（別添１）

忠岡町公私連携幼保連携型認定こども園
設置運営事業者の募集に係る諸条件
１．公私連携幼保連携型認定こども園（以下「認定こども園」という。
）の届出等に関す
ること
（１）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律
第77号。以下「法」という。
）第34条第２項の規定により、忠岡町と協定の締結を行い、同
条第１項の規定による法人指定を受けること。
（２）法第34条の規定により忠岡町を経由した上で大阪府知事に届出を行うこと。
（３）開園日 平成31年４月１日
（４）開園時間 １日12時間を原則とし、事業者が定めるものとする。
（５）休園可能日 日曜日、祝日、年末年始（12月29日から翌年１月３日まで）

２．利用定員に関すること
次の利用定員を目安に、事業者が提案すること。
５歳児
１５人程度
幼稚園事業 １号認定 ４歳児
１５人程度
３歳児
１５人程度
定
５歳児
２５人程度
２号認定 ４歳児
２５人程度
３歳児
２５人程度
員 保育事業
２歳児
２４人程度
３号認定 １歳児
２０人程度
０歳児
１２人程度

計 １７６人以上

（移行前の利用実績については、次のとおり）各年度４月１日時点
忠岡幼稚園
忠岡保育所
年齢
H27
H28
H29
H27
H28
H29
１号
１号
１号
2号 3号 2号 3号 2号 3号
0歳児
－
－
－
－
9人
－
9人
－
6人
1歳児
－
－
－
－ 14人 － 15人 － 14人
2歳児
－
－
－
－ 20人 － 17人 － 20人
3歳児 15人
12人
9人
18人 － 21人 － 20人 －
4歳児 21人
17人
15人
12人 － 17人 － 20人 －
5歳児 17人
19人
16人
23人 － 13人 － 17人 －
53人 43人 51人 41人 57人 40人
96人
92人
97人
（１）１号、２号及び３号認定児童の利用定員を設定すること。
（２）利用定員については、持ち上がりが可能となるように設定すること。
計

53人

48人

40人

３．基本原則
（１）認定こども園の運営にあたっては、国籍、信条、社会的身分、障がい等を理由に不当な取
扱いをしないこと。
（２）虐待その他心身に有害な影響を与える行為を行わないこと。
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（３）懲戒に関し子どもの福祉のために必要な措置をとるときは、身体的苦痛を与え、人格を辱
める等その権限を濫用しないこと。
（４）法人代表者は、幼児教育・児童福祉に対する高い理念を持ち、忠岡町の幼児教育及び保育
をよく理解し、忠岡町の関連施策にも積極的に協力すること。
（５）認定こども園の運営にあたっては、保護者をはじめ地域に開かれた認定こども園をめざし、
利用者に選択される魅力ある園づくりに取り組むこと。
（６）事業者が社会的信望を有すること。
（７）実務を担当する幹部職員が幼児教育又は社会福祉事業についての知識又は経験を有するこ
と。
（８）事業を実施するために必要な経済的基礎があり、財務内容が適正であること。
（９）資金計画及び事業計画が適正であること。
（10）各種関係法令や通知等を遵守すること。

４．認定こども園運営業務等に関すること
（１）指導計画等の作成について
「幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告
示第１号）
」等に基づき、指導計画及び教育・保育課程を作成し、実施すること。
（２）現在の忠岡幼稚園・忠岡保育所における教育内容を継承することを基本とし、認定こども
園の特徴を生かした運営を行うこと。
（３）特別な支援を要する子ども及び保護者への対応について
発達障がい等を含む特別な支援を要する子ども及び保護者への対応については、園内支援
体制を整備するとともに、本町子育て所管課など関係機関と連携して行うこと。
（４）行事について
保護者の宗教活動の多様性に配慮し、宗教的な行事・行為は行わないこと。ただし、クリ
スマス会等一般的な行事まで規制するものではない。
（５）町内の就学前施設及び小学校との連携等
町内の就学前施設及び小学校との連携を行うこと。また、地域の幅広い世代と交流するよ
う努めること。
（６）特別保育事業、地域子ども・子育て支援事業等について
ア 特別保育事業として原則11時間の開園時間の後、さらに延長保育事業（１時間）を実施
すること。なお、それ以降の時間は、自主事業とする。
イ 通常保育とは別に確保したスペースにおいて、家庭において保育することが一時的又は
断続的に困難となった乳幼児に対し、必要な保育を行う一時預かり事業（一時保育）を実
施すること。
ウ 在園する１号認定児を対象とした一時預かり事業（預かり保育）を実施すること。
エ 児童福祉法第６条の３第６項に規定する地域子育て支援拠点事業を実施すること。
オ 児童福祉法第６条の３第13項に規定する病児保育事業を実施すること。
カ 児童福祉法第６条の３第14項に規定する子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポー
ト・センター事業）を実施すること。
キ 子ども・子育て支援法第59条第１項に規定する利用者支援事業を実施すること。
ク サービス向上につながるその他の特別保育事業、地域子ども・子育て支援事業について
も、可能な限り実施に努めること。
（７）施設名称について
施設名称については、その公益性と中立性を鑑み、特定個人等を顕彰するような名称とな
らないよう十分考慮するとともに、施設名称の中に必ず「忠岡」を使用すること。
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（８）三者協議会について
事業者決定後、保護者、事業者、町の三者で組織する三者協議会を設置するとともに、三
者のいずれか一者からでも要請があれば開催すること。
（９）費用負担について
費用負担については、保護者の負担軽減に留意するとともに、移管前に徴収していた費用
以外の負担を求める場合（保護者が希望するサービスを提供する場合を除く。
）は、三者協
議会で協議し同意を得ること。
制服や物品などについて、町立幼稚園並びに町立保育所に入園している子どもは、移管前
から使用されている標準服や物品があることから、原則として移管前から使用されている標
準服や物品を使用することとし、二重の負担とならないように配慮すること。
（10）苦情処理について
苦情処理については、関係法令等の定めによって体制を整備し、これを適切に運用するこ
と。

