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杉並区立学校外国人英語指導助手(ALT)派遣業務公募型プロポーザル 質問及び回答 

№ 質問 回答 

1  

令和 3 年度、令和 2 年度、平成 31（令和元）年度の年度ごとの

契約金額（税抜）をご教示ください。  

令和３年度：73,980,480円 

令和２年度：73,248,000円 

平成 31(令和元)年度：50,120,707円(内税) 

2  
今年度に配置されている ALT の出身国と、その内訳人数をご教示

ください。  

アメリカ(10)、フィリピン(7)、イギリス(1)、カナダ（1） 

※（）は人数 

3  

令和 4 年度の実際の派遣開始日、派遣終了日をご教示ください。  派遣開始日は、令和４年４月６日(水)、派遣終了日は令和５年３

月 24日(金)を予定しています。 

ただし、各校の授業スケジュールによって派遣の終始は異なりま

す。 

4  

令和 4 年度の ALT 配置予定人数のそれぞれ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）  

ALT 配置予定人数及び ALT１人当たりの年間配置日数は、こちらで

の指定はありません。 

業務説明書の４業務内容や５ALT業務の履行日程等を確認していた

だき、適切な配置をご検討ください。 

5  

令和 4 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、同様に今年度の実績

についてもご教示ください。  

令和４年度の予定として、次に示す令和３年度の時数を参考にし

てください。 

【各学年各学級の年間授業時数】 

小学校１・２年：５コマ 

小学校３・４年：35コマ 

小学校５・６年：70コマ 

中学校：140コマ 

【各学年各学級の年間 ALT配置授業時数】 

小学校１・２年：３コマ 

小学校３・４年：25コマ 

小学校５・６年：７コマ 
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中学校：22コマ 

【その他年間 ALT配置授業時数】 

特別支援学校：６コマ 

さざんかステップアップ教室：45コマ(15コマ×３か所) 

6  

令和 4 年度の 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、令和 3 年度、令和 2 

年度の実績についてご教示ください。  

臨時休業措置等により夏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や、学校ごとの長期休業期間の設定によ

り、８月の勤務が発生します。 

参考に令和２年度、令和３年度の実績を示します。 

令和３年度実績：小学校８日、中学校 11日 

令和２年度実績：小学校 54日、中学校 57日 

7  

現在、小学校における外国語授業にて使用されている指導案（レ

ッスンプラン）は区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。  

基本的には、区独自のものです。ただし、教員によっては、区独

自のもの等を基に、自分で作成して使用している場合がありま

す。 

8  

教員向けの研修会について、令和 4 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 年度分の実績（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４年度の研修については、現在企画段階のため、直近３年度

分の外国語に関する研修実績を参照してください。 

【令和３年度】 

研修名 外国語教育担当者研修 英語力向上研修 

時期 ４月 ６月、10月 

回数 １回 ２回 

時間数(１

回当たり) 

２時間 ２時間 

実施場所 オンライン開催 

(済美教育センターか

ら配信) 

済美教育センター(10 月

は、オンライン開催) 

講師 受託者、教員 外部講師 

内容 ALT 業務の注意点等に

関する受託者からの説

外国語活動・外国語科

の指導法及びパフォー
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明(15 分程度)や小学校

外国語科における評価

に関する教員からの講

義を行いました。 

マンステストの指導と

評価についての研修を

実施しました。 

 

研修名 学びの構造転換のため

の研修(外国語科) 

 

時期 12月(予定)  

回数 １回  

時間数(１

回あたり) 

２時間  

実施場所 済美教育センター  

講師 教員  

内容 小学校外国語科の授業

実践動画を視聴して、

学びの構造転換を具現

化するための手だてに

ついて参加者同士で協

議します。 

 

 

【令和２年度】 

研修名 外国語教育担当者研修 英語力向上研修 

時期 ７月、11月 ６月、10月 

回数 ３回 ２回 

時間数(１

回あたり) 

２時間 ２時間 
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実施場所 済美教育センター 済美教育センター(６月

