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質 問 回 答 書 

 

業務名：大網白里市外国語指導助手（ALT）派遣業務 

（回答日：令和２年１２月８日） 

番号 質問事項 質疑内容 回答 

１ 仕様書項目２ 

業務内容（１）（２） 

●授業時間について 
 

・今年度の小中学校におけ

る外国語授業について、各

学年各学級の年間授業時数

をご教示ください。また、

その内、ALT が関わる授業

時数についてご教示くださ

い。また、同様に令和 3 年

度の計画についてもご教示

ください。 

各学年各学級の年間授業

時数は次のとおりです。 

小学校 ３年：３５時間  

小学校 ４年：３５時間 

小学校 ５年：７０時間 

小学校 ６年：７０時間 

中学校 １年：１４０時間 

 中学校 ２年：１４０時間 

 中学校 ３年：１４０時間 

 

そのうち、ALT が関わる

授業時数は、小学校につい

ては各学級週１時間程度と

なります。中学校について

は、学校の規模が影響し、

学年や学級でばらつきがあ

りますが、週１～２時間程

度となります。 

２ 仕様書項目２ 

業務内容（１）（２） 

●指導案について 

 

・現在、授業にて使用されて

いる指導案（レッスンプラ

ン）は市独自のものでしょう

か。または、事業者から提供

されているものでしょうか。

市独自のものであれば、対象

の学年や指導案の特徴などを

教えてください。 

教科書会社の指導書を参

考に、指導者が授業の流れ

を考え実施しています。市

独自の指導案はありませ

ん。 

３ 仕様書項目２ 

業務内容（１）（２） 

●教員研修について 

 

・教員向けの研修会について、

令和３年度の実施予定（時期、

回数、時間数、実施場所、講師、

内容）をご教示ください。また、

直近３年間の実績（時期、回数、

時間数、実施場所、講師、内容）

についてもご教示ください。 

そのうち、業者が担当する時

期、回数、時間数、内容につ

いてもご教示ください。 

 令和３年度の実施予定は

次のとおりです。 

実施時期：夏季休業期間に

１回 

時 間 数：半日程度 

実施場所：大網白里市中央

公民館 

講  師：派遣業務請負業

者、千葉県教育

庁東上総教育事

務所指導主事 

内  容：未定 
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なお、直近３年間の実績は

次のとおりです。 

【令和２年度】 

実施時期：１１月中旬  

時 間 数：１時間  

実施場所：大網白里市中央

公民館 

講  師：千葉県教育庁東

上総教育事務所

指導主事 

内  容：外国語活動及び

外国語科の実践

例及び評価の実

際 

 

【令和元年度】 

実施時期：８月下旬  

時 間 数：半日程度 

実施場所：大網白里市中央

公民館 

講  師：派遣業務請負業

者 

内  容：新学習指導要領

を見据えた具体

的実践例及び評

価等について 

 

【平成３０年度】 

実施時期：８月下旬  

時 間 数：半日程度 

実施場所：大網白里市中央

公民館 

講  師：派遣業務請負業

者、千葉県教育

庁東上総教育事

務所指導主事 

内  容：新学習指導要領

先行実施を見据

えた具体的実践

例及び評価等に

ついて 

４ 仕様書項目２ 

業務内容（１）（２） 

●英語イベントについて 

 

