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糸島市放課後児童クラブ 指定管理者申込にかかる提出書類一覧 

◆提出書類はすべて A4サイズとする。※A３サイズを折り込むことは可。 

◆ページ番号及び下記の番号を付したインデックスを付けること。 

◆原本 1部、コピーを 8部提出すること。（コピーは法人名をが分からないようにすること） 

番号 提出書類 備考 

１ 
糸島市放課後児童クラブ指定管理

者指定申請書 
・様式第１号 

２ 
申込法人の定款又は寄附行為の写

し 
 

３ 登記事項証明書 

・法務局発行の「現在事項全部証明書」（履歴事

項全部証明書でも可） 

・発行後３か月以内の原本であること。 

４ 企画提案書 

・内容に別記の事項に関する説明を含むこと。 

・A4サイズ 30ページ以内（A3を折り込む場合は

2ページに換算する。） 

５  見積書 

・様式第２号を利用 

・４の企画提案書の内容に沿った事業を実施した

際の収入及び支出の明細を示すこと。 

・見積額には、障がい児加配にかかる経費及び利

用料金減免にかかる損失補填分を含み、単年度分

を示すこと。 

６ 
令和３年度の事業計画書及び収支

予算書又はこれらに相当する書類 
・法人の事業にかかる事業計画 

７ 

令和２年度の事業報告書、収支計

算書（決算書）、貸借対照表、財産

目録又はこれらに相当する書類 

 

９ 役員名簿 
・氏名、氏名のふりがな、生年月日、性別、役職

に関する事項を記載した書類 

10 申込法人の概要、業務の概要 

・設立趣旨、経営理念、事業経歴、他自治体での

実績、事務所及び事業所の所在地一覧表、事業内

容パンフレットなど 

11 
法人税、消費税、地方消費税、糸

島市税の納税証明書 

法人税、消費税、地方消費税、糸島市税 

・税務署（法人税・消費税・地方消費税） 

・市区町村（法人市民税） 

・取得可能な最新年度のもの、かつ発行後３か月

以内の原本であること。 

12 宣誓書兼承諾書 ・様式第３号 
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【別記】 

４ 企画提案書に盛り込む事項 

  評価項目 内容 評価の視点 

1 

児童福祉事業に対す

る熱意や識見、過去

の実績、経営の安定

性等を有しているこ

と。 

(1)申請理由について 

本市の児童クラブ運営を受託する理由

が、単なる利益追求のみではなく、児童

福祉事業に対する熱意があるか。 

(2)児童クラブにかかる

運営方針について 

放課後児童健全育成事業の社会的役割

を認識しているか。 

(3)会社概要について 

児童クラブの運営にふさわしくないよ

うな点や運営能力に疑義が生じるよう

な点がないか。 

(4)これまでの事業実績

について 

過去の放課後児童クラブ事業の運営実

績が十分か。 

(5)利用者（児童・保護

者）に対する基本的な考

え方について 

児童やその保護者を放課後児童クラブ

サービスの受益者として十分に認識し

ているか。 

(6)経営に関する基本的

な考え方・経営基盤につ

いて 

受託する 5年間はもちろん、その先、将

来にわたって安定的な経営を行えるか。 

2 

児童クラブの運営に

当たって、公共性及

び公平性が担保で

き、収支を含めて事

業内容が公正で、透

明性が保てること。 

(7)事業の公共性の担保

について 

放課後児童健全育成事業が市が実施す

る公共事業であることを十分に認識し

ているか。 

(8)夏季臨時入所などの

一時的な入所希望者数

増への対応について 

市の求めに応じて、クラブ増設などの臨

時的な措置に対応することが可能か。 

(9)障がい児の受け入れ

に関する考え方や具体

的な方法について 

障がい児を受け入れることに対する考

え方が適切か、また、具体的な受入体制

を取ることが可能か。 

(10)事業計画（行事計

画）及び予算・決算につ

いて 

どのような事業（行事）を実施するのか、

それにかかる経費はいくらぐらいなの

か。また、市への情報提供への考え方が

明確か。 

3 

指定管理者が行うべ

き管理運営業務を適

切に認識し、行うこ

とができること。 

(11)指定管理者が行う

べき業務への考え方に

ついて 

指定管理者にかかる法的な位置付けや、

指定管理者として行うべき業務内容や

権限をしっかりと認識しているか。 

(12)放課後児童クラブ

事業にかかる組織体制

について 

放課後児童クラブ事業を指定管理者と

して実施する組織体制が整っているか。 
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(13)事務局機能の確保

