
 

 

 

令和３年１０月２１日 

質 疑 回 答 書 

 

事業名 
我孫子市ファミリーサポートセンター事業運営業務委託及び我孫子市休

日保育事業運営業務委託（単価契約） 

発注課名 我孫子市役所 保育課 子育て担当 

質      疑 回     答 

１ プロポーザル募集要項６.参加報酬及び契約

額（２）契約額１.我孫子市ファミリーサポー

トセンター事業についてですが、提供会員への

報酬は受託事業者の収入から支払う形でしょ

うか。 

 

２ プロポーザル募集要項６.参加報酬及び契約

額（２）契約額２.我孫子市休日保育事業につ

いてですが、提供会員への報酬は受託事業者の

収入から支払う形でしょうか。なお支払う場合

は、どのような支払い方法になりますでしょう

か。 

 

３ プロポーザル募集要項６.参加報酬及び契約

額（２）契約額２.我孫子市休日保育事業につ

いてですが、「事業者への手数料」は受託事業

者の収入になるのでしょうか。 

 

４ プロポーザル募集要項９.作成方法（３）事

業実績の概要についてですが、過去１０年間に

おいて業務を履行した事業とは、現在履行期間

中のものも対象に含まれるでしょうか。もしく

は満了したものに限りますでしょうか。また、

「保育・子育て支援事業」と「その他の事業」

がそれぞれ何を示しているのか、具体的に事業

例をご教示いただきたく存じます。 

 

 

 

1 報酬は、事前打ち合わせで決めた方法（日ご

と又は１ヶ月単位）により、利用会員から提供

会員へ直接支払う形になります。 

 

 

 

２ 提供会員への報酬は市から受託事業者へ支

払われる委託料の収入から支払います。 

受託事業者から提供会員への支払い方法は、

提供会員の口座への振り込みとなります。 

 

 

 

３ 受託事業者の収入になります。 

 

 

 

 

４ 事業実績の概要については、現在履行期間中

の事業も対象に含めてください。また、『保育・

子育て支援事業』とは、子ども・子育て支援法

（平成２４年法律第６５号）第５９条の規定に

より交付される「子ども・子育て支援交付金」

の交付対象となる１３事業のことを指してお

り、『その他の事業』はそれ以外の事業となり

ます。 

１３事業は次のとおりです。 

①利用者支援事業②延長保育事業③実費徴

収に係る補足給付を行う事業④多様な事業者

の参入促進・能力活用事業⑤放課後児童健全育

成事業⑥子育て短期支援事業⑦乳児家庭全戸

訪問事業⑧養育支援訪問事業⑨子どもを守る

地域ネットワーク機能強化事業⑩地域子育て

支援拠点事業⑪一時預かり事業⑫病児保育事

業⑬子育て援助活動支援事業（ファミリーサポ

ートセンター事業） 



 

 

質      疑 回     答 

５ プロポーザル募集要項９.作成方法（５）提

出部数等についてですが、片面印刷でよろしい

でしょうか。また、「⑩決算書の写し」及び「⑪

定款又は規約の写し」についてはホチキス留め

した冊子の中には含めず、別でご提出する形で

しょうか。 

 

６ 仕様書【１】共通項目１０.引継業務（２）

注意を要する家庭についてですが具体的にど

のような家庭なのかご教示ください。 

 

７ 仕様書【２】我孫子市ファミリーサポートセ

ンター事業１.実施場所（２）援助活動につい

て質問させていただきます。会員双方の合意が

ある場所とありますが、会員それぞれの自宅お

よび保育所・幼稚園・学童保育所・習い事の送

迎以外に想定できる場所をお示しください。 

 

８ 仕様書【２】我孫子市ファミリーサポートセ

ンター事業３.開設時間及び休業日についてで

すが、１月１日は休業日という解釈でよろしい

でしょうか。 

 

