
№ 項目 質問内容 回答

1 仕様書1 保護者支援の内容
児童の日ごろの様子や友達との関係などの相談を受けることがあります。内容により、市職員に引き
継いでください。

2 仕様書1 保育以外の業務について、清掃・環境整備以外の業務を教えてください。
トイレの清掃（毎日）、コップやタオルの洗浄、机や棚、おもちゃなどの消毒作業、簡単なパソコン入力
作業等があります。その他、各クラブの施設面での事情により市職員から指示があれば対応をお願い
することもあります。

3 仕様書1 支援が必要な児童の人数 5月1日現在、市全体で337人です。学校ごとの内訳は、お答えできません。

4 仕様書1 1クラスあたりの配属職員は2人か。
派遣職員を含め、2人以上です。児童25人につき、指導員を1人配置するほか、必要に応じて加配指導
員を配置しています。

5 仕様書1 外遊びはあるのか。 小学校の運動場での遊びがあります。

6 仕様書1 派遣で勤務する際、他の職員は勤務しているか。 仕様書「9.指揮命令者」に記載の就業場所の代表指導員のほか、数名が勤務しています。

7 仕様書4 准看護師は資格に含まれるか。 含まれます。

8 仕様書4
児童福祉または教育関係業務に2年以上という経験はどこから携わったといえるか(大学での学生に
対しての窓口対応、教育業界企業での一般事務などの経験者も上記項目に該当するか）。

一般事務は除外します。児童への直接の指導・教育・保育に携わった実務経験をいいます。児童の定
義は便宜上、児童福祉法第4条の「満18歳に満たない者」という定義を採用しますが、今回の業務の性
質上、小学生以下への指導等の経験が望ましいと考えます。

9 仕様書4
有資格者が退職し、後任者が無資格者の場合は有資格者が半数を下回る可能性があるが問題ない
か。

常時、有資格者が半数以上を占めるように、後任者の派遣をお願いします。

10 仕様書4 有資格者が半数以上という計算はどのような方法によるか。 例えば、41人の場合、半数程度として20人以上が有資格者であることとさせていただいています。

11 仕様書4
同一の就業場所に同一の労働者を派遣することが基本ではあるが、不測の事態等その他勘案される
か。

その他勘案事項については、各事業者様からの提案事項といたします。

12 仕様書4 派遣職員の配属について条件はあるか(居住地と同校区での就業が可能かどうかなど）。
当該派遣職員の三親等内の親族が、児童又は職員として在籍又は勤務している学校への配属など、
勤務上の支障が想定される配属ではないことを条件として仕様書4に追記させていただきたく存じま
す。ご質問ありがとうございます。

13 仕様書4 どの学校にどのスタッフを配置するかはすべて派遣元が決定する認識でよいか。 派遣元の決定によります。ただし、仕様書15.その他⑯の内容にご留意ください。

14 仕様書5 週5日勤務が難しい場合、複数名が同一就業先で勤務することは可能か。
可能ですが、本提案募集においては、同一人を週5日間、同一就業場所に派遣していただくことを想定
した業務仕様及び評価とさせていただいています。

15 仕様書5 「週5日の就業」と別紙2のシフト表の勤務形態のいずれが優先か。
シフト表に記載の週6日のうち、5日間（週22.5時間）の就業が原則ですが、長期休業期間（夏休み・冬
休み・春休み）は週5日（週38.75時間）です。シフト表の「区分」ではなく、「時間数」の欄に数値が入って
いる所をご参照ください。添付のシフト表は、仮に水曜日を週休日としたケースです。

16 仕様書5 シフトの調整等は市が実施するのか、または派遣元の対応となるか。 市が実施します。

17 仕様書5 週5日勤務とあるが、週2日と週3日の2名で週5日とすることが可能か。
可能ですが、本提案募集においては、同一人を週5日間、同一就業場所に派遣していただくことを想定
した業務仕様及び評価とさせていただいています。

18 仕様書5
指揮命令者が指定する就業日シフトはどの程度の期間ごとに明示されるか(1か月ごと、2週間ごとな
ど）。

月の中旬ごろ、各クラブの代表指導員（市職員）が翌月１か月分のシフトを調整します。

19 仕様書5 １つのクラブに対し、2名のスタッフを週2日・週3日に分けて就業させることは可能か。
可能ですが、本提案募集においては、同一人を週5日間、同一就業場所に派遣していただくことを想定
した業務仕様及び評価とさせていただいています。

