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番号 項目 質疑内容 回答 

１ 募集要項 P.3 2.施設概要 

今回の 4 施設に入所する児童は、新規での申込

でしょうかそれとも他の児童クラブからの転所

が多いでしょうか。 

来年度の入会申込者につきましては、ご質問のとおり、新規で申し込む方や、既存児童ク

ラブから新たに申し込む方が想定されますが、現時点においては来年度の申し込みを受け

付けていないため、申込割合等については回答できません。 

２ 募集要項 P.6 提出書類一覧のなかで、副本に必要なものとし

て（11）の事業計画書以外に（6）、(8)、(9)、（10）

がありますが、これはやはり必要でしょうか？

副本については、事業所名、所在地、氏名等は表

示しないことになっておりますので、該当箇所

未記載あるいは黒塗りで提出させていただくと

いうことになるのでしょうか？ 

副本 11 部につきましては、審査に関する重要な書類ですので、募集要項 P.6 の提出書類一

覧のうち、副本 11 部の欄に○印を付した（6）、(8)、(9)、（10）、(11)のすべてをご用意く

ださい。 

また、事業所名、所在地、氏名等の記載について、正本 1 部は記載したものを作成し、副

本 11 部は、ご質問のとおり正本を黒塗り等で加工したものをご提出ください。 

３ 募集要項 P.10 東村山市立児童館 組織図 

児童クラブの数について、現在 25 の児童クラブ

があって、令和 2 年 4 月に 4 つ新設されること

により、合計で 29 になるという理解でよいか。 

お見込みのとおりです。 

４ 募集要項 P.11 備品一覧 

児童用テーブル、児童用椅子はどのようなもの

を想定しているのか。 

募集要項 P.11「備品一覧」に記載した児童用テーブル、児童用椅子につきましては、施設

の面積を有効活用できるように、積み重ねができるものを想定しています。 

なお、サイズは概ね次のとおりです。 

 高さ 横はば 奥行 

児童用テーブル 60ｃｍ 120ｃｍ 75ｃｍ 

児童用椅子 

（4 号サイズ） 

38ｃｍ 

（座面高） 
36ｃｍ 36.5ｃｍ 
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番号 項目 質疑内容 回答 

５ 募集要項 P.11 記載のある備品一覧は、全て引き渡しいただけ

るものとの認識で宜しいでしょうか？ 

募集要項 P.11 の備品一覧に記載のある備品につきましては、市が用意する備品として使用

できます。 

なお、令和元年 10 月時点の参考値となるため、引き渡し時には数量等が変更になる場合

があります。 

６ 別紙 6 

事業運営に関す

る計画書 

別紙 6 について、それぞれのページの記入につ

いては、文字数の制限はありますか？また、ペ

ージが 2 ページ以上にわたっても問題ないでし

ょうか。 

別紙 6 の作成にあたって、文字数、ページ数ともに特段制限は設けておりませんが、ご用

意させていただいた様式を基本とし、具体的かつ簡潔に作成してください。 

７ 別紙 7 

事業積算書 

「医薬材料費」について、学童での医療行為は

できない中でどういったものを想定しているの

か。 

当市の児童クラブは、家庭と同等の対応を行うことを基本としていますので、例えば一般

的にご家庭にあるような、すり傷・切り傷等に対応できる消毒液、絆創膏等を想定してい

ます。 

８ 仕様書 P.5 (2)障害児の受け入れ 

今回の 4 児童クラブでは障害児の受け入れ予定

はありますか。あるとすればそれぞれ何人程度

見込んでいますか。 

来年度の入会予定者につきましては、現時点においては未定です。 

なお、参考として、今回の新設児童クラブと同一学区域内にある既存児童クラブにおける

障害児の在籍状況は次のとおりです。 

                            令和元年 10 月時点 

新設児童クラブ名 

同一学区域内の既存児童クラブ 

既存児童クラブ名 
障害児

在籍人数 

(仮称)回田小学校内児童クラブ 
第 1 回田児童クラブ 3 人 

第 2 回田児童クラブ 0 人 

(仮称)大岱小学校内児童クラブ 本町育成室 2 人 

(仮称)秋津小学校内児童クラブ 秋津育成室 1 人 

(仮称)北山小学校内児童クラブ 北山育成室 1 人 
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９ 仕様書 P.5 延長保育サービスに関する利用料金について、

