
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

クラブ室

クラブ室
体育館

駄菓子屋

クラブ室

クラブ室
グランド

クラブ室

各クラス

各クラス

 評価

B+

18

3

開館日数 （前年度）

利用者数 （前年度）

事　　業　　名 合計 （前年度） 備　　考

(あか)20 (あお)25 65人 75人 年1回実施

(あか)253 (あお)237 724人 301人 年12回実施

(あか)244 (あお)246 725人 657人 年12回実施

(あか)267 (あお)257 752人 367人 年11回実施

(あか)26 (あお)25 78人 130人 年1回実施

(あか)23 (あお)26 66人 37人 年20回実施

(あか)67 (あお)60 189人 0人 年4回実施

(あか)223 (あお)226 657人 552人 年9回実施

久喜市立くりっ子放課後児童クラブ

保育課

久喜市くりっ子放課後児童クラブ父母会

平成２８年　４月　１日　～　平成３３年　３月３１日　（１年目）

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）

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の取り消しに関すること。
・保育料の徴収に関すること。
・施設及び設備の維持管理に関すること。

事業の実施状況

事　　業　　名 実施日 備　　考

新入生歓迎会 4月10日 各クラス室にて実施

お誕生会（歌やゲーム、ケーキ、手作り
カードで祝う）

年12回 各クラス室にて実施

お買物おやつ（社会性、自主性を図る） 年１２回 おやつの時間に実施

季節行事の開催（お花見・節分・ひなまつり・
こどもの日・七夕・そうめん流し・十五夜・ハ
ロウィン・クリスマス会など共通の集団遊び
を通じて異年齢交流）

年10回
・各クラス室にて実施
・クリスマス会は合同で実施

くりっ子まつり（保護者、子ども達、支援員で
バザー・模擬店。保護者交流、地域交流）

11月5日
 地域の方々への認知度を上げ、入
所者を増やすため、実施

昼食作り、昼食の提供（子ども達と分担を決
め昼食作り又支援員による提供により、保
護者の負担軽減を図る。）

年１６回
 長期保育の水曜日、始業式、終業
式に実施

くりっ子クラブ通信、保育報告お便りの発行 各年１２回
 保護者に行事計画、保育の様子な
ど、クラブ情報の提供。

農作物作り 年４回
畑作りから水やり収穫し、調理してい
ただく。

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
286 285

13,736 10,217

・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。

指導員研修参加 (しろ)17

農作物作り (しろ)62

お誕生会 (しろ)234

お買物おやつ (しろ)235

季節行事 (しろ)228

昼食作り (しろ)208

主な事業の
参加状況

参加者数

新入生歓迎会 (しろ)20

くりっ子まつり (しろ)27

1



 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）

項目

指定管理料

保育料

前年度繰越金

準備金

雑収入

収入合計

補足説明

(2) 支出状況 （単位千円）

項目

人件費

維持費

生活費

運営費

支出合計

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〕

宿題を必ず学童で終わらせて欲しいと意見 指導員が声掛けをして終わらせるよう声掛けしていく。

勉強道具の取り扱いが悪いとの意見
 子どもと保護者、支援者と勉強時間の過ごし方について
話し合う。

新施設の玄関が正門付近で道路に面して
危険ではないかとの意見

 担当課と相談し、子どもたちが飛び出さないように、担当
課の職員にチェーンを設置して頂く。

アンケート調査
の実施状況

学童への要望や改善してほしいこと等を会長のお便りで通知し、設置したアンケート箱に入
れてもらう。

新施設の玄関出入り口が、道路に面していて危険なため、改善してほしい。

苦情対応実績

3件 3件

主な苦情 対応内容

・保護者会、役員会において、保護者からの意見等を聴き取りし、対応を協議する場を設けている。
・アンケート箱を設置し、定期的に調査結果を書面にて配布している。

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〕

平成28年度予算 平成28年度決算 前年度実績(決算) 備　　考

22,239 24,152 8,377

8,850 8,381 8,161

0 146 0

1,358 1,358 730

1 0 0

32,448 34,037 17,268

平成28年度予算 平成28年度決算 前年度実績(決算) 備　　考

24,221 23,597 13,189

780 668 469

3,150 2,666 1,588

1,358 2,413 2,022

29,509 29,344 17,268

・入所児童の視点に立った行事や遊びを行っている。

・保護者会や役員会において保護者から直接意見や要望を聴く機会を設けている。
・保護者からの意見に対し、速やか且つ的確に対応していると考える。また、アンケート箱を
設置し、頂いた意見に対しては、定期的に結果をまとめ保護者に配布している。

