
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

クラブ室

各クラブ

各クラブ

クラブ室

各クラブ

 評価

B+

18

学童だよりの発行 毎月1回
保護者にクラブの情報
を提供する。

施設所管課
の一次評価

（Ａ、Ｂ＋、Ｂ、Ｃ＋、
Ｃ、Ｃ－、Ｄ＋、Ｄ、Ｅ）

・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。
・開設時間を延長し、利用児童の保護者の就労支援を図っている。

一時入所の制度化
・市の仕様にはないが、一時入所（月10
日まで）を制度化し、積極的に受け入れ
る。

当初
放課後の時間に保護者
がいない児童を受け入
れている。

おやつ作り 毎月1回
みんなでおやつを作っ
て、おいしくいただく。

年4回 各クラブにて実施。

昼食等の提供
（1日保育の実施に伴い、昼食の提供を
行うことで、保護者の負担軽減を図る。）

年5回
お楽しみ会に合わせて
実施。

開設時間の延長
・平日の保育の終了時刻を午後6時30分
から45分繰り下げて午後7時15分とする。
・休日の保育の開始時刻を午前7時45分
から15分繰り上げて午前7時30分とする。

当初
利用人数を増やすた
め、実施する。

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

レクゲーム（お楽しみ会）の開催
（1日全員で共通の遊びを実施し、集団活
動を通じた異年齢交流で、社会自主性を
身につける。）

年4回 各クラブにて実施。

本の読み聞かせの実施
（地域ボランティアの協力を得て実施し、
本に興味を持たせ、読書の楽しさを知ら
せる。）

久喜市立つばめクラブ他１７クラブ

保育課

久喜市学童保育運営協議会

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）
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3

開館日数 （前年度）

利用者数 （前年度）

（前年度）

5,108人

3,056人

142人

868人

 評価

B+

13

4

苦情件数 （前年度）

・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。
・児童の健全な育成を図るための家庭にかわる生活の場の提供を行った。

翌日、児童から事情を聴く。遊びの中でルール
を守らなかった児童とのやりとりが不安になった
ようである。その内容について、お迎え時に母親
に説明をし理解をいただいた。

【上内学童クラブ】
1年男子保護者より、うちの子が上級生
から嫌なことを言われた。きちんと指導し
ているのか。

クラブ内において目が行き届かなかったことをお
詫びする。今後も気を付けて保育することを伝え
るとともに、何か気になることがあったら、すぐに
支援員に話をして下さるようお願いする。

４月から学童を利用したい。１日保育時
は７時３０分の開設だが、７時に預けない
と仕事に間に合わない。保育園は時間外
があったのに、学童は出来ないのか。

全ての方の就労形態に合わせて運営することは
難しい状況であることをお伝えする。
なお、ファミリー・サポートのサービスについても
お伝えした。

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〕

苦情対応実績

4件 2件

主な苦情 対応内容

【あおばっこクラブ】
一時入所の利用方法について、支援員
から来月から年間入所に切り替えるよう
言われた。最初に受けた説明と違ってい
るのは、どういうことだ。

一時入所と年間入所の利用方法について説明
をする。年間入所に切り替えることはしないとの
ことであったが、利用方法についてはご理解い
ただいた。

【鷲宮中央学童クラブ】
保護者のお迎え時に、児童がいじめられ
たと泣きながら母親に訴える。そのまま
母親が児童を連れて帰る。

研修会の参加 186人

おやつ作り 652人

主な事業の
参加状況

事　　業　　名 参加者数 備　　考

レクゲーム（お楽しみ会） 5,567人

本の読み聞かせ 3,221人

利用状況〔有効性〕

施設の利用状況
290日 291日

176,836人 160,091人
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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

