
1 

 

田川市北保育所運営事業者募集要領 

 

１ 目的 

公立保育所の一つである田川市北保育所（以下「北保育所」という。）について、保育

サービスの継続、安全対策、社会情勢の変化等の諸課題に対処するため、保育所を運営

する民間の運営事業者（以下「運営事業者」という。）を募集・選定し、保育所の運営を

移管することとします。 

なお、移管後は、施設の老朽化及び安全性等を考慮し、保育所の移転を前提とした移

管先の運営事業者による施設整備を実施します。 

この民営化にあたり、運営事業者の募集内容等を公表し、より良い受託法人の円滑な

参入を促すため、田川市北保育所運営事業者募集要領を定めます。 

 

２ 北保育所の施設概要 

施設の名称 田川市北保育所 

所 在 地 田川市大字糒２１４７番地１ 

定   員 ９０名  （令和３年１０月１日児童数：６７名） 

延 床 面 積 ４９６．５㎡ 

敷 地 面 積 ２０１６．７㎡ 

構   造 鉄筋コンクリート造 平屋建 

建築年月日 
昭和４９年３月竣工：252.0 ㎡ （築４７年経過） 

昭和５８年３月増築：244.5 ㎡ （築３８年経過） 

耐震診断 平成２４年診断：補強必要なし 

   

１⑴１施設の状態 

昭和４９年３月に竣工した建物部分は４７年が経過しており、施設の老朽化が著し

く、昭和５８年の増築部分についても、設備面等における経年劣化が進んでいること

から、施設の大規模改修等が必要な時期にきています。 

２⑵２施設の設置場所 

 現在地は、市営住宅に隣接しており、児童の送迎及び保育行事等において、近隣住

民に影響を与えています。また、敷地が急傾斜地の上にあり、近年の集中豪雨等の発

生状況を踏まえ、防災上の観点からも移転が望ましい状況です。 
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３ 運営移管予定年月日 

  令和４年１０月１日（予定） ※保護者、事業者、市の三者協議により決定します。 

 

４ 運営事業者決定及び移管までの予定スケジュール 

令和３年１１月１２日～１２月３日 募集要領の配布 

令和３年１１月１５日～１２月１７日 募集要領に関する質問受付 

令和３年１２月５日 現地説明会 

令和４年 １月５日～１月１４日 提出書類の受付 

２月 審査委員会開催 

 ３月 審査結果の公表 

 ３月末 運営事業者、保護者、市の三者協議開始 

４月～９月 保育の引継ぎ 

    １０月１日（予定） 現施設において運営移管 
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５ 運営事業者の選定方法 

  企画提案型公募方式とします。 

 

６ 応募資格 

  応募できる法人の条件は、以下のとおりです。 

１⑴１田川市の保育行政を熟知し、児童福祉の向上に熱意を持ち、田川市内に法人本部を

置く社会福祉法人であること。 

２⑵２保育所を経営するために必要な経済的基礎があること。 

 ⑶３実務を担当する職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること。 

４⑷ 児童福祉法第３５条第５項第４号のイからルまでのいずれにも該当しないこと。 

 

※ 応募に当たっての注意事項 

  応募に当たっては以下の点を理解の上、応募すること。 

① 応募を行った者が、「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）」に規定する暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にあ

ることが判明した場合は、選考を待たずに失格とします。 

② 北保育所は、「田川市保育所設置条例」により設置が定められていることから、保育

所の民営化に当たっては、市議会において田川市北保育所の廃止についての条例改正

が必要となります。 

③ 仮に条例改正の議決が得られない場合、保育所民営化に関する事務を停止する場合

があります。 

④ 運営事業者決定後は、私立保育所として、県の設置認可を受ける必要があります。 

 

７ 応募に関する基本事項 

１⑴ 募集要領の配布 

  令和３年１１月１２日（金）～１２月３日（金） 

  ※提出書類の様式は、紙及び電子データで提供します。 

 

 

 



4 

 

２⑵ 現地説明会  

   田川市北保育所における現地説明会を以下のとおり開催します。 

◆場 所：北保育所 

◆日 時：応募者ごとに個別に時間を設定し、お知らせします。 

       令和３年１２月５日（日）を予定しています。 

◆参加申し込み 

      ：令和３年１２月３日（金）午後５時までに「現地説明会出席申込書」を   

提出してください。 

       応募を検討している法人は、現地説明会に必ず参加してください。 

 

