定されている現在の事務関係がどこまでの範囲かによりま
すが、各小学校との調整・保険に関する事務・全校共通の
メール配信については引き続き生涯学習課で行います。

70

学校の貸室で実施する場合の水道光熱費は小学校の負担とな
ります。ごみ処分費は発生いたしませんが、ごみ処分に係る
対応（集積所への運び出し等）は必要となります。
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和光市わこうっこクラブ設置及び管理条例は制定に向けて準
備中です。

72

形態は問いません。

73

上限については質問３の回答に同じです。
参考金額についてはお見込みのとおりです。

74

今回の指定管理者選定において引き上げる備品はありませ
ん。
運営において必要とする備品は原則ご用意がございます。
なお、事務用品やインターネット環境等は運営者側での用意
となります。
児童館の備品については既に示しているとおりです。
わこうっこクラブについては、別紙「わこうっこクラブ備品
一覧」を参照ください。

75

年度により対象児童数は変動します。
提案においては各支援単位当たり1名の加配支援員を見込ん
でください。
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