・英語イベントについて、令和

３年度の実施予定（時期、回数、

時間数、実施場所、講師、内容）

をご教示ください。また、直近

３年間の実績（時期、回数、時

令和３年度の実施予定及

び過去３年間の実績はあり

ません。 

今後、実施することとな

った場合には、対応してい

ただくため、仕様書に記載

しております。 
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間数、実施場所、講師、内容）

についてもご教示ください。 

そのうち、業者が担当する時

期、回数、時間数、内容につ

いてもご教示ください。 

５ 仕様書項目２ 

業務内容（１）（２） 

●青少年国際交流行事への

派遣内容について 

・「青少年国際交流行事への派

遣（⾧期（夏期）休業中の連

続する 2 日間）」とあります

が、例年の実施内容、（時間

数、実施場所、講師、内容）

及び ALT の具体的な役割をご

教示ください。 

 令和３年度の実施予定は

次のとおりです。日程は違

いますが、例年、同じ内容

で実施しております。 

日程：令和３年８月２６日

（木）午前１０時～２

７日（金）午後３時１

５分 （１泊２日） 

※日程は変更（短縮等）と
なる可能性があります。 

※仕様書における派遣時間
内での派遣となります。 

場所：東金青年の家（東金

市松之郷） 

講師：４名（ＪＥＴプログ

ラム含む） 

参加者：市内中学生約２０名 

内容：スケジュール（案） 

１日目 

9:45 会場受付 

10:00 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

10:45 特別講座 

12:00 昼食 

13:00 文化交流・軽ス

ポーツ 

17:20 夕食 

18:30 ｷｬﾝﾄﾞﾙﾌｧｲﾔｰ/ﾚｸ

ﾘｴｰｼｮﾝ 

20:00 入浴・自由時間 

22:00 就寝 

２日目 

6:30 起床・清掃 

7:30 朝食 

9:40 特別講座 

11:00 昼食(ﾋﾟｻﾞ作り) 

14:20 感想発表等 

15:15 解散 

役割：参加者との文化交

流、レクリエーショ

ン及び野外炊さんを
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通じて、異文化に興

味をもってもらえる

よう、指導・助言を

行う。 

６ ・仕様書項目 4 

派遣契約期間及び派遣日時 

●年間配置日数について 

・ALT１名あたりの年間配置

日数をご教示ください。（８月

中の配置日数を含む） 

本契約は、年間配置日数

に基づく契約ではなく、ま

た、年度により祝日や振替

休日、学校の休業日が変わ

ることから、年間配置日数

は年度ごとに変動するた

め、明示することができま

せん。 

年間配置日数は、派遣業

務請負業者と市との間で締

結される年度当初の契約に

おいて確定することとなり

ます。 

【参照】仕様書４（２） 

７ ・仕様書項目 4 

派遣契約期間及び派遣日時 

●年間配置日数について 

・令和３年度の派遣開始日、

派遣終了日をご教示くださ

い。 

令和３年度の派遣開始日

は令和３年４月７日、派遣

終了日は令和４年３月２５

日を予定しております。 

８ ・仕様書項目 4 

●夏期休業中の勤務につい

て 

・８月中の勤務について、想

定される日数、時間数、内容

等についてご教示ください。

また、今年度の実績について

ご教示ください。 

ALT の派遣（教員向けの

研修を除く。）に関しては、

８月中の勤務は「青少年国

際交流行事への派遣」のみ

となるため、通常であれば

２日間となります。 

ただし、臨時休業措置等

により、夏季や冬季の長期

休業期間が短縮され、授業

日が新たに設けられる場合

は、臨時休業措置期間の代

替として８月に派遣してい

ただきます。 

現契約において、令和２

年３月から５月までの臨時

休業措置により、派遣日の

振替を行ったことによって

生じた８月の派遣実績は８

日間です。 

また、青少年国際交流行

事への派遣は、事業中止の

ため、今年度実施しており

ません。 

９ ・仕様書項目５ 

派遣場所 

・現在の派遣業者が配置して

いる ALT が担当する学校（学

現契約で民間の派遣業者

から派遣された講師を配置

している学校は、次のとお
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●学校の配置について 校名）の組み合わせをご教示

