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 はじめに   

東金市では、平成３０年度末に幼保再編方針となる『東金市就学前児童施設の今後のあり

方』を策定し、令和９年度までの就学前児童数や保育ニーズ・幼稚園ニーズを推計した上で、

そのニーズに応えうる就学前児童施設を実現するための方策として、公立幼稚園・保育所の

認定こども園への転換及び民間移行を挙げています。 

このうち民間移行については、市中心部にある市立幼稚園・保育所を、民間法人の新設する

認定こども園へ移行することとしています。 

子どもたちの豊かな育ちを確保しつつ、仕事と子育てを両立できる住みやすい街づくりを

さらに進めるため、公私連携幼保連携型認定こども園を設置し、自ら運営する法人（以下、

「運営法人」といいます。）を募集します。 

 

※ 本事業に係る東金市予算が成立しない場合や、保育所等整備交付金または認定こども園

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。このことにより事業

者が損害を被ったとしても東金市は一切その責を負いませんので、応募される法人において

はこの点についてあらかじめご承知おきください。 

 

 

１．基本的事項   

（１）運営形態 

「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、「認定こども園法」といいます。）第 34 条に定める公私連携

幼保連携型認定こども園とします。 

（２）開園予定日 

令和６年４月１日 

（３）移行対象施設在園児への配慮 

現在、東金市が運営している「東金市立第１保育所」及び「東金市立東金幼稚園」

（以下、「移行対象施設」といいます。）の在園児については、運営法人の設置する公私

連携幼保連携型認定こども園（以下、「新設こども園」といいます。）へ移行することと

します。ついては、移行対象施設の在園児のうち、新設こども園への通園を希望する

者は、障がいのある子ども等配慮の必要な子どもを含め、新設こども園に入園させて

ください。 

施設名（所在地） 定員 
在園児実績 

H30 R１ R2 R3 

第１保育所（東金 194-2） 130人 121人 108人 93人 87人 

東金幼稚園（東金 1122-1） 170人 61人 55人 55人 60人 
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２．施設の整備について   

（１）建設用地 

① 所 在 地 千葉県東金市堀上 68番３外（別紙-図１位置図参照） 

② 面   積 約 7,000㎡ 

③ 土地の状況 現況：更地 

形状：ほぼ長方形（別紙-図２形状図参照） 

④ 用途地域等 第一種中高層住居専用地域（建ぺい率 60％、容積率 200％） 

⑤ そ の 他 国道から東金中学校進入路を利用して出入りすることはできません。 

南西側の接面道路は幅員約６ｍで歩道はありません。 

南西側の接面道路との間には水路（幅：１ｍ未満）が介在するため、

水路をまたぐ進入路を設ける必要があります。 

（２）園舎等 

運営法人が所有することとし、「幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備

及び運営に関する基準を定める条例（平成 26年千葉県条例第 41号）」に定める設備の

基準及び以下の要件を満たすものとしてください。 

① 保育室とは別に、十分な広さを有する遊戯室を設けること。 

② 認定こども園法第２条第 12 項に規定する「子育て支援事業」の用に供する専用の

部屋を設けること。 

③ 給食施設を設け、全園児に自園調理による給食を提供できるようにすること。 

④ 送迎用の駐車場は、子どもの安全で円滑な乗降に配慮して設計すること。 

 

 

３．建設用地となる土地の貸付条件について   

（１）30 年間を限度とする事業用定期借地権設定契約を締結します。この契約には、契約

の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、建物の買い取り請求をしないこ

ととする特約を定めます。契約の締結に必要な公正証書の作成手数料及び登記に必要

な印紙代等の費用は、全て運営法人の負担とします。 

（２）貸付期間には、園舎等の建設及び解体にかかる期間を含みます。 

（３）土地の賃料は、無償とします。 

（建設用地内に国有地が存在し、市から国へ賃料を支払っていますが、その部分も含

めて賃料は無料になります。） 

（４）建設用地の全てを認定こども園のために利用してください。ただし、認定こども園と

一体的に実施することが望ましいとして市長が認める事業については、この限りでは

ありません。 
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４．協定について   

（１）東金市と運営法人は、認定こども園法第 34条第２項に定める協定を締結します。 

（２）協定の期間は、令和６年４月１日から令和 31 年３月 31 日までの 25 年間とします。

なお、園舎等の建設及び解体にかかる期間は、協定の期間から除きます。 

（３）協定に定める事項は、５年ごとを目安に市と運営法人とで協議を行い、必要に応じ 

て見直しを行います。 

 

 