３⑶ 募集要領等に関する質問 

   募集要領の内容等に関する質問を下記のとおり受付けます。 

  ◆受付期間：令和３年１１月１５日（月）午前９時から 

令和３年１２月１７日（金）午後５時まで 

  ◆受付方法：質問書（様式）に記入の上、ＦＡＸまたはメールで提出して下さい。 

電話や来訪などの口頭による質問は受け付けません。 

なお、回答は現地説明会出席者全員に共通文書で回答します。 

※市が準備した様式等において不備や記載枠がない等の場合は随時ご連絡ください。 

 

５⑷ 提出書類の受付期間 ≪期限厳守≫ 

 

 

 

 

 

 

５⑸ 提出先 

   田川市 市民生活部 子育て支援課 子ども未来係 【田川市役所 本庁舎１階】 

   TEL：０９４７-８５-７１３１  FAX：０９４７-４２-２０００ 

   E-mail：jidou@lg.city.tagawa.fukuoka.jp 

令和４年１月５日（水）～令和４年１月１４日（金）の期間における 

午前９時から正午、午後１時から５時まで 

※ 必ず法人担当者が持参すること。郵送不可。 

  受付時に提出書類が揃っているか確認を行うため、必ず事前連絡のこと。 
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８ 応募に当たっての確認事項 

１⑴１「田川市北保育所民営化に当たっての諸条件」を遵守すること。 

２⑵２応募に当たっては、理事会の議決等により、意思決定を経た後に応募すること。 

 ⑶ 北保育所の移転・建替えに関する施設整備計画を提示すること。 

３⑷４社会福祉法人の定款は、応募前に変更する必要はないが、「定款変更認可」の見込

みについては、あらかじめ法人所管課（保健福祉課)に相談すること。 

５⑸６その他留意事項 

ア 運営事業者の決定までは、提出書類等の著作権は、応募事業者に帰属する。 

イ 運営事業者の決定後は、選定された提出書類の著作権は田川市に帰属し、選定さ

れなかった提出書類は応募者に帰属する。 

ウ 提出書類は返却しない。 

７⑹７応募に関し必要な費用は、応募者の負担とする。 

８⑺８提出書類に虚偽の記載をした場合や不正な行為があった場合は失格とする。 

９⑻９今回の運営事業者の募集に当たり、田川市が提供する資料は、応募に係る検討にの

み使用すること。 

１⑼１応募者は、書類の提出をもって応募条件の内容を承諾したものとみなす。 

１⑽１応募の辞退 

ア 選定前までの辞退について 

書類の提出期限後、運営事業者の選定前までに、やむを得ない事由等で辞退する

場合は、辞退理由を明記の上、応募代表者名の署名・捺印のある辞退届を提出する

こと。（任意様式） 

イ 選定後の辞退について 

運営事業者として選定された後に辞退することは、本市の行政計画全体に大きな

支障をきたすため、その影響を十分に認識した上で、確実に事業が実施できる見込

みをもって応募すること。 

また、運営事業者名は選定後に公表するため、その後に辞退する場合は、辞退理

由の公表及び必要に応じて審査委員会等での説明を求める。 

１⑾１提出書類の内容に関して、必要に応じ照会及びヒアリングを行う。また、審査委員

会において委員から提出書類等について質疑が行われる。 
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９ 提出書類の作成について 

１⑴ 提出部数 

   １１部（正本１部・副本１０部） 

   正本については、登記事項証明書の原本を添付してください。 

   副本は正本をコピーしたもので構いません。（原本証明は不要） 

 

２⑵ 提出書類作成上の留意点 

  ア 「提出書類一覧表（チェックリスト）」の項目番号順に縦型Ａ４ファイルに左

綴じで作成してください。 

  イ 提出書類はＡ４サイズを基本としてください。 

  ウ 提出書類にはページ番号を記入してください。 

  エ 「提出書類一覧表（チェックリスト）」の項目番号ごとに提出する用紙にインデ

ックスを貼り付けてください。 

  オ 契約書や覚書などの写しは、代表者名で原本証明をしてください。 

  カ 背表紙には、法人名と正本・副本が判別できるよう明記してください。 

  キ 市の内容点検により、記載内容が十分に確認できない場合等は、資料の追加や差

替えをお願いすることがあります。 

  ク 提出書類は返却しません。 

 

