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別紙５ 

令和４年９月１日 

質 疑 回 答 書 

 

事業名 我孫子市学童保育室及びあびっ子クラブ運営管理業務委託 

発注課名 我孫子市役所 子ども支援課 放課後対策・青少年係 

質      疑 回     答 

１ 一小と布佐小・布佐南小学童保育所の２つそ

れぞれの募集に参加する場合、それぞれで書

類を冊子にまとめ提出で宜しいでしょうか

ご教授ください。 

 

２ 一小と布佐小、布佐南小学童保育所の 2020

年・2021年においての、18時以降の平均利

用人数と土曜日の平均利用人数を学童保育

所ごとにご教授ください。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 一小と布佐小、布佐南小学童保育所に登録が

ある配慮が必要な児童数を学童保育所ごと

にご教授ください。 

 

４ 一小と布佐小、布佐南小あびっ子クラブの

2020年・2021年においての、平均参加人数

をご教授ください。 

 

 

５ 一小と布佐小、布佐南小学童保育所では、保

護者会は運営されていますでしょうかご教

授ください。 

 

６ 一小と布佐小、布佐南小学童保育所、あびっ

子クラブの職員数をそれぞれご教授くださ

い。 

 

 

１ お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

２ 18時以降の平均利用人数 

  2020年：一小 12.4人、布佐小 3.8人、 

布佐南小 1.9人 

  2021年：一小 12.1人、布佐小 4.4人、 

      布佐南小 3.5人 

  土曜日の平均利用人数 

  2020年：一小 0.4人、布佐小 4.1人 

      布佐南小 0.4人 

  2021年：一小 4.4人、布佐小 2.6人、 

      布佐南小 0.1人 

 

３ 一小：8人、布佐小：1人、布佐南小：2人 

  ただし、次年度を踏まえて現 1～5年生の人

数となります。 

 

４ 2020年：一小 13.6人、布佐小 9.1人、 

布佐南小 8.4人 

  2021年：一小 17.9人、布佐小 13.6人、 

      布佐南小 11.1人 

 

５ いずれも、「父母会」という団体名で学童保

育室を利用している保護者が運営していま

す。 

 

６ 一小：12人、布佐小：8人、布佐南小：7人 

  いずれも 9月 1日現在になります。当市の職

員は学童保育室とあびっ子クラブに勤務す

るため、それぞれではなく、１校ごとの配置

人数になります。 
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令和４年９月１日 

質 疑 回 答 書 

 

事業名 我孫子市学童保育室及びあびっ子クラブ運営管理業務委託 

発注課名 我孫子市役所 子ども支援課 放課後対策・青少年係 

質      疑 回     答 

７ 施設に設置予定の備品一覧などをお示しく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 職員用の駐車場はございますでしょうかご

教授ください。また、駐車場が有り、経費が

発生する場合は合わせて駐車場代もご教授

ください。 

 

９ 募集共通要項 P2.４（２）について、提出期

限は消印有効で 9月 14日（水）という認識

でよろしいでしょうか？ 

 

10 共通仕様書 P6.８②に記載のある、支援員の

体制人数については登録児童（定員）ではな

く、1日の利用者人数に対する配置人数とい

う認識でよろしいでしょうか？ 

７ 学童保育室 

冷蔵庫、座卓、食器類、洗濯機、掃除機、テ

レビ、DVDプレーヤー、電子レンジ、食器乾

燥機、プリンター、電話機、パソコン、消火

器、事務机、物置、ロッカー（職員用含む）、

カーテン、椅子、本棚、脚立、ホワイトボー

ド、さすまた、書庫、扇風機 

 

  あびっ子クラブ 

  冷蔵庫、掃除機、座卓、電話機、プリンター、

パソコン、消火器、事務机、物置、ロッカー、

カメラ、カーテン、椅子、脚立、ホワイトボ

ード、カプラ、さすまた 

 

  ※原則、現在設置している備品等は市の所有

物であるため、引き続き市の管理下で使用で

きます。破損した際の購入については、別途

協議事項になります。 

   なお、施設によっては、一部設置していな

い備品があります。 

 

８ いずれも職員用の駐車場はあります。一小の

み駐車場代が発生しています。月額 8,000円

×4台になります。市の契約期間は令和 5年

3月末までとなっています。 

 

９ お見込みのとおりです。 

 

 

 

10 お見込みのとおりです。 
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質      疑 回     答 

11 共通仕様書 P6.８②に記載のある、障害児や

特に配慮の必要な児童について、現在在籍す

る人数をご教示ください。 

 