（事務所の市内への設

置）について 

保護者からの入・退所の申請受付や問い

合わせ対応、利用料金の徴収、支援員等

の支援などがより迅速かつ円滑に行え

るよう事務局機能の重要性を認識し、確

保する意思を示しているか。 

4 

支援員等の十分な確

保及び適切な配置、

並びに人材育成が適

切に行えること。 

(14)支援員等の確保の

方法、見込みについて 

事業開始前までに支援員等を確保する

ことができるか。現実的な確保方策が示

されているか。 

(15)支援員等の地元採

用の意向について 

支援員等の地元優先採用の意向がある

か。具体的な方針や方法が示されている

か。 

(16)支援員等の報酬・賃

金・手当、勤務条件、社

会保険等について 

優秀な人材を集められるよう、適切な報

酬・賃金・各種手当、勤務条件、社会保

険、福利厚生などを提供することができ

るか。 

(17)支援員等の管理及

び配置計画について 

市内 29の児童クラブ事業を実施するに

当たり、適切に支援員等を管理する体制

が整っているか。また、市が求める基準

の配置が可能か。 

(18)支援員等の人材育

成の方法、研修計画につ

いて 

支援員等の資質向上のための人材育成

方法を考え、研修をきちんと実施できる

か。 

5 

施設、設備、備品等

の維持・管理、衛生

管理を適切に行う能

力（資金的・人的）

を有していること。 

(19)施設の維持管理に

関する考え方と具体的

方法について 

施設を維持管理することに対して、その

役割をきちんと認識し、市が仕様書の中

で求める水準の維持管理を行うための

具体的な方法を示しているか。 

・点検業務（日常・定期） 

・清掃業務（日常・定期） 

(20)備品や消耗品の維

持管理、購入方針につい

て 

児童クラブ運営に必要な備品や消耗品

の購入を行う意思があり、具体的な購入

方針を示すことができるか。 

(21)衛生管理に関する

考え方と具体的方法に

ついて 

おやつの提供をはじめ、施設の衛生管理

などの考え方や具体的な方法が示され

ているか。 

6 

児童クラブの運営及

び施設の維持管理に

係る経費の縮減が十

分に図られ、かつサ

(22)児童の保育に関す

る考え方と具体的な方

法・工夫について 

児童クラブ事業の基本である児童を安

全かつ快適に保育することに関する考

え方や、具体的な方法、工夫が示されて

いるか。 



4 

 

ービス向上の工夫が

あること。 

(23)行政直営と比較し

て、より質の高いサービ

スを提供できる点につ

いて 

行政が直営で児童クラブ運営を行うよ

りも質の高いサービスが確実に提供で

きるか。 

(24)行政直営と比較し

て、経費がより縮減でき

る点について 

行政が直営で児童クラブ運営を行うよ

りも経費を確実に縮減できるか。 

(25)付加（独自）サービ

スに対する考え方、内

容、提供の見込みについ

て 

放課後児童健全育成事業の範囲内での

サービス及びそれを超えた独自サービ

スの提供を行えるか。 

7 

危機管理能力、緊急

時の対応能力、損害

賠償責任能力を有す

ること。 

(26)児童に対する安全

管理、並びに事故発生、

児童のケガ、病気等への

対応に関する考え方と

具体的方法について 

児童を安全に保育することへの基本的

な考え方や具体的な方法、万が一事故に

よるケガや病気が発生したときの対応

を示しているか。 

(27)緊急時の保護者へ

の連絡体制について 

緊急時における迅速かつ確実な連絡体

制・手段を持ち得ているか。 

(28)新型コロナウイル

ス感染症をはじめ、各種

感染症への対応につい

て 

新型コロナウイルス感染症等の発生防

止策及び発生時の対応についての考え

方や具体的な対応策を示しているか。 

(29)クレーム対応やト

ラブル発生時の解決方

法について 

保護者や市民からの苦情に対応する担

当者及び責任者を設置し、指定管理者で

解決を図る意思と能力を有しているか。 

(30)損害賠償能力につ

いて 

傷害保険や損害保険に適切に加入し、法

人の瑕疵による損害賠償等に十分に備

えることを示しているか。 

8 その他 

(31)学校、家庭等との連

携に関する考え方と方

法について 

小学校の放課後における児童の保育と

いうことを認識し、学校や保護者等との

連携を行うことへの考え方や具体的な

対応策を示しているか。 

(32)利用者からの評価

及びニーズの把握につ

いて 

利用者からの評価やニーズを把握する

考えがあるか、その具体的は方法が示さ

れているか。 

(33)個人情報保護への

考え方や具体的方法に

ついて 

個人情報保護の重要性を十分に認識し、

その保護に適切に対応する具体的な方

策を示しているか。 
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(34)引き継ぎを円滑か

つ確実に進めるための

工夫について 

現指定管理者からの引継ぎを確実に行

えるよう、職員の実地研修を行う考えが

あるか。 

また、事業が終了し、他の事業者に引継

ぎを行う必要性が生じた際に、事業の継

続性を念頭に、円滑な引継ぎを行う考え

があるか。 

(35)経費（見積額）につ

いて 

見積内容が、適正か。利用料金収入を過

剰に見積もっていないか、著しく人件費

を削減していないか、修繕費が適切に確

保されているか、不要な経費が計上され

ていないか。 

 

  

 


