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平成３０年度小田原市小規模保育事業Ａ型設置運営事業者募集要項［ハイツ久野］ 

１ 募集目的 

小田原市では平成２７年３月に策定した「小田原市子ども・子育て支援事業計画」に基

づき、幼児期の教育・保育の環境整備に取り組んでいますが、現在、低年齢児を中心に待機

児童が増加し、低年齢児の保育ニーズへの対応が喫緊の課題となっています。

そこで、３歳未満の保育の受け皿の確保を効果的かつ優先的に推進していくため、市有

施設を活用した小規模保育事業の設置運営事業者の募集を行います。

２ 募集する事業の形態・地区・定員等 

（１）事業の形態 

   小規模保育事業Ａ型 

（２）設置個所・使用施設 ※各面積は登記簿上の面積

小田原市久野８６０番地 ハイツ久野（敷地面積：２５０．３３㎡ 構造：鉄骨造スレート葺 

２階建［平成１０年１月築］ 延床面積：１８４．１９㎡［１階９２．９７㎡、２階９１．２２㎡］）

（３）定員規模 

定員は１９人とすること。但し、構造上の制限等で確保が困難な場合は協議に応じる。 

（４）定員構成 

０歳児～２歳児の各年齢でバランスのとれた定員を設定すること 

（５）設置方法 

  市有施設（賃貸）の改築等による事業所設置

（６）開所日 

平成３１年４月１日（月）までに開所すること

対象施設 

兎河原橋

久野 
兎河原 
公園 

久野 
水神 
公園 
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３ 応募資格 

（１）平成３０年４月１日現在、次のいずれかを満たす事業者 

①児童福祉法第５９条の２に定める認可外保育施設を１年以上運営している事業者 

②児童福祉法第３５条第４項に定める保育所を運営している事業者 

③児童福祉法第６条の３第１０項に定める小規模保育事業を運営している事業者 

（２）前項の施設等の経営が安定していること。（銀行又は手形交換所の取引停止処分、手形、

小切手の不渡り、又は所有する資産に対する仮差押命令等の処分を受けたことがない

こと。ただし、経営の安定性を証明する文書が提出された場合を除く。） 

（３）社会福祉事業に熱意と識見を有し、新たに小規模保育事業Ａ型を設置運営するために

必要な経営基盤及び社会的信用を有していること。 

（４）児童の保育に対する熱意と豊かな愛情があり、児童の発達を深く理解していること。 

（５）本市の子育て施策及び保育行政を理解し、これに積極的に協力すること。 

（６）運営する施設等について、法令に基づく改善の命令、事業停止、又は業務停止等の処

分を受けたことがないこと。 

（７）小田原市暴力団排除条例（平成 23 年 12 月 13 日条例第 29 号）に定める内容に抵触し

ないこと。 

４ 事業所設置の条件 

（１）経営形態・施設等  

①「児童福祉法」、「家庭的保育事業等の認可等について」（厚生労働省平成 26年 12 月

12 日雇児発 1212 第 6号）、「小田原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例」、「小田原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例施行規則」（以下、施行規則という）及び「小田原市家庭的保育事業等の設置認可に

