
南風原町小規模保育事業
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南風原町民生部こども課
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■1

南風原町は、平成32年度までに保育所入所待機児童の解消を目指し、地域の保育需要に

応じた対策を効率的かつ計画的に実施するため、平成30年11月に『南風原町子ども子育て

支援事業計画』を一部改訂しましナこ。

今回、この計画に基づき、待機児童解消の推進や保育サービスの充実を図るため、小規

模保育事業の設置・運営を行う事業者を募集します。

の取ヒ

閣2

(1)施設の種別

小規模保育事業A型又はB型とします。

(2沫財莫

定員数原則19名

(3)受入児童

0歳児から2歳児の保育を必要とする児童を受け入れること。また、0歳児は出生後満3ケ

月以上の乳児から受け入れること。

(4)募集件数及び募集地域※募集件数は4園とし、募集地域は原則下記のとおりとする。

南風原中学校校区一ーー3園

南星中学木交キ交区・・・・・・・・1園

(5)整備及び開設時期

小規模保育事業として南風原町の認可を受け、遅くとも平成32年4月1日までに運営を開

始すること。可能であれぱ、それより以前に開設すること

(6)用地事業者が確保(借地可能)

(フ)建物事業者が建設(賃借可能)

の

■3.応

(1)応募資格

応募することができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する事業者とします。

ア.事業者が現に運営している教育・保育施設がある場合、その教育・保育施設が直近

に実施された所管庁の監査、指導検査等において、文書指摘を受けていないこと。た

だし、文書指摘を受けていた場合であっても、適正な改善報告がなされている場合は、

指摘を受けていない場合と同様の取扱いとします。

イ.小規模保育事業を運営するために必要な、経営基盤を有していること。

ウ.小規模保育事業の年間事業費の12分の1以上に相当する資金を普通預金等により

保有していること。(参考.年間事業費の12分の1相当額は、おおよそ350万円程度)

エ.事業者が国税、及び地方税を滞納していないこと。

オ.事業者が民事再生法(平成11年法律第225号に規定する再生手続き開始又は破産

J■Jヂ
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法(平成16年法律第75号)に規定する破産手続き開始の決定を受けていないこと。

カ.施設長は、社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること。(次の①~④のいずれ

かに該当するこど

①保育所並びに保育所以外の児童福祉施設、認定こども園、幼稚園及び家庭的保育

事業等において2年以上勤務した経験を有すること。

②「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1

月21日雇児発第0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)により都道府

県知事から又は市町村長から証明書の交付を受けた施設で3年以上勤務した経験を

有すること

③雇用保険法施行規則(昭和50年3月10日労働省令第3号)第116条に定める事

業所内保育施設設置,運営等支援助成金を受けた施設及びこれと同等と認められる施

設で3年以上勤務した経験を有すること

④認可外保育施設において5年以上勤務した経験を有すること

キ.小規模保育事業を設置するために必要な物件を、事業者の所有または賃借等によ

り、応募の時点で確保できる見込みがあること。

ク.事業者の役員等が暴力団(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をいう。)又は暴力団員(同法第2条

第6号に規定する暴力団員をいう。)若しくほ暴力団員と密接な関係を有する者(南風

原町暴力団排除条例(平成23年南風原町条例第8号)第2条に規定する暴力団員と

密接な関係を有する者をいう。)でないこと。

(2)失格基準

応募者が次の要件に該当する場合は、失格とします。

ア,事業者の選定に関し、自己に有利な取扱いを求めるために働きかけをするなど、特定の

目的をもって、検討委員に直接、間接を問わず接触した場合

イ.応募書類に虚偽又は不正があった場合

ウ.応募書類の受付期限までに所定の書類が整わなかった場合

エ.その他不正な行為があった場合

■4.応 づて、

(1)定員構成

定員構成は、0歳芸1歳萎2歳となるように構成すること。最終的な定員設定は町の指導に

従わなけれぱならない。

゛゛゛゛
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(参考:19名定員構成)

年齢区分

(2)開所日

開所日は、原則として次に掲げる日を除く日とします。ただし、休日や年末年始に保育を実

施する場合はこの限りではない。

ア.日曜日

イ.国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

ウ.12月29日から翌年の1月3日までの日

エ.6月23日(慰霊の日)

(3)開所時間及び保育時間

開所時間は、延長保育事業を含め、原則7時から19時までとします。

保育標準時間利用児は原則18時までとし、保育短時間利用児へも対応すること。

(4)食事の提供

ア.食事の提供は、南風原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例(以下「南風原町設備運営基準」という。)第15条及び第16条の規定によること。

イ・離乳食やアレルギー食等、配慮を要する児童の対応食など、個々に配慮した「食」の提

供を行うこと。

(5)施設整備等について

ア.施設整備が必要な場合は、関係機関と協議のうぇ整備計画を立てること。

イ.施設は、「南風原町設備運営基準」、その他関連法令等を遵守するとともに、採光及び

換気等の保健衛生や調理室の衛生管理及び事故の防止等に十分配慮すること。

ウ.施設は、昭和56年6月施行の新耐震基準を満たし、耐震上問題がないこと。(昭和56年

6月以前に完成した建物の場合、耐震診断を実施し安全と判定されたもの、又は耐震補

強実施済のもの)

