
施 　 設　　名

施設所管課

1 指定管理者

団  　体 　 名

指　定　期　間

2

指定管理者の
行う事業内容

実施場所

学童内

学童内

学童内

学童内

学童内

学童内

学童内

 評価

B+

18

3

開館日数 （前年度）

風の子 風の子南 風の子 風の子南

13,330 13,487 11,787 9,965

合計 合計

風の子 風の子南 風の子 風の子南

47 69 55 43 保護者を含む

30 30 40 40 各回の平均参加者

55 60 50 40 各回の平均参加者

140 140 180 180 一般参加を含む

49 47 56 56

53 50 51 43

クリスマス会

節分

21,752

主な事業の
参加状況

事　　業　　名
参加者数 （前年度）

備　　考

入学・進級を祝う会 （新入生歓迎会）

植物栽培体験 

お話会

げんきっ子まつり 

施設所管課
の一次評価

（Ａ、Ｂ＋、Ｂ、Ｃ＋、
Ｃ、Ｃ－、Ｄ＋、Ｄ、Ｅ）

利用状況〔有効性〕

施設の利用状況

272 288

利用者数 （前年度）

26,817

・放課後児童健全育成事業の趣旨を理解し、利用児童の健全な育成を図るため、適切
な遊び及び生活の場の提供を行っている。
・主な事業の他、お話し会、年中行事（節分、ひな祭り等）を実施している。

節分 2月3日 節分のいわれと豆まきなど

ひなまつり 3月3日 ひなまつりのいわれと寸劇等

げんきっ子まつり 8月6日 一般参加を含む

クリスマス会 12月26日 外部からサンタ役を招く

植物栽培体験 周年 イモ類、トマト、キャベツ等

お話会 隔月 主に外部ゲストを起用

平成２８年　４月　１日　～　平成３３年　３月３１日　（1年目）

事業運営〔有効性〕

・放課後児童健全育成事業の実施
・入室の承認及び承認取り消し事務
・保育料の徴収
・施設及び設備の維持管理

事業の実施状況

事　　業　　名 実施日 備　　考

入学・進級を祝う会 （新入生歓迎会） 4月11日 保護者同席

久喜市立風の子学童クラブ及び風の子南学童保育クラブ

保育課

誠風会

指定管理者の管理運営に関する評価シート(一次・二次評価用）

（評価対象期間：平成２８年４月～平成２９年３月）
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 評価

B+

13

4

苦情件数 （前年度）

実施有無 有 実施日 無

実施内容

実施結果

利用者満足度向上
への取組み

 評価

B+

18

5

(1) 収入状況 （単位千円）

風の子 風の子南 風の子 風の子南 風の子 風の子南

指定管理料 6,500 8,300 6,241 8,273 6,164 8,171

利用料金収入 7,930 7,795 7,817 7,768 6,470 5,898

光熱費利用者負担 0 0 0 0 0 0

雑収入 0 1 0 0 2 1

収入合計 14,430 16,096 14,058 16,041 12,636 14,070

補足説明

・学童入り口の「ご意見箱」に、自由に意見要望を寄せていただくとともに、月一度「風の子だより」で学童クラブの現状を伝えている。迎
えの時等に保護者に直接児童の様子を伝え、連絡や相談、意見要望を把握しながら即時対応に努めている。また、役員会、保護者会
で、日頃保護者からよせられる意見、要望等への対応について報告し、より良い運営に向け、意見交換を行っている。

施設所管課
の一次評価

（Ａ、Ｂ＋、Ｂ、Ｃ＋、
Ｃ、Ｃ－、Ｄ＋、Ｄ、Ｅ）

収支状況〔効率性〕

項目
平成２８年度予算 平成２８年度決算 前年度実績(決算)

備　　考

・保護者からの苦情は寄せられていない。
・保護者会や役員会等、保護者と意見交換の場を設け学童保育の運営に反映できるよ
う努めている。

アンケート調査
の実施状況

苦情対応実績

0 0

主な苦情 対応内容

施設所管課
の一次評価

（Ａ、Ｂ＋、Ｂ、Ｃ＋、
Ｃ、Ｃ－、Ｄ＋、Ｄ、Ｅ）

利用者満足度〔有効性〕

・入所児童の視点に立った適切な遊びの企画や事業を行った。
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(2) 支出状況 （単位千円）

