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  ２０２２年（令和４年）５月１２日 

 

 

大道小学校区放課後児童クラブ設置運営事業者再公募要領 

 

 

１ 趣旨 

藤沢市では、２０２０年（令和２年）３月に策定した「第２期藤沢市放課後児童ク

ラブ整備計画」に基づき、計画的に放課後児童クラブ（以下「児童クラブ」という。）

の施設整備を進めております。 

藤沢市立大道小学校区における整備の促進と待機児童の解消を早急に図るため、２

０２２年（令和４年）３月１５日（火）から児童クラブ設置運営事業者（以下「設置

運営事業者」という。）の公募を開始し、４月２０日（水）に締め切りました。 

上記の公募期間において設置運営事業者の応募がなかったため、再公募を実施する

にあたり、必要な事項等を要領にて定めるものです。 

 

２ 本公募における放課後児童クラブ整備の流れ 

（１）大道小学校区放課後児童クラブ事業用物件再募集により集まった物件情報を 

活用する場合（物件と設置運営事業者のマッチング） 

ア 本公募を開始すると同時に、別途「大道小学校区放課後児童クラブ事業用候

補物件再募集」（以下「物件再募集」という。）を行います。 

イ 藤沢市は物件所有者から事業用候補物件の情報提供を受けます。 

ウ 設置運営事業者は初めに藤沢市に事前相談を行い、希望する設置運営事業者

には藤沢市から物件情報を提供します。また、物件数等について、市ホームペ

ージへ掲載します。 

エ 藤沢市から提供した情報を基に、設置運営事業者が利用したい物件を選定し、

所有者と協議交渉を行っていただきます。 

オ 設置運営事業者は、物件が確保できたら整備計画を策定し、本公募に応募し

ていただきます。 

本公募において選定された設置運営事業者は、賃借物件を必要に応じ改修す

ることにより、児童クラブの整備を行います。なお、賃貸借契約については、

物件所有者と設置運営事業者との間で締結をしていただきます。 
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（２）自身で確保した物件を活用する場合 

    自己所有物件又は自身で確保した賃借物件等について、整備計画を策定し、本

公募に応募していただきます。 

本公募において選定された設置運営事業者は、自己所有物件又は賃借物件を必

要に応じ改修することにより、児童クラブの整備を行います。なお、賃貸借契約

については、物件所有者と設置運営事業者との間で締結をしていただきます。 

 

３ 応募要件 

次に掲げる要件をすべて満たすものとします。 

（１）２０２２年（令和４年）４月１日時点で神奈川県内又は近隣の都県において、

児童クラブや保育所等、子育て支援に係る事業所の運営を行っている事業者であ

ること。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）による更生手続き中の事業者でない

こと。 

（３）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）による再生手続き中の事業者でない

こと。 

（４）藤沢市暴力団排除条例（平成２３年条例第１８号）第２条第２号から第５号に

規定する暴力団等と関係がないこと。 

（５）事業者が、税金（法人税、消費税、地方消費税、市町村税等）を滞納していな

いこと。 

 

物
件
の
募
集

事
業
者
の
公
募

藤沢市

物件所有者

設置運営事業者

物件と設置運営事業者のマッチングの流れ

①物件の募集と

設置運営事業者の公募を

同時に開始します。

③応募のあった物件について、設置運

営事業者へ情報提供を行います。

また、その物件数等をＨＰに掲載しま

す。

④提供された情報を元に、

設置運営事業者が利用したい物件を

選定し、所有者と交渉を行います。

⑤設置運営事業者が物件の

利用も含めて計画を策定し、

事業者の公募に応募します。
①

②事業用候補物

件として情報提

供いただきます。
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４ 募集小学校区及び設置予定クラブ数 

（１）大道小学校区 １クラブ 

 