利用料金収入

保険料利用者負担

雑収入

収入合計

補足説明

(2) 支出状況 （単位千円）

項目

保育費

事務局費

施設費

督促等費

過年度収支修正支出

予備費

支出合計

補足説明

（単位千円）

収支差額

・保護者会やお迎え時に保護者から直接話を聴き又、「保育の会」の代表者から
直接意見や要望を聴き保育に関する意見等の把握に努めるなど、話し合える環
境が整えられている点が評価できる。
・一時入所や時間外保育の実施などにより、利用者に対するサービスの質の向
上にも努めている点は評価できる。

213,912 208,663 188,928

保育費に職員人件費、おやつ費を含む。（支援員２人、事務員１人欠員）

0 33,807 27,241

23 22 0

0 0 0

1,956 1,956 876

10 5 3

197,127 193,237 174,955

14,796 13,443 13,094

213,912 242,470 216,169

月平均在籍利用人数760人（予算）に対し883人利用

平成２８年度予算 平成２８年度決算 前年度実績(決算) 備　　考

1,080 1,174 1,058

135 180 171

123,949 140,182 123,949

88,748 100,934 90,991

・年3回実施される共催保護者会において直接意見を伺うほか、お迎え時に児童の学
　校・家庭での様子を聞くことにより、保護者との連携を図った。
・運営委員会や理事会に出席する「保育の会」の代表者からの意見、要望を聴取する
　ことで、保育に関する意見等の把握に努めた。
・職員会議（支援員会議）を定期的（年6回）に開き、情報の共有化を図った。
・平日の保育終了時間の繰り下げや学校の休日に保育時間の繰り上げを行うほか、一時
　入所の制度化や時間外保育の実施など、利用者に対するサービスの質の向上と保護者
　が利用しやすい環境整備に努めた。
・支援員への研修実施はもとより、参加希望のある補助員には子育て支援員研修に参加
　してもらい、保育の質の向上に努めた。

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

アンケート調査
の実施状況
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 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 各クラブ

実施済み 各クラブ

実施済み 各クラブ

実施済み 各クラブ

・支出について、経費節約を念頭に管理運営に努めている。

地域の方の指導を受け
ながら、将棋や囲碁教
室等、また近隣高校の
チアリーティングを楽し
んだ。

ミニイベントの実施 年1回

プロのパフォーマーによ
る大道芸、腹話術、落
語、サッカーパフォーマ
ンス、バイオリン演奏等
各クラブ室で実施し、身
近に演技を楽しんだ。

遊具の提供 年2回
夏休み、冬休みに向け
て遊具を整える。

・支援員、補助員が開設日（毎日）に掃き掃除、モップ掃除等を実施し、保育室の快適な
環境を維持するとともに、保育室内外の備品等の安全確認をすることで、安全な遊びの
場の確保に努めた。

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

夏休み作品作り 8月

時間をかけて大作に挑
戦する。廃材や身の回
りの物を利用して皆で同
じ遊具を作り、出来上が
り後、遊んだ。

地域交流事業 8月

施設所管課
の一次評価

（Ａ、Ｂ＋、Ｂ、Ｃ＋、
Ｃ、Ｃ－、Ｄ＋、Ｄ、Ｅ）

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：午前7時30分～午後6時30分
学校休業日：午前7時30分～午後7時15分

①日曜日、祝日　②8月13日～8月16日　③12月29日～1月3日

・「久喜市学童保育運営協議会が目指す放課後児童の生活の場」を掲げ、放課
　後児童の生活リズムを守ることを基本方針とし、「子どもの生活を保障するこ
　と。（安心・安全のある場）」、「子どもの生活を援助すること。（子どもの生活を
  守る、遊びのある場）」、「保護者・地域との連携を図ること。（保護者、学校との
　連携）」などを具体的に実践する中で、居心地の良い場所となるよう努めた。
・支援員38名　補助員61名
　【支援員・補助員体制】（1クラブあたり）
　平　日：支援員2人、補助員1～3人体制
　土曜日：支援員1人、補助員1～2人体制

