
取手市立中央保育所の民営化に伴う運営法人募集要領 令和4年8月23日

取手市子育て支援課
質疑 回答

株式会社でも開設は可能でしょうか 可能です。

応募資格として3年以上の運営の実績がないが応募は可能か。
募集資格をすべて満たす法人が条件となりますので運
営の実績が3年未満では応募は不可となります。

土地の使用貸借期間について
募集要項では、１０年ということですが、建物の償却（補助導入による処分制限期間）
との整合等から短いと思われますので、２０～３０年とすべきと考えますが可能でしょ
うか。

募集要領4.保育所用地の移管方法の通りです。

年間の修繕に係る費用は、現状市の予算としてどの程度を見込んでいるか
年によりばらつきがありますが、およそ年間60万円
程度を予算として見ています。

取手市立中央保育所の施設調書（施設概要、建物概要、耐用年数、施設の管理運営経
費、大規模修繕履歴老朽度・危険度、維持管理経費に関する情報）を、ご提供くださ
い。

市の公共施設マネジメントで管理している情報を添付
します。参考資料１～３をご確認ください。

質問事項に対する回答

3. 応募資格について

4. 保育所用地の移管方法について

5. 建物等の移管方法について
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第四次取手市保育所整備計画（令和2年3月取手市）によれば、当該中央保育所に関して
は令和5年度に保守点検（建築定期点検）が予定位置づけされておりますが、点検の結
果修繕の必要があると判断された場合には、取手市が修繕を行うことになりますでしょ
うか。

当該中央保育所は、築34年（令和2年竣工）となっているため、、エアコンその他設備
の更新が必要ではないかと思料されます。募集要項によれば、「移管後は国庫補助を活
用し市の予算の範囲内で補助する」とのことでありますが、移管前に緊急整備が必要に
なった場合には、取手市で整備更新などを行うことになりますでしょうか。

5.建物等の移管方法（２）に記載のある「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」とありますが、移管が完了されるまでの期間に設備などの
専門事業者などに、設備や備品類などの耐用年数や移管後すぐに劣化などで使用ができ
なくなる可能性のある部分については、引継ぎ期間中に市側の負担で修繕や入れ替えを
お願いする事は可能でしょうか。

保育所にかかわる備品類については一部リース品を除き無償譲与となっております。譲
与対象品について、品名及び購入費をお示し下さい。
また、リース備品についても別途協議と明記されていますので、現在保育所でリース契
約している備品についても品名及びリース料をお示し下さい。

4月より円滑に運営していただくように、現在の中央
保育所が保育所運営で使用している備品類は、原則と
して全て無償譲渡の対象となります。備品管理リスト
については、引継ぎの段階でお示しいたします。
リース備品は室内カメラ・ＩＣＴ用パソコン・コピー
機・印刷機となります。継続の有無・リース料につい
ては引継の段階で協議します。

建物等の移管の際にリース備品については別途協議とあるが、リース契約の継承などの
義務はないでしょうか。

リース契約については継続・停止等を法人決定後に協
議します。継続の義務はありません。

市として他の公立保育所と同様に移管までしっかりと
運営管理いたします。その中で修繕や備品の入れ替え
を行いますが、移管前を理由に特別に修繕や入れ替え
を行う予定はありません。
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募集要項6.駐車場利用について（３）藤代庁舎駐車場の行政財産使用料の1台当たりの
月額目安、及び台数制限等があるのか、ご教示下さい。

金額は変動しますが、月額およそ1,300円程度です。
とくに台数制限はありません。

将来的な少子化や今後の保育ニーズの変化 に対応するため、開設時だけでなく、継続的
に実員や地域需要に応じた利用定員の設定の相談は可能か。

開園後すぐに定員変更することは想定しておりません
が、将来的な少子化等保育ニーズに対応するための定
員変更については、既存の私立園と同様にその都度相
談の上で変更に応じます。

定員120人に対して令和4年4月現在の入所状況が82人ということですが。入所する児童
が減少しているのが原因で82人しか入所していないのか。考えられる（想定できる）原
因を教えていただきたいです。

全国的な保育士不足の中、取手市の公立保育所におい
ても保育士が不足し、定員まで入所可能な状態ではな
い状況が続きました。低年齢児の受け入れを絞ってい
たため、その後の以上児の児童数にも影響していま
す。中央保育所のある藤代エリアとしての需要も安定
して来ており、4月の入所時は0.1歳児受け入れに余裕
がありました。しかし、0.1歳児クラスは年間を通じ
ての入所需要が高く、徐々に入所している状態です。
現在の入所率の低さは、保育士不足による影響が大き
いと考えます。

移管後は定員120人→90人等に変更は可能でしょうかまた、入所希望者数が少ない状況
の間のみ、定員を減らしての運営は可能か※入所希望者数が増えてきた場合は120人に
再び定員を戻すことは可能です。

運営の条件に「（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。」とありますので可能です。

中央保育園は定員１２０名ですが、移管後の定員は９０～１００名となっています。こ
のことによる空きスペースにて、例えば児童発達支援事業等を行うことは可能でしょう
か。