20 仕様書6 週ごとの勤務の合計時間数は何時間か(派遣従業員の契約時間)
シフト表に記載の週6日のうち、5日間（週22.5時間）の就業が原則ですが、長期休業期間（夏休み・冬
休み・春休み）は週5日（週38.75時間）です。シフト表の「区分」ではなく、「時間数」の欄に数値が入って
いる所をご参照ください。添付のシフト表は、仮に水曜日を週休日としたケースです。

21 仕様書6 年間シフトは41校すべて共通か。 共通です。

22 仕様書6
仕様書には別紙2のシフト表を基本とするとあるが、シフト表には一例と記載がある。別紙2のシフト表
が基本の就業日と勤務時間という認識でよいか。

シフト表に記載の週6日のうち、5日間（週22.5時間）の就業が原則ですが、長期休業期間（夏休み・冬
休み・春休み）は週5日（週38.75時間）です。シフト表の「区分」ではなく、「時間数」の欄に数値が入って
いる所をご参照ください。添付のシフト表は、仮に水曜日を週休日としたケースです。

23 仕様書6 平日のみの勤務は可能か(土曜日の勤務ができない人がいる場合)。
仕様書5.就業日、及び、募集要領4ページ「(2)審査項目及び配点」の「③仕様内容の実現可能性」をご
参照ください。
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24 仕様書6 夏休みの期間が8月8日(土)～23日(日)と変更があったが、就業時間も変更があるか。
夏休みに限らず、学校の授業や給食の実施状況等により就業時間の変更が必要な場合は協議させ
ていただきたいと考えています。

25 仕様書6
勤務時間について、開設時間内で実労働時間4.5時間等あるが、この勤務時間はいつ誰が指定する
のか。

月の中旬ごろ、各クラブの代表指導員（市職員）が翌月１か月分のシフトを調整します。

26 仕様書6

災害、感染症などの対応について派遣元と豊中市教育委員会が協議して決めるとあるが、臨時休業
になった際の休業補償はどうなるか。府や自治体からの自粛要請を受けた学校が休校となった場合、
今回の業務の派遣職員は無勤務になることが想定されるが、その場合、弊社から派遣スタッフに対
し、休業手当以上の費用を支払うことになるので、少なくとも単価の60％の請求は可能か。

単価契約ですので、原則として勤務がなければ支払いはありません。
なお、今回の学校の臨時休業時も、放課後こどもクラブは通常の放課後時間帯から開設時間を拡大
し、朝8時から開設してきました。（シフト表で4.5時間の所が全て7.75時間になるイメージ）
学校の臨時休業に限って言えば、逆に勤務時間が増える可能性があります。ただし、災害で学校が避
難所となり、クラブが開設できない場合など、被害状況に応じて協議させていただきます。児童の登室
がない場合でも、復旧作業などで就業いただく可能性があります。

27 仕様書6 自然災害や感染症発生時、休校が決定した際の派遣先の補償範囲をご教示願う。

単価契約ですので、原則として勤務がなければ支払いはありません。よって補償はありません。逆に、
派遣元の規定により、災害時に合理的な範囲で出勤停止の判断をされた場合も、こちらから違約金を
請求することはありません。
なお、今回の学校の臨時休業時も、放課後こどもクラブは通常の放課後時間帯から開設時間を拡大
し、朝8時から開設してきました。（シフト表で4.5時間の所が全て7.75時間になるイメージ）
学校の臨時休業に限って言えば、逆に勤務時間が増える可能性があります。ただし、災害で学校が避
難所となり、クラブが開設できない場合など、被害状況に応じて協議させていただきます。児童の登室
がない場合でも、復旧作業などで就業いただく可能性があります。

28 仕様書6 市ホームページにアップされているシフト表について、エクセルデータを提供いただけないか。 本日、ホームページにエクセル形式で掲載します。

29 仕様書7 会議や研修の出席とあるが、その開催場所と内容、時間について回答願う。

開催場所は、豊中市役所内の会議室を基本としますが、会場手配の都合により、他の公共施設等で
開催する可能性があります。内容は、クラブ運営に関わる情報共有、研修や意見交換会。開催時間
は、クラブの開設時間と重複しない、午前10時からあるいは11時からや、夜間20時からが候補となりま
す。

