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番号 項目 質疑内容 回答 

1 募集要項 P.3 

 
２．（３）指定管理料の予定上限金額 

障がい児受入れによる加配分の費用は指定

管理料予定上限金額に含まれますか？ 

 お見込みのとおり、指定管理料予定上限額に含まれております。 

2 募集要項 P.3 

 

 

 

２．（３）指定管理料の予定上限額 

【委託費の消費税の取り扱いについて】 

指定管理料の予定上限金額がそれぞれ「消

費税含む」と記載がございますが、消費税

法の規定によると、学童クラブ事業は非課

税事業ではないでしょうか。 

 指定管理者が、地方公共団体より収受する指定管理料については、施設の管理に対する役

務の提供の対価であることから、原則、全額が消費税の課税対象となります。 

一方で、ご指摘のとおり「放課後児童健全育成事業」は、児童福祉法と社会福祉事業法に基

づく第二種社会福祉事業に位置付けられ、非課税対象の事業となっていますが、「放課後児童

健全育成事業」と他業務の切り分けが困難な場合や、法人種別などにより、課税・非課税の扱

いは異なるため、事業者としての慎重かつ適切な判断に基づく積算をお願いするものです。 

また、指定管理料に関しての消費税の取り扱いは前述のとおりですが、指定管理料の上限

金額を算定するにあたって、個々の積算項目においては、明確に非課税と考えられる項目（保

険料）を除いて、適切な課税・非課税の判断が必要となります。 

これらのことを踏まえて、募集要項においては指定管理料の予定上限額に（消費税含む）と

しているものです。 

3 募集要項 P.3 ２．（３）指定管理料の予定上限金額 

指定管理料以外に何らかの予算措置（加

算）はありますか？ 

（障がい児・医療的ケア児 など） 

 指定管理料予定上限額には、障がい児加配、社会情勢の変化等による原油価格・物価高騰等

への対応経費、放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業（令和 4 年 8 月 1 日時点）に基づ

く職員の賃金改善に係る経費等が含まれています。 

 医療的ケア児については、説明会でもご案内したとおり、例えば看護師派遣のための人件

費等は、基本的にはその児童クラブに通いたいと希望する医療的ケア児がいた場合に初めて

発生する経費であるため、指定管理料の上限額には含めておりません。 

 従って、現時点において指定管理料以外に措置することを想定している予算はありません

が、国・都の補助金等や社会情勢の変化等の必要に応じて、市と指定管理者で協議のうえ検討

を行います。 
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番号 項目 質疑内容 回答 

4 募集要項 P.4 ４．参加資格 

当法人は、２０２３年４月から特定非営利

活動法人から法人移行を予定しておりま

す。法人の名称変更のみで理念や運営面に

関しましての変更はございません。そのよ

うな状況ですが、参加することは可能でし

ょうか？ 

 参加申し込み締切時点で、特定非営利活動法人であれば、募集要項 P.4 4.参加資格（１）

の要件に該当するものとして参加可能ですが、事業者の選定にあたっては、継続・安定的な運

営について、法人移行等に伴う影響やその詳細を踏まえたうえで、今後予定されている指定

管理者候補者選定委員会における資格審査の中での判断となりますので、ご応募いただく際

には、その点あらかじめご承知おきください。 

 また、申込書類とは別に、別途本件に係る関係書類等の追加提出を求める場合があります

ので、併せてご承知おきいただきますよう、お願いいたします。 

5 募集要項 P.6 

別紙 7-1～7-7 

５．（２）⑤申請書等の提出について 

【事業計画書の書式について】 

ページ数や使用フォントに定めはあります

か。必要に応じて行を追加することは可能

でしょうか。印刷は両面印刷でよろしいで

しょうか。 

 特段ページ数や使用フォントを定めてはおらず、必要に応じて行を追加していただくこと

や、任意様式を追加していただくことも可能ですが、その場合も趣旨を簡潔に記載すること

を旨としてください。また、別紙 7－1 から別紙 7－7 において記載を求めている事項につい

ては漏れのないよう具体的に記載してください。 

 印刷は両面印刷で構いません。 

6 募集要項 P.6 

 

