
令和４年２月１７日 
 

 

プロポーザル質疑書に対する回答について 

 

篠栗町役場こども育成課    

 

令和４年２月１０日まで、篠栗町立児童館指定管理者募集に関する質疑を受け付けたところ、以下

のとおりありましたので回答いたします。 

 質問 回答 

１ 再委託予定調書について 

応募様式集４ページの「提出書類一覧」は添

付書類として提出が必要でしょうか。 

募集要領７ページ(２)に記載がある提出書類

には、様式 No.7 の記載がありません。 

必須提出書類と任意提出書類を改めてお知ら

せいただけると幸いです。 

【指定管理者募集要領  ７ページ】 

【指定管理者応募様式集 ４ページ】 
 

募集要領７ページ（２）に記載のある提出書類に

様式 No.7 を追加し、全てを必須提出書類としま

す。 

２ プレゼンテーションについて 

プレゼンテーションで使用する資料は、事業 

計画書とは別にパワーポイントなどを使用し 

てもよろしいでしょうか。 

【指定管理者募集要領  １０ページ】 

書類等の提出につきましては、募集要領Ｐ９「14 

申請に関する留意事項(4)」に記載のとおり、提出

された書類の内容を変更することはできませんの

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、提出した書類の内容に基づき「プレゼンテ

ーション用」のパワーポイント資料をプレゼンテ

ーション当日に使用することは可能です。 

３ 自主事業収支予算について 

収入の欄に委託料の記載がありますが、外部 

講師を招いて実施する料理教室の講師謝金な 

ど、参加費用とは別に委託料を収入の一部と 

する自主事業の実施は可能でしょうか。 

【指定管理者 応募様式集  １１ページ】 

可能です。 

４ 納税証明書の証明期間、税目、書式 

証明期間は 2 年間と 3 年間どちらが必要でし 

ょうか？また、税目は「法人税」、「消費 

税」、「地方消費税」の 3 つでよろしいでし 

ょうか？その場合、証明書書式は「その１」 

と「その３の３」どちらが必要でしょうか？ 

法人税、消費税、法人事業税、地方消費税に

ついて直近 2 年分の納税証明書を提出してく

ださい。 

ただし、未納の税額がないことの証明であれ

ば、年度は問いません。 



【募集要領 P8 及び様式集「別紙 提出書類

一覧」】 

５ 財務状況の別紙 

本書式に添付する別紙は納税証明書と併せて

添付する決算書に代えることで添付を省略す

ることは可能でしょうか？ 

【様式３法人等の概要書】 

可能です。 

６ 現在運営している施設の記載 

当該部分への記載は様式 3 内の「8類似施設 

の管理実績」に別紙添付する任意様式実績一 

覧に代えることで省略することは可能でしょ 

うか？ 

【様式５事業計画書】 

可能です。 

７ 添付書類の確認 

添付書類の一番下の欄が納税証明書等のチェ

ック欄となっておりますが、こちらは企画提

案書（任意様式）及び価格見積書（任意様

式）の添付をチェックする欄という認識でよ

ろしいでしょうか？ 

【別紙 提出書類一覧】 

企画提案書及び価格見積書の添付をチェック

してください。 

８ 提出書類における重複部分についての確認 

応募に伴う提出書類の中で、様式５事業計画

書と任意様式の企画提案書において内容が重

複していると感じる部分（基本理念、体制

図、研修、個人情報保護など）がございます

が、貴町として、それぞれに求める内容が違

うなど、町の意図がございますでしょうか？

ある場合は、可能な限りご教示ください。 

【様式５事業計画書及び任意様式 企画提案

書】 

企画提案書は、プレゼンテーションで使用す

ることを想定していますので、事業計画書の

中から特に強みとなるところやアピールポイ

ント等を任意様式にて表現していただきたい

と考えています。 

９ 地域子育て支援拠点事業に関する配置人員に

ついて 

地域子育て支援拠点事業に関して、実施中は

専任で子育て支援員の配置が必要という認識

でよろしいでしょうか？ 

【仕様書 P6,7】 

実施中は常時 2 名の支援員を、児童館支援員

との兼務で配置しています。事業実施中の放

課後児童支援員との兼務はできません。 

１０ 施設利用者数について 

①日曜日一時保育 1 日平均利用者数及び利用

時間をご教示ください。 
            

②各放課後児童クラブの延長保育利用者数を 

通常月と拡大月でそれぞれご教示ください。 
            

