
  

                                      令和５年１月３０日 

 

 小・中学校及び高等学校における外国語指導助手（ALT）派遣業務 

 プロポーザル参加者 様 

 

千葉市教育委員会 

 

 

質問回答書 

 

プロポーザル名称  小・中学校及び高等学校における外国語指導助手（ALT）派遣業務 

質  問  事  項 回   答 

１ 令和５年度の実際の派遣開始日、派遣終了日をご

教示ください。 

 

 

 

 

２ 45分の授業(小学校) 50 分の授業(中学校)計画案

(様式第 4-1 号・4-2 号)を独自のレッスンプラン

様式で提出することは可能でしょうか。また、絵

カード等を使用する場合、別紙として提出でよろ

しいでしょうか。 

 

３ 募集要項９（１）イの様式第 4-1・4-2号について

は、任意様式でもよろしいでしょうか。また、ペ

ージの制限は無い、という認識でよろしいでしょ

うか。 

４ 募集要項９（１）イ「提案説明書類（任意様式）」

について、ページ数の制限等があれば詳細をご教

示ください。 

 

５ 小学校、中学校、高等学校それぞれにおける、貴

市における現在の外国語（英語）教育の課題と、

来年度以降の重点取組事項などをご教示いただ

けますでしょうか。 

 

 

６ 令和 4 年度の ALT配置人数をご教示いただけます

でしょうか。 

 

 

 

 

 

７ 企画プレゼンテーション審査の審査員 7 人の所

属・役職など可能な範囲で構成をご教示いただけ

ますでしょうか。 

 

 

１ 派遣開始日は４月１７日（月）、派遣終了日は、

３月２５日（月）を予定しています。 

  なお、４月１０、１１日にオンラインで行う配

置校連絡会にも ALTを派遣していただく予定で

す。 

 

２ 指定された様式で提出をお願いいたします。絵

カード等を使用する場合は、別紙として提出し

てください。 

 

 

 

３ 募集要項９（１）ウの様式第 4-1・4-2 号につい

ては、指定された様式で作成してください。ペ

ージの制限はありません。 

 

４ 募集要項９（１）イ「提案説明書類（任意様式）」

について、ページ数の制限はありません。 

 

 

５ 本市の外国語教育の主な課題と重点取組事項

は、小・中学校の学びの系統性を意識した指導

を行うこと、外国語指導助手（ALT）との円滑な

ティーム・ティーチングを行うことと ICT の効

果的な活用です。 

 

６ 令和 4年度は仕様書の別表のそれぞれの学校に

対して下記の通り配置しました。 

  小学校（別表１） 38名 

  中学校（別表２） 26名 

  高等学校、附属中学校（別表３）3 名 

                 計 67名 

 

７ 審査に関わる事項ですので、回答は差し控えさ

せていただきます。 

 

 

 



  

８ 仕様書「５ALTの配置日及び就業時間」（１）につ

いて現在までにあった就業時間（8 時００分から

4 時３０分）以外の一番早い就業時間、また一番

遅い退勤時間は何時かご教授いただけますでし

ょうか。 

 

９ ALTの 1 日あたりの実労働時間は「7時間 30 分」

という認識で間違いないでしょうか。 

 

10 仕様書「５ALTの配置日及び就業時間」（６）夏季

休業スピーチコンテスト指導は 1名当たり平均何

日されていたかご教授いただけますでしょうか。 

 

 

 

 

11 令和 5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 4年度、令和 3年度、令和 2年度の実

績についてご教示ください。 

 

 

 

 

 

 

 

12 仕様書「７ALT の業務内容」(５)の「英語能力測

定テスト」はこれまで既に実施されているもので

しょうか。 

 

13 仕様書「８ALTの資格及び条件」（５）⑦（トレー

ナーまたはヘッドティーチャー）配置３名につい

てこの ALTに対して特別な業務がありますでしょ

うか。 

 

14 仕様書「９派遣事業者の業務」(１)⑧配置校以外

の ALTとは、貴市配置の ALT が通常配置校ではな

い学校のオンライン授業を対応するということ

でしょうか。 

 

 

 

 

 

 

15  「配置校以外の ALTを活用したオンライン授業」

について、令和 5年度の実施予定（回数、時間数、

講師、内容）をご教示ください。また、令和 4年

度、令和 3 年度、令和 2年度の実績についてもご

教示ください。 

 

 

８ ８時００分から４時３０分以外の就業時間及

び退勤時間はありません。 

 

 

 

 

９ ALT の 1 日あたりの実労働時間は７時間３０分

です。 

 

10 令和４年度は半日単位の勤務で、各中学校の指

導計画に沿って以下の配置を行いました。 

  【実績】半日単位の勤務×127回 

      中学校配置 ALT１名当たり 

平均４．７回 

  （配置校以外の ALTの派遣もありました。） 

 

