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和光市児童館及び学童クラブ、わこうっこクラブ事業仕様書

全事業共通仕様

１ 開館と閉館の準備

（１） 開館の準備（清掃・冷暖房・遊具の点検等）

（２） 施設の後片付け

（３） 閉館時の施錠及び鍵の管理

２ 子育て支援及び利用児童の見守り

（１） わこう版ネウボラ事業1の一環として、子育てにおける課題の早期発見、相談支援を行い、地域包括ケア

システム構築2の一翼を担うこと

（２） 必要に応じ、関係機関（市、保育所、小学校、中学校、高等学校等）と児童情報を共有をすること

３ けがの応急処置及び保護者への連絡等

（１） けがの応急処置

（２） 保護者への電話による連絡

※学童クラブ及びわこうっこクラブにおいては、保護者と連絡が取れない場合は、連絡帳を用いること

（３） 救急時に保護者が不在などの場合の医療機関への付き添い

（４） 事故報告書の作成、市への報告

４ 地域・利用者との連携

（１）運営委員会（年２回以上）の実施

（２）学童クラブ一体型放課後対策事業については、保護者に学童クラブでの利用児童の様子を伝える場を設ける

こと（年２回以上）

５ 施設、付属設備及び物品の保全

（１） 施設、付属設備及び物品の維持管理（保守、清掃）

（２） 火災、盗難その他の事故発生の防止（機械警備システムの実施※）

※一部施設については併設施設実施のため対応不要（詳細は資料「児童館・学童クラブ収支計算書」参照）

（３） 市有財産が天災その他事故により全部又は一部が壊れた場合の報告

（４） 施設及び付属設備の保守点検の実施

（５） 鍵の管理（機械警備専用キーを含む。）

1 和光市では、安心・安全な妊娠・出産・子育てを実現するために「わこう版ネウボラ～妊娠期から切れ目のない支援～（身体的・精

神的・経済的な支援が必要な方）」事業を展開しています。

neuvola（ネウボラ）とは、フィンランド語で「アドバイスの場」を意味し、わこう版ネウボラ事業では、身近な場所に子育ての不
安な気持ちや悩みを相談し、支える場所を整え、安心して出産や子育てを迎えることができるように支援しています。詳しくは市の

ホームページ「わこう版ネウボラ～妊娠期から切れ目のない支援～」をご覧ください。
2 住み慣れた地域であんしん・安全な生活を継続するために、包括的・継続的につないでいく新しい福祉の在り方です。

詳しくは、市ホームページ「福祉政策（地域包括ケアシステム）」をご覧ください。
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（６） 施設、設備の軽易な修繕（１件当たり１０万円以内）

（７） 備品の管理及び修繕

（８） 教材、遊具、図書、管理用消耗品の管理、購入、修繕

６ 施設の清掃及び環境整備

（１） 室内及び周辺の清掃（手洗い場、トイレの清掃を含む。）

（２） 害虫駆除、床及びガラス清掃に際しての準備、片付け、確認

（３） ゴミの廃棄（粗大ゴミを含む。）

（４） 落ち葉及び雑草取り

７ 防災及び災害時対応

和光市地域防災計画を遵守し、和光市において災害が発生し、もしくは災害が発生する恐れがある場合、また

は警戒宣言が発せられた場合において、市の指示に従うこと。また、日ごろから防災に努めること。

（１） 防火管理者への登録

（２） 消防計画の策定

（３） 震災対策としての軽易な転倒防止等の災害が発生した場合の必要な処置

（４） 利用者への緊急メール配信（登録事業対象）

（５） 保護者への電話によるお迎えの依頼

（６） 非常時対策訓練（年３回以上）

８ 人材育成

（１） 法人による研修の実施及び外部研修への積極的参加

（２） 職場内研修の実施

（３） 職員ミーティングの実施

（４） 本部職員による現場巡回指導

９ その他の業務

（１） 年間事業計画書、実績報告書（月間・年間）の作成

（２） 収支予算書、決算書の作成

（３） 自己評価の実施

（４） 利用者満足度アンケートの実施

（５） 指定期間終了にあたっての引継業務

（６） 地域や子育て関係施設等との連携に関する業務

（７） おたよりの作成、配布と事業の周知

10 市への報告等

（１）職員配置にかかる報告

運営者は、職員の配置及び運営責任者・学童クラブ主任支援員について、市へ届け出なければならない。
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その内容について変更があった場合も同様とする。

