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区立小・中学校外国人英語教育指導業務委託公募型プロポーザル 質問と回答 

 

No． 質問項目 質問内容 回答 

１ 
契約 

本年度の受託業者名、及び受託継続年数をお示し頂けますでしょう

か。 

小学校（以下、小）：株式会社エス・リンク、継続年数 8年、 

契約金額 12,787,120円 

中学校（以下、中）：株式会社インタラック関東中部、継続

年数 8年、契約金額 31,755,780円 ２ 平成 29年度における事業者とご契約金額についてご教示ください。 

３ 

ALTの配置 

平成 29年度における配置 ALTの人数（小学校○名、中学校○名）を

ご教示ください。 

ALT配置人数：小 8名、中 11名 

年間平均配置日数：小 65日、中 123日 

本年度の配置日数：小 516日、中 1,355日 

４ 平成 29年度の中学校の ALT人数をお聞かせ下さい。 

５ 
平成 29 年度における配置 ALT1 名あたりの年間平均配置日数（小学

校○日、中学校○日）をご教示ください。 

６ 
平成 29年度の中学校の ALT１名あたりの年間平均配置数をお聞かせ

ください。 

７ 

小・中の配置日数は本年度と次年度に変動があるかと思いますが、

参考までに本年度の小・中のそれぞれの配置日数と ALT の配置人数

についてお示し頂けますでしょうか。また ALT 一人あたりの年間の

勤務日数（平均値）についてもお示し頂けますでしょうか。 

８ 平成 29年度における配置 ALTの国籍をご教示ください。 

小：アメリカ（2 名）、オーストラリア（2 名）、カナダ（1

名）、フィリピン（2名）、ポーランド（1名） 

中：アメリカ（5名）、イギリス（5名）、フィリピン（1名） 

９ 
ALT は英語を母語または母語と同等に使用するとありますが、国籍

は問わないという理解でよろしいでしょうか。 
基準を満たしていれば、国籍は問いません。 
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１０ 

ALTの配置 

ALTの日本語力はどの程度必要とお考えでしょうか。 

ALT の昼食は児童・生徒とともに給食を食べますか。給食の場合、

宗教や食物アレルギーへの対応はどのようになりますでしょうか。 

教員による授業の準備及び授業実践に対する支援など、委

託業務内容を適切に履行できる程度の日本語能力を有する

必要があると考えています。 

学校からの要望があれば、昼食は一緒に給食を食べること

が望ましいと考えておりますが、宗教やアレルギーの個別

対応が出来かねるため、強制するものではありません。な

お、要望に従い、給食の時間を一緒に過ごした時間につい

ては、勤務時間の一部となります。 

※給食を食べる場合は、本人の実費弁償となります。 

１１ 
平成 29年度における配置 ALTの 8月度勤務実績はございましたでし

ょうか。もしあれば、ご教示ください。 

小：勤務実績なし 

中：延べ 9日間 

１２ 
配置 ALT の学校での勤務時間は学校、当日の授業実施数により異な

るという認識で間違いないでしょうか。 
間違いありません。 

１３ 

ALT の配置日程について、学校の先生方から 1 か月前までにご通知

いただく実施計画のほかに新学期に年間を通じた計画を作成されて

いますでしょうか。 

年度当初に年間を通じたスケジュールを作成しておりま

す。 

１４ 

「小学校については平成 30 年度から 32 年度にかけて段階的に拡大

する予定です」こちらは、小学校における ALT の配置時間を徐々に

拡大する予定、という認識で誤りはございませんでしょうか。 

誤りはございません。 

１５ 業務委託内容 

小学校、中学校における指導案は学校の先生方が作成をされており

ますでしょうか。それとも事業者が提供したものを活用されており

ますでしょうか。 

指導案の作成は、すぎなみ９年カリキュラム等を参考に各

学校の教員が作成しております。 
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１６ 

業務委託内容 

平成 29年度における英語研修の実施回数、内容についてご教示くだ

さい。 

〇外国語教育担当者研修（小３回・中２回） 

第一回小中一貫教育で英語指導を考える（小中合同）、第

二回協働で考える英語教育（小中及び外国語サポーター

合同）、第三回学校組織全体の英語力の向上（小のみ） 

〇授業づくり研修（小 1回、中 1回） 

新学習指導要領を踏まえた授業づくり 

〇杉並教育研究会と連携して行う教科等指導に関する研修 

（小 1回、中 1回） 

外国語活動研修（小）、スキルアップ研修（中） 

１７ 
平成 29 年度における英語生活体験の実施内容についてご教示くだ

さい。 
平成 29年度の実績はありません。 

１８ 
実施場所 

英語生活体験 

実施する場所ですが、小・中学校以外での杉並区教育委員会が指定

する場所とはどちらですか。また、長期休暇中等における英語生活

体験とは、希望する小・中学校とありますが児童・生徒の参加者希

望者のみですか。 

平成 29 年度の契約における杉並区教育委員会が指定する

場所は、さざんかステップアップ教室（天沼、和田、宮前）

で、今年度の中学校の配置日数に含まれています。 

長期休暇中等における英語生活体験については、実施を希

望する学校からの計画に基づき、対応いたします。 

※実施にあたっては、小・中学校の予定日数等に含めるこ

ととします。（例：1日に 3名の ALTを配置して実施する

場合は、予定日数 3日分と読み替えます。） 

実施規模（参加者数等）は、学校の希望により決定する

ものとします。 

１９ 
コーディネー

ター 
担当コーディネーターは日本人・外国人どちらでも良いですか。 

業務説明内容書「７業務責任者の設置」に記載している内

容を満たすことができれば、国籍は問いません。 
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２０ 
外国語教育の

