保育所の設置・運営事業者募集要項

令和２年 12 月
天
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保育所の設置・運営事業者募集要項
１ 公募の趣旨
天理市では、平成２７年度から、子ども・子育て支援の新制度が創設され、令和２年
３月に「天理市子ども・子育て支援事業計画」を更新しました。その趣旨に則り、今後
についても引き続き保育需要が予想されることや、待機児童の解消を図り保育ニーズに
早急に対応するため、保育所の設置・運営を行う事業者（以下「事業者」という。）を
募集します。

２ 公募の対象
天理市内において次の設置・運営を行う事業者（１法人）を募集します。
（１）対象施設及び設置数
・認可保育所

１園

（２）募集地区
・公募の対象となる地域は、概ね市内の以下の校区内とします。
丹波市校区、山の辺校区、前栽校区、井戸堂校区、二階堂校区
※既存の保育所、幼稚園及び認定こども園と一定の距離があることが望ましい。
（３）定員規模
・０歳から就学前までの子どもを対象とし、定員を８０人以上とします。
※定員を８０人以上としているが、定員数の多い提案を行った事業者には選定の際
に加点します。
※低年齢児に待機児童が多い状況を踏まえ、持ち上がりを考慮したうえでできる限
り０歳から２歳児の受け入れ枠を確保する。なお、０歳から２歳児の定員は、全
体の定員うちの４割程度の枠を確保することが望ましい。

３ 整備の時期
令和５年４月１日に運営開始できること。

４ 事業用地に関する条件
（１）事業者が所有又は賃借する土地の要件等
①事業用地は、事業者が所有若しくは取得見込又は借地であること。ただし、借地の
場合は施設の建設に支障がないこと。
②借地については地上権又は賃借権を設定し、かつこれを登記すること。ただし、土
地の賃貸借期間が賃貸借契約において２０年以上とされている場合この限りでな
い。また、賃借料が地域の水準に照らして適正な額以下とすること。
③天理市防災総合マップで定める、浸水想定区域（０．５m 未満は除く）に入ってい
ないこと。
（２）本保育所の設置・運営事業者募集に際し、事前に天理市内の不動産関係各社より
保育所建設の候補地の情報を収集しています。事業者への情報提供は閲覧のみとし
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ているので、閲覧希望の事業者は事前に児童福祉課まで電話予約したうえで、来庁
し閲覧してください。

５ 応募者の資格
応募者は、本要項及び関係法令等を遵守するとともに、申込時において次の全てを満
たすことを要件とする。
（１）次の条件を満たす事業者
応募申込み時点で、近畿地区（奈良県、大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、和
歌山県）又は三重県内で認可保育所、認定こども園（幼保連携型又は保育所型）
を 3 年以上運営している法人。
（２）応募者自ら施設整備・事業運営を行うこと。
（３）事業を遂行することができる十分な資力、技術、知識等を持ち、継続的・安定的
に施設の運営ができること。
（４）次の全ての事項に該当しないこと。
①地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者。
②就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１
８年法律第７７号、以下「認定こども園法」という。）第１７条第２項に掲げる基
準のいずれかに該当する者。
③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条
第２号に規定する暴力団及びその構成員又はそれらの利益となる活動を行う者。
④児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３５条第５項第４号の規定に該当する
者。
（５）公租公課を滞納していない者。

６ 施設整備の条件
（１）施設整備にあたっては、次に記載の法令等（以下、
「基準条例等」という。
）を遵
守すること。
①児童福祉法及び奈良県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成２４
年奈良県条例第３９号）
②天理市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条
例（平成２６年条例第２２号）
③建築基準法における新耐震基準（昭和５６年６月１日施行）及び消防法、その他の
関係法令
（２）施設計画及び仕様について
①近隣に十分配慮した計画とし、地元自治会等と必要な協議・調整を行うとともに、
近隣への日照、騒音などの環境面に配慮し、近隣住民等への事前説明・調整・紛争
等の解決については、事業者の責任において誠意をもって対応すること。
本要項「９