５ 設置場所の基準 

設置場所の基準については、以下のとおりとします。 

（１）大道小学校通学区域内に設置すること。大道小学校通学区域は以下のとおりで

す。 

 朝日町番地／大鋸１丁目１番～１５番／大鋸２丁目１番～３番／ 

藤沢２６番地～６１４番地の一部／鵠沼花沢町１番／ 

鵠沼花沢町２番の一部／鵠沼花沢町１３番／南藤沢１番～１９番／ 

南藤沢２０番の一部／南藤沢２１番／南藤沢２２番の一部／ 

南藤沢２３番の一部／鵠沼石上１丁目５番の一部／ 

藤が岡１丁目１番～７番／藤が岡１丁目９番～１３番／ 

藤が岡２丁目１番～７番／藤が岡２丁目１０番～２２番／ 

藤が岡３丁目１番 

（２）児童が過ごす場所として周辺の環境に安全面、治安等の問題がないこと。 

（３）近隣住民との良好な関係を確保すること。 

    ※応募に当たっては、設置場所の近隣住民、当該の自治会、隣接する自治会に

対し、「大道小学校区放課後児童クラブ設置運営事業者再公募」に応募する

予定であることを周知していただき、その状況について選考委員会におい

て聞き取りします。 

（４）災害時の緊急避難等、児童の安全が確保できる場所であること。 

（５）敷地内又は近隣に児童の遊び場が確保できること。 

 

６ 整備方法 

次の（１）、（２）いずれかの方法により確保した施設に、生活室（有効面積５９．４

㎡以上）、静養室、調理室、トイレ、みんなのトイレ、事務室、倉庫を設置し、付帯設

備として下駄箱、手洗い場、ランドセルロッカー、システムキッチン、冷暖房を整備す

る。 

（１）賃借型 

藤沢市からの情報提供を元に確保した、又は自ら確保した児童クラブの運営に

適した賃借物件において、必要に応じそれらを改修することにより、児童クラブの

整備を行う。 

※ 改修費については、増改築を伴わないものに限り市から設置運営事業者に対

し、負担金を支出します（「９負担金」参照）。 
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※ 物件の賃貸借については、物件所有者と設置運営事業者間の契約となります。

家賃その他賃貸借に係る取り決めについては、物件所有者にご確認ください

（賃借料は市から負担金を支出します（「９負担金」参照）。なお、光熱水費は

設置運営事業者負担となります。 

※本公募において選定された後、土地所有者により建設された物件の賃借も含

めます。 

※応募物件に関するすべての権利者の了解を得てください。 

（２）自己所有物件型 

自己所有している物件を必要に応じて改修することにより、児童クラブの整備

を行う。 

※ 改修費については、増改築を伴わないものに限り市から負担金を支出します

（「９負担金」参照）。 

※応募物件に関するすべての権利者の了解を得てください。 

 

７ 費用負担 

児童クラブの施設整備・運営に係る経費については、「９負担金」の範囲内で市から

支出し、それ以外の経費については、すべて設置運営事業者の負担（保護者からの入所

料等を含む）とする。 

 

８ 本公募に係る児童クラブの概要及び基準 

（１）事業の目的 

児童クラブは、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２項の規

定に基づき、小学校に就学している児童であって、その保護者が就労等により昼間

家庭にいないものに、放課後等に遊びや生活の場を提供し、その健全な育成を図る

ことを目的とする事業（放課後児童健全育成事業）であり、仕事と子育ての両立支

援や児童の健全育成の観点から重要な役割を担っています。 

（２）事業内容等 

児童クラブは、藤沢市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例（平成２６年藤沢市条例第１５号。以下「条例」という。）第６条に規定す

る一般原則を満たす事業であって、かつ、藤沢市放課後児童健全育成事業実施要綱

（以下「市実施要綱」という。）第８条の活動を行うものとします。ただし、スポー

ツクラブや塾等を主たる目的とするものは認められません。 

（３）施設整備・運営に当たり適合すべき基準 

児童クラブの施設整備・運営を行うに当たっては、次の運営指針等に適合してい

る必要があります。 
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① 放課後児童クラブ運営指針（厚生労働省策定） 