職員の配置表（組織表）、職員名簿及び修了証または資格証明書の写しを備えること。

学童クラブ一体型放課後対策事業については、月ごとの勤務予定表（シフト表）を作成し、当該月の前月ま

でに市へ提出すること。また、各月終了後に勤務実績表、月報を提出すること。

（２）再委託にかかる報告

施設の維持管理等を再委託により実施する場合は、事前にその内容を市に報告し、必ず承認を得ること。

11 関係規程等の遵守

運営者は、関係法令及び市の条例、通知等関係規程のほか、守秘義務、個人情報の保護、情報公開、人権への配

慮、環境配慮、職員の採用選考及び勤務条件等について関係法令を遵守しなければならない。

なお市の条例等については、提案を受けてその内容について協議する。

児童館仕様

１ 事業に関する業務

（１） 和光市児童センター設置及び管理条例及び施行規則のほか3、児童福祉法、児童福祉施設の設置及び運営に

関する基準、児童館の設置運営について（「平成２年８月７日厚生省事務次官通知」及び「平成２年８月７日

厚生省児童家庭局長通知」、児童館ガイドラインに沿った適切な運営

（２） 第２期和光市子ども・子育て支援事業計画に基づく運営

ア 平日における小学校放課後の児童が一時帰宅をせずに来館できるしくみ（ランドセル来館）の導入におい

て、十分に効果が期待できるよう、放課後の居場所として魅力ある運営

イ 中・高校生にとって魅力ある居場所となる運営

（３） 児童に対する集団的又は個別的な遊びの指導に関する業務

（４） 施設、遊具その他の設備の利用による児童の体力増進に関する業務

（５） 児童に関係ある組織、機関等との連絡に関する業務

（６） その他児童館設置の目的を達成するために必要な事業に関する業務

２ 施設の運営に関する業務

（１） 施設の提供に関する業務

（２） 広報に関する業務

（３） 来館者情報の管理

３ 施設の管理に関する業務

（１） 建築物の保守管理業務

（２） 設備の保守管理業務

（３） 清掃等の環境維持管理業務

（４） 施設の保全業務

3 市の条例等については、開館日や開館時間等を提案を受けて協議することを可能とします。
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（５） 物品管理業務