審査」により最優秀提案者に選定された場合は、隣接地権者をはじめ、

自治会への説明会を開催し、地元自治会の同意書を提出すること。
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ただし、同意書を提出できない場合はその理由や協議事項等を報告し、市の承認を
得ること。
②園舎は原則２階建以下とし、建物の外観及び色彩は、周辺の景観と調和させること。
３階建以上となる場合は、様式１１に理由を記載すること。
③敷地内に給食材料搬入や緊急時に利用する駐車スペースを確保すること。
④保護者が利用できる児童送迎用の駐車・駐輪スペースを、敷地内や近隣に確保する
こと。
⑤保育室・園舎については、基準条例等に示す面積を確保すること。
⑥屋外遊戯場・園庭は、基準条例等に示す面積を確保し、原則として園舎と同一敷地
内又は隣接地に設置すること。
ただし、同一敷地内に屋外遊技場を設けることが困難な場合は、保育所の付近の
公園等を屋外遊技場に代えることができる。その場合、該当公園等に公衆便所・手
洗い場があり、児童の歩行速度で徒歩１０分程度の距離で、かつ、移動にあたり複
数の職員を同伴させる等、安全が確保されていること。
また、屋上については、次の要件を全て満たす場合は面積算入を認める。
・耐火建築物であること。
・保育所保育指針に示された教育・保育内容が、効果的に実施できるような環境と
するよう配慮すること。
・屋上（屋上と同一階を含む。
）に、便所、水飲み場等を設けること。
・防災上の観点（避難用階段、防火戸、転落防止の金網、警報設備の設置等）に留
意すること。
（３）建設費にかかる補助
①国の保育所等整備交付金を活用し、天理市民間保育所運営費補助金の各交付要綱に
基づいて補助する予定。
ただし、天理市の令和３年度予算成立を条件とし、予算が成立しない場合は、補助
をしないことがある。
②施設建設に係る実施設計業者及び施工業者との契約は国からの補助金の内示通知
後に行うこと。
（４）その他
①施設建設にあたっては、事業者において事業認可、建築確認等必要な手続きを行い、
所要の許認可等を得ること。なお、これらに要する費用は、事業者が負担すること。
②事業を行うために締結する契約については、一般競争に付すなど市が行う契約手続
きの取扱いに準拠すること。入札等において不正等が発覚した場合は、事業者とし
ての選定を取り消すことがある。
③施設賠償保険、災害共済給付制度等の保険制度へ加入すること。

７ 施設運営の条件
（１）施設の運営に当たっては、基準条例等の関係法令や天理市の指導及び利用調整に
基づき適正に運営すること。
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（２）奈良県において、保育所としての認可の手続きを行う必要がある。
（３）開所時間
１日の開所時間は原則１１時間とし、加えて平日のみ最低１時間以上の延長保育
を実施すること。
なお、本市の公立保育所は以下の時間を基本としています。
・保育標準時間（月～金）

７：３０～１８：３０

・保育短時間（月～金）

８：３０～１６：３０

・延長保育時間（月～金）
・土曜日開所時間

１８：３０～１９：００
７：３０～１７：００

（４）休園可能日
日曜日、国民の祝日、年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで）
（５）受入年齢
受入年齢は０歳から５歳児までの児童を受け入れること。
（６）特別保育事業
通常の保育事業のほかに延長保育事業を実施するとともに、一時預かり事業の実
施に努めること。
※一時預かり事業のを実施する提案を行った事業者には選定の際に加点します。
（７）子育て支援事業について
児童福祉法に則った子育て支援事業の実施に努めること。
（８）職員配置
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」（昭和２３年１２月２９日厚生省
令第６３号）に定める以上の配置とすること。また、安定した保育を提供するため、
出来るだけ正規職員として採用し、労働環境や処遇の向上に努めること。
（９）給食
食育の観点により、原則として全ての児童に対して園内で調理して提供すること
とし、アレルギー対応等児童の健康状態に配慮して調理すること。また、定員に応
じて必要な調理員を配置するとともに、管理栄養士又は栄養士による指導体制を整
備すること。
ただし、
「保育所における調理業務の委託について」
（平成１０年２月１８日児発
第８６号通知）を遵守する場合に限り、給食調理業務の外部委託を認めるものとす
る。
（１０）第三者評価
保育サービスの検証・評価・改善を図るため、第三者評価に積極的に取り組むこ
と。
（１１）設置後の運営
設置した保育所は、設置後１０年以内に廃止せず、２０年を目途に運営を継続す
ること。やむを得ない事情により、保育所の運営が継続しがたい事情が生じたとき
は、市と協議のうえで方針を決定すること。（運営した継続年数により、補助金の
返還を求められる場合があります。
）
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８ 応募手続き
（１）募集要項等の配布
①配布期間

