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杉戸町放課後児童クラブ指定管理者募集要項等に関する質問書への回答について 

 ※質問内容の要約や項目を取りまとめています。 

１ 募集要項 

項目（項目及び頁） 7ページ ６ 町と指定管理者のリスク分担 各種保険 

質問内容１ 
傷害保険等、今現在の保険料・補償内容を教えてください。 

また、保護者から保険料を徴収していますでしょうか？ 

回答内容１ 

現在、児童のケガ等の傷害保険は、1人当たり 724円の保険料を 375人

の定員数で加入し 271,500円を町が負担しております。補償内容は、死

亡・後遺障害 100万円、入院１日につき 1,500円、通院１日につき 1,000

円です。町への賠償についての賠償保険は、町の市町村会の保険での対

応となっております。 

なお、現在、保護者から傷害保険や賠償保険の保険料は徴しておりませ

ん。 

 

項目（項目及び頁） 
10ページ １１申請書類の提出等（1）申請書類 イ 

11ページ １１申請書類の提出等（3）留意事項 イ 

質問内容２ 

パワーポイントを使用して作成してもよろしいでしょうか。 

また、縦・横等の決まりはありますでしょうか。 

フォントや字体の指定はありますかでしょうか。 

回答内容２ 

パワーポイントの使用も可とします。 

また、縦方向や横方向の決まりは、ありません。 

フォントや字体の指定は、ありません。 

要項 11ページ（3）留意事項 「イ 申請書類は、日本工業規格Ａ列４

番の規格を使用するものとします。 

ただし、既に作成されている書類を添付書類として使用する場合は、他

のサイズを使用することが出来ます。」と記載しています。 

 

項目（項目及び頁） 10ページ １１申請書類の提出等（1）申請書類 カ、キ 

質問内容３ 町長が指定する事業年度とは何年度分でしょうか？ 

回答内容３ 

カ （様式１）杉戸町放課後児童クラブ指定管理者事業計画書１ページ 

決算（過去３年）の令和元年・平成 30年・平成 29年の３年度分となり

ます。 

キ （様式１）杉戸町放課後児童クラブ指定管理者事業計画書、（様式

２－１）杉戸町放課後児童クラブ指定管理者収支計画書（総括表）及び

（様式２－２）杉戸町放課後児童クラブ指定管理者収支計画書（令和 

年度）による令和３年度から令和７年度となります。 
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項目（項目及び頁） 10ページ １１申請書類の提出等（1）申請書類 カ 

質問内容４ 財産目録は、「株主資本等変動計算書」で代用できるか？ 

回答内容４ 

財産目録での保有する全ての資産（土地、建物、現金、預金等）及び全

ての負債（借入金等）について、「これらに準ずる書類（事業及び経営

の状況を明らかにする書類）」で網羅できれば代用は可能です。 

 

項目（項目及び頁） 10～11ページ １１申請書類の提出等（1）申請書類ク、ケ、サ 

質問内容５ 

ク 組織及び運営に関する事項を記載した書類は、法人組織図、定款も

しくは会社パンフレットでよろしいでしょうか。 

ケ 条例第８条３項に規定する指定管理業務の実施に関する計画を記載

した書類は、職員の育成・研修計画でよろしいでしょうか。 

該当する書類がない場合は提出しなくてよろしいでしょうか。 

どの条例を示しているのかご教示ください。また、具体的にどのような

書類を提出すべきかご教示ください。 

サ 団体等の概要を証明する書類は、会社パンフレットで差し支えない

かご教示ください。具体的にどのようなものを示しているのかご教示く

ださい。 

回答内容５ 

ク 法人組織図、定款もしくは会社パンフレットも可とします。 

ケ （杉戸町放課後児童クラブ）条例第８条３項に規定する指定管理業

務の実施に関する計画を記載した書類は、「放課後児童クラブ施設の維

持管理に関する業務」について、『（様式１）杉戸町放課後児童クラブ

指定管理者事業計画書 2 ページ ３ 施設及び設備等の維持管理につ

いて』を記入してください。 

サ 会社パンフレットを可とします。 

 

項目（項目及び頁） 11ページ １１申請書類の提出等（1）申請書類 コ 

質問内容６ 

地方税とあるが「地方消費税」のことでよいか？ 

「県税」「市税」ではないのですか？ 

上記「地方消費税」であれば下記様式、納税証明書「その３の３」でよ

いでしょうか？ 

上記納税証明書「その３の３」の場合、直近１年分ではなく過去全てに

対しての未納税額がないことの証明になるが問題ないでしょうか？ 

回答内容６ 

地方税は、都道府県税と市町村税があり、例として法人税等も含まれま

す。 

なお、『納税証明書「その３の３」「法人税」と「消費税及び地方消費

税」に未納の税額はないこと』による過去全ての未納税額がないことの

証明で問題はありません。 
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２ 様式１ 事業計画書 

項目（項目及び頁） 様式全般 

質問内容７ 

各項目を網羅していれば体裁等を加工しても構わないかご教示くださ

い。（ページ数制限、図、イラスト挿入、自社提案書フォーマット使用、

実績一覧の別添など） 

事業計画書に枚数制限はありますか。 

回答内容７ 
各項目を網羅していれば体裁等の加工は、可です。 

事業計画書の枚数制限はありません。 

 