（６） 危機管理業務

（７） 軽易な修繕業務

４ 職員配置

安全に施設全体を管理運営できる人員配置とすること。

また、各施設に施設長を配置し、かつ配置人員のうち児童厚生員（児童福祉施設の設置及び運営に関する基準

第３８条に規定する児童の遊びを指導する者）を２人以上（うち常勤職員１人以上）配置すること。

なお、児童福祉事業全般との調整が求められることから、社会福祉士の資格を有する者の配置について考慮が

あるとよい。

５ 備品について

主な備品については資料「各児童館備品台帳」のとおり。

６ その他

本仕様書に定めのない事項又は内容に疑義が生じた場合は、市と協議のうえ決定する。

７ 児童館運営に係る課題（提案に期待するもの）

（１） 来館情報管理の ICT化
（２） 自主事業（収入を伴うもの含む）の実施

学童クラブ・わこうっこクラブ共通仕様

１ 生活指導及び安全管理

（１） 児童の健康管理、安全確保及び事故防止、情緒の安定を図る指導

（特別な配慮が必要な児童の指導・介助を含む。）

（２） 自主学習の時間設定及び環境の配慮と指導

（３） 児童の学年、場所等の状況に合わせた遊びやプログラムの展開

２ 児童の参加及び帰宅時の受付

（１） 児童の参加及び帰宅時の受付（入退室管理）

（２） お迎え時の対応（児童の引き渡し）

（３） 帰宅コース別に児童をグループ化、門までの職員の付き添いと見送り

３ 参加及び帰宅時の受付等に関する保護者への連絡

（１） 無断欠席や所在不明の場合の電話による確認

（２） 参加の有無、登所時間、帰宅時間が不明な場合の保護者への電話による確認



- 5 -

４ 学習習慣の定着・学習支援

（１） 落ち着いて学習ができる場の提供

（２） 登所後３０分程度の宿題・学習・読書の習慣づけ及び学習支援

５ 利用登録及び申請に関する事務

（１） 利用申請に係る書類の受付（書類の確認等）

（２） その他、市が指定する事務に関すること

６ 事前準備に関する業務

事前研修を行い、全体の子どもの様子や登録している子どもたちの把握に努め、４月からの実施に備えること

（１） わこうっこクラブにおける開設までの事前準備

ア 活動に必要な備品の確認及び準備

イ 児童の安全安心な居場所の提供に必要な環境整備

（２） 学童クラブにおける開設までの事前準備

ア 市による入所承諾者への説明会の開催

イ 説明会欠席者に対する個別面接

※運営開始前の保護者説明会には、現場責任者が出席すること。

７ 職員配置の考え方

運営者は、運営業務を実施するために必要な職員を配置するものとする。この場合において、運営者は和光

市民の雇用に努めるものとする。また、職員の配置に当たっては、在籍児童との関係を重視し、原則として年

度途中の異動は行わないこととし、雇用の継続性を最大限考慮することとする。

（１） 運営責任者の配置

学童クラブとわこうっこクラブを一体的に運営するための責任者として、学区毎に放課後児童健全育成事

業の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６３号）第１０条第３項に規定する放課後児童支

援員となるための都道府県知事が行う（認定資格研修）を受講した者を運営責任者として１名配置すること。

運営責任者が休暇等の場合は、代わりの職員を配置すること。

なお、運営責任者は下記「（２）わこうっこクラブの職員配置」アに定めるコーディネーターを兼務する

ことができる。

ア 運営責任者は、わこうっこクラブと学童クラブの児童がともに過ごせる環境を作り、遊びや体験のプロ

グラムを実施することで一体的に運営する。

イ 事業の運営に必要な調整等を市や小学校、地域の方等と行う。

ウ 児童への保育のほか、支援、保護者対応、学童クラブ一体型放課後対策事業の庶務、職員の管理及び指

導を行う。

エ 運営費用管理、職員の勤務表作成や、給与の支払い等の業務のほか、市が必要と認めた業務を実施する。

（２） わこうっこクラブの職員配置

ア コーディネーターの配置

常勤のコーディネーターを配置すること。なおコーディネーターはわこうっこクラブの運営責任者と
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して、児童に関する知識・経験を有する者（幼・小・中・高等学校の教員免許、保育士免許及び子育て

支援員等の資格を有する者又はそれに準じた経験を有する者）で、かつ業務に対する熱意と意欲のある

者とする。主な業務は次のとおりとする。

（ア） 活動教室の整備

（イ） 教育活動サポーターのシフト作成、活動報告書の作成

（ウ） コーディネーター会議（年３回程度）、実行委員会等（不定期開催）の出席

（エ） わこうっこクラブだより（月１回）の発行

イ わこうっこクラブ実施時間においては、子どもたちの見守り、安全管理及び活動プログラムの実施に必要

なサポートを行う、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。

教育活動サポーターは心身ともに健康で子どもと接するのが好きな者とする。

ウ 室内活動室や校庭、体育館等児童が活動を行う場所にそれぞれ複数の職員を配置すること。

エ 必要に応じて職員を追加配置すること。

オ 気候や利用児童数等の状況により、上記と異なる配置も可能とする。その場合、事前に市へ連絡すること。

（３） 学童クラブの職員配置

ア 和光市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例で定める職員配置基準を遵守

すること。

イ 各学童クラブ施設において、常勤支援員のうち１名を学童クラブ主任支援員とし、運営責任者の業務の補

佐をすること。

ウ 各支援単位に上記配置基準とは別に支援を要する児童の受入のための加配支援員を配置すること。

加配支援員は、支援を要する児童の受入に必要な専門知識等を有するものとする。

（４） 職員の資格要件

運営責任者、学童クラブ常勤支援員及び非常勤支援員は、和光市放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例第１１条第２項の要件を満たす者とする。