令和２年１２月１８日（金）から
（土、日、祝日を除く、天理市役所開庁日）

②配布時間

午前９時から正午まで、及び午後１時から午後５時まで

③配布場所

市役所２階

④配布方法

担当窓口において直接入手するほか、本市ホームページからダウンロ

児童福祉課

ードして入手することができます。
（天理市ホームページ URL http://www.city.tenri.nara.jp/）
※応募状況の照会にはお答えできません。
（２）質問の受付及び回答
①受付期間

令和２年１２月１８日（金）から令和３年１月１３日（水）まで

②本募集要項に関して質問のある方は、受付期間内に質問書（様式 A）に必要事項を
記入して、電子メールにて児童福祉課に送信してください。また、件名は「保育所
の設置・運営事業者募集に関する質問：●●」（●●は提出法人名）としてくださ
い。
※訪問、電話、ファックス、郵送等による質問は受け付けません。またこの期間以外
の質問も受け付けません。なお、質問及び回答の内容については、本募集要項に関
するものとします。
（それ以外のものや、単なる意見表明と解されるもの又は個人
からの質問には回答しません。
）
※質問を提出した場合は、必ず電話で着信確認を行ってください。
（土、日、祝日を除く、午前９時から正午まで、及び午後１時から午後５時まで）

③質問受付期間中、受け付けた質問に対する回答を随時本市ホームページに掲載しま
す。質問者個別には回答しません。
④最終回答更新予定日

令和３年１月１５日（金）

（３）応募意思の事前登録（物件確定含む）
応募書類の提出に先駆け、物件予定地、募集定員を確定させたうえで応募意思の
事前登録書（様式 B）に記入し、下記期間内に必ず持参により提出してください。
なお、本登録が応募の前提条件となりますので、応募予定の事業者は必ず提出し
てください。
①受付期間

令和３年１月１８日（月）から令和３年１月２９日（金）まで
（土、日、祝日を除く、天理市役所開庁日）

②受付時間

午前９時から正午まで、及び、午後１時から午後５時まで

③提 出 先

市役所２階

児童福祉課

（４）応募書類の提出等
応募書類の提出は、下記の事項に従って、事前に来庁日時を児童福祉課に電話予
約した上で、必ず持参により提出してください。郵便、信書便、ファックス、電子
メールでの提出は受け付けません。
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①受付期間

令和３年２月１５日（月）から令和３年３月１９日（金）まで
（土、日、祝日を除く、天理市役所開庁日）

②受付時間

午前９時から正午まで、及び午後１時から午後５時まで

③提 出 先

市役所２階

④提出書類

別紙１に記載の書類を提出してください。

⑤提出部数

正本１部、副本９部

児童福祉課

⑥応募書類の提出に関する留意事項
（ア）提出期間終了後の応募書類等の変更及び追加は原則として認めません。ただし、
本市から指示した場合は除きます。
（イ）書類の不備を含め、期限までに必要な書類が整わない場合には受付できません
ので余裕をもってご提出ください。
（ウ）応募に要する費用は、応募者負担とします。
（エ）応募書類に使用する言語は日本語、単位は計量法に定めるものとし、使用する
通貨は日本円とします。
（オ）応募書類は、理由の如何に関わらず返却しません。
（カ）応募書類に係る著作権は各応募者に属しますが、公文書公開等の必要性から、
応募書類や応募内容を公表する場合があります。
（キ）別紙１に記載の書類のほか、選定委員会が必要と認める書類の提出を求める場
合があります。
（ク）提出にあたっては、１部ごとに A４版のファイルに綴り、各書類の先頭にはイ
ンデックスをつけてください。また、正本（１部）の表紙及び背表紙に「保育園
名称（仮称）」
「事業者名」を記載してください（テプラ等のシールも可）。ただ
し、副本（９部）には上記の記載は不要です。
（５）応募の辞退
応募を辞退する場合は、参加辞退届（様式 C）を提出してください。
（６）第１次審査（書類審査）の実施
選定委員会による第１次審査（書類審査）を実施します。
・書類審査実施日

令和３年４月中旬

※審査結果は全ての応募者に書面にて通知し、第１次審査通過者には、第２次審査の
案内等を通知します。
※審査に対する質疑や異議には応じません。
（７）第２次審査（現地視察、事業概要説明及びヒアリング）の実施
第１次審査通過者を対象として、選定委員会による第２次審査を実施します。当
該審査においては、選定委員による既存運営施設の現地視察、応募者による事業概
要説明及び選定委員によるヒアリングを行います。
・現地視察及びヒアリング実施日