30 仕様書7
年3回程度の時間外労働について、1人あたり何時間の時間外を想定しているか。仮に予算額を超え
ても問題ないか。

1回1.5時間×年3回＝年4.5時間を想定しています。募集要項に記載している予算額は、予定価格に相
当するもので、保護者対応等、他の要因による時間外労働分も含めて、予算額を超える金額での契約
はできません。

31 仕様書9 代表指導員は常駐か。 常駐です。

32 仕様書9 派遣従業員以外の指導員の人数
派遣職員を含め、2人以上です。児童25人につき、指導員を1人配置するほか、必要に応じて加配指導
員を配置しています。

33 仕様書9 派遣指導員が一人で勤務することはあるか。
1クラスに最低2人の指導員を配置します。よって、不測の事態（例：出勤予定の指導員が通勤途中に
事故に遭遇し、応援の職員が到着するまで時間が掛かる場合）を除き、派遣指導員が一人で勤務する
ことはありません。

34 仕様書9 就業場所の代表指導員は各学校に1人おられるのか。 常駐しています。

35 仕様書10 現指導員の中で派遣業務の希望者がいるか確認可能か。 確認しかねます。

36 仕様書10 41人全員、指定の学校以外の勤務は発生しないか。 出張を除き、発生しません。

37 仕様書10 この業務は1社独占での受託か。41人をすべて派遣することができない場合も受託は可能か。
1社のみと契約します。41人をすべて派遣できない場合は、募集要領4ページ「(2)審査項目及び配点」
の「③仕様内容の実現可能性」をご参照ください。

38 仕様書10
契約締結日までに学校ごとに固定の派遣従業員が決まらない場合、決定までの間、臨時の人員の配
置は可能か。

募集要領4ページ「(2)審査項目及び配点」の「③仕様内容の実現可能性」をご参照ください。

39 仕様書13
残業時間は「7時45分を超えた場合」となっており、法定労働時間外の取扱いである8時間と異なるが、
この業務独自のルールと認識して相違ないか。

豊中市会計年度任用職員に準拠したルールです。
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40 仕様書13 市から派遣元への支払いについて、締日と支払日の支払いサイトをご教示願う。

締日は月末です。支払い期日は、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」第6条により、支払請
求を受けた日から30日以内に支払うこととなっています。
実務上で言えば、最速の支払日は、翌月最終金曜日です。請求書到着から支払いまで約2週間を要
することから、概ね毎月10日を目途に請求書を発行をお願いします。請求書の到着が15日を過ぎた場
合や、請求書に不備があった場合は、支払日が1週間以上遅れる可能性があります。

41 仕様書15
②「通勤及び出張」について、「出張の定義」「その発生頻度」「すでに確定されている出張内容」を開示
願う。

本仕様書における出張の定義は、就業場所以外での就業とし、同⑬に記載の会議・研修等への出席
が主な内容です。発生頻度も同⑬のとおりです。別途、緊急案件として、児童が負傷した際、市が用意
するタクシーで病院に連れて行く事態が想定されます。学校の所在地、負傷内容や曜日・時間により、
病院の場所は特定できません。

42 仕様書15 ②出張についての定義を示されたい。また、出張先として可能性がある場所はどこか。
本仕様書における出張の定義は、就業場所以外での就業とし、同⑬に記載の会議・研修等への出席
が主な内容です。発生頻度も同⑬のとおりです。

43 仕様書15 ③会議・研修はどこで、どのくらいの時間がかかるか。

開催場所は、豊中市役所内の会議室を基本としますが、会場手配の都合により、他の公共施設等で
開催する可能性があります。内容は、クラブ運営に関わる情報共有、研修や意見交換会。開催時間
は、クラブの開設時間と重複しない、午前10時から、あるいは11時からや夜間20時からが候補となりま
す。