ください。 

また、担当するにあたって自

動車での通勤・移動が必須で

あればご教示ください。 

りです。 

・大網小学校（火・金） 

・瑞穂小学校（水・木） 

・季美の森小学校（月） 

なお、自動車での通勤や

移動については、良好に契

約を遂行いただけるよう

に、派遣業務請負業者の判

断に委ねます。 

１０ ・実施要領 

２業務の概要（４） 

●契約金額について 

・過去 3 年間（H30、R1、

R2）の契約金額（税込み・税

抜き）をご教示ください。 

現契約（H30～R2 の３

年契約）の契約金額は、次

のとおりです。 

【税抜】12,900,000 円 

【税込】14,061,000 円 

１１ ・実施要領 

５プロポーザル手続き 

（３）エ 

●様式２会社概要書につい

て 

・「その他（沿革・経歴等の概

略）※枠内に記入しきれない場

合、任意の様式を追加してもよ

い。」とあるが枚数の制限をご

教示ください。 

 枚数の制限はありません。 

１２ ６候補者の選定方法等 

（２） 

・プロポーザル当日に別紙や

参考資料を配布することは可

能でしょうか。 

 不可。 

１３ ALT の勤務予定地につい

て 

① ALT の勤務予定の学校は

1 校でしょうか。複数校で

の勤務の場合、曜日によ

って勤務先が変わる勤務

スケジュール、または 1

日の中で移動が必要とな

る勤務スケジュールでし

ょうか。 

 派遣先は複数校を予定し

ております。 

 基本的には、曜日ごとに

派遣先を設定し、日中の移

動を伴わないスケジュール

を組む予定ですが、各年度

の職員の配置状況等によっ

ては、日中での移動を伴う

場合があります。 

１４ 青少年国際交流行事につい

て 

① どのような内容の行事で

しょうか。毎年内容が異

なるものの場合は、今年

度の内容と来年度の予定

内容をお教えください。 

本質問回答書の番号５を

参照してください。 

１５ 青少年国際交流行事につい

て 

② ALT 派遣業者がどのよう

に関わる行事でしょう

か。 
 

本質問回答書の番号５を

参照してください。 

１６ 青少年国際交流行事につい

て 

③ JET プログラムの ALT も

参加する行事でしょうか。 

本質問回答書の番号５を

参照してください。 
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１７ 教員研修について ① 今年度実施した内容はど

のような内容でしたでし

ょうか。また、来年度ど

のような内容で実施を予

定しておりますでしょう

か。 

本質問回答書の番号３を

参照してください。 

１８ ALT 研修について ALT ミーティングの実施など

はありますでしょうか。また

ある場合、どのくらいの頻度

で実施していますでしょう

か。 

 実施はありません。 

１９ 授業について ① 英語専科の方、コーディ

ネーターの方は配置校に

現在にいらっしゃいます

でしょうか。来年度の予

定はいかがでしょうか。 

現契約で派遣している３

校について、大網小学校と

季美の森小学校については

英語専科の教員（両校担

当）がおり、大網小学校に

ついてはコーディネーター

の役割を果たす教員がいま

す。 

来年度については、現時

点では状況がわからないた

め、お答えできません。 

２０ 授業について 
 

② 授業のレッスンプランは

市独自のカリキュラムは

ありますでしょうか。ま

た、その中で１・２年生

のレッスンプランはあり

ますでしょうか。 

 本質問回答書の番号２を

参照してください。 

２１ 授業について 
 

③ 現段階で ALT はどのよう

な役割で授業を行ってい

ることが多いでしょう

か。 

 主にＴ２の役割を担って

います。 

各教員との打ち合わせに

おいて、授業の内容や流れ

を考慮し、Ｔ１の役割にな

ることもあります。 

２２ 仕様書 8.ALT の変更につ

いて 

（４）新型コロナウイルスの

影響で振替勤務を実施する場

合、在宅勤務も含まれるでし

ょうか。 

在宅勤務は、原則、振替

日として認めません。 

本質問回答書の番号８の

回答も参照してください。 

２３ プレゼンテーションについ

て 

当日の参加人数の制限はあり

ますでしょうか。 

 ３名以内。 

【参照】実施要領６（２）イ 

 