１０ 提出書類 

◆ 応募申込書 

（１）田川市保育所運営事業者応募申込書 （様式１） 

（２）誓約書 （様式１－２） 

（３）委任状 （様式１-３） 

  

◆ 法人に関する書類 

（４）法人調書 （様式２） 

（５）理事会議事録等 ※法人として応募の意思決定が確認できるもの。（任意様式） 

（６）定款（写） ※原本証明が必要 

（７）履歴書（理事、監事、評議員） （共通様式１） 
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（８）法人の現況報告書 ※令和３年度 

（９）法人の事業計画書 （任意様式）※令和２、３年度 

（10）法人の事業報告書 （任意様式）※令和元、２年度 

（11）法人の監査状況報告書 （様式３）※直近の状況 

（12）法人の概要がわかる資料 （パンフレット等） 

（13）法人の登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

（14）未納がないことの証明書（法人税・消費税及び地方消費税・市税） 

（15）決算書 

ア 資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、財産目録 ※過去２年分 

イ 社会福祉法人及び学校法人以外 

◆損益計算書、貸借対照表、財産目録 ※過去２年分 

（16）法人が運営する社会福祉施設一覧表（様式４） 

（17）施設の監査状況報告書（様式５）※平成３０年度～令和２年度中に受けたもの 

１ 

◆ 保育所運営に関する書類 

（18）保育所運営の希望理由書 （様式６） 

（19）保育所運営計画 （様式７） 

   項目ごとに参考となる資料があれば添付してください。 

１１➀ 保育理念、保育方針、保育の目標について 

基本となる保育理念、基本方針、保育目標について提案を求めます。 

３３② 全体的な計画について 

年齢別に子どもの発達過程を踏まえて「保育のねらい」「保育の内容」について

提案を求めます。 

４４③ 一日の過ごし方（デイリープログラム）について 

一日の過ごし方（デイリープログラム）について、年齢別に提案を求めます。 

５５④ 年間行事について 

一年間の行事計画について提案を求めます。 

６６⑤ 子どもの健康管理について 

日常の健康状況の把握、発病時の対応、日常の健康づくりなど、入所児童の健康

管理について提案を求めます。 
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７７⑥ 給食について 

給食の提供に当たっての考え方や、食事を楽しむ工夫、アレルギー対応、食育な

ど、保育所の給食について提案を求めます。 

８８⑦ 家庭との連絡・連携について 

    家庭との連絡及び連携について、基本的な考え方や取り組みについて提案を求め

ます。 

９９⑧ 特別保育・自主事業について 

    現時点で考えている特別保育及び自主事業について、ご提案ください。 

１１⑨ 障がい児保育について 

    障がい児保育及び発達支援に対する基本的な考え方や支援体制等についてご提案

ください。 

１１⑩ 家庭支援推進保育事業について 

    日常生活における基本的な習慣や態度のかん養等について、家庭環境に対する配

慮など保育を行う上で特に配慮が必要とされる児童が多数入所している保育所にお

いて、保育士の加配を行うことにより入所児童の処遇向上を図るための事業です。

現状認識、支援体制等について提案を求めます。 

１１⑪ 施設の安全管理や利用者の安全確保に対する基本的な考え方取り組みについて 

施設の安全管理、事故防止及び安全対策について、職員への指導と子どもへの対

応の考え方や具体的な方法、対応マニュアル等について提案を求めます。 

１１⑫ 施設の衛生管理や保健衛生の考え方及び取り組みについて 

    疾病時、食中毒、感染症等への対応、施設の衛生管理など保健衛生の考え方及び

取り組みについて提案を求めます。 

１１⑬ 個人情報の保護・管理について 

個人情報の保護・管理について、組織としての考え方や具体的な取り組み方法、

対応マニュアル等について提案を求めます。 

１１⑭ 地域との交流について 

保育所における地域交流の取り組みについて提案を求めます。 

１１⑮ 地域における子育て支援について 

育児相談や情報提供など、地域の子育て家庭を対象とした子育て支援の取り組み

について提案を求めます。 
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１１⑯ 虐待防止について 

    子どもの虐待防止、早期発見とその対応について、組織としての考え方や具体的

な取り組み方法等について提案を求めます。 