② 放課後児童健全育成事業実施要綱（厚生労働省策定） 

③ 藤沢市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例 

④ 藤沢市放課後児童健全育成事業実施要綱 

⑤ 藤沢市放課後児童健全育成事業の運営及び管理に関する基準 

（４）支援数及び定員（登録人数） 

支援数３６人～４５人、定員（登録人数）４８人～６０人 

※ 出席率を勘案し、定員（登録人数）の７５％を支援数とする。  

（５）対象児童 

当該小学校区に居住している児童であって、その保護者が就労等により昼間家

庭にいない児童とします。なお、小学校区境又は小学校区外の施設については、児

童の通学経路や自宅所在地の状況等を考慮し、隣接する小学校の児童も対象とな

る場合があります。 

（６）施設・設備について 

「（３）施設整備・運営に当たり適合すべき基準」に示した運営指針等のほか、

次の項目を満たす施設としてください。 

ア 事業実施施設（建物）は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）に基づ

く建築確認申請の確認済及び検査済証を得ていることが確認できること。 

イ 事業実施施設（建物）は、建築基準法における新耐震基準（昭和５６年６月

１日施行）を満たしていること。なお、昭和５６年５月３１日以前に確認通知

を受けた事業実施施設（建物）の場合は、耐震診断により構造耐震指標（Ｉｓ

値）が０．６以上、又は（Ｉｗ値）が１．０以上であることが確認できること。 

ウ 専用区画面積*1は、支援児童１人当たり 1.65 ㎡を確保するため、支援数に

応じて５９．４㎡～７４．２５㎡以上とすること。 

*1 専用区画面積：児童クラブ全体の面積からトイレ・事務室・キッチン・

静養室等の施設や、ランドセルロッカー・下駄箱等の設備

を除いた、児童の遊びや生活の場専用の面積。 

         ただし、静養室を児童の静養及び遊びや生活の場以外の

用途に使用しない場合は、専用区画面積に含むことがで

きます。 

エ トイレは２つ以上設置すること。 

オ 保護者送迎用として、駐輪スペースは自転車 3 台分以上を確保すること。 

カ 児童クラブ内は、できるだけ児童の様子を見渡すことができる配置とする

こと。 
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（７）開所日及び開所時間 

開所日・開所時間については、次の基準を下回らないこと。なお、午後６時以降

は延長時間と見なし、延長料金を徴することができます。 

ア 平日（月～金曜日） 

    ・通常授業時            放課後～午後７時 

    ・短縮授業時            放課後～午後７時 

イ 土曜日、学校行事等振替休日、長期休業日（春・夏・冬休み（１２月２９日

～１月３日を除く））      午前８時～午後７時 

※学校都合等、開所時間を早める必要がある場合があります。 

（８）開所時期 

２０２３年（令和５年）４月１日の開所とします。 

（９）保険加入 

児童を対象とした施設賠償責任保険、傷害保険等の必要な損害保険に加入する

こと。 

（１０）入所料等 

設置運営事業者は、市実施要綱に定める範囲で、対象児童の入所料として、応分

の負担金を徴収することができます。また、開設時間の延長等のサービスを実施す

る場合や事業等により実費負担が必要となる場合は、別途料金を徴収することが

できます。 

なお、新規の入所者から入会金を徴収することができますが、当該小学校区内で

既に他の児童クラブを運営する者が入会金を徴収している場合は、当該入所者か

ら入会金を徴収できないものとします。 

（１１）保護者及び利用者との信頼関係の構築 

保護者及び利用者との情報共有を図るとともに、意見、要望を聴く機会を設ける

こと。 

（１２）学校・地域との連携 

学校との情報交換・連携を密にし、学校の状況、児童の状況を常に把握するよう

努めること。また、地域住民、関係機関との連携を図り、情報公開・情報共有に努

めること。 

（１３）利用手続き等 

入所申し込みの受付、入所判定の決定等は、藤沢市放課後児童クラブ入所事務取

扱基準に基づき、設置運営事業者が実施すること。なお、申込書内容等については、

本市と協議の上、設定することとします。 

（１４）その他 

ア 開所にあたっては、事前に藤沢市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要
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綱に基づく届出及び藤沢市放課後児童健全育成事業の実施に関する協定書の締