項目（項目及び頁） 5ページ １７ 職員体制について 

質問内容８ 

(2)①の配置職員予定用は、９施設分作成する必要がありますでしょう

か。それとも具体的な振り分けは記載せずに現段階の配置予定者を記載

すればよろしいでしょうか。 

回答内容８ 事業者の意向等を記入してください。 

 

項目（項目及び頁） 6ページ １９ 職員の処遇改善について 

質問内容９ 
国が実施する処遇改善事業への対応とは、経験年数や研修実績等に応じ

た段階的な賃金改善の仕組み作成等という認識でよろしいでしょうか。 

回答内容９ お見込みのとおりです。 

 

３ 様式２－１ 収支計画書（総括表） 

資料名（募集要項等） 様式２－１ 収支計画書（総括表） 

項目（項目及び頁） 杉戸町放課後児童クラブ指定管理者収支計画書 

質問内容１０ 
支出についての項目に記載のない費用を想定する場合は、 

枠を増やしてもよいかご教示ください。 

回答内容１０ 枠を増やすことは可能です。 

 

４ 様式２－２ 収支計画書（令和  年度） 

項目（項目及び頁） 人件費、賃金 

質問内容１１ 賃金の職員賃金と、人件費の職員給与の違いをお示しください。 

回答内容１１ 
名称の違いのみであり、事業者での取り扱いにより賃金か人件費かによ

ります。 
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項目（項目及び頁） 燃料費 

質問内容１２ LPガスやガソリンの使用例と年間実績をお示しください。 

回答内容１２ 

LPガスは麦茶作成時の湯沸かしやおやつの皿洗い時に給湯機で使用し

ています。 

 

ガソリンは、教育総務課放課後児童クラブ担当にてクラブを訪問するた

めの町公用車の燃料費で、令和元年度は 46,138円です。  

クラブ名 Ｒ元年度ＬＰガス使用量 Ｒ元年度ＬＰガス料金 

内田 30.5ｍ3 32,991円 

内田第２ 22.2ｍ3 29,507円 

中央 15.2ｍ3 29,612円 

南 19.9ｍ3 32,020円 

西 19.1ｍ3 38,870円 

泉 23.9ｍ3 32,690円 

高野台 22.0ｍ3 30,430円 

合計 152.8ｍ3 223,120円 

 

項目（項目及び頁） 手数料 

質問内容１３ 細菌検査の具体例と、検査の基準等をお示しください。 

回答内容１３ 
現在、各クラブで毎月１名が検体（検便）の提出を行い、サルモネラ菌・

赤痢菌・腸管出血性大腸菌 O１５７の検査を行っています。 

 

項目（項目及び頁） 機械保守点検業務委託 

質問内容１４ 昨年度の業務委託実績（回数、金額、業者名）をお示しください。 

回答内容１４ 

過去に電気保守、空調設備・消防設備の保守による業務委託料の支出

は、ありません。校舎内にあるクラブの電気保守は、小学校で一括し

て行っております。 

 

項目（項目及び頁） （注）指定管理期間各年度（５か年分）の収支計画を作成すること 

質問内容１５ 
仮定として収支計画の内容が５年間同じ場合には、収支計画書は１枚

のみの作成、提出でよろしいでしょうか。 

回答内容１５ 

収支計画が５年間同じ場合は、収支計画書は１枚のみでも可能です

が、「令和３年度から令和７年度まで各年度額は同額」と欄外に明記

をしてください。 
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５ 業務仕様書 

項目（項目及び頁） 1ページ ３ 施設の内容 

質問内容１６ 学童保育所のネット環境等について教えてください。 

回答内容１６ 

現在、各放課後児童クラブにネット環境は整備していなく、町から支援

統括員へノートパソコンを各１台配置しております。（ノートパソコン

はワードとエクセルのみ。印刷は各クラブで出来なく、生涯学習センタ

ー事務室内で USBにて印刷をしています。）  

指定管理者導入時にネット環境を整備する場合は、指定管理者の費用と

なります。 

 

項目（項目及び頁） 1ページ ５ 管理業務の内容 （1）クラブの運営に関する業務 

質問内容１７ 
学童での行事実施における学校施設の使用の可否及び範囲について教

えてください。 

回答内容１７ 

放課後児童クラブの行事での学校施設の使用については、事前に教育総

務課放課後児童クラブ担当と学校にて協議し、クラブによって夏休み中

に体育館・体育館ミィーティングルーム、図書室等を借用しております。 

 