９ 仕様書【２】我孫子市ファミリーサポートセ

ンター事業４.職員の配置について質問させて

いただきます。３名程度ローテーション制とあ

りますが、常勤および非常勤職員は現在それぞ

れ何名配置されておりますか。また、職員一人

ひとりの平均稼働時間/月をお示しください。 

 

１０ 仕様書【２】我孫子市ファミリーサポート

センター事業４.職員の配置について質問させ

ていただきます。看護師資格を有する者が行う

事前打ち合わせの同席についてですが、「必要

に応じて」という場面は実際にどのような内容

の際に同席したのか事例をご教示ください。 

 

１１ 仕様書【２】我孫子市ファミリーサポート

センター事業４.職員の配置について質問させ

ていただきます。アドバイザーには、子育てに

ついて十分な経験を有した者を充てとありま

すが、十分な経験とは具体的にどのくらいの経

験があればよいのでしょうか。 

 

 

５ 募集要項で指定しておりませんので、片面又

は両面いずれの印刷方法でも問題ありません。 

また、「⑩決算書の写し」及び「⑪定款又は

規約の写し」は冊子に含めず、別でのご提出を

お願いいたします。 

 

 

６ 円滑な援助活動を行うために、合理的配慮等

が必要なご家庭の引継ぎを行うことを想定し

ています。 

 

７ 市としても、「会員それぞれの自宅および保

育園・幼稚園・学童保育室・習い事の送迎」を

想定しております。 

 

 

 

 

８ お見込みのとおりです。１月１日は「②国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する休日」に含まれます。 

 

 

９ 開設時間が長いため、３名程度のローテーシ

ョンを想定していますが、具体的には受託事業

者の裁量となります。ただし、開設時間内にセ

ンターの事務室内には常時１人以上を配置し、

窓口及び電話対応が可能な体制にしてくださ

い。 

 

１０ 病児・病後児の援助活動の実施に際し、

アレルギーに係る対応が必要な場合や合理

的配慮が必要な場合などで看護師資格を有

する者が事前打ち合わせに同席するのが適

当であるとアドバイザーが判断した場合で

す。 

 

１１ アドバイザーは会員からの申し込みに対

して子どもの性格、発達状況、居住場所、親の

生活状況等を考慮し、個々の子どもに最も適し

た保育サービスを提供できるように調整する

こととなります。そのため、市としては保育士

や幼稚園教諭、小学校教諭などの有資格者や子

育て経験のある方及び子育てに理解のある方

などを想定しています。 

 



 

 

質      疑 回     答 

１２ 仕様書【２】我孫子市ファミリーサポート

センター事業５.基本の業務について質問させ

ていただきます。【平成３１年度実績】の活動

件数が５，１０２件とありますが、兄弟を別々

にカウントせずに、兄弟を１カウントとして数

えると、活動件数は何件になりますでしょう

か。 

 

１３ 仕様書【２】我孫子市ファミリーサポート

センター事業５.基本の業務（３）入会金及び

年会費等の金銭の受領についてですが、現在は

会員一人あたりいくら徴収しているのでしょ

うか。また徴収方法はどのようにされていらっ

しゃるのでしょうか。 

 

１４ 仕様書【２】我孫子市ファミリーサポート

センター事業５.基本の業務（７）サブリーダ

ーとの連携とありますが、サブリーダーはどの

ような活動をしていらっしゃるのでしょうか。

また、月１回のサブリーダー会議の開催は平日

の日中に行っていらっしゃるのでしょうか。ま

た会議については無償での参加をしていただ

いているのでしょうか。 

 

 

１５ 仕様書【２】我孫子市ファミリーサポート

センター事業５.基本の業務（１）①提供会員

に心身ともに健康でとありますが自己判断で

宜しいのでしょうか。健康診断結果の提出など

必要でしょうか。 

 

１６ 仕様書【２】我孫子市ファミリーサポート

センター事業５.基本の業務（１）①提供会員

②利用会員にあります近隣市町とありますが、

現在近隣でご登録があります市町をお示しく

ださい。また、ご登録がない近隣市町で登録可

能な市町がございましたらご教示ください。 

 