44 仕様書15
⑭駐車場の確保を派遣職員が自ら行った場合、自動車での通勤は可能か。また、バイクでの通勤も
可能か。可能な場合は駐輪場を使用できるか。

ご質問のケースであれば、いずれも可能です。

45 仕様書15 ⑬会議・研修の実施を想定されている場所をご教示願う。

開催場所は、豊中市役所内の会議室を基本としますが、会場手配の都合により、他の公共施設等で
開催する可能性があります。内容は、クラブ運営に関わる情報共有、研修や意見交換会。開催時間
は、クラブの開設時間と重複しない、午前10時から、あるいは11時からや夜間20時からが候補となりま
す。

46 仕様書15 ⑬の会議・研修以外で出張の可能性はあるか。ある場合は頻度と想定される場所をご教示願う。
緊急案件として、児童が負傷した際、市が用意するタクシーで病院に連れて行く事態が想定されます。
学校の所在地、負傷内容や曜日・時間により、病院の場所は特定できません。

47 仕様書15 ③派遣業務遂行上の事故について、派遣先指揮命令下＝派遣先の責という認識で間違いないか。
一般的な労働者派遣と同じ考え方です。労災については派遣元の負担となります。ただし、豊中市教
育委員会の安全配慮義務違反に該当するような場合等は、派遣先の責に帰すべき事由となることが
あります。

48 仕様書15 ⑭派遣元で駐車場を確保して自動車通勤は問題ないか。 問題ありません。

49 全般 前年度の利用児童数(登録児童数)の実績 昨年度の登録児童数は、5月1日を基準日として、4,432人です。

50 全般 労使協定方式か派遣先均等均衡方式か、派遣元で選択して問題ないか。 労使協定方式でお願いいたします。

51 全般 実績報告書は保証金返金請求書で問題ないか。

契約保証金の返還は、契約期間満了後に、派遣元からの請求により行います。
実績報告は、月ごとに請求書の交付と併せて（または先立って）提出頂きます。実績報告の内容は、
就業場所である41の放課後こどもクラブごとに、①就業日、②就業時間（出勤時間、退勤時間の記載
を要す）③派遣職員名が記載されたものとしますが、請求書の内容をチェックできるものであれば、他
の形式でも構いません。詳細は、受託候補者との契約内容協議の際に調整させていただきます。

52 全般 勤務中の服装指定はあるか。 仕様書15.⑩及び⑪の通りですが、「動きやすい服装で、市民に不快感を与えないもの」とします。

53 全般 勤怠の管理方法について指定はあるか。例えば派遣元でWEB勤怠を導入するなどは可能か。
指定はありません。WEB勤怠の導入は可能ですが、設備や通信にかかる費用は派遣元での負担とな
ります。（就業場所に、インターネット通信環境はありません。）また、据え置き型の設備の設置はでき
ません。

54 募集要領2 予算額には消費税等を含むとあるが、派遣職員の交通費は含まれているか。
仕様書15.その他②に記載のとおり、交通費は契約金額（時間単価）に含めていただくこととなっており
ます。

55 募集要領6
審査項目の評価について、業務実績に関して、放課後デイサービスの実績があると高い評価を得るこ
とができるのか。

募集要領6（2）①に記載のとおり、業務実績、担当者実績、業務実施体制で12点となります。評価は、
審査会の判断によります。

56 募集要領6
審査項目の評価について、提案の有益性に関して、有益性とは具体的にどのような内容が求められる
のか。

業務目的である「豊中市放課後こどもクラブの人員体制及び保育の充実」に資する提案を求めます。
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57 募集要領6
審査項目の評価について、見積金額に関して、見積金額が高い、低いで単純に評価が行われるの
か。それとも提案者（有資格者等）によって金額が妥当であるかないかも評価の基準となるのか。

金額の妥当性も加味します。

58 募集要領7 契約保証金に関し、豊中市財務規則第110条第3号に該当する場合は免除と認識してよいか。 該当すると市が認める場合は、免除とさせていただきます。

59 募集要領7 契約保証金の納付期間は契約締結後、いつまでか。
本市における標準契約書では、「契約の締結と同時に」納付しなければならない、としております。詳細
は、受託候補者との協議の中で調整いたします。

60 募集要項 企画提案書に別添資料（スタッフ研修資料など）をつけた場合、15枚に含まれるでしょうか。 含まれます。
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