
質問書に係る回答書 

 

業務名  北広島市児童活動センター運営業務委託 

 

令和 5年 2月 9日 

番号 質問 回答 

１ 

「資料１ 北広島市児童活動センタ

ー運営業務の概要等について」の５．

活動内容案（１）①～⑥の活動は必須

なのでしょうか？ 

改正児童福祉法上の児童育成支援拠点事業の

中で左記①～⑥が位置付けられていることか

ら、包括的に実施していただく必要がありま

す。ただし、支援を常時提供しなければならな

いわけではなく、支援対象者から求められた際

に、確実に提供できる体制を整備していただけ

れば大丈夫です。 

２ 

旧銀行店舗のＡＴＭは、児童活動セ

ンター開設後も存続するのでしょう

か？ 

現在もＡＴＭは西の里地区の住民に多く利用

されており、児童活動センター開設後も存続し

ます。 

なお、ＡＴＭの区画と児童活動センターの区画

は完全に分離されております。 

 

３ 

スタッフが通勤で使用する自家用車

の駐車場所はあるのでしょうか？

（駐車場所がなければ、月極駐車場

などで借りる必要があるのでしょう

か？） 

 

ＡＴＭ利用者の駐車スペースを確保するため、

スタッフの自家用車は当該施設の駐車スペー

スではなく、近隣の市有地の臨時駐車場に停め

ることを想定しておりますので、月極駐車場を

借りる必要はないと考えております。 

 

４ 

「資料１ 北広島市児童活動センタ

ー運営業務の概要等について」の５．

活動内容案（１）④や⑤では関係機関

とのコラボレーションが想定される

が、メニューはすでに用意されてい

るのでしょうか？それとも、受託者

がいちから作り上げるのでしょう

か？ 

市で想定されるコラボレーションのメニュー

の基礎は用意する予定です。すでに食育支援で

提携を検討している事業者との接触を図って

いるほか、農業体験については、市内農業体験

施設との連携などを想定しております。 



５ 

放課後等の子どもの居場所支援（準

児童センター）について、１日に１０

名～２０名の利用を想定していると

いうことですが、事前登録制なので

しょうか？ 

自由来館の場合は、利用者への周知

は市のほうで行うのでしょうか？ 

準児童センターは自由来館であるため、事前登

録ではなく、来所時に台帳に氏名等を記載（簡

易な利用申請）してもらう形を想定しておりま

す。 

利用者への周知は開設前から市で行う予定で

す。 

 

６ 

保険のスペックは決まっているので

しょうか？ 

施設の管理瑕疵については、全国市長会市民賠

償補償保険が適用されることから、スタッフの

瑕疵による損害賠償への対応をお願いしたい

と考えておりますが、補償内容は特に定めてい

ないところです。 

 

７ 

限度額が定められていますが、金額

が動くことはあるでしょうか？ 

基本的には限度額の範囲内でお願いしたいと

考えておりますが、特殊事情などがある場合

は、協議事項となります。 

８ 

現在市内に通所型の学習支援を行う

施設はあるのでしょうか？ 

教育委員会との連携があると考えて

よいでしょうか？ 

東部地区に適応指導教室（R5.4.1から教育支援

センター）があります。 

学習・生活習慣等支援機能の部分については、

利用者の把握から利用中の情報共有など、教育

委員会とは密に連携をとる必要があると考え

ております。また、不登校の児童が当該施設を

利用した場合に通学扱いとなるよう各学校に

依頼をすることも想定しております。 

９ 

スタッフの事務用品はどこに置くの

でしょうか？ 

スタッフの事務スペースはあるので

しょうか？ 

 

平面図において事務室と記載をしているスペ

ースが事務スペースとなりますので、事務用品

などを配置していただくこととなります。 

なお、スタッフの私物はロッカー室で保管いた

だくことを想定しております。 

 



１０ 

非常口はあるのでしょうか？ 平面図において学習支援室と記載をしている

スペースの少し上側にポーチ口と記載をして

おりますが、この場所が非常用の出口となりま

す。 

１１ 

金庫の中の棚はそのまま残すのでし

ょうか？ 

金庫の扉は撤去するのでしょうか？ 

金庫の中のハンドル式の棚類はそのまま活用

する予定です。 

事故等がないように安全管理をしたうえで金

庫の扉を残し、この場所が銀行の金庫であった

ことを理解してもらいながら金融学習にも役

立てることを予定しております。 

 

１２ 

国道側の遮光ブラインドはそのまま

残すのでしょうか？ 

 

そのまま活用する予定です。 

 

１３ 

キッチンは二口のコンロになるので

しょうか？ 

ＩＨ式コンロを二口用意する予定です。 

１４ 

西の里地区の人口はどのくらいなの

でしょうか？ 

令和 4年 12月 31日現在で 6,639人（市全体で

は 57,352人）です。 

 



１５ 

子育て支援センターは西の里地区に

あるのでしょうか？ 

 

西の里地区においては、地域子育て支援センタ

ー「どんぐり」が西の里きらきら保育園内にあ

ります。 

 

１６ 

防火管理者は置くのでしょうか？ 消防法上防火管理者の設置が義務付けられて

いる収容人数に満たないため、当該施設につい

ては該当しません。 

１７ 

Ｗｉ－Ｆｉは設置するのでしょう

か？ 

フリーＷｉ－Ｆｉを想定しております。（プロ

バイダとの契約は受託者に行っていただきま

す） 

 

１８ 

フロアは長尺シートを張るのでしょ

うか？ 

 