１７ 仕様書【２】我孫子市ファミリーサポート

センター事業５.基本の業務（２）入会及び退

会等に関する会員登録の手続き並びに情報の

管理（３）入会金及び年会費等の金銭の受領並

びにその管理と記録（５）会員の相互援助活動

内容の把握、実績の管理及び市への報告につい

てですがそれぞれフォーマットがあるのかご

教示ください。 

１２ 兄弟を１カウントとしての集計は取って

おりません。 

 

 

 

 

 

 

１３ 金額は、「入会金 会員一人あたり ５０

０円」「年会費 会員一人あたり １，２０

０円」（年会費は利用会員のみで、途中入会は

月割りにより算定した額）となります。 

徴収方法は原則、我孫子市ファミリーサポー

トセンターの窓口での支払いとなります。 

 

１４ サブリーダーは、会員を対象に行う講習会

や交流会等の企画運営に参画するなど、会員相

互の交流及び連携を図っていただいています。 

月１回、サブリーダー会議を開催していただ

ければ日時は運営事業者の裁量の範囲内とな

ります。 

会議への参加について無償か有償かは仕様

書で規定していないため、運営事業者の裁量の

範囲内となります。 

 

１５ 現在は自己判断です。健康診断結果の提出

などは不要となっています。 

 

 

 

 

１６ 現在は柏市と茨城県北相馬郡利根町とな

っています。想定している近隣市は他に印西

市、取手市です。 

 

 

 

 

１７ それぞれについて、市で指定しているフォ

ーマットはありません。なお、ファミリーサポー

トセンターの会員管理ソフトとして、一般財団法

人女性労働協会が販売しているファミリーサポ

ートセンター向け会員管理ソフト「ファミサポく

ん」を使用しています。 



 

 

質      疑 回     答 

１８ 仕様書【２】我孫子市ファミリーサポート

センター事業５.基本の業務（１１）①医療ア

ドバイザー（医師）との連携とありますが、現

在はどちらの医療機関にお願いされていらっ

しゃるのでしょうか。 

 

１９ 仕様書【２】我孫子市ファミリーサポート

センター事業５.基本の業務（１１）②協力医

療機関との連携とありますが、協力医療機関は

具体的にどういった活動を行っていただくの

でしょうか。 

 

２０ 仕様書【２】我孫子市ファミリーサポート

センター事業５.基本の業務（１４）本事業に

関する補償保険について質問させていただき

ます。【令和２年度保険料】３７４，５２０円

とありますが、これは払い込んだ保険料の金額

という解釈でよろしいでしょうか。なお、①依

頼子供傷害保険②提供会員傷害保険③賠償責

任保険④研修・会合傷害保険⑤お見舞金制度に

ついて、それぞれ現在加入している保険会社及

び種類をお示しください。 

 

２１ 仕様書【２】我孫子市ファミリーサポート

センター事業５.基本の業務（１３）本事業に

関する広報活動①～⑤についてですがこれら

にかかる経費は契約額に含まれていますでし

ょうか。 

 

２２ 仕様書【２】我孫子市ファミリーサポート

センター事業８.費用負担についてですが、委

託運営費用にかかる費用項目について具体的

にお示しください。 

 

２３ 仕様書【２】我孫子市ファミリーサポート

センター事業１０.事業の運営に関する留意事

項（４）食品への注意及び指導について食事、

おやつ及び飲料等を提供した場合、後で利用会

員に請求をするのでしょうか。 

 

２４ 仕様書【３】我孫子市休日保育事業２.委

託方法につきまして質問をさせていただきま

す。ホームページには利用料が日額と記載され

ておりましたが、提供会員には１時間あたりの

単価契約となるのでしょうか。 

 

１８ 我孫子市内の小児科２院にお願いしてい

ます。 

  

 

 

 