５．新設こども園の運営に係る諸条件について   

（１）運営全般 

① 本市の幼児教育・保育をよく理解し、本市の教育・保育行政に積極的に協力できる

こと。 

② 障がいのある子どもや外国につながる子どもなどの配慮の必要な子どもを、市と協

議の上で受け入れ、一人ひとりの状態に応じた教育・保育を提供すること。 

③ 施設の運営にあたっては、保護者及び児童の宗教活動の多様性に配慮すること。 

④ 苦情解決の仕組みを整備すること。 

（２）教育・保育の対象児童 

① １号認定子ども ３歳児から５歳児まで 

② ２号認定子ども ３歳児から５歳児まで 

③ ３号認定子ども ０歳児から２歳児まで 

（３）定員 

定員は 200 人以上とします。認定区分ごとに概ね以下に掲げる人数とし、２号・３

号認定子どもの合計数が 130 人を超えるように設定してください。なお、準備期間と

して、開園の翌々年度まで定員を下回る受け入れ人数とすることができます。ただし、

その場合でも、移行対象施設から入園してくる子どもは受け入れてください。 

① １号認定子ども 70人程度 

② ２号認定子ども 90人程度 

③ ３号認定子ども 45人程度 

（４）休園日 

日曜日、祝休日、年末年始（12月 29日から翌年の１月３日まで）を原則として、運

営法人が定めてください。 

（５）教育・保育の時間 

開園時間を午前７時から午後７時までの 12時間を原則とし、次の事項に留意して運
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営法人が定めてください。 

① 保育標準時間 午前７時 30分から午後６時 30分までを基本とする。 

② 保育短時間 １日あたり８時間とする。 

③ 教育時間 １日あたり５時間を基本とする。 

（６）給食 

① 全園児を対象に自園調理による完全給食を実施すること。 

② 食物アレルギー等に配慮し、個々の子どもの状況に応じた給食を提供すること。 

③ 食育を推進すること。 

（７）職員 

① 園長は専従且つ常勤とし、認定こども園法施行規則第 12 条に規定する園長の資格

を満たす者を配置すること。 

② 全ての学級に、常勤の保育教諭（主幹保育教諭、指導保育教諭を含む。）を１人以上

配置すること。 

③ 障がいのある子どもなど、特別な配慮が必要な子どもの受け入れのために必要な加

配の職員を適切に配置すること。ただし、看護師の配置を義務付けるものではない。 

④ 「子育て支援事業」を担当する専任の職員を配置すること。 

⑤ 職員の能力向上を図るため、必要な研修を実施すること。 

（８）教育・保育の内容 

① 幼保連携型認定こども園教育・保育要領を基本とし、運営法人の理念等を活かした

教育・保育を実施すること。 

② 教育・保育内容の継続性に留意し、市と協議しながら「東金市幼稚園・保育所・認

定こども園共通カリキュラム」を参考とした教育・保育の実施に努めること。 

（９）地域子ども・子育て支援事業 

子ども・子育て支援法第 59条に規定する地域子ども・子育て支援事業について、延

長保育事業及び一時預かり事業の幼稚園型Ⅰについては必須とします。その他の事業

については、運営法人の意欲に基づいて積極的に取り組んでください。 

（10）移行に向けた協議と引き継ぎの実施について 

① 令和４年度から、移行対象施設の保護者、運営法人、市の３者による新設こども園

への移行に向けた協議（三者協議）を定期的に行います。移行後の教育・保育内容や

新設こども園の運営体制を始めとした様々なことについて話し合いを行い、合意形

成を図ります。 

② 新設こども園への移行の１年前から、園長予定者や主任保育教諭予定者を中心に、

移行対象施設との間で引き継ぎを行います。 

また、３ヶ月～半年程度、移行対象施設において担任予定保育教諭を交えた共同保
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育を行い、子どもたち一人ひとりの状況把握や、信頼関係の構築を図ります。 

 

６．スケジュールについて  

日 程 内 容 

【令和３年】 

９月 17日（金） 応募書類の提出締め切り 

９月末まで 書類審査の実施、結果連絡 

10月中旬 

(10/11～15頃を予定) 

現に運営する施設の現地調査及び 

プレゼンテーション審査 

10月下旬～ 

11月上旬 
運営法人の決定と選定結果の通知・公表 

運営法人決定後～ 公私連携協定協議 

【令和４年】 

１月 協定締結 

４月～ ３者協議開始 

４月または６月 国交付金等協議書提出 

６月または８月 国交付金等内示 

【令和５年】  

１月 建築工事着工 

４月～ 引き継ぎ保育開始 

令和６年４月 新設こども園開園 

   ※日程は現時点の予定ですので、変更となる場合があります。 

 

 