５．（２）⑤申請書等の提出について 

【専門講師によるプログラムの提供につい

て】 

当社専門講師による英語教室等の企画提案

をする場合、「保育サービスに関する計

画」に含めることは可能でしょうか。保護

者徴収による「自主事業に関する計画」に

該当しますか。 

 英語教室等は、要求水準書等で示された放課後等における適切な遊び及び生活の場を提供

するという「放課後児童健全育成事業」を目的とした指定管理業務（市が実施を義務付ける業

務、市の求めに対して指定管理者が企画・提案した業務）の範囲外の業務にあたります。「保

育サービスに関する計画」とは分けて、「自主事業に関する計画」として記載してください。

また、指定管理者が、利用促進やサービス向上のために、自らのノウハウを活かし、自らの費

用で施設を使用して実施する事業は、すべて「自主事業」に該当します。 

7 募集要項 P.8 ６．（３）第２次審査（プレゼンテーショ

ン審査） 

 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」として作成したパワー

ポイント等による資料を印刷し、プレゼンテーション当日に使用、配付することは可能です。 
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番号 項目 質疑内容 回答 

【第二次審査（プレゼンテーション審査）

について】 

事業計画書の他にプレゼンテーション専用

のパワーポイント資料等の作成は可能でし

ょうか。また可能な場合、配付は可能でし

ょうか。 

 なお、書類については、募集要項 P.9「8.その他留意事項」（１）に記載のとおり、提出期

限以降における差し替え及び再提出は認められませんので、提出期限（令和４年 9月 12日午

後 5 時）までに提出した書類の内容を基に、これを超えない範囲の内容にてプレゼンテーシ

ョン資料を作成のうえ、実施してください（「プレゼンテーション用」資料はプレゼンテーシ

ョン当日に持ち込み、配付可能です。 

また、「プレゼンテーション用」資料についても、募集要項 P.6「⑤申請書等の提出につい

て イ 提出書類」の※に記載のとおり、事業者名、所在地、氏名等へのマスキング、自治体

名は都道府県名までとし、施設名等事業者を特定できる情報は表示しないでください。 

別途、事前に事務局にて確認させていただく場合があります。詳細は、書類審査を通過した

事業者にお知らせします。 

8 募集要項 P.12 

備品一覧 

 

第１野火止児童クラブは固定電話が含まれ

ていないため事業者負担で購入が必要とな

るのでしょうか？ 

 固定電話については、備品一覧に記載はありませんが、現在市で設置している固定電話の

名義変更を行ったうえでお使いいただけます。また、令和 5 年 4 月 1 日以降にかかる電話料

金（光熱水費）等は指定管理者の負担となります。 

9 要求水準書 P.5 

 

３．（６）経理について 

「固有の銀行口座を開設」とありますが、

収支を一元化する口座を新たに開設しなけ

ればならないとの事でしょうか 

 基本的には、当該施設での収支状況を明確にするために、野火止児童クラブとしての口座

開設を推奨いたしますが、収支口座について本部で一元管理をしている場合などはこの限り

ではありません。ただし、その場合においても、「当該施設としての収支」を明確にするよう、

帳簿等の整理をお願いします。また、適正な会計管理が行われているかについては、毎年度

「東村山市指定管理者管理運営評価協議会」によるモニタリング等を実施し評価を行ってい

ます。 

10 要求水準書 P.5 

 

３．（７）指定管理の開始に向けた開設準

備 

市がお考えの具体的な時期・期間はござい

ますでしょうか 

 令和 4年市議会 12 月定例会において指定の議決を得ることを前提といたしますと、指定の

議決後、令和 5 年 1 月から 3 月末にかけて、開設準備や協定等の締結に向けた市と指定管理

者の協議・調整を予定しております。 
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番号 項目 質疑内容 回答 