現在民間事業社様がやられている施設で設定さ

れている料金をお教えいただけますでしょう

か。 

現在、第 2 野火止児童クラブを管理する指定管理者が、自主事業として実施する延長保育

サービスにつきましては、「日を単位とした利用」として、市の定める上限金額である 1 日

700 円の利用料金を設定しています。 

なお、月に 6 回以上の利用があった場合は、市の定める上限金額のとおり 4,000 円として

います。 

１０ 仕様書 P.5 現在、延長保育をされている児童クラブがあれ

ば、時間帯や費用をできる限り教えてください。 

第 2 野火止児童クラブにおける延長保育サービスに関する利用料金につきましては、「質

疑回答９番」のとおりです。 

また、時間帯につきましては、土曜日を除き、学校休業日等を含めた平日の午後 5 時 45 分

から午後 6 時 45 分までの 1 時間実施しています。 

なお、自主事業として延長保育サービスを提案する場合は、土曜日の実施を妨げるもので

はありませんが、市の定める上限金額の範囲内で実施することになります。 

１１ 仕様書 P.6 職員の配置について、常勤職員の出勤時間は何

時頃が望ましいでしょうか。また現在弊社では

他児童クラブにて、終業時間から逆算し、社員

の出勤を午前 10 時~11 時頃に設定しています

が、可能でしょうか。 

職員配置につきましては、仕様書 P.5 に記載した「3.(4)保育時間」に鑑み、P.6 に記載した

「4.(2)職員配置基準」を下回らないように配置していただきますが、災害等により学校が

休校した場合など、急遽午前 8 時 30 分からの受け入れが必要となった場合にも十分対応

ができる職員体制を整えてください。 

また、平日の午前中に市が会議等を開催する場合につきましては、必ず出席できるよう職

員体制を整えてください。 

１２ 仕様書 P.6 (2)職員配置基準 

障害児を受け入れた際の追加の職員配置の人件

費は指定管理料の中で賄うことになりますか。

別途請求可能でしょうか。 

仕様書 P.6「4.(2)職員配置基準」のうち、⑦に記載した障害児対応に関する職員の加配を

含め、①～⑦に記載したすべての職員配置基準を満たす職員配置を行った場合に必要な費

用につきましては、指定管理料として積算し、ご提案ください。 

なお、提案後において、指定管理料以外の費用を別途支払うことは想定していません。 

１３ 仕様書 P.7 (5)児童の保育にかかる教材費の購入 

教材費 1 人 1 日 35 円とありますが、30 人定員

の児童クラブでは、35 円×30 人×365 日＝

指定管理料の算定根拠に開所日数が必要な場合につきましては、令和 2 年度の開所予定日

数である「293 日」を目安に計上してください。 

なお、自主事業により 365 日開所の提案を行う場合においては、指定管理料に係る費用と
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383,250 円を毎年算定すべきでしょうか。 して「293 日」分を計上するとともに、残りの「72 日」分については指定管理料とは別に