結が必要となります。 

イ 本児童クラブ事業実施期間は、開所から１０年以上とすること。また、改修費

等施設整備にかかる費用を市が負担する場合、当該施設を１０年以上使用する

こと。なお、市が負担して施設整備を行った施設での事業実施が１０年に満たな

いときは、当該負担金の返還を求める場合があります。 

  ウ 大道小学校区において新たに児童クラブを整備する必要が生じた場合、新た 

   な児童クラブの運営を行うことについて検討すること。 

 

９ 負担金 

（１）負担金の対象経費及び金額 

児童クラブの施設整備及び運営に係る市負担金額については、国及び県の補助

基準額等に基づき、市の予算の範囲及び提出書類Ⅷ「資金計画書」にある市負担金

対象の金額で決定します。 

（参考） 

   ・令和４年度放課後児童クラブ運営費用積算基準単価 

    ※この積算基準単価は、あくまで運営に係る費用の基準を示したものであり、

市からの負担金ではありません。また、時給等は設置運営事業者の給与規定

に基づき処遇を行ってください。 

   ・令和３年度子ども・子育て支援交付金交付要綱（国交付要綱） 

（２）負担金支払い時期（予定） 

施設整備に係る負担金の支払い時期については、協議の上、決定することとしま

す。 

運営に係る負担金については、原則年１２回に分けて指定された口座に振り込

みます。基準額の変更等により、年度途中で負担金の額が変更となる場合がありま

す。 

 

１０ 申し込み手続き 

（１）事前相談（必須） 

応募を検討している事業者は、申し込み手続きの前に必ず事前相談をしてくだ

さい（事前相談のない応募は受け付けません）。事前相談時には「事前相談依頼書

（別紙２）」に必要事項を記載の上、次の書類をお持ちください。 

ア  既存運営施設（児童クラブ・保育園等）の概要が分かる資料（パンフレット

等） 

イ  法人概要が分かる資料（パンフレット等） 
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【自身で確保した物件での提案をする場合は次のウ～オもお持ちください】 