７．応募資格について   

学校法人又は社会福祉法人の法人格を有し、次の要件を全て満たすものとします。 

① 認定こども園法第 17条第２項各号に掲げる事項に該当しないこと。 

② 子ども・子育て支援法第 40条第２項に規定する同法第 31条第１項の申請をするこ

とができない者に該当しないこと。 

③ 幼稚園、保育所又は認定こども園の運営実績を、本公募の申請時点で１年以上有す

ること。または、児童福祉法第 18条の６に規定する指定保育士養成施設を運営して

いること。 

④ 暴力団の排除に関する以下の事項に該当しないこと。 

イ  運営法人の役員が暴力団員等（東金市暴力団排除条例第２条第３号に規定する

暴力団員等をいう。以下同じ。）であると認められるものであること。  

ロ  暴力団（東金市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同
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じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるものであること。  

ハ 運営法人の役員が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第

三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと

認められるものであること。  

ニ  運営法人の役員が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜

を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは

関与していると認められるものであること。  

ホ 運営法人の役員が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有

していると認められるものであること。  

 

 

８．応募手続きについて   

（１）提出書類 

① 応募書類チェックリスト 

② 応募書類チェックリストに記載された書類（様式１～４及び添付書類） 

 ※本市が必要と判断したときは、追加書類の提出を求める場合があります。 

 （２）提出部数 

① 正本及び副本（原本の写し） 各１部 

② 応募書類チェックリストで指定したナンバーのインデックスを付け、それぞれＡ４

ファイルに綴じて提出してください。Ａ３判の書類は片袖折りにて綴じてください。

また、ステープラー等は使用しないでください。 

 （３）提出方法   

持参または郵送してください。持参の際はあらかじめご連絡ください。 

 （４）提出期限  令和３年９月１７日（金）まで 

 （５）その他の留意事項 

① 提出された応募書類等は返却しません。 

② 応募に関して必要となる費用は、すべて応募者の負担となります。 

③ 応募書類に不備等があるときは、書類の再提出または補正を行ってください。 

  原則として、提出期限後の再提出や補正は認めません。 

④ 追加資料の提出を求める場合があります。 

⑤ 指定様式に書ききれない場合は、別葉の添付に変えてかまいません。 

   ⑥ 応募に関する質問がある場合は、電子メールにて質問してください。電話による質

問は、原則として受け付けません。質疑の内容について本市のウェブページに公開

する場合があります。 

   ⑦ 建設用地を現地確認したい場合は、電子メールにてお問い合わせください。 
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９．審査ついて   

（１）審査方法 

  ① 書類審査 

    応募書類をもとに審査を行います。応募多数の場合は、書類審査によって４法人

程度に絞ったうえで、次の②及び③の審査に進みます。 

② 現に運営する施設の現地調査 

  現地調査を行う施設は、園長予定者が現に勤務する施設を原則とします。園長予

定者が現に勤務する施設がない場合（応募法人の運営する施設ではない場合を含む）

は、この限りではありません。 

③ プレゼンテーション審査 

   事業計画についてプレゼンテーションを行った後、選定委員及び審査協力者によ

る質疑応答を行います。運営責任者及び園長予定者は必ず出席してください。人数

は原則として３名までとします。コンサルタント等の出席は認めません。 

 （２）審査項目 

項目 審査の観点の例示 

運営法人に関する事項 応募動機、法人の理念や運営状況、園長予定者の識見等 

施設整備・施設運営に 

関する事項 

整備計画、公立施設の教育・保育の引き継ぎや市との連

携・協力について、配慮の必要な子どもへの対応、職員の

確保・処遇等 

新設こども園の運営に 

関する事項 

保護者負担の内容、子育て支援事業等の取り組み、給食、

安全管理、職員研修等 

その他の事項 地域や周辺住民との関わり、小学校との接続等 

 

（３）選定結果の通知と公表 

選定結果は、全ての応募者に対し文書で通知します。また、運営法人に決定した法人

名を公表します。また、審査の結果、いずれの法人も市の設定する基準に達しない場合

は、運営法人の決定を行わない場合もあります。 

 

 

10．東金市の教育・保育について  

東金市の教育・保育施設で実施する乳幼児期の教育・保育の基本となるものとして『東金

市立幼稚園・保育所・認定こども園共通カリキュラム』を策定しています。 

基本理念、教育・保育目標及び方針や全体的な計画、年齢ごとの年間指導計画等を記載し

ています。東金市のウェブページにて内容をご確認ください。 

http://www.city.togane.chiba.jp/0000004548.html 

http://www.city.togane.chiba.jp/0000004548.html


8 

 

1問い合わせ・書類提出先  

 〒283-8511 

  千葉県東金市東岩崎１番地１ 

  東金市 市民福祉部 こども課 こども園推進係 

  ＴＥＬ：0475-50-1229   ＦＡＸ：0475-50-1249 

  E-Mail：kodomo@city.togane.lg.jp 

（１通のメールの容量は、メール本文と添付ファイルを合わせて５ＭＢまでです。） 

mailto:kodomo@city.togane.lg.jp