11 要求水準書 P.5 ３．（７）指定管理の開始に向けた開設準

備 

（８）指定管理業務の引継ぎ 

【開設準備・引継ぎについて】 

開設準備期間や人員配置などに定めはあり

ますでしょうか。開設準備に係る費用につ

いては、別途契約を締結する形でしょう

か。 

 開設準備期間の考え方については、回答 10のとおりです。 

 開設準備に係る費用及び引き継ぎ保育を実施する場合に係る費用については、指定管理者

として指定の議決を受けた後、市と協議することになりますが、市として別途契約を締結し、

費用負担を行うことは考えておりません。 

12 要求水準書 P.6 ４．（２）障がい児の受け入れ 

現在、障がい児の利用状況は？ 

障がい児は、1施設 2～3名受け入れている

ということだが、職員配置計画には加配職

員を盛り込むのでしょうか？ 

障がい児を受け入れた場合、何らかの予算

措置はありますか？ その場合の要件と金

額は？ 

個人情報保護の観点から、施設別の障がい児数の公表は控えさせていただきますが、参考

に令和 5 年 8 月 1 日現在の市内全 29 か所の児童クラブ（公営 24 か所・民営 5 か所）に在籍

する障がい児数は、41名、1施設あたり平均 1.4名となっております。 

 また、1施設あたりの最大受入の現状は 4名となっております。 

 職員配置計画については、（別紙 8-1及び 8-2参考資料）「事業積算書の内訳、算出基準等」

（３）支出 人件費≪注意点≫に記載のとおり、「児童の入会状況に寄らず、不足のない経費

を計上すること」としています。障がい児の受け入れについても、この考え方をもとに事業者

としての積算をお願いします。 

13 要求水準書 P.6 ４．（６）延長保育などの自主事業の実施 

【自主事業の利用料金の徴収方法につい

て】 

徴収方法について、口座引き落とし、現金

徴収などの定めはありますでしょうか。 

 徴収方法についての定めはありません。 

14 要求水準書 P.7 ５．（１）各施設の定員及び支援の単位 

① 児童の振り分けについて・・・２施設共

①第 1・第 2野火止児童クラブについては、同一事業者による運営となりますので、令和 5年

4月入会の申込時点では「第 1・第 2野火止児童クラブ」への一括したお申し込みとなります。



東村山市立児童館第１・第２野火止分室指定管理者候補者募集 【質疑回答】                    令和 4年 9月 8日更新 

子ども家庭部児童課 

5 

 

番号 項目 質疑内容 回答 

民営となった場合の児童の振り分けの基準

はございますか 

 

 

 

② 現状の児童構成（学年別）を教えて頂け

ますでしょうか（第一、第二） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 野火止小学校以外の施設利用の児童はい

ますか 

第 1・第 2への入会児童の配置につきましては、申込児童のこれまでの在籍状況や学年のバラ

ンス等を考慮し、市において行いますが、申し込み状況によってこれまでとは異なるクラブ

への入会（例：第 1 から第 2 へ）となったり、兄弟姉妹別々のクラブに入会（第 1 と第 2 に

分かれる）となる場合があります。 

 

②令和 4 年 4 月 1 日時点及び令和 4 年 8 月 1 日時点での第 1・第 2 野火止児童クラブの児童

構成は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③当該児童クラブは「野火止小学校」及び「大岱小学校」の児童の利用が優先される区域とな

っておりますが、入会希望の児童の状況により、優先区域外の小学校等からの受け入れも行

っています。令和 4 年 4 月 1 日時点及び令和 4 年 8 月 1 日時点での第 1・第 2 野火止児童ク

ラブ利用者の在籍小学校は以下のとおりです。 

児童クラブ別在籍数（令和4年8月1日現在） （単位：人）

　　　　　　　　学年

児童クラブ
1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 合計

第１野火止児童クラブ 16 21 9 6 2 4 58

第２野火止児童クラブ 18 8 6 8 5 0 45

児童クラブ別在籍数（令和4年4月1日現在） （単位：人）

　　　　　　　　学年

児童クラブ
1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 合計

第１野火止児童クラブ 15 24 11 6 2 4 62

第２野火止児童クラブ 17 8 6 8 4 0 43
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番号 項目 質疑内容 回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 要求水準書 P.7 

 