11 ８月中の勤務は、主に中学校における千葉市英

語発表会出場者のスピーチ指導です。その他

に、夏期学習講座の指導補助も想定されます。

各学校の希望により平均５日程度までの対応

を想定しています。 

  令和 4 年度は中学校配置 ALT１名当たり平均半

日勤務４．７回でした。（令和２・３年度につい

ては発表会中止のため実態が異なるので、回答

を控えます。）小学校の８月中の勤務は授業再

開後（R4.8.29より学校再開）のみでした。 

 

12 これまでは実施しておりません。 

 

 

 

13 特別な業務は依頼していません。 

 

 

 

 

14 はい、それも含みます。但し、そのような場合、

配置校の授業計画に支障が出ないような工夫

をご提案ください。またそれ以外に、千葉市配

置でない ALTによるオンライン授業が可能であ

れば、その実施可能回数、実施方法等をご提案

ください。それらは様式第５号「外国語指導助

手（ALT）派遣業務委託 業務体制表 ３（３）

教材教具の活用の工夫（オンライン対応等を含

む）」にご記入ください。 

 

15 配置校以外の ALTを活用したオンライン授業に

ついては、学校から要望があった際に、受注者

と協議することを考えています。主な内容は

ALT とのやりとりや ALT に対しての発表の言語

活動です。ICT 環境が整った令和４年度の実績

は、市内の複数校で計２１回行いました。令和

４年度の実績を踏まえてご提案ください。 



  

 

16 契約事業者様名および令和 4年度、令和 3年度、

令和 2年度の年度ごとの契約金額（税抜）につい

て、小学校、中学校それぞれの契約額（税抜）、お

よび小中合計の契約額（税抜）をご教示ください。 

 

 

 

 

 

 

 

17 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。（例：午前、午後など） 

 

18 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。 

 

19 配置校の組み合わせ、ALT 人数、配置スケジュー

ル等は、事業者と各校とで調整し決定するという

認識で間違いないでしょうか。それとも教育委員

会または学校から指定されるのでしょうか。 

 

 

 

 

20 教員向けの研修会について、令和 5 年度の実施予

定（回数、時間数、講師、内容）をご教示くださ

い。また、令和 4 年度、令和 3年度、令和 2年度

の実績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。 

 

 

 

 

 

 

 

21 英語イベントや特別な活動等について、令和 5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 4年

度、令和 3年度、令和 2 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、業者が担当する必要があ

るものがあれば、時期、回数、時間数、内容につ

いてもご教示ください。 

 

 

22 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。 

 

 

 

16 現在の受注者は、株式会社ハートコーポレイシ

ョンです。令和３・４年度については１年につ

き下記の契約金額（税抜）です。（中学校の契約

には高等学校配置 2名を含む） 

  令和２～４年度   小学校 131,670,000円 

  令和３・４年度   中学校 100,485,000円 

  令和２年度については、小学校は３・４年度と

同額です。中学校について下記の金額ですが、

配置人数が異なります。 

    令和２年度(19 名配置)中学校  65,835,000円 

 

17 午前を予定しています。詳細は別途お知らせし

ます。 

 

18 参加申込書の受付順に行います。 

 

 

19 配置校の組み合せについては、仕様書の別表１

及び別表２をもとに、プロポーザル参加者にそ

の案をお願いするものです。別表に記載の通

り、表中の学級数は令和４年度５月のものであ

り、実際の学級数と異なることがあるため、受

注者と教育委員会とで最終的な配置校の組み

合せを協議する予定です。 

 

20 学校や教育委員会からの要望があった際には、

受注者と協議することを考えています。また、

これまでも、各学校が実態に応じて受注者に依

頼してきたものと承知しています。今までの実

施例としては、クラスルームイングリッシュや

ALT との効果的なティーム・ティーチングの研

修がありました。令和４年度は１回の実施でご

ざいます。 

  千葉市教育研究会英語部会や千葉市教育セン

ター等が主催する英語科教員向け研修会等に

おいてＡＬＴに講師の委嘱をすることも考え

られます。 

 

21 学校内外で実施する行事については、学校や教

育委員会からの要望があった際には、仕様書 

４及び別表１及び別表２の中で行うものであ

り、回数や時期等を特定するものではありませ

ん。また、９月に実施される千葉市中学校英語

発表会では、ＡＬＴに審査員を委嘱していま

す。令和４年度は、勤務日の中で、一次審査に

１２名（半日）、発表会当日８名（終日）が審査

業務を行いました。 

 

22 受注者の企業情報に関わる内容ですので、回答

は差し控えさせていただきます。 

 

 



  

23 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。 

23 千葉市教育委員会が作成した年間計画や指導

案（例）をもとに各学校で指導案を作っていま

す。受注者から提供されたものではありませ

ん。 

 

担 当：千葉市教育委員会事務局学校教育部 

                                                      教育指導課 平木恵子・明石一郎 

連絡先：043-245-5986 （FAX：043-245-5989） 