③各児童館の合計年間利用者数（種別：乳幼 

児・小学生・中高生・保護者別など）※放課 

①平均３人、３時間 

②別紙をご参照ください。 

③仕様書別紙２‐③をご参照ください。 

 小学生のうち、「自由」と記載されている

のが、放課後児童クラブを除く利用児童で

す。 



後児童クラブ除く 

【応募要項、仕様書】 

１１ 特別な支援を必要とする児童の加配にかかる

人件費について 

受託者負担と記載がございますが、本業務の 

上限金額の積算においては何人分の支援員 

（年間勤務日数、1 日勤務時間数）を想定さ 

れていますか？ 
            

合わせて、各放課後児童クラブに在籍する要 

配慮児童数及び出席割合をご教示ください。 

【仕様書 P8. （２）支援員の加配について】 

別紙をご参照ください。 

１２ 放課後児童クラブ利用料について 

① 利用料に関しては、日割り等せずに登

録していたら利用日数に関わらず全額

徴収してもよろしいでしょうか。 
            

② 過去３年間の放課後児童クラブ利用料

金収入実績をご教示ください。 
 

【仕様書 P15.（５）③利用料金等の徴収事務

について】 
 

①篠栗町放課後児童クラブ条例第 11 条第６

項をご参照ください。 
 

②放課後児童クラブ保護者負担金 

令和 2 年度 10,265 千円 

令和元年度 11,075 千円 

平成 30 年度 11,363 千円 
 

１３ 現状の職員の雇用条件について 

現在の雇用条件の確保のため、給与（月額給

与、時間給）及び手当（通勤手当、賞与の有

無）、勤務時間、社会保険加入者数等をご教

示ください。 

【仕様書 P9.（８）支援員の継続雇用につい

て】 

別紙をご参照ください。 

１４ 放課後児童クラブの開所時間について 

土曜日及び春夏冬休み等の学校休校日につい

て午前 8 時 30～となっている箇所と午前 8

時～と、記載されている箇所がございます

が、これは児童館内にある児童クラブは 8：

30～開所で、それ以外の児童クラブは 8：00

～開所という認識でしょうか？ 

【仕様書 P6.②、仕様書 P12.（１）開所時間

と休業日】 

土曜日及び春夏冬休み等の学校休校日におけ

る放課後児童クラブの開所時間は午前８時で

す。 

８時 30 分は８時に修正します。 

１５ おやつ代について 

現在の仕様（1 食あたりの金額、実費もしく

は月額など）をご教示ください。 

【仕様書 P14.③利用者対応に関する業務 

ウ.おやつの導入について】 

おやつ代月額は 2,000 円です。 



１６ 放課後子ども教室の詳細について 

① 各小学校区における実施場所、実施時

間をご教示ください。また、参考まで

に現在の実施状況（各小学校区におけ

る実施日数、時間）をご教示くださ

い。 
            

② 協働活動支援員や体験活動スタッフは

指定管理者の直接雇用による配置人員

でしょうか？ボランティア等による配

置人員でしょうか？直接雇用の場合、

週に 1 回であることも鑑み、各小学校

区を兼任する形でもよろしいでしょう

か？ 
 

【仕様書 P15,16】 
 

①勢門小学校のみで実施 

 場所：３階和室及び２階多目的ルームを使  

用 

 時間：放課後から午後５時まで 

※コロナウイルス感染症の影響により、現在

は休止中です。 

 篠栗小学校及び北勢門小学校については、

新型コロナウイルス感染症が落ち着き次第開

始できるよう準備をお願いしたいと思ってい

ます。 
 

②有償ボランティアによる配置を考えていま

す。各小学校区を兼任することは可能です。 

１７ 傷害保険の加入について 

児童館においては児童の傷害保険の加入が仕

様に記載されておりますが、放課後児童クラ

ブ及び放課後子ども教室についての児童の傷

害保険加入は受益者である保護者負担という

認識でよろしいでしょうか。 

【仕様書】 

放課後児童クラブ及び放課後子ども教室につ

いては、保護者負担にてスポーツ安全保険へ

加入していただいています。 

１８ 過去３年間の保守管理費用について 

保守管理に係る費用実績をご教示ください。 

また修繕費に関してもご教示ください。 

【仕様書】 
 

保守管理費用 

令和 2 年度 4,167 千円 

令和元年度 3,998 千円 

平成 30 年度  5,007 千円 

修繕費 

令和 2 年度  273 千円 

令和元年度 1,198 千円 

平成 30 年度  866 千円 

 