５．（２）職員配置基準 

「可能な限り任用」 

現状の職員の人件費をお教え頂けますでし

ょうか（第一） 

令和 4年 8月 1日現在 

〇会計年度任用職員専門職（児童クラブ指導員）  

＜月額報酬額（週 30時間）＞ 180,700円 

＜報酬加算（一時金）＞    夏季・冬季一時金 1.72月＋2万円 

 ※在職基準日において在職期間が 1月未満の場合は、以下のとおり支給額を調整 

 （報酬月額×支給月数＋20,000円）×100分の 40 

 

〇会計年度任用職員アシスタント職（児童クラブ補助員）  

＜報酬時間額＞  1,130円 

ただし、「可能な限り任用するよう努めてください。」としているのは、指定管理者へこれら

の雇用水準を遵守するよう求めているものではなく、令和 5 年 4 月より指定管理先において

雇用を希望する者があった場合には、指定管理者の採用基準や雇用条件等に基づき、当事者

間での協議を行ったうえで、雇用の機会を作るよう努めていただきたいという趣旨になりま

児童クラブ別 在籍小学校別児童数（令和4年8月1日現在）（単位：人）

　　　　　　　　学校

児童クラブ
野火止小学校 大岱小学校 合計

第１野火止児童クラブ 58 0 58

第２野火止児童クラブ 44 1 45

児童クラブ別 在籍小学校別児童数（令和4年4月1日現在）（単位：人）

　　　　　　　　学校

児童クラブ
野火止小学校 大岱小学校 合計

第１野火止児童クラブ 62 0 62

第２野火止児童クラブ 42 1 43



東村山市立児童館第１・第２野火止分室指定管理者候補者募集 【質疑回答】                    令和 4年 9月 8日更新 

子ども家庭部児童課 

7 

 

番号 項目 質疑内容 回答 

す。 

16 要求水準書 P.7 ５．（２）職員配置基準 

常勤職員が継続雇用を希望する場合、月給

及び賞与について教えてほしい 

 児童クラブ指導員（正規職員）は市の一般行政職（事務系・技術系・専門職系）の主任職に

該当し、勤務年数等に応じて個々に給与・賞与が異なります。 

 要求水準書 P.7（２）職員配置基準④にて常勤職員の勤務時間を週 35 時間以上としていま

すが、常勤職員の雇用条件の参考としては、回答 15の会計年度任用職員専門職の報酬月額と

週あたりの勤務時間を 1つの参考としてください。 

 

 ただし、「可能な限り任用するよう努めてください。」としている趣旨は、回答 15と同様に

なります。 

17 要求水準書 P.7 ５．（２）職員配置基準 

【職員配置基準について】 

① 常勤職員について、勤務時間が週 35時

間以上であれば、正社員・契約社員・アル

バイト等雇用形態の定めはないという認識

でよろしいでしょうか。 

 

② 通常時の出勤開始時間の定めはあります

でしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

①お見込みのとおり常勤職員について雇用形態までを定めるものではありませんが、継続安

定的な運営を担保するため、要求水準書 P.10「②指導員の継続雇用に係る育成計画等の策定」

にも記載のとおり、福利厚生を充実させるなど指導員が長期的に働くことができる環境のも

とでの雇用に努めてください。 

 

②出勤開始時間については、要求水準書 P.6「4.東村山市児童クラブの運営体制」（４）保育

時間に鑑み、P.7「5.第 1・第 2野火止児童クラブに求める運営体制」（２）職員配置基準を下

回らないよう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。 

 参考に、公営の第 1 野火止児童クラブにおける正規職員・会計年度任用職員（専門職）の

勤務シフト例を掲載します。 
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番号 項目 質疑内容 回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 土曜日の利用児童数が少ない場合、第１

と第２の児童クラブの合同保育は可能でし

ょうか。 

 

 

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、原則出席できるよう職

員体制を整えてください。現在は、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響で書面開催と

している場合もありますが、基本的に毎月第 1 水曜日に市内児童クラブの全体会議を、第 2

水曜日にブロック会議を、それぞれ 9時 30分より開催しています。 

更に、要求水準書 P.13「（１）市内児童館・その他児童クラブ等との連携」③に記載のとお

り、エリアで行う事業等（例：第 1野火止児童クラブで実施している「おひさま広場」）の実

施日には、市と協議のうえ、出勤時間を指定させていただく場合があります。 

 