令和３年５月中旬から５月下旬

※現地視察、事業概要説明及びヒアリングの実施日や視察対象施設、出席者の詳細に
ついては、第１次審査通過者へ別途通知します。
※プレゼンテーション時に、事業計画の変更及び追加することは認められません。
6

（８）最優秀提案者の決定
・本要項「９. 審査」に基づき、提案された事業計画の内容を審査し、総合的に評価
を行って最優秀提案者を選定します。
・最優秀提案者は、令和３年６月中旬に決定する予定です。審査結果は全ての第２次
審査対象者に書面にて通知します。
※審査結果によっては、選定委員より条件が付与されることがあります。その場合は、
その条件を承諾することにより、最優秀提案者に決定されることになります。
※審査結果は公表しますが、審査に対する質疑や異議には応じません。

９ 審査
（１）選定委員会による評価の実施
最優秀提案者の選定にあたっては、市が設置する選定委員会において、応募者か
ら提出された書類に基づく第１次審査並びに既存運営施設の現地視察、応募者によ
る事業概要説明及びヒアリングを実施する第２次審査により行うものとし、応募者
の資格要件、提案された事業計画の内容等について審査を行い、総合的に評価を行
って、最も高い評価となった応募者を最優秀提案者として選定します。
選定委員会の会議は非公開としますが、審査の結果については後日公表します。
※事前に委員と本件に関し接触を持ち、又は持とうとした者の関係応募者は失格と
します。
（２）最優秀提案者の選定方法
選定委員会は次の（３）に示す審査項目について審査を行い、最も高い評価とな
った応募者を最優秀提案者として選定します。
ただし、最高得点の最優秀提案者であっても、P８の「評価項目基準表」の合計
得点評価が配点合計の６０％に満たない場合は不採択とします。
（３）審査項目
①応募要件の審査
応募要件の審査は、募集要項に示した資格要件等を満たしているかの確認をしま
す。
※資格不備の場合又は虚偽の記載がある場合は失格とします。
※応募書類に記載された内容が、関係する法律や条例に明らかに抵触している場合
は失格とします。
②提案内容の審査
上記①の要件を満たす応募者について、選定委員会は P８「表１

評価項目基準

表」の各項目に対し、応募書類に記載された内容について、現地視察、事業概要説
明及びヒアリング（第１次審査は書類審査のみ）を基に審査を行い、評価（評点化）
します。採点は審査項目ごとに行い、その合計点を各応募者の提案内容の得点とし
ます。
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表１ 評価項目基準表
項

目

着

眼

点

評点

①

応募動機等

○応募の動機は適切か。
○保育所の運営に際して、その使命や役割等についての
考え方が確立され、適正な運営が期待できるか。

１０/２５０

②

経営の安定性及
び継続性

２５/２５０

③

教育保育の目
標、ねらい、指導
内容等

○法人の経営状況が良好であり、当該施設の設置運営に
支障はないか。
○収支計画（建設及び運営資金の確保状況を含む）は適
切か。
○教育・保育の理念や方針等が示されているか
○子どもの年齢に応じた教育保育内容についての方針が
示されているか。
○障がいのある子どもや発達上の課題のある子どもの支援
についての考え方が具体的に示されているか。
○アレルギー児の受入れ体制が具体的に示されているか。
○給食（食育）に対しての考え、取組みは適切か。
○子育て支援事業についての基本的な考え方（方針）内容
について具体的に示されているか。

④

管理運営

５０/２５０

⑤

職 員の 配置 ・ 研
修

⑥

施設整備計画

⑦

立地条件

○事故発生防止、防犯等の安全対策、災害対策への取組
みは適切か。
○保護者との信頼関係構築に係る取組みについて具体的
に示されているか。
○苦情処理についての対応や解決に向けた取組みについ
て具体的に示されているか。
○地域との交流・連携に関する取組みについてどのように
考えているのか。
〇市の待機児童対策に沿うような定員設定となっているか。
また、特別保育の一環で一時預かり保育事業を実施する
か。
○職員の育成や職場の環境づくりに関する取組み、資質を
高める研修制度への取組みか適切か。
○職員の確保の方法、配置（人数、経験年数）の考え方は
適切か。
○施設の整備計画が適正で妥当であるか。
○各室の面積・配置や施設整備、園庭確保、遊具の配置
等運営する上で十分な配慮がなされているか。
○安全を確保するための対策がなされているか。
○建物の外観や植栽等、周辺の景観と調和がとれている
か。
○良好な保育環境を確保できる周辺環境であるか。
○近隣自治会・近隣住民の理解は得られているか。
○駐車場の確保及び交通対策は適切か。
○近隣への騒音対策はとられているか。

