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１ 募集の趣旨 

  本市の公立保育所は令和元年５月２７日に策定した「公立保育所民営化方針」に

基づき、段階的に民営化することしており、令和２年度には栄町保育所と幌別東保

育所の２保育所の運営委託を行っています。 

  令和２年度の運営委託開始から現時点までの両保育所の状況としては、市と委託

事業者が連携して、良好な保育を提供してまいりました。 

  今後は、同方針に基づき、第２段階である栄町保育所の民営化を進めるにあたり、

新たな建設地である「千代の台団地付近」（登別市新生町３丁目１３番地１のうち）

に民設民営による幼保連携型認定こども園を整備するため、整備・運営事業者を募

集します。 

 

２ 募集等のスケジュール 

  募集及び事業のスケジュールは次のとおりです。 

 項目 日程 手続き等 

１ 募集要項の公表 令和４年８月３１日（水曜

日） 

登別市公式ウェブサイト

に掲載、報道、関係施設へ

のお知らせを予定 

２ 要項等に関する質疑受

付 

令和４年８月３１日（水曜

日）～９月１６日（金曜日） 

 

３ 要項等に関する質疑回

答 

質問受付後、随時登別市公

式ウェブサイトで回答し、

令和４年９月２２日（木）

までにすべての質問の要

旨及び回答を公表します。 

 

４ 応募説明会の実施 令和４年９月９日（金） 

時間 15:00～16:00    

場 所 ： 登 別 市 民 会 館   

大会議室 

 

５ 企画提案書の提出 令和４年８月３１日（水）

～令和４年９月２９日

（木） 

 

６ プレゼンテーション 令和４年１０月中旬予定  

７ 選考委員会 令和４年１０月中旬予定  

８ 整備・運営事業者の決定 選考委員会実施後、２週間

を目処に通知予定 

 

９ 整備・運営事業者との各

種協議 

令和４年１１月中旬以降  
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３ 整備の概要 

（１）整備施設 

   幼保連携型認定こども園 

 

（２）利用定員 

   ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計 

利用定員 
保育 ９人 １５人 １６人 １６人 １７人 １７人 ９０人 

教育 － － － ２０人以内 ２０人以内 

 

（３）開園時期 

   令和６年４月１日 

 

４ 整備地 

（１）所在地：登別市新生町３丁目１３番地１のうち 

（２）整備予定地面積：約３，５００㎡（分筆後に面積確定を行うため、増減あり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業用地の概要

項目

都市計画区域

用途地域

建ぺい率／容積率

その他制限

上水道 水道事業 給水区域内

汚水 公共下水道 供用開始区域内

ガス 都市ガス/プロパンガス 有り

概要

市街化区域

第１種中高層住居専用地域

６０％／２００％

宅地造成工事規制区域、建築基準法第22条区域

・市道新生28号線：幅員１６ｍ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・市道新生19号線：幅員８ｍ

周囲：住宅用地等

・当該土地は土壌汚染対策法第11条第1項の規定する形
質変更時要届出区域に指定されています。

・当該土地の整地及びインフラ整備（地下埋設物・残存物
の撤去、移設及び設置・引込み等）に伴う費用について
は、事業者の負担で行ってください。

周辺の状況

インフラの状況

その他特記事項
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５ 整備・運営事業者の応募資格 

  整備・運営事業者は、次に掲げる条件のすべてを満たしている者であること 

（１）本市内に事業所を有する社会福祉法人、または学校法人 

（２）当該法人及び代表者が次のものに該当しないこと 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の各号に規定

される者 

イ 登別市競争入札参加資格者指名停止事務処理要領（平成７年訓令第５号）の

規定に基づく指名停止の措置を受けている者 

ウ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項（指定管理

者の指定の取り消し・停止）の規定による取り消しを受けたことがある者 

エ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）、会社更生法（平成１４年法律第１

５４号）により、再生または更正手続の申立てがなされている者等経営状況が

著しく不健全である者 

オ 登別市幼保連携型認定こども園設置運営事業者参加申込書の提出日におい

て、登別市税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納している者 

カ 認定こども園の年間事業費の１２分の１以上に相当する資金を、普通預金等

により有していない者 

キ 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律（平成３年法律第７７号）第

３条または第４条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定する暴力団等の

構成員を、役員（個人または代表者）並びに支配人及び営業所等の代表者とし

て使用している者 

 