はオンデマンド配信) 

講師 外部講師、教員 外部講師 

内容 外部講師から外国語科

の学習状況の評価に関

する講義や、教員の授

業を動画視聴して授業

の進め方及び評価につ

いて研修を行いまし

た。 

外国語活動・外国語科

の指導法及びパフォー

マンステストの指導と

評価についての研修を

実施しました。 

 

研修名 学びの構造転換のため

の研修(外国語科) 

 

時期 11月、１月  

回数 ２回  

時間数(１

回あたり) 

２時間  

実施場所 済美教育センター  

講師 教員  

内容 外国語科の授業実践動

画を視聴して、各教員

が自校において学びの

構造転換を具現化する

ための手だてについて

参加者同士で協議しま

した。 
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【令和元年度】 

研修名 外国語教育担当者研修 英語教育推進リーダー

による還元研修 

時期 ４月、６月、９月～11

月 

４月～９月 

回数 ５回 11回 

時間数(１

回あたり) 

２時間 ２時間 

実施場所 済美教育センター、杉

並区立学校 

済美教育センター 

講師 教員、受託者 教員 

内容 教員から授業の進め方

に関する講義、受託者

から ALT の活用方法や

教員の授業公開等によ

る研修を行いました。 

教員から学習指導要領

の全面実施に向けて指

導・評価方法や新教材

の活用方法等について

講義を行いました。 

 

研修名 授業づくり研修 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 

時期 ６月 ８月 

回数 １回 １回 

時間数(１

回あたり) 

２時間 ３時間 

実施場所 杉並区立学校 杉並区立学校 

講師 教員 受託者 
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内容 教員による新学習指導

要領を踏まえた授業づ

くりに関する研修を行

いました。 

受託者による中学校英

語科教員に対する英語

運用能力及び指導能力

向上に資するワークシ

ョップ形式の研修を行

いました。ALT は、８

名程度参加しました。 
 

9  
実施要領 2（4）事業規模（概算額）は、提案上限額と考えてよろ

しいでしょうか。  

お見込みのとおりです。 

10  

契約期間を最大 4 回まで更新した場合の各年度の予算額（提案上

限額）が設定されているようでしたら、それぞれ税抜額をご教示

ください。  

令和５年度以降の提案上限額は、設定していません。 

11  
1 日のうちで、学校間を移動する勤務はありますでしょうか。  ALT の１日の実働時間が５時間 50 分、休憩時間が１時間なので、

学校間を移動する勤務は想定していません。 

12  

英語イベントについて、令和 4 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、令和 

3 年度、令和 2 年度、平成 31（令和元）年度の実績（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。  

業務説明書の４業務内容(２)に記載されている行事について、令

和４年度の実施は未定です。 

また、過去３年間の実績はありません。 

13  

「長期休暇中等における英語生活体験」について、令和 4 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、令和 3 年度、令和 2 年度、平成 31（令和

元）年度の実績（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。  

実施を希望する学校からの計画に基づき、受注者と相談して対応

しますので、令和４年度について現段階では未定です。 

令和３年度：今後実施予定も含めて７校実施します。ある学校で

は、１時間目から６時間目を使って、教室等で外国の学校(図書室

など)を想定して ALT を 12 名動員して実施しました。参加したの

は、６年生の３クラスでした。 
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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２年度：５校で実施 