③第１・第２野火止児童クラブはあくまで別の施設になりますので、合同保育は不可になり

ます。ただし、第１野火止児童クラブにおいては、２支援の施設となりますので、土曜日につ

いては、児童数が４５人以下の場合は 1 支援単位の配置基準（放課後児童支援員 3 名以上、

内 1名を除いて補助員可）で構いません。 

任用形態
勤務時間

（学校休業日等）
備考

正職員Ａ  8：30～18：00
土曜出勤の週は月

曜が週休日となる

月 水  9：30～18：00  8：30～18：00

火 木 金 13：00～18：00  8：30～18：00
土曜出勤の週は木

曜が週休日となる

土  9：30～18：00  8：30～18：00 4週に1回出勤

※会計年度任用職員（専門職）は週勤務時間30時間の定め有り。

※学校休業日等の勤務時間においては、シフト調整等により対応。

勤務時間

（通常時）

 9：15～18：00

会計年度任用職員

（専門職）Ｂ、Ｃ
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番号 項目 質疑内容 回答 

18 要求水準書 P.7 ５．（２）職員配置基準 

利用人数が少ない場合（延長保育時間、土

曜日保育など）、合同保育を行うことは可

能でしょうか？その場合、職員配置基準は

各３名の計６名配置に変わりはないでしょ

うか？ 

回答 17の③を参照してください。 

 

19 要求水準書 P.7 ５．（２）職員配置基準 

職員体制を検討するにあたり、現在の職員

の配置状況（常勤・非常勤・長期休暇期間

のみの非常勤 など）について教えてほし

い 

 現在公営で運営している第 1野火止児童クラブの職員配置状況について回答します。 

 第 2 野火止児童クラブの職員配置状況については、現指定管理者の事業運営上のノウハウ

にあたり、東村山市情報公開条例第 6条第 3号法人情報に該当するため非公開とします。 

 

〇第 1野火止児童クラブ（令和 4年 7月 1日現在） 

正規職員（主任職）1 名 

会計年度任用職員（専門職）2名 

会計年度任用職員（アシスタント職）11名 

※長期休業期間のみ勤務する会計年度任用職員（アシスタント職）はおりません。 

20 要求水準書 P.7 ５．（２）職員配置基準 

上記の非常勤の各職員の勤務時間・週の勤

務日数・所持資格・経験年数・現在の時給

単価を教えてほしい 

 回答 19でお示しした会計年度任用職員（アシスタント職）11 名について回答します。時給

単価については、回答 15を参照してください。 
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番号 項目 質疑内容 回答 

〇第 1野火止児童クラブ（令和 4年 7月勤務実績） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 要求水準書 P.7 ５．（２）職員配置基準⑧ 

① 現状の要支援児童の数を教えてください 

② 又、支援の程度も教えてください 

 

①回答 12を参照してください。 

②個人情報保護の観点から、支援の程度の公表は控えさせていただきます 

22 要求水準書 P.9 ６．（２）①児童の保育にかかる活動 

【児童の保育にかかる活動について】 

児童の自習等について使用する教材の指定

はありますでしょうか。 

特にありません。 

23 要求水準書 P.10 ６．（６）おやつ・昼食等 

【おやつの準備・提供について】 

 提案自体を否定するものではありませんが、現状、当市においては調理室が完備されてい

ないこと、衛生面やアレルギー対応等の課題から、「手作りおやつ」や「クッキング」等の調

No. 会計年度任用職員 勤務時間 勤務日数
放課後児童支援員

の資格有無

1 アシスタント職Ａ 13:30-18:00 3～4日/週 無し

2 アシスタント職Ｂ 13:00-17:30 3～5日/週 無し

3 アシスタント職Ｃ 13:15-17:45 3～4日/週 無し

4 アシスタント職Ｄ 13:00-17:30 3日/月 無し

5 アシスタント職Ｅ  8:30-12:00 2日/月 無し

6 アシスタント職Ｆ  8:30-17:00 2日/月 無し

7 アシスタント職Ｇ  9:00-17:00 3日/月 無し

8 アシスタント職Ｈ
 8:30-17:00

 又は 13:00-18:00
9日/月 無し

9 アシスタント職Ｉ 13:15-17:15 2日/月 無し

10 アシスタント職Ｊ 13:00-18:00 7日/月 無し

11 アシスタント職Ｋ  8:30-17:00 1日/月 無し
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番号 項目 質疑内容 回答 

