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取手市立中央保育所の民営化に伴う運営法人募集要領

取手市立中央保育所の管理及び運営を移管することに伴い、移管を受ける法人（以下「運

営法人」という。）を次の要領により募集します。

1. 移管する保育所の概要

（1）名 称 取手市立中央保育所

（2）所 在 地 取手市藤代３５３

（3）敷地面積 ２００８．１７㎡

（4）建物構造 鉄骨造平屋建（平成２年竣工）

（5）延床面積 ６３２㎡

（6）定 員 １２０人

（7）入所状況 （令和４年４月現在）

（8）職員の配置状況 （令和４年４月現在）

正 職 員：所長１人、主任保育士１人、保育士１１人、

臨時職員：保育士１７人、看護師１人

他に早朝、残留のみの短時間保育士あり

嘱 託 医：内科医１人、歯科医１人

（9）現在実施している主な保育内容
・保育時間 月曜～土曜 ７時００分～１９時００分

・乳児保育

・障がい児保育

・完全給食（０～５歳児）

2. 移管予定年月日

令和６年４月１日

※移管手続きは、適正な法人の決定後、速やかに実施します。ただし、取手市保育所設置

条例の一部改正に議会の承認が得られない場合、法人を決定したことの効力の消滅、又

は移管手続きが一時停止することがあります。

3. 応募資格

次の各項をすべて満たす法人とする。

（1）認可保育所又は認定こども園、幼稚園を３年以上運営している法人であること。
（2）誠実かつ良好な運営実績を有し、今後も継続して運営する意思のある法人であること。
（3）社会福祉事業に熱意と識見を有し、新たに保育所の管理運営を引き受けるにあたって、
必要な経営基盤及び社会的信用と責任を有していること。

（4）社会福祉法及び児童福祉法その他関係法令を遵守するとともに、取手市（以下「市」と
いう。）の保育行政を理解し、積極的に協力できる法人であること。

4. 保育所用地の移管方法

（1）保育所用地は、取手市藤代３５３番地とし、敷地面積は２００８．１７㎡とする。

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

１２人 １５人 ２２人 ２３人 ２４人 ２４人

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計

入所人数 ３人 １２人 １３人 ２０人 １５人 １９人 ８２人
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（2）保育所用地については市と運営法人で使用貸借契約を締結し、当初１０年間は無償貸与
とする。

（3）契約期間終了後、良好な保育運営を行っている場合は自動継続とするが、保育運営に不
安がある場合や社会情勢の変化等により契約内容を変更する場合がある。

（4）貸与された用地は保育所運営の目的以外に使用することはできない。

5. 建物等の移管方法

（1）建物、その他の工作物及び備品（以下「建物等」という。）については、一部のリース
備品を除き、市と運営法人で譲渡契約を締結し、無償譲与とする。ただし、無償譲渡契

約は市議会の議決を経た後に締結し、議会の承認が得られない場合は、移管手続きが一

時停止することがある。リース備品については、別途協議する。

（2）建物等については、移管日の現状をもって運営法人に引き渡すものとし、移管後に発見
された隠れた瑕疵については、市は一切の責任を有しない。

（3）移管後の建物等については、運営法人が所有権登記後、速やかに運営法人の基本財産に
編入すること。なお、登記に係る経費の一切は、運営法人の負担とする。

（4）建物等の維持管理等に係る経費の一切は、運営法人の負担とする。
（5）その他移管の際に必要な備品及び消耗品等は、運営法人が用意する。
（6）譲与された建物等は保育所運営の目的以外に使用することはできない。
（7）移管後、大規模改修や増改築等、必要な施設整備にあたっては国庫補助（保育所等整備
交付金）を活用し、取手市保育所整備費補助金交付要綱に基づき予算の範囲内で補助す

る。

6. 駐車場利用について

（1）送迎用駐車場（６台分）は、取手市藤代３５４番１、３５４番３とし、敷地面積は２２
２．０㎡とする。

（2）送迎用駐車場は１年毎に市と運営法人で使用賃貸契約を締結し、無償貸与とする。
（3）職員用駐車場として、運営法人が行政財産使用許可を申請し、行政財産使用料を支払う
ことで藤代庁舎駐車場（藤代７００番地）を利用できる。

（4）イベント時の保護者駐車場は、運営法人が行政財産使用許可を申請し藤代庁舎駐車を利
用する事ができる。

7. 運営の条件

（1）運営法人自らが当該保育所を管理運営すること。
（2）今回の移管に合わせて、現在法人が運営している既存の保育所（若しくは認定こども
園・幼稚園）を廃止しないこと。

（3）移管を受ける際には、必要な申請手続き、届け出等を遅滞なく行い、移管年月日までに、
児童福祉法第３５条第４項に定める茨城県知事の認可を受けること。なお、認可申請に