６ 応募条件 

 整備・運営事業者は、次に掲げる項目のすべてを遵守できる者であること。 

（１）認定こども園の実情に応じて創意工夫を図り、入所する子どもの最善の利益を

考慮し、認定こども園の質の向上に努めること。 

（２）通常の教育・保育業務のほか、現在、栄町保育所の入所児童が利用できる特別

保育等（延長保育、乳児保育、障がい児保育、休日保育）のすべての事業を実施

すること。また、一時預かり事業（余裕活用型）を実施し、病児保育（体調不良

児対応型）の実施に努めること。 

（３）乳児や障がいのある児童の保育については、十分な知識と理解を有しているこ 

と。 

（４）公募型企業提案方式（プロポーザル方式）の制度等について理解し、誠実に協

議・調整に応じること。 

（５）幼保連携型認定こども園を運営するために必要な経営基盤及び社会的信望を有

している事業者であること。 

（６）施設の整備及び運営に関しては、国及び北海道等が定める法令等を遵守するこ

と。  
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７ 運営に関する条件 

（１）開園日 

   日曜日、祝日及び年末年始（１２月２９日から１月３日まで）を除く、月曜日

から土曜日までとする。ただし、これを超える開園日を提案することを妨げるも

のではない。 

（２）開園時間 

   午前７時１５分から午後７時１５分までの間において、１日１１時間以上の開

園とし、それを超える時間については、延長保育事業を実施すること。 

（３）給食 

   基本的には自園調理による提供を基本とするが、「幼保連携型認定こども園の

学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準」（平成２６年内閣府令第 1 号、

文部科学省令第 1号及び厚生労働省令第 1号）等による取扱いに従うこと。 

また、食育指導や食物アレルギーへの対応を行うこと。 

 

８ 施設整備に関する条件 

（１）施設建設予定地については、市が整備・運営事業者に対し、事業を継続する期

間貸与する（賃貸料は別途定める）。 

（２）建物は整備・運営事業者が整備するものとし、３（３）に示す開園日に開園で

きるようにすること。 

（３）雨水排水、汚水排水については、必要に応じて放流先の管理者と協議するなど

し、適切に処理できるようにすること。 

（４）送迎用駐車場等は必要な規模を設けるとともに、送迎時の安全確保に努めるこ

と。 

（５）建築にあたっては、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）、消防法（昭和２

３年法律第１８６号）等の関係法令を遵守するとともに、幼保連携型こども園の

学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準等による取扱いに従うこと。 

（６）施設整備に係る事業者選定については、一般競争入札に付するなど登別市が行

う契約手続きの取扱いに準拠して行うこと。 

（７）本施設整備にあたり、市内事業者の活用に努めること。 

 

９ 園舎整備にかかる補助等 

（１）補助金の申請及び交付決定 

   整備にかかる補助金については、本応募に選定された事業者が行う整備事業

に対し、本市の予算成立後、予算の範囲内において補助金の申請を受理し、交

付決定を行います。なお、補助金における保育部分は国の保育所等整備交付金、

教育部分は認定こども園施設整備交付金の活用を予定しています。 

   なお、施設整備には国からの整備交付金に加えて、登別市独自の整備補助金

等を必要に応じて交付することを予定しています。 
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  【国交付基準に基づく補助（国庫補助）】 

   施設整備に対する補助（保育所等整備交付金、認定こども園施設整備交付金） 

 

  【市の独自補助】 

   ア 施設整備費に対する補助 

   イ 借入金の償還利子に対する補助 

   ウ 土砂搬出処分費に対する補助 

   エ 土地賃貸料の軽減 

 

 （２）補助金の交付 

   【国交付基準に基づく補助（国庫補助）】 

    補助金の交付は、整備事業終了後、実績報告書の提出により適正と認められ

た後に一括交付します。 

 