項目（項目及び頁） 2ページ ５ 管理業務の内容 (1)エ 間食等の提供に関すること 

質問内容１８ 
おやつの発注は指定管理になった場合はどのように 

行ったらよいのでしょうか。 

回答内容１８ 

現在のおやつは、町内事業者の井上菓子店（饅頭・団子等）及び丸井酒

店（袋菓子）、コープ（袋菓子）、ヤクルト（乳製品・飲料）に月毎に

献立と数量を発注書で FAX及び来庁による手渡し（コープ）をしており

ます。 

指定管理時においても継続的な発注について、努めてください。 

 

項目（項目及び頁） 2ページ ５ 管理業務の内容 (1)エ 間食等の提供に関すること 

質問内容１９ 

間食のメニューは町で決めているとのことでしたが受託した場合は、メ

ニューはどこまで変更してよろしいでしょうか。ある程度の基準をお示

しください。 

回答内容１９ 

現在のメニューは、日ごとに飲料等や甘い系及び塩っぱい系の物を提供

しております。 

指定管理時においても継続的なメニュー作成について、努めてくださ

い。 
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項目（項目及び頁） 2ページ ５ 管理業務の内容 (1)エ 間食等の提供に関すること 

質問内容２０ 
間食時に使用する食器等を指定管理者が変更することは可能でしょう

か。例えば、コレールの使用をやめプラスチック製にするなど。 

回答内容２０ 
町と協議し食器等の変更は可能ですが、食器乾燥機を使用しているた

め、変更する食器等の耐久性等を考慮してください。 

 

項目（項目及び頁） 2ページ ５管理業務の内容（1）オについて 

質問内容２１ 
「施設・設備の貸し出しに関すること」と記載がありますが、具体的に

どのように関することかご教示ください。 

回答内容２１ 
過去にテーブル等の備品をＰＴＡ等の団体に貸し出したことがありま

す。 

 

項目（項目及び頁） 2ページ ５管理業務の内容（２）イについて 

質問内容２２ 
害虫駆除及び植栽の管理とありますが、内容及び費用の発生の有無につ

いてご教示ください。 

回答内容２２ 
現在、害虫駆除で蟻の対応及び低木の管理や除草を会計年度任用職員が

行い、費用は発生しておりません。 

 

項目（項目及び頁） 2ページ ６ 業務基準 （1）保育時間 

質問内容２３ 
土曜日や午後５時以降において、児童の利用がなければ閉室、児童が帰

宅すれは閉室ということは可能でしょうか。 

回答内容２３ 児童の利用がない時や降室すれば閉室は可能です。 
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項目（項目及び頁） 3ページ ６ 業務基準 （4）放課後児童支援員等の配置 イ 

質問内容２４ 

支援員の配置人数は、２０名以上となった場合に、支援員２名と補助員

１名で３名という認識でよろしいでしょうか。 また６０名定員が、弾

力化定員で 1.2倍の７２名になった場合においても、置人数は３名と考

えてよろしいでしょうか。 

回答内容２４ 

登室児童数１９人までに対し２人以上、２０人以上は３人以上としてく

ださい。なお、１人以外は放課後児童支援補助員（資格なし）を含める

対応も可とする。 

施設の形状や支援の単位を考慮のうえ配置を考えてください。 

※職員の配置に当たっては、「質」を重視した人材の確保に努める 

とともに「保育の継続性」を重視し、児童や保護者に動揺を与え 

ないよう十分に配慮してください。 

業務仕様書 4ページ（9）職員の雇用 指定管理者は、現在、町の会計

年度任用職員として勤務している支援員等について、本人が希望する場

合、雇用の継続を考慮すること。 

 

令和２年９月１日時点の支援員等の登録人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ名 登録人数 

（シルバー派遣含む） 

内田 ９人（シルバー2人） 

内田第２ ６人 

中央 ９人 

南 ５人 

西 ８人 

泉 ４人 

高野台 ８人（シルバー2人） 

合計 ４９人 

 

項目（項目及び頁） 5ページ ９ 報告 （3）間食料報告書 

質問内容２５ 
間食料の報告書はどのように出せばよろしいでしょうか。提出媒体は、

紙とデータのどちらになりますでしょうか。 

回答内容２５ 間食料報告書は、紙で提出してください。 

 

項目（項目及び頁） 6ページ １１ その他（消耗品等） 

質問内容２６ 

ここに記載されている 5,000 円～10,000 円／年度は、支援員統括が消

耗品を購入する際の消耗品費額という認識でよろしいでしょうか。収支

計画書に記載されている消耗品費と分けて考えてよろしいでしょうか。 

回答内容２６ 
支援統括員が資金前途による早急な現金購入が出来るものであり、他の

消耗品購入も含めて、収支計画書の消耗品費に記入してください。 
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６ 指定管理料の年間目安額、業務仕様書 