ウ  周辺案内図 

エ  平面図（既存の物件の場合のみ） 

オ  現況写真 

※ア、イについては、２０２２年（令和４年）３月１５日（火）から４月２０日

（水）までの間に実施した大道小学校区放課後児童クラブ設置運営事業者公募   

において、事前相談を行った事業者は、省略可能です。 

※事前相談の日時については、電話で青少年課へ連絡し、調整してください。 

・事前相談期間    ２０２２年（令和４年）５月１２日（木）から 

６月８日（水）まで 

※土・日曜日、祝日を除く。 

・事前相談時間    午前９時～正午、午後１時～午後５時 

・事前相談場所    藤沢市 子ども青少年部 青少年課 

           藤沢市朝日町１番地の１ 本庁舎３階 

※事前相談には、運営及び施設の状況について分かる方がお越しください。 

※事前相談にお越しいただいた事業者に対し、別途実施している「大道小学校区

放課後児童クラブ事業用候補物件再募集」において応募があった物件について、

随時情報提供をします。 

（２）質問・回答 

ア 質問 

６月１０日（金）までに「大道小学校区放課後児童クラブ設置運営事業者再

公募に係る質問票（別紙３）」にて電子メール（件名を｢放課後児童クラブ設置

運営事業者再公募に係る質問票｣とし、送付後電話連絡すること）又は来所に

て提出してください。電話等による口頭での質問・問い合わせは受け付けませ

ん。 

     青少年課メールアドレス  fj-seisho@city.fujisawa.lg.jp  

イ 回答 

     受け付けた質問についての回答は、６月１６日（木）までに随時市ホームペ

ージの青少年課のページに掲載します。 

（３）応募受付 

ア 受付期間 

２０２２年（令和４年）６月１７日（金）から６月２４日（金）まで 

※土・日曜日を除く。 

イ 受付時間 

午前９時～正午、午後１時～午後５時 
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ウ  受付場所 

 藤沢市 子ども青少年部 青少年課 

 藤沢市朝日町１番地の１ 本庁舎３階 

エ 提出方法 

事前にご連絡の上、提出書類をお持ちください（郵送提出不可）。 

※提出された見積書その他の事業内容について、後日ヒアリングを行うこと 

があります。 

（４）提出書類 

    次のⅠ～XI について、正本１部、副本８部を提出してください。 

    なお、提出時はファイル等に順にとじ、各様式の名称を記載したインデックス

等を貼付してください。 

  Ⅰ 藤沢市放課後児童クラブ設置運営事業者応募申込書（様式１） 

  Ⅱ 誓約書（様式２） 

   Ⅲ 放課後児童クラブ設置運営事業応募者の概要（法人概要調書）（様式３） 

   【添付資料】 

    （３－①）登記事項証明書（３か月以内に発行されたもの） 

    （３－②）定款（写） 

    （３－③）代表者及び施設管理予定者（クラブ長）の履歴書 

    （３－④）過去３年間の法人収支決算書 

   Ⅳ 事業計画書（様式４） 

   Ⅴ 建物及び各室の状況調書（様式５） 

   【添付資料】 

    （５－①）計画平面図（駐輪スペースも示すこと）  

「６整備方法」及び 

「８本公募に係る児童クラブの概要及び基準（６）施設・設備について」 

      を参照、遵守すること。 

    （５－②）周辺案内図（公園等の遊び場、小学校からの通所ルート及び避難施

設までのルートを示すこと。 

    （５－③）現況写真 

    （５－④）登記事項証明書（土地建物全部事項証明書及び公図）（３か月以内 

に発行されたもの） 

    （５－⑤）物件の概要が分かる書類（建築概要書、重要事項説明書等） 

    （５－⑥）建築基準法に基づく検査済証（写） 

    ※新築物件を改修する場合は、工事完了後提出すること。 

※検査済証のない建築物の場合、「検査済証のない建築物に係る指定確認検査
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機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」に基づいて

「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適

合状況調査結果報告書」を提出すること（当該調査結果報告書作成に係る費

用は、事業者の負担となり、市の負担金の対象費用とはなりません）。 

    （５－⑦）新耐震基準に適合していることが確認できる書類（耐震診断結果報

告書の写し等）（昭和５６年５月３１日以前に確認通知を受けた建物の場合

のみ提出） 

    （５－⑧）事業開始までのスケジュール表 

    （５－⑨）工事費等概算見積書 

   Ⅵ 放課後児童クラブ施設整備・運営等に関する提案（様式６） 

Ⅶ 施設管理者（クラブ長）調書及び職員配置調書（様式７） 

   Ⅷ 資金計画書（様式８） 

   【添付資料】 

   （８－①）借入金の償還計画表 

   Ⅸ 自己資金内訳書（様式９） 

   【添付資料】 

   （９－①）事業者残高証明書（３か月以内に発行されたもの） 

Ⅹ 放課後児童クラブ開所後の資金収支予算書（３年分）（様式１０） 

   XI 国税及び市税について未納の税額（納期限が到来していないものを除く。）

がない旨の証明書（３ヶ月以内に発行されたもの） 

     ※納税義務がない場合は、その旨を記載した文書を提出すること。 

（５）応募の取り消し 

    応募した者が、応募書類の提出期間の締切日の翌日から「１１設置運営事業 

者の選考」による選考までの間に、次のいずれかに該当することが判明した場 

合は、その応募を取り消す場合があります。その際の費用弁償には一切応じま 

せん。 

ア 指示により求めた追加書類及び資料の提出が、指示された期間内に行われな

かった場合 

イ 本公募要領に著しく逸脱した場合又は申請内容に虚偽の内容が含まれていた

場合 

ウ 「３応募要件」に定める要件を満たさなくなった場合 

エ 応募者（代表者又はその関係者）が､本募集の採否に係る働きかけを目的とし、

直接又は間接に本市職員などの本件関係者と接触を持った場合 

（６）応募にあたっての留意点 

ア 書類の提出については、代理人でも可とします。 
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イ 応募書類の提出期間締め切り後、指示により追加書類及び資料の提出を求め

た場合には、指示された期間内に提出してください。 

ウ 応募に関する費用は応募者の負担となります。 

エ 提出された書類等は返却いたしません。 

オ 応募を辞退する場合は、応募辞退届（様式任意）を提出してください。 

カ 応募者及びその関係者から担当者等に対して自らの応募書類・提案の内容の

優劣等を質問するなどの個別相談、審査内容に係る問い合わせは、公募の公平性

を期すため受け付けません。 

 