   【市の独自補助】 

施設整備費に対する補助及び土砂搬出処分費は、令和５年度に一括補助を実

施します。また、借入金の償還利子に対する補助については、複数年分割によ

る補助を実施します。 

 

 （３）補助の内容 

   【国交付基準に基づく補助（国庫補助）】 

保育所等整備交付金の交付について（平成３０年５月８日付け厚生労働省

発子０５０８第１号）の別紙「保育所等整備交付金交付要綱」、「認定こども

園施設整備交付金交付要綱」（平成２７年５月２１日文部科学大臣裁定）及

び「認定こども園施設整備交付金実施要領」（平成２７年５月２１日初等中

等教育局長裁定）（以下、「国交付金要綱等」という。）に定める基準を適用し

ます。 

【市の独自補助】 

   ア 施設整備に対する補助 

国庫補助基準額を超える本体工事費及び設計料のほか、外構工事費、遊具、

机や椅子など、国庫補助対象とならない経費の一部を補助する。 

   イ 借入金の償還利子に対する補助 

国庫補助基準額における事業者負担額を上限として、金融機関等からの借

入により資金調達を行った場合、各年度の償還に係る利子相当額の一部を、

借入期間のうち供用開始から最大１０年間補助する。 

    ウ 土砂搬出処分費に対する補助 

土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）に基づく形質変更時要届出区
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域に指定されている当該施設の整備地から土砂を搬出する場合における処

分費の一部を補助する。 

   エ 土地賃貸料の軽減 

 本市から整備・運営事業者へ貸付を行う当該敷地の賃貸料について、一定

期間軽減する。 

 （４）その他留意事項 

    補助金の対象経費は、国庫補助金等の交付の内示がされた日以降の契約等を

対象とします。 

その他必要な事項は、国交付金要綱等の定めによります。 

本事業に係る登別市予算が成立しない場合や、保育所等整備交付金又は認 

定こども園施設整備交付金の対象事業とならなかった場合には事業化されま

せん。これらにより事業者が損害を被ったとしても登別市は一切その責を負

いませんので、応募事業者はこの点についてあらかじめ了承のうえ、申請書

類を提出してください。 

 

１０ 質問及び回答 

（１）質問方法 

質問は、質問書（様式１）に質問の要旨を簡潔に記載し、電子メールで送信し

てください 

（２）質問受付期限 

令和４年９月１６日（金）午後５時３０分まで（期限を過ぎた質問については

回答できません。） 

（３）提出先  

   登別市保健福祉部こども育成グループ 

   メールアドレス child@city.noboribetsu.lg.jp 

（４）回答方法 

   質問受付後、随時登別市公式ウェブサイトで回答します。 

令和４年９月２２日（木）までに、すべての質問要旨及び回答をまとめ登別市

公式ウェブサイト上に公表します。 

 

１１ 参加申込書の提出 

（１）提出方法 

   郵送又は持参により提出すること。 

   ※提出書類等は、返却しません。 

※提出書類は正本１部のほか同じ内容の電子媒体（ＣＤ－Ｒ等）を提出するこ

と。 
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（２）提出書類 

  ア 参加申込書 

  イ 企画提案書 

  ウ 施設整備計画書 

  エ 資金計画書 

  オ 新施設運営にかかる３年間の収支計画書 

  カ 現在実施している事業の概要 

 