平成 31（令和元）年度：２校で実施 

受注者と学校で内容等相談して進めていただくものとなります。 

なお、実施時期は、不定期です。 

14  

ヒアリング・プレゼンテーションの際は、弊社の出席人数につい

て制限はございますでしょうか。  

３人までとする予定です。(新型コロナウイルス感染症の状況によ

って変更となる場合があります。)なお、第一次審査通過者には、

第一次審査結果通知と併せて第二次審査実施要領を送付しますの

で、詳細はそちらをご確認ください。 

15  

提案内容説明書のページ数について、（別紙 4）No.1 ※A4 両面 6 

ページ以内とありますが、こちらは 6 ページ（両面印刷で 3 

枚）でよろしいでしょうか。また表紙や目次は含みますでしょう

か。  

６ページ（両面印刷３枚）で問題ありません。また、表紙及び目

次はこれに含みません。 

16  
提案内容説明書の印刷方式（片面・両面）などに指定や制限など

はございますでしょうか。  

サイズはＡ４でお願いします。縦・横、カラー・モノクロ、片

面・両面の指定はありません。 

17  
配置校ごとの年間配置日数をご教示ください。  令和４年度の学級数が確定してから決まりますので、令和３年度

のものを参考としてください。別添１のとおりとなります。 

18  

配置校ごとの各学年の学級数について、今年度分および令和 ４年

度分（見込み）をご教示ください。  

今年度分については、杉並区公式ホームページに掲載していま

す。 

https://www.city.suginami.tokyo.jp/kusei/toukei/jidou/10656

86.html 

令和４年度分については、確定していないため公開できません。 

19  

令和 4 年度の配置校の組み合わせについてご教示ください。ま

た、令和 3 年度の実績についてご教示ください。  

業務説明書の４業務内容(１)に記載のとおり、「校種、地理的近接

性や地域性を考慮して」配置していただくこととなりますが、お

よそ杉並区を北・北西・南・東・北東の５ブロックに分ける形で

す。詳細な組み合わせは、受注者候補者決定後に当該候補者に対

して説明します。 

https://www.city.suginami.tokyo.jp/kusei/toukei/jidou/1065686.html
https://www.city.suginami.tokyo.jp/kusei/toukei/jidou/1065686.html
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なお、令和３年度実績については、別添２のとおりです。 

20  

新型コロナウィルスや災害、またはそれらに類する事象の影響に

より、休校が発生した場合の ALT の勤務形態、勤務内容について

ご教示ください。  

状況に応じて、杉並区教育委員会と受注者で協議を行います。 

21  

新型コロナウィルスや災害、またはそれらに類する事象の影響に

より休校が発生した際、教育委員会または学校の都合により ALT 

の勤務ができなかった場合の対応や補償等についてご教示くださ

い。  

22  企画提案書以外に別添資料等の提出は可能でしょうか。  企画提案書のみで提出をお願いします。 

23  

プレゼンテーション当日に、別添資料等の提出や配布は可能でし

ょうか。  

当日の配布は可能です。なお、第一次審査通過者には、第一次審

査結果通知と併せて第二次審査実施要領を送付しますので、詳細

はそちらでご確認ください。 

24  
審査にあたる選定委員会の構成（役職・人数等）についてご教示

ください。  

（１）学識経験者を含む区に勤務する職員以外の者 ４名 

（２）区に勤務する職員 ４名 

25  
第一次審査、第二次審査における審査基準に関し、各項目の配点

についてご教示ください。  

評価項目及び配点については、公開していません。 

26  
プレゼンテーション当日の実施時間帯のご予定についてご教示く

ださい。  

令和４年２月１日（木）午後１時 30分開始を予定しています。 

27  
プレゼンテーションの順番の決定方法についてご教示ください。  順番は、無作為にこちらで決定します。なお、第一次審査通過者

には、第一次審査結果通知と併せてお知らせします。 

28  

（様式 1）提案内容説明書について、記載欄が非常に限られてい

るため、「1 ALT の採用・育成等」「（1）ALT の採用」「（2）ALT の

育成等」のように項目のみの記載にし、その他の内容を提案内容

説明書の記入欄内に記載してもよろしいでしょうか。  

記載している文言については、そのままでお願いします。「１ ALT 

の採用・育成等」だけで、１ページを超過しても、（様式 １）全

体で６ページに収まっていれば問題ありません。 
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29  
（様式 1）提案内容説明書について、必要項目を満たしていれば