５．職員の配置等に関すること
次のとおり園長等の配置等を行うこと。
（１）園長（施設長）
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則（平成
26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第２号）第12条に規定する幼保連携型認定こども園
の園長の資格を有する専任の正規職員を配置すること。
配置する施設長は健全な心身を有し、児童福祉事業に熱意があり、施設を適切に運営でき
る者であって、次のいずれかに該当する者であること。
・認可保育所又は認可保育所に準ずる集団的保育を実施する保育施設で、常勤職員としての
保育経験が10年以上である者
・幼稚園での実務経験が10年以上である者
（２）保育教諭
ア 園長を補佐する者として、専任の正規保育教諭を、主幹保育教諭として配置すること。
イ 主幹保育教諭は、学級専任の保育教諭とは別に配置すること。配置する主幹保育教諭は、
次のいずれかに該当する者であること。
・主任保育士又はこれに相当すると認められるものとして、認可保育所等の児童福祉施設
での経験が３年以上である者
・認可保育所で、保育士資格を有する常勤職員としての保育経験が３年以上である者
ウ 各学級に担任として保育教諭を配置すること。幼稚園教諭又は保育士資格を有する常勤
職員としての教育・保育経験が５年以上である者を３分の１以上配置すること。
（３）教育及び保育に直接従事する職員
教育及び保育に直接従事する職員の数は、次のとおりとする。
園児の区分
職員数
ア 満５歳以上の園児
おおむね30人につき１人
イ 満４歳以上満５歳未満の園児
おおむね30人につき１人
ウ 満３歳以上満４歳未満の園児
おおむね20人につき１人
エ 満２歳以上満３歳未満の園児
おおむね６人につき１人
オ 満１歳以上満２歳未満の園児
おおむね５人につき１人
カ 満１歳未満の園児
おおむね３人につき１人
※職員数の算定にあたっては、アからカまでの区分ごとに計算した員数（区分ごとに小数
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点第１位を切り上げた数）とすること。
（４）学級編成
１学級の園児数は、35人以下とする。ただし、３歳児については25人以下を原則とする。
（５）栄養士及び調理員
栄養士及び調理員を配置すること。
（６）看護師
看護師を配置すること。
（７）保育士等の採用等
町立幼稚園並びに町立保育所に現在勤務している臨時採用等の保育士等が、移管後の認定
こども園での就労を希望する場合は、積極的にその採用に努めること。
職員の労働条件について、労働関係諸法令を遵守すること。

６．職員の研修に関すること
（１）業務に従事する職員の資質向上を図るため、保育等に関する必要な研修を行うこと。
（２）大阪府や忠岡町などが実施する保育教諭等を対象とする研修に積極的に参加すること。

７．給食に関すること
（１）食物アレルギー対応については、厚生労働省「保育所におけるアレルギー対応ガイドライ
ン」に準拠した取り扱いを行うこと。
（２）離乳食、アレルギー児に対する給食（代替食・除去食）
、宗教食等個々に配慮した「食」
の提供を行うこと。
（３）調理は、当該園内で行うこととし、全園児並びに職員に給食を提供すること。
（４）献立の提示や展示食を実施するとともに、必要に応じて児童や保護者に対する栄養指導を
実施すること。
（５）安全な食材を確保していることを周知するため、食材に関する情報提供を適宜行うこと。

８．健康診断に関すること
（１）利用児童に対し、少なくとも１年に２回の定期健康診断を実施すること。
（２）職員への健康診断は少なくとも年１回実施し、給食調理に携わる者は毎月検便を行うこと。