１１⑰ ニーズ・苦情への対応について 

利用者の意見や苦情等への対応について､組織としての考え方や具体的な取り組

み方法等について提案を求めます。 

１１⑱ 第三者評価事業について 

第三者評価事業を受けている場合は、評価結果の写しを添付してください。第三

者評価事業を受けていない場合で、運営している施設について自己評価を行ってい

る場合は、その結果の写しを添付してください。 

また、第三者評価事業への参加（受審）の計画があれば記入してください。 

（20）施設長選任理由書 （様式８） 

    就任予定者の承諾意思を確認するため署名又は記名押印してください。 

（21）施設長履歴書 （共通様式Ⅰ） ※資格を証明する書類を添付してください。 

※ 施設長についての注意事項 

① 提出書類に基づき審査を行うため、運営事業者として選定された場合、開所当初

に提出書類に記載した「施設長」の変更は認められません。 

②「施設長」のやむを得ない理由（健康上の理由等）により変更が必要となる場合は

あらかじめ市と協議を行ってください。 

協議結果によっては、運営主体の選定をやり直すこともあります。 

（22）施設の管理運営体制計画 （様式９） 

１１➀ 施設の管理運営組織図 

    施設を管理運営する際の組織図を記載してください。 

２２② 職員の配置・勤務ローテンション 

    一日の保育時間に応じた職員の配置と勤務ローテーションの考え方を記載してく

ださい。 

３３③ 職員の育成に関する考え方及び取り組み 

    職員研修など、職員育成に関する考え方と計画についてご提案ください。 

（23）職員配置計画 （様式10） 

    現時点で配置できる職員を可能な限り記入してください。 
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    配置職員が未定の場合は「氏名」欄を未定と記載し、雇用形態・確保方法・経験

年数等には計画を記載してください。 

（24）就労予定職員の履歴書 （共通様式Ⅰ） 

    履歴書は、児童福祉事業等（認可保育所、その他の児童福祉施設・社会福祉施

設・幼稚園）に従事した経験があれば、その年数を明記し、児童福祉事業に関する

資格を有する場合は資格名を記入したうえ証明書類を添付してください。 

※  経験年数についての注意事項 

 経験年数は、常勤職員（１日６時間以上かつ月２０日以上勤務する職員）として勤

務した期間を算定してください。（常勤職員の間の産前産後休暇及び育児休暇の期間

は算入します。） 

認可保育所における勤務経験とは別に、その他の社会福祉施設等で常勤職員として

勤務した経験があれば、別途明記してください。 

 

◆ 保育所施設整備に関する書類 

（25）施設概要調書 （様式 11） 

（26）立面図・平面図・配置図 ※部屋の内法面積も記載してください。 

（27）建設予定地に関する調書 （様式 12） 

（28）位置図・周辺状況図 ※周辺の状況が分かる写真等を添付してください。 

（29）土地の登記事項全部証明書、字図 ※原本１部、他は写し 

（30）土地売買（貸付）証明書等  

※土地売買（貸付）証明書又は土地の売買（貸付）に関する重要事項を記した覚書等 

※抹消予定となっている抵当権等の制限物権がある場合は抹消確約書等 

（31）施設整備の予定スケジュール ※様式は任意 

（32）施設整備に関する資金計画書（様式 13） ※借入がある場合は償還計画書を添付 

（33）工事費、設計費、設備費等の概算見積書（中明細程度） 

 

◆ 保育所運営の資金に関する書類 

（34）資金収支予算見込書（様式14） ※令和４～８年度 

（35）人件費内訳書 （様式15） 
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【注意】 

ア 運営費の算定は、人件費、事業費、事務費の区分を明確にしてください。 

イ 給与表等職員の賃金の単価がわかる資料を添付してください。 

ウ 運営費収入は、特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の制

定に伴う実施上の留意事項について（平成27 年3 月31 日雇児発第9 号）により

算定してください。（年間委託費は8,700万円として仮計上してください。） 

エ 特別保育事業に係る支出及び収入は、延長保育事業及び家庭支援推進保育事業

を令和５年４月１日から実施予定として計上してください。 

（36）寄附予定者一覧（様式16） ※寄附を受ける予定がある場合 

 

◆ 各種規程、マニュアル等に関する書類 

【添付資料１：各種規程】…下記は例示 

就業規則、給与規程（給料表含む）、経理規程、旅費規程、管理規程、 

運営規程、安全衛生規程 など 

 