１９ 我孫子市ファミリーサポートセンターは

病児・病後児の預かり保育等を行っているた

め、預かっている子どもの容態が急変するなど

不測の事態に備えて我孫子市医師会や小児救

急医療を行っている病院へ協力を依頼します。 

 

２０ 令和２年度保険料の３７４，５２０円は現

在の受託事業者が支払った保険料の金額とな

ります。この保険はファミリーサポートセンタ

ーを実施する自治体のための「地域子育て支援

補償保険」という保険で①から⑤まで含まれま

す。また一般財団法人女性労働協会を通じて申

し込みます。令和２年度の幹事保険会社は東京

海上日動火災保険㈱となります。 

 

 

 

２１ 契約額に含まれています。 

 

 

 

 

 

２２ 人件費（給与諸手当・法定福利費・福利厚

生費・通勤費）・事務費（消耗品費・印刷費・

通信費・旅費交通費・保険料・賃借料・備品購

入費など） 

 

２３ 利用会員が食事・おやつを提供会員に依頼

した場合は食事代・おやつ代を利用会員から提

供会員へお支払いいただきます。 

 

 

 

２４ 利用会員はホームページに記載した利用

料（日額）となりますが、提供会員への支払い

は１時間当たり９００円の単価契約となりま

す。ただし最初の 1時間以降の実績時間の端数

が３０分以下の場合、提供会員への報酬は１時

間当たりの半額となります。 



 

 

 

質      疑 回     答 

２５ 様式３事業実績の概要の「契約金額」につ

いてですが、例えば３年契約の施設であれば３

年間の契約総額の記入でよろしいでしょうか。 

 

２６ 様式４－３事業の課題に対する提案 課

題：３提供会員への講習会及び講師確保につい

てですが、現在年間でどのような講習を行って

いらっしゃいますでしょうか。また、現在講習

を請け負っている講師をお示しください。 

 

 

 

 

 

 

 

２７ 様式４－４事業の課題に対する提案 議

題４：職員の確保及び職員体制についてです

が、この職員というのはアドバイザーのことを

指していらっしゃるのでしょうか。 

 

２８ 様式６事業の実施計画についてですが、実

施区分欄に何を記載すべきなのか具体的にお

示しください。 

 

２９ 様式７職員体制についてですが採用見込

みの場合は、どのように記載すべきでしょう

か。 

 

３０ 様式８我孫子市ファミリーサポートセン

ター事業及び我孫子市休日保育事業に関わる

事項（事業予定地）についてですが、現在の実

施場所と同じでも問題ないでしょうか。 

 

３１ 様式９見積書について、３年間の金額を記

載する形で宜しいでしょうか。 

 

 

 

２５ ３年間の契約総額であることがわかるよ

うに記入していただきますようお願いいたし

ます。 

 

２６ 提供会員が相互援助活動開始前に受講す

る既定の講習会（子育て援助活動支援事業（フ

ァミリー・サポート・センター事業）の実施に

ついて（平成２６年５月２９日雇児発０５２９

第１７号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通

知）に準拠したもの）を年２回実施 

会員のスキルアップを図る講習会を年１回

以上実施 

講習はファミリーサポート事業を受託して

いる事業者が行うため、講師の選定も受託事業

者が行います。 

 

２７ アドバイザーも含まれます。その他必要と

思われる職員を確保し、仕様書どおりの業務を

行うための体制をどのように整えるかをご提

案ください。 

 

２８ 例えば「会員の募集」「入会説明会」や「講

習会」「会議」「交流会」などです。 

 

 

２９ 「氏名・年齢」欄に「採用見込み」等分か

るように記載してください。 

 

 

３０ 「現在の実施場所と同じ」でも問題ありま

せん。 

 

 

 

３１ 見積書は３年間の金額を記載します。 

また、「様式９見積書」について再度検討し

たところ、記載方法が明確でないため、様式を

変更いたします。 

  変更後の様式をホームページに掲載します

ので、ダウンロードしてください。 

 

 