あたり必要な経費の一切は、運営法人の負担とする。

（4）児童福祉法その他関係法令に適合させること。
（5）移管後の保育所定員は９０人～１００人とし、各年齢配置については市と協議すること。
また、これを変更する場合も市と協議すること。

（6）民間法人ならではのアイデアや特色をもって、保育環境・水準の向上に積極的に取り組
むこと。
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8. 保育内容・事業等の条件

次の各項を、運営の際の最低条件とする。

（1）月～土曜日午前７時から午後７時までの延長保育を実施すること。
（2）乳児保育（生後６か月と１日目から）を実施すること。
（3）障害の程度により加配保育士を配置する等、積極的な障がい児保育を実施すること。
（4）給食は自園調理で完全給食（０～５歳児）とし、アレルギーや宗教食等への対応を図る
こと。

（5）園庭開放など、地域との交流に積極的に取り組むこと。
（6）保育に情操教育や稽古事等を新たに導入する際は、経費面も含め、事前に保護者会組織
に説明し同意を得ること。

9. 職員の配置等の条件

（1）当該保育所の施設長は専任とし、保育事業を遂行できる十分な信用、技術能力、経験を
有する者を配置すること。

（2）当該保育所に勤務する主任保育士は認可保育所・認定こども園において十分な勤務経験
があること。

（3）当該保育所に勤務する保育士は、バランスのとれた年齢・経験年数構成になるよう十分
配慮し、少なくとも５年以上の保育経験を有するものが全体の１／３程度含まれている

こと。また、概ね半数は正職員を配置すること。

（4）通常保育における保育士の配置は、移管後５年間は、市の定める公立保育所配置基準に
準ずるものであること。ただし、保護者会組織と市との話し合いにより、これらを変更

することができる。

（5）児童への影響を考慮し、移管前に勤務していた臨時職員及び退職する正職員で本人が希
望する場合は、移管後の運営法人で採用に努めること。

（6）嘱託医を配置すること。
（7）専任の看護士の配置に努めること。
（8）調理師を配置すること。ただし、調理業務の全部を委託する場合は調理師を配置しない
ことができる。

（9）職員研修など職員の資質向上に積極的に取り組むこと。
（10）安定した保育を提供するため、職員の継続雇用に努めること。

10. 引継ぎ等の条件
（1）移管前に、運営法人・保護者・市の三者でつくる協議会（以下「三者協議会」という。）
を設置し、移管後の保育内容等について協議すること。

（2）運営法人は、保護者会組織が作成した別紙提言書をもとに、三者協議会で保護者の声を
真摯に受け止め、柔軟な対応に努めるとともに、実現の可否に関わらずその対応につい

て説明すること。

（3）保育内容の円滑な引継ぎのために、移管前に共同保育の期間を５か月程度実施するので、
運営法人は職員の参加について協力すること。なお、共同保育にかかる経費については

別途協議とする。

＜共同保育実施体制＞

期間：５か月程度（看護師は１か月程度）の中央保育所開所日

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

市基準
児童：保育士

３：１ ５：１ ６：１ １５：１ １９：１ １９：１
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令和５年１１～１２月週１回、令和６年１～３月週２回

参加職員：施設長予定者、主任予定者、担任保育士、看護師、の各予定者

※１～３月の間に市の保育士とともに保護者の個人面談を行うこと

また、施設長・主任予定者・３～５歳担当保育士（２名）は年間を通じて主な行事・準

備に参加する。

（4）その他、引継ぎ内容に変更があった場合は三者協議会を開催し協議すること。

11. その他の条件
（1）延長保育料は、公立保育所と同じ保育内容・時間帯の場合、移管後５年間は、公立保育
所と同額（７：００～７：３０、１８：３０～１９：００は各５０円／回）もしくはそ

れ以下とすること。ただし、保護者会組織との話し合いにより、これらを変更すること

ができる。

（2）運営法人は、保育中の事故に備えるために、独立行政法人日本スポーツ振興センターの
災害共済給付制度に加入すること。

（3）運営法人は、父母の会などの保護者会組織の結成、活動を認め、保護者との積極的なコ
ミュニかーションを図ること。

（4）保育所名については、事前に三者協議会で協議すること。
（5）保護者会組織が同意した場合を除き、移管後一定期間は指定の制服、鞄、靴、教材等を
導入しないこと。

（6）保護者会組織が同意した場合を除き、実費負担以外の新たな金銭的負担や寄付等を求め
ないこと。

（7）苦情解決の仕組み（苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員の設置）の整備を行
うこと。

（8）保育所の運営状況や、運営法人の経営状況等の積極的な情報開示に努めること。
（9）移管後に、運営法人は保護者を対象に満足度調査を実施し、保護者の意向把握に努め、
保育の向上に役立てること。また、その調査結果は公表すること。