2



補足説明

（単位千円）

収支差額

 評価

B+

9

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 くりっ子農園

実施済み クラブ室

実施済み クラブ室

実施済み クラブ室

実施済み クラブ室

実施済み クラブ室

 評価

B+

18

・決算の運営費にはH28年度、3学童準備金が含まれています。
・維持費：光熱費・電話等　　運営費：消耗品・研究費　　生活費：教材費・食糧費・行事費

2,939 4,693

施設所管課
の一次評価

（Ａ、Ｂ＋、Ｂ、Ｃ＋、
Ｃ、Ｃ－、Ｄ＋、Ｄ、Ｅ）

0

施設の
運営業務

・月曜日～金曜日：放課後～午後7時15分
・土曜日・学校休業日：午前７時００分～午後７時15分

①日曜日、祝日　②8月13日～８月１６日　③12月28日～1月3日

・学童本来の目的役割である保護者の方が安心して働きつ続けられる。
子ども達が遊びを通じ成長し合える居場所となるように又、保護者、学校、地域の方々と連
携を図れるように努めました。
・支援員15名　常勤4名　非常勤11名 　【支援員体制】　平日：支援員名6、7名　土曜：2、3名
　あか　　常勤2　　　　　　　　　パート2

　あお　　常勤1　　常パート1　パート4

　しろ　 　常勤1　　常パート1　パート3

 支援員の資質向上のため、北関東、埼玉県、埼玉県学童保育連絡協議会、
東武沿線、地域指導員会等主催の研修に参加しました。

　支援員が開設日に（毎日）施設内の清掃を子ども達と行い、または保育中は快適な環境確保に努め
ました。
　また、保育施設内外の見回り、備品等の安全確認をすることで、安全な遊びの場の維持に努めまし
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

農園作り 5月～12月
食育の一環で敷地内の庭に野菜を栽培す
る。

伝統文化の伝承（折り紙）
8月5・

19・25日
 民成員の方に作り方を教えて頂き、日本の
文化作品を作る。

ハロウィン・クリスマス会
10月・12

月
 公民館の職員との交流。地域高齢者の方の
手品。クリスマス会のサンタさん。

地域交流事業 12月
 グラウンドのイチョウの葉を集めてオブ
ジェを作成。H29年1月成人式会場に飾
る。

施設所管課
の一次評価

（Ａ、Ｂ＋、Ｂ、Ｃ＋、
Ｃ、Ｃ－、Ｄ＋、Ｄ、Ｅ）

遊具の提供 年２回
 夏休み、冬休みに向けて知育玩具を購
入し子ども達の遊びの中で創造性を育
む。

要保護児童対策地域協会会議 年３回
 担当課と気にかかる子どもの状況の伝
え合いをし、子どもの成長を見守る

・支出について、経費節約を念頭に管理運営に努めている。

・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。
・施設の維持管理について、備品等の安全確認を行い、児童の安全な遊びの場の確保に努
めている。
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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

 新年度（4月入所）の入所募集については、就学時検診時に全保護者へ案内書の配布、保育課を通じ
て市の広報・ホームページの掲載などを実施。又毎月、保護者、栗橋小学校にクラブ通信・お便りを配
布し、連携に努めている。

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。

 公民館内に学童がある為公民館との共同での避難訓練を年1回実施。子ども達には防災意識を高める紙
芝居、お話しを定期的にし、単独で避難訓練2回実施。子ども達の安全確保に努めた。
 メールによる連絡網を整備し、緊急時には迅速に支援員、保護者、関係機関と連携できる体制を整えた。

施設所管課
の一次評価

（Ａ、Ｂ＋、Ｂ、Ｃ＋、
Ｃ、Ｃ－、Ｄ＋、Ｄ、Ｅ）

・地域交流事業では、地域の方から指導を受け、行事に成人式のオブジェ提供を参加することができ、普段とは違った体
験をし、地域の方との交流を深め、社会性を身につける事ができました。
・他学童からの転入希望者の途中入室も聞き、親の願いを受け入れました。
・学童まつりについては、保護者の負担軽減に努め計画の段階から支援員が積極的に関わり、行いました。まつりを実施
することで、地域の方々も楽しみにされ、地域交流やクラブのPRも図られています。

・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。
・防火対策として、隣接する公民館と共同で避難訓練を行い、また、防災意識を高めるため
の保育に紙芝居やお話を取り入れ工夫をして意識の定着に努めている。
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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

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

・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。
・利用者及び保護者からのニーズに的確に応え、積極的に事業運営に取り組んでいる。
・農園づくり、伝統文化の伝承、季節行事など、様々な事業が実施されていることは評価できる。
・新１年生に対する入所説明会や、防災意識向上のための紙芝居など、運営での工夫が感じられる。

　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・調整等を行っている。
　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でいる。

・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
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