手作りおやつの提供は可能でしょうか。ま

たクッキング等のイベントは提案可能でし

ょうか。 

理提供は、公営クラブを含むすべての児童クラブで実施しておりません。そのため、当市にお

いては、こうした提案が積極的な評価につながらず、指定後の協定締結の際にも実現に向け

た前向きな協議が行えない可能性が考えられます。 

24 要求水準書 P.10 ６．（６）おやつ・昼食等 

（今後、もし昼食提供を行った場合、）昼

食代に関する要件は何かありますか？ 

 昼食代に関する要件等は設定しておりません。 

25 要求水準書 P.12 ８．（２）児童出席表 

【児童出席表について】 

入退室管理システム等の導入予定はありま

すでしょうか。 

 現時点では、市としての導入予定はありませんが、自主事業としての提案を否定するもの

ではありません。 

26 要求水準書 P.13 ８．（７）指定管理料の実績報告等 

「※指定管理料の精算は行わない」 

見積り金額（指定管理料）と支出小計（実

績）の乖離が生じた場合の処理についてご

教示お願い致します 

 指定管理者が管理運営を行う上で生じた指定管理料の過不足については、原則、精算を行

いません。 

27 要求水準書 P.13 ９．保護者への支援・連携・情報共有 

今現在、第１・第２野火止児童クラブにお

いて、保護者会の有無について教えてくだ

さい。 

 令和 4年 8月時点で、「野火止児童クラブ保護者会」が組織されています。 

 また、当該保護者会は、第 1 野火止児童クラブ・第 2 野火止児童クラブを併せたものにな

ります。 

28 要求水準書 P.14 １０．（２）地域・学校等との交流・連携 

① 地域ボランティアによる支援は活発なの

 要求水準書 P.14「10.（２）地域との交流・連携」「（３）学校との連携」を併せた質問とし

て回答いたします。要求水準書に記載している連携の内容は、地域ボランティアに限定する
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番号 項目 質疑内容 回答 

でしょうか 

具体例など教えて頂けますでしょうか 

ものではなく、地域社会の一員として、児童クラブにも地域（民生委員や児童委員、自治会

等）、学校との関係づくりや密な連携を求めるものです。 

 また、当市の子育て支援全般につきましては、当市ホームページ等でご確認ください。 

※参考 当市子育て支援に関する市ホームページ URL： 

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

29 要求水準書 P.14

～16 

 

② 第１、第２で包括契約が可能であるもの

をご教示ください。（廃棄物処理、清

掃、保険など） 

令和 5 年 4 月以降は、指定管理者に第１・第 2 野火止児童クラブを一括して運営していた

だくため、運営にあたって包括契約が適当と指定管理者が判断したものについて、市が制限

をかけることはありません。従って、包括契約の分類については指定管理者の判断で決めて

いただいてかまいません。 

参考までに、公設施設として、第 1・第 2共に年 1回程度の設備保守点検（空調）、清掃（床・

ガラス）は市で包括施設管理委託を行っていますので、これらについては別途指定管理者で

の個別の契約は不要です。 

30 要求水準書 P.15 

 

１２．施設・備品等の維持管理⑥ 

頻度が毎日となっている業務は、職員によ

る対応と考えてよろしいでしょうか 

お見込みのとおりです。 

31 要求水準書 P.15 １２．施設・備品等の維持管理⑥ 

表内、施設及び備品等の保守点検はどのよ

うな整備・点検・清掃を想定していますで

しょうか。 

 保育室を中心とした施設設備の安全確認や、市の備品、指定管理者で設置した備品等の故

障・破損状況の点検・整備、施設内の毎日の清掃等を想定しています。 

32 要求水準書 P.15 １３．再委託の禁止 

【再委託について】 

英語教室等の企画提案を行う場合、再委託

 回答 6を参照してください。 

 英語教室等の実施については、「自主事業」の扱いになりますので、要求水準書で定める本

業務には該当しません。その場合、施設内に指定管理者以外の者が立ち入ることになるため、
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番号 項目 質疑内容 回答 