係る審査基準を定める要綱」に示されている基準等を満たしていること。 

②特に１階中央の界壁を（その一部でも）撤去する場合には、構造計算等、構造上の問題

がないか検討を行った上で、必要な措置を講じること。 

③物件の賃料は提案内容から実際に使用する面積に応じて算出する。 

 例）１階のみ利用の場合：月額 １７９，７１８円  ※何れも内税。敷地分の 

   １・２階利用の場合：月額 ２９２，２５５円   貸付料も含む 

④物件の改修等に当たっては、建築確認申請、施設の用途変更等の手続き期間を考慮し、

決定後のスケジュールが滞らないよう事前に小田原市都市部開発審査課、同建築指導

課等の関係所管に確認等を行っておくこと。 

⑤消防関係法令等の要件を満たすこと。 

⑥災害時の緊急避難等、児童の安全が確保できること。特に２階に保育室等児童が利用

する施設を設置する場合には、乳幼児の避難に適した構造の避難用滑り台を設ける等、

必要な措置を講じること。（この場合、当該措置により、２階に保育室等を設ける際の

必要な基準を全て満たしていることを建築士等が証明の上、任意の書式で事前相談時

または応募の際に提出すること。）

⑦保護者の送迎時の利便性と近隣への配慮のため、駐車場・駐輪場・ベビーカースペース

を極力確保すること。 
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⑧調理員用便所、職員休憩室、沐浴室及び医務室の確保に努めること。 

⑨周辺住民の同意が得られること。なお、周辺住民への説明については、決定後、できる

だけ速やかに行うこととし、説明の経過を保管しておくこと。 

⑩小田原市の税金等に滞納がないこと。 

（２）保育時間 

月曜日～土曜日において午前７時～午後６時までの１１時間保育を実施するとともに、

土曜日を除いて、延長保育を１時間以上実施すること。 

（３）休所日 

休所日は、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休

日、１月２日、３日及び１２月２９日、３０日、３１日とする。 

（４）職員配置 

①保育士、嘱託医（小児科医または内科医及び歯科医）及び調理員を置くこと。 

※ただし、調理業務の全部を委託する場合又は施行規則第１３条第１項の規定により

搬入施設から食事を搬入する場合は、調理員を置かないことができる。 

②保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に１を加

えた数以上とすること。 

ア 乳児  おおむね３人につき１人 

イ 満１歳以上満３歳に満たない幼児  おおむね６人につき１人 

③前号に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該事業所に勤務する保健師又は看

護師を、１人に限り、保育士とみなすことができる。 

④職員配置とは別に、事業所に常駐する常勤の施設長（園長）を配置すること。 

⑤保育に携わる職員（施設長を含む）は、（４）職員配置③を除き、保育士の資格を持つ

者とすること。当面の間、「保育所等における保育士配置に係る特例について（雇児発

0218 第 2号平成 28 年 2月 18 日）」は適用しない。 

⑥職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある

者であって、できる限り同事業の理論及び実際について訓練を受けた者であること。 

（５）給食の提供 

①給食は自園調理方式により提供し、施行規則第１３条第１項の規定により搬入施設か

ら食事を搬入する場合を除き、外部搬入は認めない。また、定員に応じた必要な調理員

を配置すること。 

※「保育所における調理業務の委託について」（平成 10 年 2 月 18 日付児発第 86 号厚

生省児童家庭局長通知）に記載されている留意すべき事項を遵守する場合に限り、給

食調理業務の外部委託を認めるものとする。 

②「児童福祉施設における食事の提供に関する援助及び指導について」（平成 27 年 3 月

31 日付雇児発 0331 第 1号・障発 0331 第 16 号局長部長連名通知）や「社会福祉施設に

おける衛生管理について」（平成 9年 3月 31 日付社援施第 65 号課長連名通知）等、厚

生労働省発出の通知等の内容を十分理解及び遵守し、給食を提供すること。 

③「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」（平成 23 年 3 月厚生労働省）を遵守

すること。 
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（６）連携施設 

利用乳幼児に対する保育の提供の終了後も満３歳以上の児童に対して必要な教育又は

保育が継続的に提供されるよう連携施設を確保すること。

（７）その他 

①集団保育が可能な障がい児については積極的に受け入れること、また本市と連携し保

育を実施すること。 

②保育内容等に対する苦情処理体制を整備すること。 

③保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、理解及び協力を得るよう努めること。 

④職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保すること。 

⑤事業所の運営にあたっては、本市の指示に従うこと。 

５ 申込み手続き 

（１）募集要項の配布 

平成３０年６月２０日(水)から平成３０年７月３１日(火)まで

小田原市子ども青少年部保育課（小田原市役所５階）又は小田原市ＷＥＢページ上で

配布します。http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/kosodate/nursery/nursery/p22309-copy.html