任意様式での提出でもよろしいでしょうか  

（様式 １）で作成提出をお願いします。 

30  

（別紙 4）2 見積書（積算内訳書を含む）について、指定（税

込・税抜）や制限（社会保険の有無による内訳）などはございま

すでしょうか。  

総額は税込で、内訳は税抜記載にてお願いします。なお、内訳は

１日あたりの単価×（小学校 1,726 日、中学校 1,525 日）をご記

載ください。その他の制限は特にありません。 

31  

業務内容の日数について「小学校 1,726 日」「中学校 1,525 日」

の上期（令和 4 年 4 月から 9 月まで）と下期（令和 4 年 10 

月から 3 月）までのそれぞれの日数の内訳をご教示ください。  

各校のスケジュールにより ALT の配置予定日が異なりますので、

現段階では断定できません。参考として、令和２年度は小学校の

上期 46％、下期 54％、中学校の上期 44％、下期 56％でした。ま

た、令和３年度は、小学校の上期 45％、下期 55％、中学校の上期

47％、下期 53％となる見込みです。 

 



別添１

№ 小学校 配置日数 № 中学校等 配置日数

1 杉並第一 28 2 高南 44

2 杉並第ニ 48 3 杉森 66

3 杉並第三 25 4 阿佐ケ谷 52

6 杉並第六 28 5 東田 74

7 杉並第七 29 6 松溪 74

9 杉並第九 42 7 天沼 59

10 杉並第十 41 8 東原 52

12 西　田 54 9 中瀬 96

13 東　田 33 10 井荻 96

14 馬　橋 44 11 井草 110

15 桃井第一 61 12 荻窪 52

16 桃井第二 40 13 神明 66

17 桃井第三 37 14 宮前 66

18 桃井第四 42 15 富士見丘 59

19 桃井第五 50 16 高井戸 103

20 四　宮 58 17 向陽 66

21 荻　窪 56 18 松ノ木 52

22 井　荻 36 19 大宮 44

23 沓　掛 47 20 泉南 59

24 高井戸 58 21 和田 59

25 高井戸第ニ 58 23 西宮 81

26 高井戸第三 43 24 和泉 52

27 高井戸第四 39 25 高円寺 37

28 松　庵 35

29 浜田山 63 さざんか天沼 15

30 富士見丘 30 さざんか和田 15

31 大　宮 41 さざんか宮前 15

33 堀之内 40 済美養護学校 6

34 和　田 36

35 方　南 41

37 済　美 30

38 八　成 45

39 三　谷 42

40 松ノ木 28

42 高井戸東 42

43 久我山 37

45 天　沼 51

46 永福 44

47 新泉和泉 58

48 高円寺 44



別添２

グループ

1 桃井第五小学校 八成小学校 中瀬中学校

2 杉森中学校 松ノ木小学校 松庵小学校 富士見丘中学校

3 桃井第四小学校 三谷小学校 杉並第六小学校 泉南中学校

4 和田中学校 和田小学校 荻窪中学校 杉並第十小学校

5 向陽中学校 永福小学校 高井戸第三小学校 杉並第一小学校

6 浜田山小学校 高井戸東小学校 方南小学校 桃井第三小学校

7 西宮中学校 高井戸中学校

8 桃井第一小学校 四宮小学校

9 和泉中学校 新泉和泉小学校 高井戸第ニ小学校

10 富士見丘小学校 宮前中学校 高井戸第四小学校

11 荻窪小学校 馬橋小学校 高円寺中学校 高円寺小学校

12 神明中学校 松ノ木中学校 東原中学校 杉並第七小学校

13 杉並第九小学校 東田小学校 杉並第ニ小学校 久我山小学校

14 松溪中学校 西田小学校 桃井第二小学校 さざんか和田

15 東田中学校 杉並第三小学校 阿佐ケ谷中学校

16 天沼中学校 天沼小学校 沓掛小学校 さざんか天沼

17 井草中学校 堀之内小学校 済美養護学校 さざんか宮前

18 大宮中学校 大宮小学校 済美小学校 高井戸小学校

19 井荻中学校 高南中学校 井荻小学校

学校名