提出書類一覧 

様式番号 書  類  名  称 

提案様式１ 参加申込書 

提案様式２ 企画提案書（法人の運営状況） 

提案様式３ 企画提案書（施設整備の考え方） 

提案様式４ 企画提案書（施設の運営） 

提案様式５ 企画提案書（教育・保育内容等） 

提案様式６ 企画提案書（給食） 

提案様式７ 企画提案書（安全・衛生管理） 

提案様式８ 企画提案書（職員確保・配置計画、研修計画） 

提案様式９ 企画提案書（保護者対応、地域交流、市との連携） 

提案様式 10 

施設整備計画書 

（添付書類） 

①建物等の配置図（建物の形状・敷地全体の土地利用状況がわかるもの） 

②建物平面図（建物のレイアウトがわかる平面図） 

③部屋ごとの求積図 

提案様式 11 

資金計画書 

（添付書類） 

 ①工事費見積書（工種ごと） 

 ②備品購入費調書 

 ③借入金償還計画表 

提案様式 12 新施設運営にかかる３年間の収支計画書 

提案様式 13 

現在実施している事業の概要 

（添付書類） 

①法人の登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

②法人の定款 

③法人の意思決定機関の議決が確認できる書類（理事会の議事録等） 

④法人全体の直近３年間の決算書類（損益計算書・貸借対照表・資金収

支計算書等） 

⑤国税及び地方税の納税証明書 

⑥法人の施設運営の考え方、取り組み、実績等がわかる資料（パンフレ

ット等で可） 

提案様式 14 法人代表者の履歴書 
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（３）提出期限 

   令和４年９月２９日（木）まで（必着） 

   ※持参の場合、平日の午前９時から午後５時３０分まで 

（４）提出先 

   〒０５９－８７０１ 北海道登別市中央町６丁目１１番地 

             登別市保健福祉部こども育成グループ 

 

１２ 応募書類の審査方法 

（１）選定委員会の設置 

別に定める登別市保育施設の民設民営化に係る事業者選定委員会設置要綱に

規定する選定委員会（以下、「選定委員会」という。）が提案内容等の審査を実施

する。 

（２）審査の方法 

  ア 公募型企画提案方式（プロポーザル方式）により選定する。 

  イ 整備・運営事業者の資格審査 

    市は、この応募要項に記載している整備・運営事業者の備えるべき要件を満

たしていることを確認し、資格不備の場合には失格とする。 

  ウ 書類審査及びヒアリング審査 

    上記整備・運営事業者資格の確認審査を経て、選定委員会は書類審査及びヒ

アリング審査を行うこととし、別に定める事業者選定基準に基づき選定する。 

（３）事業者選定基準（評価項目） 

   事業者の選定に当たっては、選定委員会が次の評価項目について、審査・評価

を行う。 

評価項目 審査事項 

法人の運営状況 児童福祉の理念を十分に理解した法人運営が期待でき

るか 

役員構成や財政運営状況が適正であり、健全で安定し

た運営が期待できるか 

すでに運営している施設の運営状況は評価できるか 

施設整備 敷地が有効活用され、定員数の子どもを受け入れるた

め、十分な施設の面積が確保されるなど施設の配置計

画は適切か 

保育サービスの向上のための工夫がなされているか 

駐車場や送迎に関する動線確保は十分検討されている

か 

施設の運営 募集要項で定める定員設定となっており、開園時間や

延長保育が適正に確保されているか 

施設運営に係る収支計画は適正なものとなっているか 

教育・保育内容等 登別市の幼児教育、保育の状況を十分理解した上での

保育課程や指導計画となっており、保育の質の向上や
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改善のための取組について十分検討された提案となっ

ているか 

小学校への接続の考え方や取組方針について十分検討

された提案となっているか 

市が指定する通常の教育・保育業務及び特別保育等の

実施について、検討・提案されているか 

給食 給食の提供が適切に行うことができる計画となってい

るか 

献立に対する工夫やアレルギーのある子どもへの対応

は十分検討された提案になっているか 

安全衛生管理 事故や災害、不審者に対する対策が提案されているか 

子どもや職員の衛生・健康管理の対策が提案されてい

るか 

職員確保・配置計画・

研修計画 

保育・教育の提供に必要な職員を確保できる見込みと

なっており、法令等で定める基準を満たした配置計画

となっているか 

職員の育成・研修について具体的な計画を有している

か 

保護者対応・地域交

流・市との連携 

保護者と職員のコミュニケーションや苦情対応につい

て十分検討された提案になっているか 

保護者の金銭的負担を最小限とする計画になっている

か 

地域住民との交流、連携や登別市の福祉・教育行政に

対する協力について十分検討された提案になっている

か 

      