（10）移管の際の条件等が移管後に遵守されているかを確認するために、必要に応じて定期
的に市職員による巡回を行う。

（11）移管後３年目に第三者評価を受審し結果を公表すること。また、その後５年に１度受
審すること。

12. 申し込みの際に必要な提出書類
提出書類 提出部数：正本１部、副本（正本をコピーしたもの）１０部

※各部ごとに以下の書類番号（○内の数字）順にＡ４ファイルに綴り、インデックスで番

号をつけること。

※書類はできるだけＡ４サイズで統一すること。両面印刷可。

①取手市中央保育園民営化に係る運営法人応募申請書（様式１）

②法人概要説明書（様式２）

③法人登記簿謄本（全部事項証明書）※申請日前３か月以内発行のもの

④定款の写し

⑤当該保育所の運営資金を証する書（預金残高証明等）

※法人名義に限る※申請日前３か月以内発行のもの

⑥役員等調書（様式３）

⑦就業規則（様式自由）

⑧給与規定（様式自由）
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※各種様式は市ホームページからダウンロードが可能です。「１４ 申し込み及び受付、注意

事項」を参照してください。

13. 現地審査の際に必要な書類
提出書類のほかに、現地審査の際には以下の書類を確認するので、事前に閲覧できるよう

に用意してください。

（1）決算付属明細表（過去３か年分）
（2）帳簿類

固定資産管理台帳、会計伝票など

※必要に応じて、その他の会計書類の閲覧を求める場合があります。

14. 申し込み及び受付、注意事項
（1）申し込み用紙の配布及び受付先

茨城県取手市寺田５１３９番地 取手市役所新庁舎３階

取手市 福祉部 子育て支援課

※申し込み用紙は市ホームページからのダウンロードが可能です。下記アドレスを直

接入力するか、取手市ホームページのトップページ右上の検索欄に「民営化」と入力

し、「取手市立中央保育所の民営化に伴う移管法人の募集について」のページをクリッ

クしてください。

https://www.city.toride.ibaraki.jp/kosodate/jigyosha/nyusatsu/nyusatsu/tyuouhoiku
syominneika.html

（2）受付期間・時間
令和４年８月８日（月）～９月３０日（金）※土日祝日を除く

午前８時３０分～午後５時１５分

（3）申し込みにあたっては、前項の書類を必要部数そろえて提出してください。なお、提出
された書類の差し替え及び再提出は原則できません。

（4）提出された書類は返却しません。
（5）申し込みに関し必要な経費の一切は、申込者の負担とします。
（6）提出された書類のうち、個人に関する情報については、内容確認及び法人選考の目的に
限って利用し、第三者への提供はしません。ただし、それ以外の部分については、取手

市情報公開条例の規定により、公開の対象となります。

（7）申し込み後に辞退される場合は、辞退届（様式任意）を提出してください。

⑨経理規定（様式自由）

⑩応募理由、特にアピールしたい点（様式４）

⑪基本事項提案書（様式５）

⑫職員配置計画書（様式６）

⑬施設長予定者及び主任保育士予定者履歴書（様式７）

⑭令和元、２年度の監督官庁による指導監査を受けた場合の実施結果の写し

⑮直近１か年度の法人の事業計画書

⑯直近３か年度の法人の決算関連書類

事業報告書及び決算に係る財務書類、監査報告書

⑰その他、必要に応じて提出を求める書類
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15. 選定
（1）取手市公立保育所民営化に伴う運営法人選定委員会（以下、「委員会」という。）におけ
る選定結果に基づき、市が運営法人を決定します。

（2）委員会は選定にあたり、書類審査後、理事長及び施設長予定者等の保育理念及び保育方
針等についてのヒアリング、現在運営する近隣の保育所又は認定こども園・幼稚園の運

営状況の現地審査を実施し、別紙選定方針（市ホームページに掲載しています）にもと

づき審査を行います。なお、応募者多数により審査に支障をきたすと予想される場合は、

書類審査の結果によって選定対象の絞り込みを実施します。

（3）委員会で選定に必要と認められる場合には、提出書類とは別に、応募事業者に対して追
加の資料を請求する場合があります。

（4）選定結果については、全応募者に書面をもって通知します。（令和４年１１月下旬頃を
予定）また、市のホームページ等で公表します。

16. 質問及び回答
質問は質問票（様式８号）を使用し、令和４年８月１６日（火）午後５時までに電子メ

ールにて送信してください。電話や来庁等口頭による質問は受け付けません。回答につ

いては、とりまとめの上、令和４年８月２３日（火）までにホームページで公表します。

17. お問い合わせ先
茨城県取手市寺田５１３９番地 取手市役所新庁舎３階

取手市 福祉部 子育て支援課 担当：中島、工藤

電話０２９７－７４－２１４１ 内１３４５ e-mail:kosodate@city.toride.ibaraki.jp
※現地施設を視察されるときは、事前に子育て支援課までご連絡願います。