【添付資料２：各種マニュアル・様式等】…下記は例示 

全体的な計画、年間行事計画表、デイリープログラム、消防（防災）計画、 

災害時対応、安全対策、事故防止、食物アレルギー等のマニュアル など 
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１１ 審査及び選定に関する事項 

１ 審査について 

１⑴ 運営事業者の選定は、選考過程の公平性・透明性に配慮するとともに、保育事

業に関する審査を行うため、社会福祉事業及び児童福祉分野等に関する行政関係

者、有識者からなる運営事業者選定審査委員会(以下、「審査委員会」という。)を

設置し、その審査結果を踏まえて決定する。 

２⑵ 応募者が審査前に審査委員会の委員に連絡を求め接触するなど、市民の疑惑や

不信を招くような行為をしたと認められる場合は、審査対象から除外する。 

２ ⑶ 審査結果によっては、運営事業者が一つも選定されない場合もある。 

 

２ 審査基準、選定方法について 

１ ⑴ 審査委員会の委員が審査基準に基づき各応募者の提案内容を評価（採点）し、 

その合計得点をもって運営事業者の候補者を選定する。 

２⑵ 審査に当たっては、保育業務に関する知識・経験及び保育所内容など、保育の

質を重視した評価を行うこととし、保育の質に関する配点を６０％以上とする。 

３３⑶ 審査基準における各項目の評価点（配点）は、審査委員会で決定する。 

４４⑷ 評価点（配点）合計の６０％以上を獲得した法人を選定対象とする。 

３⑸ 審査は書類審査に加えて、審査委員会の中で応募者に対する質疑応答を行う。 

４⑹ 提出書類受付後、審査委員会に進む前に、田川市の所管課（子育て支援課）に

よる提出書類の点検を実施する際、必要に応じて内容確認のための照会、ヒアリン

グなどを行うことがある。なお、明らかに保育所に求められる基準を満たしていな

い等の提案については、審査委員会による選定の前に失格とする場合もある。 

 

１２ 禁止事項と欠格事項等について【重要事項】 

提出書類の提出後及び事業者選定前後に、次に該当した場合は「失格」とする。 

１⑴ 提出された書類の内容に、重大な不備及び虚偽があると認められる場合 

２⑵ 重要事項の変更があった場合 

３⑶ 審査委員会による審査前に、審査委員会の委員に連絡を求め接触した場合 

３⑷ その他市民の疑惑や不信を招くような行為をしたと市長が認める場合 
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４⑸ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員及

び暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係にある者は一切応募できない。 

これに違反していることが判明した場合は失格とする。 

※ 上記の失格事由への該当の有無について、関係官公署に照会する場合がある。 

 

１３ 運営主体の選定後（運営の移管）について 

１１１保育所運営事業者との協定 

市は選定した運営事業者と協議を行い、運営引継ぎに関する協定を締結する。 

［協定内容（案）］ 

１１⑴ 運営引継ぎに関すること。 

２２⑵ 管理運営についての具体的事項 

３３⑶ 保育所運営計画等に記載された内容に関すること。 

４４⑷ 運営事業者及び市が支払うべき経費等に関すること。 

５５⑸ 個人情報の取扱いに関すること。 

６６⑹ 選定結果の取り消し及び業務の停止に関すること 

７７⑺ その他市長が必要と認めるもの 

 

２ 提案内容の遵守について 

運営事業者は、保育所運営に当たり、職員の採用、配置をはじめ応募の提出書類に

記載した内容を誠実に履行すること。仮に提案内容が誠実に履行されないことが明ら

かになった場合、保育所運営の移管に関する事務を停止する。 

 

 ３ 事業の継続が困難になった場合の措置 

運営事業者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難になった場合は、現施設

の使用に関する契約を解除し、選定結果を取り消すものとする。この場合、市に生じ

た損害は当該運営事業者が賠償するものとする。 

 

４ 協議 

保育所運営の移管に関する疑義が生じた場合、市と運営事業者は誠意を持って協議

する。 
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  【問い合わせ先・書類の提出先】 

〒825-8501 田川市中央町１番１号 

田川市 市民生活部 子育て支援課 子ども未来係 

電話：０９４７-８５-７１３１（直通）  FAX：０９４７-４２-２０００ 

担当：楠木・國安・恒田   E-mail： jidou@lg.city.tagawa.fukuoka.jp 