項目（項目及び頁） 
人件費 

4ページ ６ 業務基準（9）職員の雇用について 

質問内容２７ 

職員の継続雇用の観点から現在の統括責任者・支援員・補助員の給与ベ

ースをご教示下さい。 

現在勤務されている職員の月給（賞与額）・時給・勤務時間等について

ご教示ください。また、社会保険加入者の人数をご教示ください。 

回答内容２７ 

令和２年９月１日時点の任用者の報酬 

支援統括員（7人：週 35時間勤務） 

8,762円／日額：1人、9,172円／日額：1人、 

9,346円／日額：1人、9,405円／日額：4人 

  支援員（17人）1,008円／時間：2人、1,050円／時間：2人、 

1,080円／時間：1人、1,100円／時間：1人、 

1,152円／時間：1人、1,169円／時間：1人、 

1,186円／時間：1人、1,240円／時間：1人、 

1,251円／時間：1人、1,273円／時間：6人 

  補助員（21人）951円／時間：18人、1,008円／時間：1人、 

          1,080円／時間：2人 

社会保険加入者は支援員 3名で週 25時間以内、未加入者は週 19時間以

内や週 15時間以内等です。 

会計年度任用職員の期末手当は、年 2.6月（初年度は 1.69月）が支給

され、令和２年６月２１日の支給額は初年度の0.39月で合計1,410,311

円です。 

 

７ 別紙１ 放課後児童クラブ概要 

項目（項目及び頁） （３）支援員等 アとイ 

質問内容２８ 

放課後児童支援統括：各クラブ 1名となっておりますが、中央放課後児

童クラブ、西放課後児童クラブ、内田児童クラブなど複数ある児童クラ

ブは施設毎に 1名配置なのか？ 

回答内容２８ 

令和３年４月に９クラブで各クラブに支援統括員 1名配置を考慮し、合

計９名は必要となります。 
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項目（項目及び頁） （３）支援員等 

質問内容２９ 現在の平日配置と土曜日の職員配置及び時間をご教示ください。 

回答内容２９ 

令和２年９月１日時点の勤務者数 

（登室児童数により変動があります。） 
 

クラブ名 平日 

（15時～19時） 

土曜日 

（８時～１７時） 

内田 ６人 １人又は２人 

内田第２ ５人 １人 

中央 ６人 １人又は２人 

南 ３人 １人 

西 ７人 １人又は２人 

泉 ３人 １人 

高野台 ５人 １人 

 

項目（項目及び頁） （３）支援員等 

質問内容３０ 現在勤めている職員の資格取得状況をご教示ください。 

回答内容３０ 

令和２年９月１日時点の資格取得者数等 

 

 

クラブ名 登録人数 

（シルバー派遣含む） 

うち放課後児童支援員認定

資格（県の研修修了者） 

内田 ９人（シルバー2人） ５人 

内田第２ ６人 ５人 

中央 ９人 ３人 

南 ５人 ４人 

西 ８人 ４人 

泉 ４人 ３人 

高野台 ８人（シルバー2人） ３人 

合計 ４９人 ２７人 
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８ 別紙１ 放課後児童クラブ概要、業務仕様書 

項目（項目及び頁） 

 

１放課後児童クラブ概要 （２）保護者負担金 イ 

2ページ エ 間食等の提供に関すること 

質問内容３１ 

現在おやつ代に関しては、現金回収ですか？ 

または口座引き落としですか？ 

間食料の徴収の仕方に決まりはありますでしょうか（クラブ持参など） 

もし決まりがない場合は企画書にて提案することは可能でしょうか 

回答内容３１ 

現在、おやつ代は原則口座引き落としですが、指定金融機関の農協の通

帳作成に時間を要している方や口座引落が出来なかった方については、

納付書にて現金を農協に振り込みしていただいております。 

９ 危機管理・安全対策マニュアルについて 

資料名（募集要項等） 危機管理・安全対策マニュアルについて 

項目（項目及び頁） ３ 地震・災害等への対応について 

質問内容３２ 
新型コロナウイルス対応、台風、地震等により影響を受けた場合の学童

の開所、休所、閉所の現状における判断基準を教えてください。 

回答内容３２ 

新型コロナウイルス感染症による町立小学校において、在校児童や職員

が新型コロナウイルスに罹患した場合又は地域で感染が拡大している

場合は、小学校が臨時休業することとなり、これに伴い放課後児童クラ

ブも休室となります。 

台風・大雨・大雪等により小学校が休校となる場合に、放課後児童クラ

ブは、状況により１日保育の午前７時３０分からの開室とします。なお、

気象状況等によって保育に危険が生じる場合は休室となります。  

 