(6)賃貸物件(建物)について

建物を賃借する場合は、賃貸借期間を3年以上とすること。ただし、町から改修費等の補

助を受けた建物において地域型保育事業を行う場合は、賃貸借期間をおおむね10年以

上とすること。

(フ)施設運営について

施設運営は、「南風原町設備運営基準」、「南風原町家庭的保育事業等設置認可要綱(以

下「南風原町認可要綱」という。)」、「保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第t17

号)」及び「南風原町特定教育・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(以下「南風原町運営基準」という。)などの関係法令等を遵守するとともに、南風原

0歳

1歳

2歳

定員

合計

6名

6名

7名

19名
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町の指導に基づき適正な運営をすること。

(8)町との協力体制

事業者は、新施設が南風原町の保育事業の一翼を担う小規模保育事業所であることを十

分認識し、南風原町が行う保育行政に積極的に協力するとともに、南風原町認可保育園園

長会とも連携を図ること。

(8)連携施設の確保について

利用児童に対して適正かつ確実な保育を行い、また、利用児童が卒園後も継続的に保育

を受けられるように、「南風原町設備運営基準」に基づき、連携施設の確保に努めること。原

則、連携施設は、認可保育園等とし、複数設置して頂いても構いません。(ただし、連携施設

は町内に立地する施設に限る)

(9)その他の条件

ア.小規模保育事業の設置手続き及び運営については、選定された者自ら行うこと。

イ.安定的に継続して小規模保育事業を運営できること。

ウ.苦情解決の仕組みを整備すること。

エ.安全・危機管理体制を整備すること。

オ.事故等の発生による補償を行うことができるように、賠償責任保険に加入すること。

カ.小規模保育事業所に勤務する職員の資質の向上を図ること。

キ.施設運営及び保育内容について南風原町の指導を受け、指導改善の申し入れがあ

つ場合は改善に努めること。

ク,平成32年4月1日までに、小規模保育事業所を開設できない時は、町から交付した

補助金に関しては返還となる場合があります。

■5.応

(わ募集要項の配付

ア.配付期間1平成30年12月7日(金)~平成31年1月9日(水)

イ.配付場所:南風原町民生部こども課

ウ.配布ヰ勿募集要項、応募書類

(2)応募に関する質問について

次の期間中、応募に関する質問を受け付けます。

ア、質問期間:平成30年12月7日(金)~平成30年12月21日(金)まで

け二だし、土・日・祝日を除く8時30分~17時15分まで)

イ.質問については質問期間中、所定の質問票にて、FAX(098-889-7657)または

Em加KH8897028@town.ha.boru.okinawaJP)1こ質問内容を送付して下さい。また、その

際は電話で確認のご連絡もお願い致します。

※回答については、随時、町ホームページ上で確認してください。

ウ.相談できる内容

^
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・小規模保育事業所設置予定地の場所の確認

・応募書類に関すること

・その他町長が必要と認めること

エ.審査内容に係る問い合わせの禁止

応募者及びコンサルタント等の関係者から、担当者等に対して、選定に当たっての有

利な情報を求める等の問い合わせは、公募の公平性を期すため、審査の事前・事後と

もに受け付けません。

(3)応募書類の受付

ア.提出期間:平成30年12月7日(金)~平成31年1月9日(フK)まで

け二だし、土・日・祝日を除く8時30分~17時15分まで)

イ.提出場所:南風原町民生部こども課(庁舎邱皆)

ウ.提出書類:男1絲氏「応募書類一覧(/1畉見模保育事業)」参照

エ.提出部数:11部(正本1部・副本10部)※副本はコピー可

※応募書類はA4サイズのフラットファイル等に綴り、書類番号ごとに台紙(中扉)を入

れ、台紙(中扉){こインデックスを張り付け、表紙の上段に「平成30年度小規模保

育事業設置運営事業者応募書類(正)又は(副)」、下段に「事業所名」、・背表紙に

「平成30年度小規模保育事業設置・運営事業者応募書類(正)又は幅ID 事業所

名」を表示してください。

オ.提出方法

応募書類の提出は、提出期限内に応募者が提出場所へ直接持参することとし、郵送

等によるものは受け付けません。

提出する書類は、ワープロソフト等にて作成して下さい。

カ.その他

・応募期間中の書類差し替えは可能としますが、応募期間終了後につきましては、原則

として書類差し替え及び追加等は行えません。

・提出された応募書類は返却いたしません。

・事業者の選定等にあたって確認が必要とされた場合、町の職員が追加資料の提出を

求めたり、聞き取りを行ったりすることがあります。

瓢6.{査一

事業者の選定は、次のとおり書類審査及びプレゼン審査等を実施し、提案内容を審査基準

に基づき総合的に評価したうぇで行います。なお、本事業において、応募者がない場合又は審

査結果により本事業実施の目的を達成できないと判断した場合は、町長は優良事業者の選定

を行わない場合があります。

(1)審査方法

ア.1次審査(書類審査・現場視察)