   窓口での配布は土曜日、日曜日、祝日を除く８時３０分～１７時１５分までとします。 

（２）質問受付 

  ①質問は、平成３０年７月２４日(火)１７時までに受信した電子メールでのみ受け付け

ます。

②メールアドレス  ho-shisetsu@city.odawara.kanagawa.jp

③質問は、様式１「質問票」にてお願いします。お名前等、記入漏れがある場合には回答

いたしません。また、送信後保育課に電話で着信しているかどうか確認してください。 

④電話番号：０４６５－３３－１６４２ 

 ⑤受け付けた質問については、順次、小田原市ＷＥＢページ上で回答します。

（３）現地確認・関係書類閲覧（必須）

   応募を検討されている方は、事前相談の前に必ず現地確認をしてください。

    ※現地確認前の事前相談は受け付けません

    ※現地確認時に次の資料の閲覧を受け付けます。※当日は閲覧のみ。

     ①新築工事図面（平成９年７月）

     ②特殊建築物等定期点検調査報告書（平成２８年１０月２２日実施）

    ※現地確認時の質問も、通常の質問と同様の手続きにてお願いします。

現地確認の日時については、電話で保育課に連絡をして調整してください。 

・現地確認期間：平成３０年６月２２日(金)から平成３０年７月１３日(金)まで 

※対応時間は、９時～正午、１３時～１７時 ＊土曜日、日曜日を除く 

※時間は必要に応じて確保いたしますが、１回に付き２時間を限度とします。 

（４）事前相談（必須）

応募を検討されている方は、申込み手続きの前に必ず事前相談をしてください。 

※事前相談のない応募は受け付けません。 

様式２「事前相談依頼書」に必要事項を記載の上、下記の必要書類を持参してください。
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必要書類：①計画平面図案 ②法人概要のわかる資料（パンフレット等）※個人の場合