は可能でしょうか。グループ企業への再委

託の可能性も含めてご教示ください。 

個人情報保護や安全性の確保について、事前に市と協議が必要となり、再委託の内容によっ

ては、別途、市の個人情報保護運営審議会へ諮る必要があります。 

33 要求水準書 P.16 １４．（２）指定管理者が加入する保険 

市が指定する保険会社 

指定する保険会社と連絡先を教えて下さい 

保険の見積りを取りたいと考えております 

 令和 4 年 4 月 1 日現在で市が指定する保険会社は「東京海上日動火災保険株式会社」にな

ります。連絡先は各自でご確認ください。 

34 要求水準書 P.16 １５．緊急時の対応 

【緊急時の対応について】 

災害等緊急事態が発生した場合の保護者へ

の電話以外の連絡手段はありますでしょう

か。（メールシステムなど） 

 災害等緊急事態が発生した場合や、新型コロナウイルス感染症にかかる情報提供などにつ

いて、市の児童クラブではメール配信システムを導入しています（公営・民営問わず）。入会

時に各施設から保護者の方へ登録のお願いをしておりますが、登録はあくまで任意のため、

一部の未登録者への緊急時の連絡等については各施設において管理の徹底をお願いしていま

す。 

35 要求水準書 P.17 １６．市と指定管理者の責任分担 

今後、必要と思われる（又は計画してい

る）修繕等の予定はありますか？ 

 第 1・第 2 野火止児童クラブについては、現在のところ修繕の予定はありません。    

（ただし、第 2 野火止児童クラブの、１件 6 万円（税込）を超えない施設及び備品等の軽微

な修繕については、この限りではありません。） 

36 要求水準書 P.17 １６．市と指定管理者の責任分担 

光熱水費は、第 1及び第 2 の各クラブは現

在、それぞれの契約でしょうか？ 

今後、両クラブを運営する場合、一体的な

契約は可能ですか？ 

 第 1 野火止児童クラブは公営のため、市で他施設（児童クラブ以外も含む）と併せて包括

契約を行っています。第 2 野火止児童クラブは民営での運営を行っているため、指定管理料

の中に光熱水費についても含まれており、事業者において契約・支払いを行っています。 

 令和 5 年度 4 月以降は、第１・第 2 野火止児童クラブともに指定管理者に契約をお願いす

ることになりますので、契約の形式や契約先の電気会社等は指定管理者の判断でお決めいた

だいて構いません。 
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番号 項目 質疑内容 回答 

37 施設見学 

（施設に関する） 

避難経路 

入口以外の避難経路は、どこを想定してい

るのでしょうか 

 避難経路については、児童をお預かりする施設であることに鑑み、防犯上の観点から公表

しておりません。指定管理者として指定の議決を得た後に、指定管理者に対してお知らせい

たします。 

38 別紙 6 

事業実績の概要書 

民設民営園の場合、指定期間を特に設けて

いないため期間は開設年月日のみの記載で

差し支えないでしょうか。 

 申込日現在で運営中の場合は「期間：〇年〇月～現在に至る」とご記入ください。また、既

に閉所している場合などにおいては、閉所年月日もご記入ください。 

39 別紙 6 

事業実績の概要書 

期間については契約書内に記載されている

期間を記載すればよいでしょうか、再選定

を受けている場合(または数年ごとの契約

が生じる場合)は１番初めに委託を開始し

た日からさかのぼって期間の計算を行えば

よいのでしょうか。 

 