風の子 風の子南 風の子 風の子南 風の子 風の子南

管理費 8,550 9,630 8,383 9,464 7,835 9,442

委託料 0 0 0 0 0 0

事業費 2,275 1,986 2,163 1,897 2,262 1,999

事務費 333 307 298 266 154 141

諸経費 0 0 0 0 255 215

予備費 3,000 4,000 3,000 4,000 2,000 2,000

支出合計 14,158 15,923 13,844 15,627 12,506 13,797

補足説明

（単位千円）

収支差額 272 173 214 414 130 273

 評価

B+

9

・事業費は給食費、保育材料費、備品等である。
・事務費は福利厚生費、研修費、旅費等である。
・諸経費は通信費、業務委託費、損害保険料等である。
・積立金は退職給付並びに人件費への備えとして行っている。

施設所管課
の一次評価

（Ａ、Ｂ＋、Ｂ、Ｃ＋、
Ｃ、Ｃ－、Ｄ＋、Ｄ、Ｅ）

・支出について、経費節約を念頭に管理運営に努めている。

項目
平成２８年度予算 平成２８年度決算 前年度実績(決算)

備　　考
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6 管理運営〔適正性〕

開館時間

休 館 日

管理体制

職員研修

施設の維持
管理業務

進捗状況 実施場所

実施済み 学童内

実施済み 学童内

実施済み 学童内

実施済み 学童内

実施済み 学童内

実施済み 栗橋南小

 評価

B+

18

・各種研修会に積極的に参加し、指導員の資質向上を図っている。
・児童の健全な育成を図るための遊びや指導の場としてだけでなく、災害時に開室する
など、必要に応じて適切に対応できている。

保育状況の報告・保護者からの
意見、要望の聴取

災害時の開室 周年
台風時等、休校や遅れ登校への対応として
７：４５から受け入れた。

施設所管課
の一次評価

（Ａ、Ｂ＋、Ｂ、Ｃ＋、
Ｃ、Ｃ－、Ｄ＋、Ｄ、Ｅ）

利用者トラブルの未然防止 周年
お迎え時等に出来事の報告、対処を保護者
に伝え、安心を得ている。

みなみっ子ゆうゆうプラザとの連携協力 周年
月1回開催のゆうゆうプラザに、講座の企画
やアイデアメニューの提供を行っている。

メール通信 周年
学童からのお知らせを一斉メールにより行
なった。

・施設内の清掃を指導員が毎日実施し、快適な環境確保に努めた。
・防災管理日誌をつけ防災に努めた。

指定管理者の
提案による新た
な取組みとその

実施状況

企画提案内容 実施日 備　　考

２事業運営「事業の実施状況」と同様である。

保護者会の開催 4/24・6/12・9/25

施設の
運営業務

月曜日～金曜日：放課後～午後7時　　土曜日：午前７時４５分～午後６時30分
学校休業日：午前７時45分～午後7時

①日曜日、祝日②8月１３日～8月16日　③12月29日～1月３日

指導員７名　常勤１名　非常勤６名
【指導員体制】　平日：指導員５人体制　土曜日：指導員２人体制（人数に応じて増）

指導員の資質向上のため、埼玉県、埼玉県学童保育連絡協議会等主催の研修会に参加し
た。また、東武沿線指導員会、栗・菖指導員会で、情報交換と保育の現場に則した研修に努
めた。
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7 その他〔適正性〕

情報提供・広報活
動の実施状況

個人情報保護に
関する取組み

防災対策等、
緊急時への対応

 評価

B+

13

.