定員減による空きスペースを利用して、児童発達支援
事業等を行うことは可能です。

6. 駐車場利用について

7. 運営の条件について
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募集要項7.運営の条件（５）における保育所総定員の変更と各年齢配置について、行政
としての希望はあるのでしょうか？運営試算や採用計画にも影響するので、行政として
の希望をご教示いただきたい。

明確な指定はありませんが、低年齢児のウエイトが少
なくならないように、各年齢バランスの取れた設定を
お願いします。

開所時間や受入れ年齢について、最低条件が記載されているが、例えば開所時間１２ 時
間を超える形や生後５７日からの受入れを提案することも可能という理解で良いか。

乳児保育は生後６か月と１日目からとなっていますが、産休明け保育の実施は可能で
しょうか。

取手市内の１９時以降の預かり人数や 産休明け保育の需要についても、可能な範囲でご
教示いただきたい 。

需要につきましては、参考資料４．平成30年度に実
施した「子ども・子育て支援に関するアンケート調
査」を添付しましたので、Ｐ３２保育事業の希望終了
時間やＰ７１育休復帰の希望時期などをご参照くださ
い。

外部委託で給食調理業者を入れることは 可能か。 可能です。

職員の配置状況（令和4年4月現在）の臨時職員の保育士17名は非常勤ということなので
しょうか正職員との違いがしりたく、働き方は臨時職員も正職員も同じでしょうか。

臨時職員保育士17名は、「パートタイム会計年度任
用職員」という名称で年度更新の有期雇用になりま
す。正職員との違いは、正職員より週の勤務時間を短
く、業務の比重は軽くなることとされています。会計
年度任用職員の中でも働き方に違いがあり、月給・時
給、社保加入・扶養内などの条件を選択できます。月
給保育士は、クラス担任・早番・土曜勤務が任用条件
になり、児童票記入などの事務処理も担うこととなっ
ています。

8. 保育内容・事業等の条件について

9. 職員の配置等の条件について

あくまで最低条件ですので、それ以上の保育が可能で
あればぜひご提案ください。
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お示しの「公立保育所配置基準」は公定価格基準よりも厳しいものとなっていますが、
移管後５年間の配置にあたり、人件費に対する補助はありますか。

取手市の配置基準に対しては補助はありません。市の
単独補助金は参考資料の通りとなります。

専任の看護士の配置に努めること。とありますが、配置にあたり、人件費に対する補助
はありますか。

看護師の配置に対して補助はありません。市の単独補
助は参考資料の通りとなります。

募集要項によれば、「当該中央保育所に移管前に勤務されている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」とされている
ところ、本人が希望しているかなどにつきましては、市が事前にアンケートをとるな
ど、実態を把握して頂きたいと存じます。それをもとに運営法人が説明会を行うやり方
はいかがでしょうか。

参考にさせていただきます。

現在勤務している職員の皆様の継続雇用を行う為に、令和４年４月現在の処遇等につい
て詳細をお示し下さい。対象：保育所に勤務する正規職員及び会計年度任用職員・基本
給、各種手当（処遇改善含）、交通費を項目別・社会保険の加入有無・賞与などの一時
金の有無及び金額と年間合計額・年次有給休暇残数

９.職員の配置等の条件（３）に記載されている通り、配置する保育士はバランスのとれ
た年齢・経験年数になるように配慮していく為に、現在勤務している職員の皆様の年齢
及び経験年数（当該保育所での経験年数及び保育施設での経験総年数）をお示し下さ
い。上段で質問した職員の皆様の処遇と合わせて返答いただく形でも構いません。

当該中央保育所に現在勤務されている臨時職員数、退職予定の正職員者の年齢、経験年
数、賃金労働条件等の情報提供をお願いしたく存じます。

職員の配置の条件で、主任の十分な勤務経験とはどの程度を示していますでしょうか。 特に何年間と想定はしておりません。

職員の配置の際に5年以上の保育経験を有するものと書かれておりますが、保育経験と
は保育所での勤務経験をさしますか、それとも保育教諭、幼稚園教諭も含みますでしょ
うか。

認可保育所での保育士としての勤務経験となります

職員の個人情報に関わりますので中央保育所に勤務し
ている職員の詳細の公表は控えさせていただきます。
全体で20歳代から70歳代までバランス良く配置して
おります。
正規職員の処遇については取手市ＨＰ取手市例規集よ
り取手市職員の給与に関する条例及び規則をご確認く
ださい。
会計年度任用職員の処遇については添付資料の参考資
料５をご確認ください。
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引継保育について
募集要項においては、移管前に共同保育の期間を５ケ月程度実施するため、運営法人は
職員の参加について協力すること。共同保育に係る経費は別途協議する」と記載があり
ますが、人件費につきましては基本的には取手市が予算化して対応していただけるよ
う、ご検討いただきたいと存じます。

引継保育については、応募要領に添付した参考資料③ 
民間保育所運営補助金の公立保育所民間法人移管円滑
化事業補助金に基づき対応いたします。

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。とありま
すが、同等の傷害保険等に加入することで問題ありませんか。