自主事業として計上し、ご提案いただいて結構です。 

１４ 仕様書 P.7 現在、おやつを提供さている児童クラブがあれ

ばどのようなものを、どのような業者から仕入

れているか可能な限りで教えてください。また、

現在、昼食を業者手配可能にしている児童クラ

ブがあるかどうか教えてください。 

おやつにつきましては、仕様書 P.7「5.(6)おやつ・昼食等」に記載のとおり、提供が必須と

なりますが、現時点においては市販の袋菓子等の提供を基本としています。 

おやつの仕入先等につきましては特に決まりはありません。 

昼食につきましては、原則児童が昼食を持参することとしており、現在昼食を業者手配に

しているところはありません。 

１５ 仕様書 P.10 (2)地域との交流・連携とありますが、現在大岱

小、もしくは本町児童館にて行われている行事

や交流会・ミーティングなどがあれば教えてく

ださい。また、東村山市で現在行われている子

育て支援について、児童館・児童クラブの運営

以外について詳しく教えていただくことは可能

でしょうか。 

本町児童館における行事等につきましては、例えば市内に 5 つある児童館が合同で開催す

る「あそぼう会」があり、今年度は 6 月 8 日（土曜）に富士見児童館・公民館・都立中央

公園において実施しました。その他の行事等につきましては当市ホームページ等でご確認

ください。 

また、当市の子育て支援につきましても当市ホームページ等でご確認ください。 

※参考 当市児童館に関する市ホームページ URL： 

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/jidokan/jidoukan_info/index.html 

１６ 提出書類 押印の種類の指定はあるか（実印のみ、認印 OK

など）。 

押印が必要な書類につきましては、募集要項 P.6 の提出書類一覧の「(5)印鑑登録証明書」

により登録のある実印を押印してください。 

１７ プレゼン プレゼン時は、あらかじめ提出した書類や資料

以外に「プレゼン用」としてその日に用意した

ものを使用することはできるのか。 

書類等の提出につきましては、募集要項 P.8「8.その他留意事項」に記載のとおり、提出期

限以降における書類の差し替え及び再提出は認められませんので、プレゼンテーションを

行う場合は、提出期限までに提出した書類を基に実施してください。 

なお、あらかじめ提出した書類の内容に基づき、「プレゼンテーション用」として作成した

資料をプレゼンテーション当日に使用することは可能です。 

１８ プレゼン プレゼン時の質問時間の上限は設定されている

のか。 

プレゼンテ―ション審査時の質問時間の上限は特段設けてありませんが、審査終了時間を

あらかじめ把握しておきたい場合等につきましては、第 2 次審査（プレゼンテーション審

査）参加の連絡を受けた後、事務局までお申し出ください。 
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１９ 放課後教室 大岱小で現在行われている放課後こども教室

は、2020 年以降も継続の予定でしょうか。児童

クラブが新設された場合、必ずしなければなら

ない放課後教室との連携はありますか。また、

大岱小では、現在何名ぐらいの児童が放課後教

室を利用されているでしょうか。希望者がいれ

ば放課後教室のボランティア員を、児童クラブ

の職員として採用を検討もしていますが（可能

な範囲で）、現在どのような方がボランティアを

されていますか。 

大岱小学校における放課後子ども教室につきましては、来年度以降も継続する予定です。

（担当：教育部社会教育課） 

大岱小学区域にある放課後子ども教室と本町児童館育成室（児童クラブ）との連携につき

ましては、現状においては、年に数回大岱小学校のグラウンド又は体育館を利用し一体的

に児童育成にあたる「交流会」などを行っています。その他に児童クラブが新設された場

合に放課後子ども教室と連携しなければならないことや注意が必要な点等につきまして

は、新・放課後子ども総合プランの内容や、当市の放課後子ども教室の特徴などを踏まえ、

事業者のこれまでの経験やノウハウを交えながら、必要と考えられる内容について自由に

ご提案ください。 

児童クラブを新設する 4 つの小学校における放課後子ども教室の現在の利用状況につきま

しては概ね次のとおりです。 

                令和元年 10 月時点 

小学校名 利用人数（日） 

回田小学校 未実施 

大岱小学校 20 人程度 

秋津小学校 60 人程度 

北山小学校 未実施 

放課後子ども教室のスタッフにつきましては、特段資格等の要件を設けてありませんが、

地域において様々な経歴を持つ方にご参画いただいており、主に市内在住の方が中心とな

ります。 

２０ 通勤 通勤に車を使用する場合、学校内の駐車場を使

用することはできるのか。 

各小学校のなかに児童クラブ職員用の駐車場はありません。 

２１ その他 各小学校において、職員向け駐車場の確保状況

について確認させて下さい。 

各小学校における職員向けの駐車場につきましては、「質疑回答２０番」のとおりです。 

なお、原動機付自転車（50cc バイク）、自転車等につきましては、駐輪場所等を各小学校
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と協議のうえご利用いただくことを検討しています。 

 