8 特記事項

・新１年生に対して、小学校と連携し、学校行事に合わせて入所説明会の情報提供を
行っている。
・防火対策において、メール配信による連絡体制が整えられており、防火意識を高める
ために工夫を凝らしながら、定期的に実施している。

施設所管課
の一次評価

（Ａ、Ｂ＋、Ｂ、Ｃ＋、
Ｃ、Ｃ－、Ｄ＋、Ｄ、Ｅ）

・げんきっ子まつりを夕涼み会と抱き合わせで開催した。実施が真夏の時期であることから、より安全で楽しいものにするため、
児童と保護者、指導員が随所にアイデアをこらした結果、会食、ゲーム等、手づくり感にあふれたものとなった。また、この催しに
よって地域の方たちとの交流が一層深まり、日頃の学童保育の様子についてＰＲする良い機会となった。
・敷地の一角に設けた畑に、ジャガイモ、トマト、カボチャ、キュウリ、キャベツなどを植え付け、栽培と収穫を行った。児童が自ら
種をまき、苗を植え、植物が育つ様子を間近に観察するという関わりを通して、花の特徴からトマトとジャガイモが仲間同士である
など、植物同士の類似や共通点などいろいろな発見を促せた。また、敷地の一部を、ビオトープ状態にし、植物と共生する昆虫、
小動物等の生態観察ソーンとして活用を図った。
・児童が無理なく取り組めて、容易に手に入る材料を使った折り紙飛行機、グニャグニャ凧などを作って楽しみながら、理解の程
度に応じ「なぜ、飛ぶのか」という科学への興味につなげるように指導した。

・新年度（４月入所）の入所の募集について、南小学校に赴き、入室説明会の案内通知や資料を
配布し、施設のＰＲに努めた。月1回、「風の子だより」を発行し、保護者への報告、周知を行うと
ともに、必要の都度、一斉メールにより情報提供や周知を行った。

・保護者に提供する利用児童の個人情報は、最低限の内容とし、本人が特定できないよう配慮
した。
・個人情報の重要さを常日頃から職員へ周知し、情報は適正に管理するとともに、職員の守秘
義務の徹底に努めた。

・緊急連絡網を整備し、緊急時には迅速に指導員や関係機関と連携できる体制を整えた。
・消防署の協力を得て、火災時、地震発生時を想定した避難訓練を実施した。
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9 総合評価

指定管理者のかかわり（施設所管課にて記載する）

施設所管課の判断理由

公の施設管理運営検討委員の判断理由

・年々児童数が減少する中、放課後児童クラブの利用児童は増加傾向にあり、当該クラブも定員を超える希望者に対
して、工夫しながら受け入れていることは評価できる。
・施設内での野菜栽培を実体験させているほか、生態系観察ゾーンとしての工夫を凝らした取組を行っているなど、
子供の目線に配慮した取組がうかがえる。
・様々な事業が保護者との参画協働により展開されていることは評価できる。
・ゆうゆうプラザとの交流や防災対策など、児童福祉施設として積極的に取り組んでいる。

　指定管理者との連絡会議については、必要に応じて実施している。また、指定管理運営状況報告書の
提出時に保育の内容報告・苦情等についてその都度報告をうけるなど連携を密に図っている。
　栗橋地域の放課後児童クラブの合同指導員会に参加し、連絡・調整等を行った。
　当該指定管理者との協議については、必要に応じて実施しており、円滑な事業運営が出来るよう取り組んだ。

・市の条例や仕様書等に基づく要件を十分に理解し、適切な施設運営に取り組んでいる。
・各種事業については、保護者が計画段階から参画できる等、施設運営に利用者が関与できる利用者重視の運営を
行っている。
・保護者からの意見・苦情等の対応を協議できる場を定期的に設けている。また、保護者からの苦情には、適切に対
応している。
・埼玉県主催等の研修会に積極的に参加し、指導員の資質向上に努めている。

公の施設管理運営
検討委員会の評価
（S、A、Ｂ＋、B、C＋、Ｃ、
 Ｃ－、Ｄ＋、D、E）

評価

Ａ

施設所管課の一次評価
（S、A、Ｂ＋、B、C＋、Ｃ、
 Ｃ－、Ｄ＋、D、E）

評価 総合得点

A(85点以上95点未満) 89
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