クッションフロア（トイレ以外のフロア）と床

ビニルシート（トイレなど）の併用を想定して

おります。 

 

１９ 

仕様書 別表 1 における、「施設竣工

前まで」は、具体的におおよそいつ頃

までになる見込みでしょうか？ 

施設竣工は令和 5 年 7 月 14 日を予定しており

ますが、工事資材の搬入状況等により遅れる場

合もあり、現段階では確定事項ではありませ

ん。 



２０ 

仕様書 別表 1 における、「開設前ま

で」は、「2023年 8月 20日まで」と

いう認識でよろしいでしょうか？ 

開設が令和 5 年 8 月 21 日を予定しております

ので、開設前まではとは令和 5 年 8 月 20 日ま

でと理解していただいて結構です。（工事資材

の搬入状況等により遅れる場合は、別途協議さ

せていただきます） 

 

２１ 

当団体が既に行っている他事業を担

当している職員が、当該事業も一部

の時間帯について兼務する場合、給

与・社会保険料・労働保険料を勤務時

間数に応じて按分することは可能で

しょうか？ 

施設管理者は専任配置としていただきますが、

それ以外の職員で兼務される場合は按分の上、

当該事業に該当する分を計上していただいて

構わないと考えます。ただし、当該非営利団体

が主体的に事業を実施する上で支障のないよ

うお願いいたします。 

 

２２ 

実施要領 8 （1） エ 「指導体制（指

導方法、現場からの相談対応等）」は、

職員に対する指導・相談に関する体

制ということでよろしいでしょう

か？ 

職員に対する指導・相談に対する体制と理解し

ていただいて結構です。 

２３ 

仕様書 別表 3 における、「その他備

品購入費」で供与される備品には何

がありますか。冷蔵庫・ガスコンロ等

の調理機器、什器類、机椅子等は含ま

れますか？ 

市で用意する備品については、食育支援に必要

な冷蔵庫・ＩＨ式コンロ・食器類等の調理機器、

机・椅子・書棚（一部鍵付き）・ロッカー・コー

ト掛け・シュレッダー等の什器類が含まれてお

り、平面図においては破線で記載をしておりま

す。 

なお、ノートパソコンとプリンター（複合機）

については、受託者で対応していただくようお

願いいたします。 

また、遊具につきましては、受託者が決定した

のち、地域児童のアンケート結果などを踏ま

え、受託者との協議を経て市で購入する予定で

す。 

 



２４ 

仕様書 1 ページに開所日時の想定イ

メージがありますが、開館と閉館時

間はそのままで、学習・生活習慣等支

援や準児童センターのスケジュール

を変更することは可能でしょうか？ 

 

仕様書 1ページに記載したものはあくまでも想

定イメージでありますので、北広島市児童活動

センター条例及び同条例施行規則で定める開

館時間を遵守した上で、学習・生活習慣等支援

及び準児童センターのスケジュールを変更す

ることは可能です。ただし、学習・生活習慣等

支援の部分においては、不登校の児童の受入れ

も想定されることから、午前中の受入れについ

ても体制を整備していただくようお願いいた

します。 

 

２５ 

学習・生活習慣等支援対象の児童が

実際に利用決定するまで、関係機関

との調整等どのような流れを想定さ

れていますか？ 

また、どういった場合に利用終了と

なるかご教示ください。 

学習・生活習慣等支援の利用者受入れまでの流

れにつきましては、別紙フロー案に記載のとお

りです。 

２６ 

学習・生活習慣等支援の対象児童は 1

日通して利用する児童も想定されて

いますか。また、食事提供は昼食や補

食（おやつ）がメインになるかと認識

しておりますが、午前からくる児童

に必ず毎日昼食を提供する理解でよ

ろしいでしょうか。児童によっては

昼食を取らずに帰る児童もいる想定

でしょうか？ 

学習・生活習慣等支援の対象児童のうち、不登

校の児童については午前から昼を挟んで長い

場合は午後の利用も想定されるところです。 

食育支援については、午前利用で昼に帰宅する

児童に、必要に応じて携帯食（おにぎり等）を

渡すことなどを想定しております。 

また、午後利用で夕方帰宅する児童にも同様の

対応を考えております。 

なお、居場所にて食事の提供を含めた各種支援

を包括的に提供することを目的とした事業で

あるため、宅食により食事を提供することは不

可とします。 

２７ 

仕様書別表 3 の費用分担区分につい

て、手数料の中にある清掃費（それぞ

れの作業ごと）の想定金額を可能で

あればご教示ください。 

 

仕様書 7ページの別表 3費用分担区分のうち、

手数料につきましては、塵芥処理費及び清掃費

で年間 350千円を見込んでおります。 

 



学習・生活習慣等支援の利用者受入れまでのフロー（案）

受入確定

↓
関係機関へ情報共有

終わり

入りたくない

入りたい

体験入室

↓
保護者の意向確認

↓

※原則として

市外への転出、中学への進学、家庭環境が変わり支援が不要になった場合等に利用終了となる

（利用終了の場合でも、支援が必要な場合は関係機関に引き継ぐなどの措置あり）

利用者確定

R5.8月～

保護者

↓
子ども家庭課 要件のチェック

利用周知

R5.5月～

利用者選定

R5.6月～

↓
・福祉総合相談室●

・教育支援課●●●

・学校●●●●●●

・児童活動センター

など

保護者との面談、子ども家庭課＋α（関係機関）

ケース会議

子ども家庭課

保護者へ伝える

要件非該当

要件該当

ケース会議