検討委員会において、審査基準に基づき書類審査を実施します。

5・



イ.2次審査(書類審査・プレゼンテーション)

1次審査通過者に対し、検討委員会において、次の事項について書類審査及びプレ

ゼンテーション審査等を実施します。

①現に運営している保育施設がある場合、現在の運営状況(運営方針、職員待遇等)

②運営能力絲且織能力、財務能力、職員処遇、危機管理対策等)

③保育事業計画(保育運営方針、職員採用、職員の資質向上等)

④設置場所、建物(設置場所、建物の概要等)

⑤その他、検討委員会が必要と定めるもの

(2)審査の結果通知等

審査結果は、1次審査・2次審査ごとに、町長が応募者に文書により通知します。

(3)同点の場合の取扱い

検討委員会での審査において、同点が生じた場合は次の方法により1順位を決定します。

ア.委員の順位の1位獲得数が多い事業者(1位の獲得数が同数の場合には、順に2位、

3位の獲得数が多い事業者)

イ.アで決まらない場合、委員の多数決(同数の場合は委員長の決による)

亜7

(1)補助の対象

三jL
の について

整備の種類

新築等、自己所有物件

賃貸物件

※ただし、補助申請をせず自主財源により開設を早めることも可能です。

(2)留意事項

ア.本募集により、優良事業者として選定されたことをもって、施設整備等に係る補助金

の交付や認可が得られることを確約するものではありません。

イ.応募者は施設の設計内容等が本町町域の開発や建築等に係る全ての許認可等の

基準や要件に適合することを確認した上で応募してください。また、許認可等の適合確

認並びに申請手続き等は、それぞれ所轄庁の判断、指導等に基づきます。

ウ.本町にども課)は、応募の受付、書類審査から選定までの過程において、設計内容

社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人※学校法人(幼保連

携型認定こども園を構成する幼稚園及び保育所の設置者が同一の

学校法人であって、当該小規模保育事業の施設整備を行う場合に

限る)

設置主体は問いません

対象者

6・



等に関し、各所轄庁へ照会、確認等を行うことはしません。

エ.施設整備等が必要な場合は、事前にご相談ください。

オ.施設整備を行う場合は、本町の指導に基づいて、入札及び契約等を行ってください。

■8 刃

a)認可基準について

「南風原町設備運営基準」及び「南風原町家庭的保育事業等設置認可要綱」の基準を満

たし、南風原町の認可決定を受けること。

(2)確認基準について

「南風原町運営基準」の基準を満たし、南風原町の確認を受けること。

ひ 刃 について

盟9
^

のス

平成30年12月7日(金)

ノユール

平成31年1月9日(水)

日 付

1月下旬

平成31年1月下旬以降~

1月下旬

平成32年4月1日までに

※選定の進捗状況により、上記の1次審査以降の日程が変更となる場合があります。

1月下旬

募集要項配付・受付開始

盟10.巨刀章

募集締切

1次審査(書類審査・現場視察等)結果通知

(1)施設整備にかかる補助金については、平成31年度の予算案が南風原町議会にて可決さ

れた場合に限り執行が可能となります。可決されなかった場合は、執行の中止や内容を変

更する場合があります。

(2)提出していただいた応募書類は返却いたしません。また、応募にかかる費用は応募者の

負担とします。

(3X憂良事業者の選定後は、選定内容に影響する変更は認めません。

(4)提出された書類に虚偽の記載があった場合は失格となります。

(5)提出された書類は当該事業者選定以外の目的に使用しません。ただし、南風原町情報公

開条例(平成13年南風原町条例17号)第8条の定めにより、不開示情報(個人情報や法人

等の利益を害する恐れがある情報)を除き、情報開示の対象となります。

(6)検討委員会の会議内容は情報公開請求があれぱ、原則開示します。

2次審査(書類審査・プレゼン等)

内容

工

選定結果通知

認可・確認手続き

運営を開始

フ・



(フ)小規模保育事業所の開設にあたっては、南風原町の認可及び確認が必要となります。こ

の応募により選定された優良事業者は、速やかに認可及び確認手続きを進めてください。な

お、今回の選定結果は、認可及び確認を確約するものではありません。

(8)施設の建設や円滑な運営のためには、地域住民の理解と協力が不可欠であることから、

近隣住民及ぴ自治会等から同意書を得ることとし、円滑な施設の運営等に向けた調整を行

つてください。

(9)今後の制度改正や南風原町の事業の進捗状況により募集条件等の変更があった場合

は、その都度情報提供を行っていきます。

(10)施設整備補助金の種類によっては国への事前協議書提出が2月上旬(補助対象者6ぺ

ージ(1))となるため施設整備費用の算出が必要になりますので、それまでに応募者は基

本設計等を完了して頂きますようよろしくお願い致します。提出書類の様式につきましては、

応募時に参考としてお知らせ致します。
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