・支援員、補助員の資質向上のため、埼玉県及び埼玉県学童保育連絡協議会
　等主催の研修会に参加した。
・救命講習会を実施。支援員、補助員ともに参加してもらい、緊急時に備えた。
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実施済み 各クラブ

 評価

B+

18

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

・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。
・地域交流事業等を通し、地域との交流や連携を積極的に図っている。
・施設の維持管理について、老朽化箇所の修繕等を速やかに実施し、児童の安
全な遊びの場の確保に努めている。

・防災対策として、避難訓練を実施するなど緊急時の対応に努めている。
・個人情報の保護については、日頃から十分に取り組んでいる。
・保護者へ施設の資料を配布するなど積極的に情報提供に努めている。

・新年度（４月入所）の入所の募集について、就学時健診時に全保護者への案内書の配布、保育
課を通して市の広報・ホームページの掲載などを実施し、広報活動に努めた。
・保護者に対し、放課後児童クラブのしおりや資料を配布するなど情報提供に努めた。

・管理運営業務上取り扱う個人情報については、久喜市学童保育運営協議会個人情報保護規程
並びに久喜市個人情報保護条例及び規則に従い遵守している。
・基本方針に基づき個人情報の適正な取り扱いを行うため、職員会議において、支援員、補助
員、事務局職員が個人情報保護の重要さを認識し、情報を適正に管理し、その情報の共有化を
図るとともに、職員の守秘義務の徹底に努めた。

・消防署と連携し、各クラブ毎に年1回の避難訓練を実施するほか、単独で1回、通報訓練を実施
し、児童の安全確保に努めた。
・年2回防犯訓練を実施し、児童の安全確保に努めた。
・防火管理者講習を支援員５名に受講させた。
・支援員、補助員、事務局職員等の緊急連絡網を作成し、緊急時等の速やかに対応に備えた。

施設所管課
の一次評価

（Ａ、Ｂ＋、Ｂ、Ｃ＋、
Ｃ、Ｃ－、Ｄ＋、Ｄ、Ｅ）

施設・設備の維持管理 通年
老朽化した箇所の修繕
や器具の交換等を実施
した。

施設所管課
の一次評価

（Ａ、Ｂ＋、Ｂ、Ｃ＋、
Ｃ、Ｃ－、Ｄ＋、Ｄ、Ｅ）
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8 特記事項

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

・久喜、菖蒲、鷲宮地区の全ての放課後児童クラブ、全１８か所の管理運営を行っており、利用児童の状況に
より、適正な職員配置に努めるなど、利用児童本位のサービス提供に心がけている点は評価できる。
・少子化で児童が減少する中、放課後児童クラブの利用児童は年々増加傾向にあり、定員を超える児童につ
いて、最大限の配慮をして受け入れをしていることは評価できる。
・利用者及び保護者と普段からコミュニケーションを図ることにより要望や意見を把握するとともに、苦情に対
しても適切な対応に努めている。
・開設時間を延長し、利用児童の保護者の就労支援を図っていることは評価できる。

・指定管理者との連絡調整会議を定期的に行い、報告・意見聴取等を行っている。
・当該指定管理者は、連絡体制の維持及び円滑な事業運営に取り組んだ。

・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

・地域交流事業では、地域の方々のご協力をいただき、茶道、将棋、囲碁教室、また近隣高校のチアリーディ
ングやバルーンアート等を行うことにより、地域の方々との交流を深め、社会性を身につけさせた。
・夏休み期間中の作品作りでは、時間をかけて皆で協力して大作を作りました。また、廃材等利用してそれぞ
れが作品を作り、皆で遊んで楽しい時を過ごしました。
・基本協定第２６条に基づく自己評価を実施し、3か月毎に「久喜市学童保育運営協議会が提供する保育」中
の６６項目の自己評価を実施し、市に提出しました。概ね当協議会の運営方針に基づき保育が提供された。
自己評価の結果は、各期間とも達成率９６～９７％でありました。

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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