９．合同保育と引継ぎ保育について
民営化に伴い、児童、保護者への影響に配慮した円滑な引継ぎを行うとともに、現行の年間
行事等を含めた教育・保育内容の継続のために、民営化前に合同保育を実施し、また民営化後
に引継ぎ保育を行うこと。
（１）合同保育
ア 合同保育では、民営化の１年前から、段階的に事業者の保育教諭等が忠岡幼稚園並びに忠
岡保育所に入り教育・保育等を行うこと。
（２）引継ぎ保育
ア 引継ぎ保育では、民営化後に、忠岡幼稚園並びに忠岡保育所に勤務していた保育士等が、
原則として１年間、認定こども園で勤務をし、保育の引継ぎを行うとともに、協定等に従い
適切な教育・保育等が行われているかを確認します。

10．第三者評価等
法人は利用者の立場に立ち、良質かつ適切なサービスを提供するよう、事業運営上の具体的
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な問題点を把握し、改善に結びつけるとともに、第三者評価を受け、その情報を公開するよう
に努めること。

11．認定こども園として必要な施設の建設等に関すること
（１）設計図書は、募集要項等に定める基準によるほか、建築基準法等の関係法令を遵守して作
成の上、本町の確認を得ること。
（２）保護者が利用できる送迎用駐車・駐輪スペースを、当該敷地に確保すること。駐車スペー
スについては、定員の１割以上の台数分を確保すること。
（３）施設整備の着手については、補助金の交付決定後に行うこと。
（４）災害が発生したとき、地域住民は近隣の空き地等に一旦集合し、その後、学校等の指定避
難所へ向かいますが、指定避難所へ向かうまでの一時的な集合場所、避難場所としての「一
時（いっとき）避難所」としての利用に協力すること。
忠岡町津波ハザードマップにおける津波浸水想定区域（0.3ｍ～1.0ｍ）として、必要な整
備を行うこと（１ｍ以上の建物の嵩上げ、屋上避難場所の確保など）
。
（５）その他、事業者が行う手続等
認定こども園の建設にあたっては、事業者において事業認可、建築確認等必要な手続きを
行い、所要の許認可等を得ること。なお、これらに要する費用は、事業者が負担すること。

12．開園後の町事業等への協力に関すること
事業者は、開園後に本町が実施する子育て支援関係の事業等へ協力すること。また、町が
施設の使用を必要とする場合（選挙投票事務等）は、積極的に協力すること。

13．建設費及び運営費等に係る補助
本事業は、保育所等整備交付金、認定こども園施設整備交付金、次世代育成支援対策施設
整備交付金の事業採択を前提としています。
（事業採択されなかった場合、事業計画を中止、
延期することがあります。
）
（１）建設費について
上記交付金交付要綱及び忠岡町認定こども園整備事業費補助金交付要綱に基づいて補助
する予定（各交付金の交付要綱を参考とすること）
・当該補助金は、忠岡町の平成30年度予算成立を条件とします。予算が成立しない場合は、
補助をしないことがあります。
・消費税額分も対象となります。
・利用定員の設定及び総事業費により補助金額は異なります。
（２）運営費等
この募集により選定され、忠岡町から法人指定を受け、協定を締結した事業者は、施設型
給付費（公定価格より、保護者から徴収する規定の保育料を差し引いた額）を受給すること
ができます。
（※公定価格は内閣府のホームページで試算ソフトが公開されているので確認
すること。
）
その他、一時預かり事業や延長保育等の特別保育事業の実施に対しては、町の要綱に基づ
き補助金を交付します。

14．その他
（１）基本設計、施工及び開園準備にあたっては、法人代表者等責任を持って対応できる者が出
席する説明会等を開催し、近隣住民からの理解を得ること。また、安全確保を図ること。
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（２）選定された事業者は、認定こども園の整備にあたり、忠岡町立忠岡保育所の運営への影響
が最小限となるよう留意し、また、近隣への日照・騒音・交通対策等の環境面に配慮すると
ともに、苦情等に対しては選定された事業者の責任において誠意を持って対応すること。
（３）町長は、選定された事業者がこの募集要項に記載された事項について重大な違背行為があ
ったと認めるとき、またはその他の事情により、適正な教育・保育事業の実施が困難と認め
るときは、事業実施者としての選定の決定を取り消すことができる。
（４）多様化する教育・保育ニーズへの柔軟かつ迅速な対応が可能な園を整備し、忠岡町の選定
を受けた事業者自らが運営すること。
（５）認定こども園の運営について、やむを得ない事情により事業を廃止しようとするときは、
町と協議すること。
（６）町の産業振興を図る観点から、町内業者の積極的な採用に努めること。
（７）施設賠償責任保険、災害共済給付制度等の保険制度へ加入すること。
（８）上記（３）
、
（５）の規定若しくはその他の事情により認定こども園の運営ができなくなっ
た場合は、土地を事業者の負担と責任において原状に回復したうえ、忠岡町に返還しなけれ
ばならない。ただし、本町が原状に回復する必要がないと認めたときは、現状のまま返還す
ることができることとする。
（９）この諸条件に定めのない事項については、忠岡町と協議して定めること。
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