（５） 市への報告等

運営者は、職員の配置及び運営責任者・学童クラブ主任支援員について、市へ届け出なければならない。

その内容について変更があった場合も同様とする。

「学童クラブ」運営業務委託仕様書

１ 学童クラブの運営に関する業務

（１） 和光市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例、和光市学童クラブ設置及び管

理条例、同施行規則及び和光市学童クラブガイドラインに沿った適切な保育

（２） 入所児童に対する書類等の配付、回収等

運営者は「放課後の過ごし方（ご案内）」や市の通知に基づき、学童クラブ入所・変更申請等に係る保護者

への説明、書類の配付及び受付と書類記載内容の審査・確認等を行う。この際、必要に応じて保護者と連絡

を取り合うこと。

また、学童クラブ入所申請において、必要なデータ入力を行うこと。

なお、児童の入所承諾、決定は市が行うものとする。

その他、利用にかかる書類について、利用者への配付・受付・市との取次等を行うこと。
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（３） 利用料の徴収

徴収した利用料は指定管理者の収入とする。

圏域毎の平等性を確保するため、金額は市の定める金額を基準とし、必要に応じ協議のうえ決定する。

（４） 地域の子育て支援

（５） 運営費に係る補助金の申請事務に対する協力

（６） その他、日常業務の調整等

２ 短期入所について

小学校の長期休業（春、夏、冬休み）期間中は、年度を通じた入所（通常入所）児童のほかに、当該期間のみ

を利用期間とした短期入所児童の受入を実施している。

小学校が休業期間中であることから、市は小学校の余裕教室等を借用して保育スペースを確保しているが、運

営者においても短期雇用支援員等を確保することで、児童の受け入れ拡大の対応を図ること。

※短期入所の受け入れ実績については資料「学童クラブ登録児童数推移」を参照

３ その他

本仕様書に定めのない事項又は内容に疑義が生じた場合は、市と協議のうえ決定する。

４ 学童クラブ運営に係る課題（提案に期待するもの）

（１） 開所時間の延長（開所日１９時以降及び小学校長期休業期間中の８時前からの開所）

（２） 児童の出退記録の ICT化
（３） 小学校長期休業期間中における注文弁当の柔軟な対応

「わこうっこクラブ」運営業務仕様書

１ 業務内容

（１） 児童の居場所の提供

主に宿題や児童が楽しめる多様な遊び（室内遊び、外遊び）を中心に行い、適宜多様な体験・活動を取り

入れ、児童が安心して過ごせる居場所の提供をすること。

（２） イベント型体験教室の開催

前号のほか、以下のイベント型体験教室を月２回以上開催すること。イベント型体験教室を開催するにあ

たり、外部の講師を招く場合は和光市民を積極的に活用するものとする。なお、講師に対する謝礼は指定管

理者の負担とする。

ア スポーツ又は文化に関する体験活動

イ 地域住民又は異なる年齢の児童との交流活動

ウ その他、児童の健やかな成長に資する活動

（３） 参加児童の管理

利用は登録制とし、児童名簿は和光市個人情報保護条例（平成１２年条例第４９号）に準拠して適切に管

理し、参加児童数を把握できる仕組みづくりを行うこと。
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２ 実施場所

（１） 北原小学校会場

和光市新倉１丁目５番２７号（和光市立北原小学校校庭内）

名称 さざんか学童クラブ １階

（２） 第五小学校会場

和光市南１丁目５番２５号（和光市立第五小学校校庭内）

名称 さつきのこ学童クラブ １階

（３） その他小学校会場

各小学校校舎内の余裕教室等を使用。実施場所については適宜協議する。

３ 費用の徴収

わこうっこクラブの利用は無料とし、参加児童管理に ICTシステムを活用する場合の ICカード代、イ
ベント型体験教室における材料費等の実費相当額を必要に応じて利用者から徴収することは可能とする。

その場合、徴収額について市と協議すること。なお、徴収した費用は指定管理者の収入とする。

４ その他

本仕様書に定めのない事項又は内容に疑義が生じた場合は、市と協議のうえ決定する。

必要職員配置人数

名 称 配置人数

コーディネーター １名

※児童の参加人数によって配置人数を増員することができる。その際は、

参加児童６０名を超えるごとに１名を追加する。

教育活動サポーター ２名（参加児童数 ３０名以下）

※児童の参加人数によって配置人数を増員することができる。その際は、

参加児童３０名を超えるごとに１名追加する。