１１ 設置運営事業者の選考 

（１）設置運営事業者の選考 

    藤沢市放課後児童クラブ設置運営事業者選考委員会（以下「選考委員会」とい

う。）が応募要件を満たした者から提出された書類及び面接により審査し、設置

運営事業者を選考します。 

    ※選考委員会（プレゼンテーション及びヒアリング）の日程については、事前

相談のあった事業者に対し、個別にお知らせします。 

    ・選考結果通知日：２０２２年（令和４年）７月下旬（予定） 

    ・通知方法   ：文書による通知 

※評価基準に基づく各項目の評価点数や設置運営事業者候

補者以外の事業者に係る応募計画及び当該事業者を特定

できる情報は、公表しません。 

（２）選考基準 

    応募要件及び適合すべき基準を満たしているか等の確認を行い、要件等を満

たす事業者について、「大道小学校区放課後児童クラブ審査基準(別紙４)」に基

づき審査採点を行います。各選考委員が評価した点数を合算したものの平均が

満点の６０％以上となった事業者を候補とします。複数の候補が生じた場合は、

合計点数による順位付けを行い、最も高い評価を得た事業者を第１候補者とし

て選定し、２番目に高い評価を得た事業者を候補者の次点者として選定します。

また、合計点数が同点となる者が２事業者以上の場合は、選考委員会において評

議し、順位付けを行います。 

 

 

 

 

１２ スケジュール（想定） 
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日 程 内 容 

２０２２年（令和４年） 

５月１２日（木） 

       

 

 

 

 ６月８日（水） 

 

再公募要領発表・事前相談開始 

事前相談を行った設置運営事業者への物件情報提供(随

時) 

設置運営事業者と物件所有者との協議(物件の募集終了

後も随時) 

事前相談・物件の募集終了 

６月１７日(金)～２４日(金) 設置運営事業者応募書類提出期間 

      ７月下旬 設置運営事業者選定（内定） 

２０２２年（令和４年）９月以降 

 

      

２０２３年（令和５年）３月 

施設整備に係る負担金協定締結 

入札・工事契約・着工 

竣工・検査 

開所準備、事業開始の届出 

４月１日 開所、運営に係る負担金協定締結 

 

１３ その他 

（１）この要領に定めのない事項については、選定された設置運営事業者と詳細を協

議し、協定を締結します。 

（２）提出された応募書類は、公表等に必要な場合、無償で使用できるものとします。

また、情報公開請求により開示する場合があります。ただし、応募者の正当な利

益を害するものについては、使用・開示の対象とはしません。 

（３）本公募への応募に際しては、物件所有者と運営事業者の双方の合意の上で、同

一の物件について複数の設置運営事業者が計画を策定し、それぞれ別々に応募を

行うことも可能です。 

（４）審査の結果、設置運営事業者として選定された場合であっても、提出された提

案内容どおりの施設整備・運営ができないことが明らかになった場合、事業者と

しての選定を取消し、市が支出した負担金を返還させる場合があります。 

（５）藤沢市から情報提供を行う物件所有者との間での賃貸借契約の内容協議や契

約締結については、運営事業者と物件所有者の責任において実施していただくこ

ととなります。 

（６）事業を行うために締結する工事等の契約については、３者以上の見積もり合わ

せ、又は市の契約規定に準じた入札の方法により請負業者を選定してください。

また、業者の選定・備品購入については市内の事業者を優先してください。 
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（７）候補者として選定した場合であっても、協議の上、提案内容を変更していただ

く場合があります。 

（８）選考委員会後に、候補者、次点者を辞退する場合は、辞退届（様式任意）を提

出してください。 

（９）審査の結果、設置運営事業者として選定された場合であっても、この事業に係

る予算案の議決をもって協定を締結するため、議決がされない場合は、選定を取

消することがあります。 

 

以 上  

 

 

【書類提出先・問い合わせ先】            

藤沢市 子ども青少年部 青少年課 

電 話 ０４６６－５０－８２５１（直通） 

所在地 藤沢市朝日町１番地の１ 藤沢市役所本庁舎３階 