意義・役割 

杉並区における ALTを活用した外国語教育の意義・役割が具体的に

わかる資料はありますか。 

杉並区教育委員会が発行している冊子やパンフレット等を

ご査収ください。 

〇教育委員会の計画・方針 

http://www.city.suginami.tokyo.jp/kyouiku/keikak

u/index.html 

〇すぎなみ 9年カリキュラム・外国語教育編 

http://www.city.suginami.tokyo.jp/seibi/1022531/1

033738/1033740/1034191.html 

２１ 

提出書類 

ご提出書類の印刷方法について、縦・横のご指定、カラー・白黒の

ご指定、両面・片面印刷のご指定はございますでしょうか。 
指定はありません。 

２２ 

ご提出書類の各様式について、Wordまたは、Powerpoint等の編集可

能なデータを頂戴することはできますでしょうか。もしくはホーム

ページ等でダウンロード可能でしょうか。 

メールにて様式を送付することは可能です。 

２３ ご提案書について、図や表、画像の使用は可能でしょうか。 
提案内容説明書の規定枚数以内であれば、様式１に添付し

ていただいて構いません。 

２４ 

提案内容説明書の 6ページの割り振りは、1～6の項目を各 1ページ

で作成することでよろしいでしょうか。また、様式は弊社のものを

使用することは可能でしょうか。 

６ページ以内であれば、ページ割りについては問いません。

様式は指定の様式１をご使用ください。 

２５ 

御見積書上の御見積額の表記について、総価で記載する流れでよろ

しいでしょうか。また消費税については、税抜、税込のご指定はご

ざいますでしょうか。 

記載金額は総額の税込表記とし、内訳に 1 日あたりの単価

×（小学校 516日＋中学校 1,355日）をご記入ください。 

２６ 

宛名は「杉並区教育委員会事務局教育企画担当部長様」宛で宜しい

でしょうか。また記載金額は総額の税込表記とし、内訳には１日単

価も記載した方が宜しいでしょうか。 

宛名は、提出書類一覧に記載のとおり「杉並区教育委員会

事務局次長」としてください。記載金額については、上記

のとおり。 

２７ 

様式 2、会社概要、7の売上高等につきまして、弊社 2年前より地域

子会社化をしておりますが、3 年前については全国の実績で問題ご

ざいませんでしょうか。 

問題ありません。 

http://www.city.suginami.tokyo.jp/kyouiku/keikaku/index.html
http://www.city.suginami.tokyo.jp/kyouiku/keikaku/index.html
http://www.city.suginami.tokyo.jp/seibi/1022531/1033738/1033740/1034191.html
http://www.city.suginami.tokyo.jp/seibi/1022531/1033738/1033740/1034191.html
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２８ 

提出書類 

様式 3 契約実績届出書について。「契約金額が高い委託(3 件以

内)・・・」とありますが、こちらは 1件の記載で問題ございません

か。 

実績が無ければ、1件の記載でも問題ありません。 

２９ 
ご提出書類の収支決算書について、決算報告書を提出させていただ

くことで問題ないでしょうか。 
問題ありません。 

３０ 

ご提出書類の納税証明書について、滞納がない旨の証明を提出させ

ていただくことで問題ないでしょうか。それとも納税額が記載され

た証明が必要でしょうか。 

都道府県で発行する納税証明書及び税務署で発行する納税

証明書（種類「その１」：納付すべき税額、納付した税額及

び未納税額等の証明）をご提出ください。 

３１ 

ご提出書類の納税証明書について、財務諸表は直近 2 年のご指定が

ございましたが、納税証明書は直近の分を提出させていただくこと

で問題ないでしょうか。 ３ヵ月以内に発行された直近の１年分をご提出ください。 

３２ 
提出する法人税・法人事業税の納税証明書は直近の 1 年分で宜しい

でしょうか。 

３３ 

副本９部ですが、提出する公的書類などに記載される社名及び社名

が特定されそうな箇所もすべて黒塗りなどで隠すということで宜し

いでしょうか。また実施要領に「添付した表紙を除き、参加者が特

定できる名称・ロゴは使用しない」とありますが、表紙は任意のも

のを意味し、副本表紙には社名・ロゴを使用して構わないという理

解で宜しいでしょうか。 

ご認識のとおりです。 

３４ ２次審査 

プレゼンテーション・ヒアリングについてプロジェクター、パソコ

ンの使用は可能でしょうか。また参加人数の制限はございますでし

ょうか。 

パソコンの使用は可能です。参加人数は、３人以内としま

す。 

 