独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給
付制度でなくても同等の傷害保険に加入であれば可能
です。取手市民間保育園等共済掛金助成金の対象とな
ります。

基本的には文章での説明になると思うが、 既存園における取り組み等の写真を挿入 し
説明してもよいか
様式５や様式６の記述部分については、PowerPointなどで図や写真などを活用し作成し
ても宜しいでしょうか。

４.審査の種類及び考え方②現地審査・ヒアリング審査について、理事長及び施設長予定
者へのヒアリングですが、弊社は株式会社で「理事長職」は選任していません。
その場合は、代表取締役が対象になりますか。また代表取締役以外の保育施設運営にか
かわる責任者などが対応・出席する形でも構いませんか。

法人代表として、保育理念や今後の展望などを責任
もって回答できる方であれば理事長や代表取締役でな
くても可能です。

選定指針について、今回、書類審査・現地審査・ヒアリング審査となっているが、採点
審査の審査項目は、それぞれどの審査で採点するものなのか？

書類審査では、面接編以外の項目で採点します。現地
審査・ヒアリング審査ではすべての項目で審査しま
す。

10. 引継ぎ等の条件について

11. その他の条件について

審査について

写真の挿入や参考資料としてパンフレットの添付・パ
ワーポイントでの作成なども可能です。
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ヒアリング審査のプレゼン時間と質疑応答の時間の目安を教えていただきたい、また、
パワーポイントの使用、当日配布資料等ができるのかも教えていただきたい。

ヒアリング時間は応募状況にもよりますので指定はし
ておりませんが、30分から1時間程度を見込んでいま
す。また、パワーポイントやパンフレット等参考資料
の利用も可能です。

父母会の方とのご相談にもなるが、送迎や 園外保育で使う園バスを導入することは 可
能か。

可能です。

現地見学会などは予定されていますか。
見学は随時行っておりますので、子育て支援課までご
連絡ください。

令和元年から令和３年度において、保護者アンケートやモニタリングが行われている場
合には、個人情報以外の部分について開示をお願いします。

平成30年に実施した子ども・子育て支援に関するア
ンケート調査の結果（一部）を添付します。ご確認く
ださい。

令和元年から令和３年度における中央保育所における収支報告書（決算書）をご提示下
さい。尚、修繕費、消耗品費、備品購入費は詳細を確認したいので月毎に大項目が分か
る様に記載をお願いします。

公共施設マネジメントで管理している維持費について
添付します。参考資料１～３をご確認ください。ま
た、取手市のＨＰでも予算書を公表しておりますので
そちらをご確認ください。

民間保育園運営費補助金（ 市単独）につきまして、民間保育園職員給与改善費は
「90,000 円（ 民間保育園等の定員数が40人未満の場合にあっては，45,000円） × 開園
月数」とありますが、こちらは、施設あたりに90,000円でしょうか、それとも、職員一
人当たり90,000円でしょうか?  よろしくお願いいたします。

施設あたりの補助額です。

その他について

- 7/8 -



父母の会　民営化委員からの提言について職員の加配について、「職員や子どもの保護
者が加配が必要」と申し出があった場合は職員を増やすなどの配慮をしてほしいと記載
がありましたが、御市において職員加配の定義があればお示し下さい。

取手市の公立保育所での加配対応ですが、以下の①～
③に該当する幼児で、発達障害などの知識を有する専
門員により集団生活での困り感が著しいため、通常の
保育目標を達成する事が難しく、個別の支援が必要と
判断された児童を対象とします。
①疾患・障害がある。②身体障害者手帳、療育手帳を
持っている。③発達センター等療育機関を利用してい
る、又は利用する事が望ましい。

父母の会　民営化委員からの提言について提言の中に「現行と同じシステム（コドモ
ン）」の活用について記載がありました。引続き同システムの活用を検討していきます
ので、月額の費用をお示し下さい。また、コドモン以外に機械警備やシステムなどを活
用している場合には名称と月額費用をお示し下さい。

コドモンや機械警備については、市内5保育所一括で
契約しています。取手市のＨＰでも予算書を公表して
おりますのでそちらもご確認ください。

父母の会　民営化委員からの提言について４.安全対策において、防犯カメラの設置や監
視について明記がありましたが、現在の防犯カメラの設置状況をお示し下さい。
また、「不審者が侵入しないよう園庭のフェンスなどの改修」が希望されていました
が、本事案については移管前に御市で対応する事は検討されていますか。

屋外の防犯カメラは送迎用駐車場に1台、中央保育所
玄関に1台設置しています。
防犯対策用のフェンスにつきましては、取手市として
工事予定はありません。移管後、保育所整備費補助金
（補助率３／４）を利用して改修が可能です。

サウンディングの際は子育て支援施設も中央保育所の運営法人が行う可能性があるとの
事でしたが切り分けて運営する方針になったという事でしょうか。

そのとおりです。

行事は全て継承しますでしょうか。
行事の継承については、移管先事業者決定後に開催す
る 「三者協議会」で協議・検討します 。
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