５０/２５０

２０/２５０

３５/２５０

４０/２５０

第２次審査追加項目
項
⑧

目

事業概要説明及
びヒアリング

着
眼
点
○論理性を持ち、分かりやすい説明となっているか。
○業務に対する意欲、熱意が感じられるか。
○提案している内容と、概要説明が整合しているか。
○提案している内容は、実現可能か。
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評点
２０/２５０

１０ 応募に関するスケジュール
内

容

日

程

募集要項配布

令和 2 年 12 月 18 日（金）

質問の受付

令和 2 年 12 月 18 日（金）～令和 3 年 1 月 13 日（水）

質問の最終回答更新予定日

令和 3 年 1 月 15 日（金）

応募意思事前登録（物件確定）

令和 3 年 1 月 18 日（月）～令和 3 年 1 月 29 日（金）

応募書類の受付

令和 3 年 2 月 1５日（月）～令和 3 年 3 月 19 日（金）

第１次審査（書類審査）

令和 3 年 4 月中旬

第１次審査の選考結果通知

令和 3 年 5 月上旬

第２次審査 （現地視察、事業概 令和 3 年 5 月中旬～下旬
要説明及びヒアリング）
最優秀提案者の決定

令和 3 年６月中旬

評価結果の通知、公表

１１ 問い合わせ先
天理市役所
住所

健康福祉部 児童福祉課（市役所２階）
〒６３２－８５５５
天理市川原城町６０５番地

TEL
E-Mail

０７４３－６３－１００１（内線 236・216）

jidou@city.tenri.nara.jp
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提出書類一覧

【別紙１】

書

類

名

様式

添付する書類

１ 申し込み
保育所の整備・運営事業者応

様式 １

○法人印鑑登録証明書（３か月以内）

募申込書
宣誓書兼個人情報の取扱い

様式 ２

に関する同意書
誓約書

様式 ３

２ 法人の状況
法人状況報告書

様式４-１

○法人定款又は寄附行為
○履歴事項全部証明書（３か月以内）
○理事会議事録（法人として応募を決議
したことがわかる書類）
○法人の概要がわかるもの
（パンフレット等）
○就業規則、給与規定（運営予定の施
設での案）
※施設のパンフレット
※学校評価等、法人の自己評価・外部
評価に関する書類

法人役員等名簿

様式４-２

○法人代表者の履歴書及び資格を証す
る書類

法人の財務状況等

様式 ５

○納税証明書（国税（その３の３）及び
地方税）
○事業報告書（直近 3 期分）
○財産目録（直近 3 期分）
○貸借対照表（直近 3 期分）
○資金収支計算書等（直近 3 期分）
・学校法人の場合―資金収支計算書、
消費収支計算書
・社会福祉法人の場合―資金収支計算
書、事業活動収支計算書、付属明
細書

○借入金返済計画書
○法人監査の結果通知(写)及び回答
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３ 園の組織・体制
収支予算計画書等

様式６

○借入金返済計画表（借入れる場合）
○預金残高証明書等

教育・保育の理念、方針、目標

様式７-１

開園日・開園時間・定員区分

様式７-２

人材育成及び職員配置

様式８

○研修計画
○園長予定者の履歴書及び資格を証す
る書類

安全対策・危機管理体制

様式 ９

○避難経路図
○避難訓練年間計画
※安全対策マニュアル、危機管理マニュ
アル、緊急連絡体制、個人情報の取
扱いに関する書類

４ 園の運営
全体的な計画

様式 101

○年齢別年間指導計画
○年間行事予定

支援・配慮を要する子ども及び

様式 10-

家庭支援が必要な保護者へ

2

※アレルギー対応についてのマニュアル

の対応
食育及び給食提供の考え方

様式 10-

※食育年間計画

3
保護者に対する支援・地域と
の連携
その他配慮する取組・提案

様式 104
様式 105

５ 施設整備計画等
施設整備計画

様式 1１

○位置図（最寄駅からの位置を表示）
○配置図
○施設平面図
○開設までのスケジュール（整備工程
表）
○公図
○土地の全部事項証明書（３か月以内）
○土地賃貸借契約書又は確約書

※印は、事業者が運営する施設等で作成しているものがあれば提出してください。
注）「提出書類確認表」に提出した書類をチェックし、提出してください。
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