12 共通仕様書 P6.８②に記載のある、障害児や

特に配慮の必要な児童が利用の場合に加配

する支援員の人件費に関しては、今回提示さ

れている本プロポーザルの予定価格に含ま

れているという認識でよろしいでしょう

か？ 

 

13 現在勤務されている職員について、役職ごと

に処遇（給与・手当内容及び金額・一時金の

有無・退職金の有無など）をご教示ください。

また、現在勤務されている職員について、引

継ぎは可能でしょうか。 

 

 

 

 

 

 

14 現在雇用されている職員数を役職別に（ｺｰﾃﾞ

ｨﾈｰﾀｰ、ﾘｰﾀﾞｰ、ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ、ｱｼｽﾀﾝﾄ等）ご教示

ください。また、職員の内、放課後児童支援

員の資格を有している数もご教示ください。 

 

 

 

 

 

11 質疑回答３をご確認ください。 

 

 

 

12 お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

 

 

13 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、ﾘｰﾀﾞｰ、ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ⇒時給 1,290

円から。社会保険加入。期末手当（年間 1.3

月分）、通勤手当有。 

ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ⇒時給 1,240円から。期末手当（年

間 1.3月分）、通勤手当有。 

ｱｼｽﾀﾝﾄ⇒時給 990円。通勤手当有。 

いずれの職種も退職金は有りません。 

引継ぎについて、現時点では令和 5年 4月に

本移行する前の令和 4年 12月から令和 5年 3

月までを引継ぎ期間として想定しています。 

 

14 一小：ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 1人、ﾘｰﾀﾞｰ⇒1人、ｱﾄﾞﾊﾞｲ

ｻﾞｰ⇒1人、ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ⇒3人、ｱｼｽﾀﾝﾄ⇒7人 

  ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、ﾘｰﾀﾞｰ、ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰは

全員有資格者、ｱｼｽﾀﾝﾄは 2名が有資格者にな

ります。 

  布佐小：ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 1人、ﾘｰﾀﾞｰ⇒1人、ｻﾌﾞﾘ

ｰﾀﾞｰ⇒3人、ｱｼｽﾀﾝﾄ⇒3人 

  ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、ﾘｰﾀﾞｰ、ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰは全員有資格者 

  布佐南小：ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ兼ﾘｰﾀﾞｰ⇒1人、ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞ

ｰ⇒3人、ｱｼｽﾀﾝﾄ⇒3人 

  ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ兼ﾘｰﾀﾞｰ、ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰは全員有資格者 
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質      疑 回     答 

15 ﾘｰﾀﾞｰやｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰは支援の単位ごとに配置が

必要でしょうか？ 

 

 

16 児童が怪我等した際の傷害保険に関しての

経費負担区分をご教示ください。 

  （委託者、受託者、保護者など） 

 

17 学童保育室に設置されている固定電話の経

費負担区分をご教示ください。（委託者、受

託者など） 

 

18 廃棄物処理に関する経費負担区分を粗大ご

み・日常ゴミなどの種別ごとにご教示くださ

い。（委託者、受託者など） 

 

19 現在の父母会の活動内容や頻度をご教示く

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 様式１～７に関して、記載するフォントやフ

ォントのサイズ・色などの変更は問題ないで

しょうか？また、様式の枠を広げることや各

様式下部に記載された注釈は削除すること

は問題ないでしょうか？ 

 

21 様式３－１に記載されている「それぞれの事

業毎に直近から５以内で記入のこと。」とあ

りますが、この５は「直近から５件以内で記

入」または「直近から５年以内で記入」どち

らに当たりますでしょうか。 

 

15 ﾘｰﾀﾞｰは、支援の単位ごとに必要とは考えて

いませんが、ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ（有資格者）は、支援

の単位ごとに配置が必要と考えます。 

 

16 すべて市が負担します。 

 

 

 

17 すべて市が負担します。 

 

 

 

18 原則、市が負担しますが、市に帰属しない物

等の廃棄にかかる経費は、受託者でご負担い

ただきます。 

 

19 活動内容について、市で詳細は把握していま

せんが、総会や役員決め、父母会費等の徴収

やスタッフによる学童保育室の様子報告等

と思われます。レクやイベントを開催してい

る保育室もあると伺ってます。 

開催頻度については、施設利用申請書を確認

すると、新型コロナウイルス感染症が流行す

る前は、1～2か月に1回程度の開催でしたが、

現在は年に 2～3回程度になっています。 

 

20 Ａ４用紙一枚に収まっていれば問題ありま

せん。様式 5-1のみ複数枚作成することが出

来ます。 

 

 

 

21 「直近から５件以内で記入」になります。 

 

 

 

 