通算期間については契約書内に記載されて

いる期間を記載すればよいのでしょうか、

再選定を受けている場合(または数年ごと

の契約が生じる場合)は１番初めに委託を

開始した日からさかのぼって期間の計算を

行うのでしょうか。 

 お見込みのとおり、１番初めに委託（指定）を開始した日を「期間：〇年〇月」にご記入く

ださい。また終了日は、契約書内に記載されている期間の終了日で構いませんが、令和 4年 8

月現在より後になる場合は末尾に（予定）とご記入ください。 

 再選定を受けている場合（または数年ごとの契約が生じる場合）は、備考欄に再指定・契約

更新を受けている旨とその年月をご記入ください。 

 

通算期間については、１番初めに委託（指定）を開始した年月から、令和 4 年 8 月現在ま

での期間をご記入ください。 

 

（記入例） 

期間：平成 27年 4月～令和 7年 3月（予定） 通算期間：7年 5か月 

備考：令和 2年 4月より指定管理者として再指定 

40 別紙 7-1 

事業運営に関する

計画書 

書式、書体、文字のポイント数などの規定

はございますでしょうか。 

 回答 5を参照してください。 
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番号 項目 質疑内容 回答 

41 別紙 8-1及び 8-2

参考資料 

第１野火止児童クラブの修繕費実績をご教

示ください。 

〇第 1野火止児童クラブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 令和 4年度は 8月 31日現在での実績です。 

 

〇第 2野火止児童クラブ 

 

 

 

 

※ 平成 30 年度以降は指定管理者による運営となっているため、6 万円以下の修繕について

は指定管理者にて管理しております。 

※ 令和 4年度は 8月 31日現在での実績です。 

42 その他 【Wi-Fi等ネット環境について】 

現在のネット環境についてご教示くださ

い。 

ネット環境が完備されていない場合、指定

 公営の第 1野火止児童クラブについては、ネット環境はございません。 

 また、民営の第 2 野火止児童クラブのネット環境については、現事業者の判断にお任せし

ておりますが、指定期間終了後は、市へ現状復帰のうえ引き渡すのが基本となりますので、ネ

ット環境は完備されていない状況で、次期指定管理者へ引き継ぐ形になります。 

年度 内容 金額（円）

平成29 両開き玄関ドア戸車修繕
 12,960

平成30 なし 0

令和元 なし 0

換気設備修繕 30,800

門扉修繕 23,430

令和 3 門扉修繕 38,280

令和 4 フェンス修繕 858,000

令和 2

年度 内容 金額（円）

平成29 電話配線修繕 16,200

平成30～令和4 なし 0
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番号 項目 質疑内容 回答 

管理料に含めて整備は可能でしょうか。  ネット環境の整備費については、指定管理業務に係る提案の中で必要であれば指定管理料

に含めることは可能ですが、指定期間終了後には原状復帰のうえ市へ引き渡しを行っていた

だきますので、最終年度に撤収費用も指定管理料の中で見込んでください。 

43 その他 【児童の平均登所人数について】 

昨年の各児童クラブでの 1 日の平均登所児

童数をご教示ください。 

①平日・②土曜日・③夏季休業中 

 令和 3 年度の第 1・第 2 野火止児童クラブにおける一日の平均登所児童数は以下になりま

す。 

 

 

 

 

 

 

※ 指定管理業務要求水準書 P.6に記載の４.（４）保育時間内「学校休業日等」には、夏

季休業中のみならず、春季、冬季休業中並びに学校行事等による振替や学級閉鎖、災

害警報発令等による学校休業日も含みます。 

44 その他 保護者の送迎について、現在何かルールは

ありますか？ 

（〇学年以上は一人帰り可能、車両の送迎

不可など） 

 基本的に保護者の送迎は任意となっています（障がいのある児童の場合はこの限りではあ

りません）。また、延長保育を利用する場合は保護者のお迎えが必須となります。 

 車両の送迎については、全ての児童クラブでご遠慮いただいております。 

 

令和3年度 児童クラブ別一日平均通所児童数 （単位：人）

　

児童クラブ
月～金曜 土曜

夏季休業中

(土曜含む)

第１野火止児童クラブ 43 7 32

第２野火止児童クラブ 23 1 18

※ 児童数は小数点第1位を四捨五入して算出。