不要 ③既存の運営施設等の概要がわかる資料（パンフレット等） 

事前相談の日時については、電話で保育課に連絡をして調整してください。 

・事前相談期間：平成３０年７月２日(月)から平成３０年７月２４日(火)まで 

※相談受付時間は、９時～正午、１３時～１７時 ＊土曜日、日曜日、祝日を除く 

（５）応募手続 

小田原市小規模保育事業Ａ型設置運営事業応募申込書（様式３）に必要事項を記入し、

法人代表者又は個人事業主が押印のうえ、必要書類を添えて、正本１部、副本７部を直接

提出してください。 

※郵送等での提出は受け付けません。 

※市長が必要と認める書類の追加提出を求めることがあります。

※応募に係る一切の費用は、結果にかかわらず応募者の負担となります。

※応募書類等については返却しません。

※提出された応募書類は、公表等に必要な場合、無償で使用できるものとします。ま

た、情報公開請求により開示する場合があります。なお、応募者の正当な利益を害す

るものについては、使用・開示の対象とはしません。 

※誤字脱字等の修正を除き、原則として提出された資料の内容の変更は認めません。 

［提出先］ 

 神奈川県小田原市荻窪３００ 

   小田原市子ども青少年部保育課（小田原市役所５階） 

※提出の際、書類の確認を行うため、事前に電話にて時間の予約を行ってください。 

※Ａ４縦のフラットファイル等を用い、様式３に示す添付書類ごとにインデックスを

付け、番号順に綴じてください。フラットファイル等には、名称も含め何も記入しな

いでください。 

（６）応募期間 

平成３０年７月２５日(水)から平成３０年７月３１日(火)まで 

※応募受付時間は、９時～正午、１３時～１７時＊土曜日、日曜日を除く 

６ 補助金について 

（１）施設整備費補助 

①改修費等 

既存の建物に対して必要な施設整備、改修整備等及び改修期間中の賃料等に係る費

用に対して４分の３を乗じて得た額を補助します。なお、施設整備、改修整備等につ

いては２４，０００千円を上限額（工事期間中の賃料を含む）とし、市予算の範囲内

で交付する予定です。 

※施設整備費補助については、国の保育対策総合支援事業費補助金または県の安心こ

ども基金に基づく補助を予定しています。また、当該補助は予算の範囲内での補助

となります。 

※当該補助金は、単年度事業が対象となることから平成３０年度中に整備が完了しな

かった場合、補助金の交付が出来ませんのでご注意ください。 
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（２）運営費補助 

①公定価格 

公定価格については、国の定める特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、

特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費

用の額の算定に関する基準等（平成 28 年内閣府告示第 119 号、平成 28年 3 月 31 日

公布）に基づきます。小田原市は「１００分の１０地域」に該当します。 

設置・運営事業者として認可され、特定地域型保育事業者として確認後、保育事業

の運営に必要な経費（公定価格から、事業所が保護者から徴収する規定の保育料を差

し引いた額）を支給します。 

②子ども・子育て支援事業に係る補助 

子ども・子育て支援新制度に基づく地域型保育給付費の支給及び小田原市子ども青

少年部保育課所管に係る補助金交付要綱に基づき、予算の範囲内で補助を行います。 

  ※小田原市独自の補助金（平成３０年４月１日現在） 

  小田原市では児童の処遇向上や保育所等の安定的な運営等に資するため、該当施

設に対して以下のような補助金を交付しています。 

・障がい児保育費補助金 ・産休明け乳児保育奨励費補助金  

  ・細菌検査事業費補助金

（３）留意事項 

①補助金については、国・県・市における補助金制度の見直しに伴い、変更（減額を含

む）が生じる場合があります。 

②施設整備を行うために締結する契約については、小田原市契約規則等に準拠し、原則

として一般競争入札に付するものとします。なお、入札にあたっては事前に、保育課

と協議のうえ、執行してください。 

③施設整備は、補助金の交付決定後に補助事業に着手することとします。なお、事前着 

手をした場合、補助対象とならない場合がありますのでご注意ください。 

７ 設置運営事業者の選考と決定 

  応募申込書の書類審査やヒアリング等から総合的に判断し、市長が選定します。 

（１）書類審査…実績や事業計画（施設の概要、物件の所在、定員、職員配置等）に係る審査 

（２）ヒアリング…児童福祉に対する熱意や識見、運営の考え方等の審査 

※応募申込書の受理後であっても、募集要項の応募資格、設置条件等を満たしていな

い場合や応募書類が不足している場合、又は事業の設置運営事業者として相応しく

ない事項がある場合には、失格となることがあります。 

※応募数にかかわらず選考は行いますが、審査の結果、設置運営事業者を選定しない

ことがあります。 

※結果については、全応募者に書面をもって通知します。 

※選考の結果、設置運営事業者として選定した場合は、小田原市と応募内容に沿った

施設の設置についての覚書を交わしていただきます。 

※施設の設置・運営が困難となった場合等、不測の事態により決定を取り消す場合が

あります。 
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８ その他留意事項 

（１）補助金については、国・県の補助金を活用する予定のため、当該補助金の交付決定が

受けられない場合には、当該年度の事業を中止することがあります。 

（２）審査の結果、設置運営事業者として決定された場合であっても、提出された提案内

容、関係法令等に基づく小規模保育事業Ａ型の設置運営ができない場合には、設置運営

事業者としての決定を取り消す場合があります。 

（３）設置運営事業者として決定された後に、辞退又は上記（２）の理由による当該決定の

取り消しがあった場合は、以後、当市の保育所等の公募において応募できない場合があ

ります。 

（４）事業を行うために締結する契約については、市が行う契約事務の取扱に準拠してくだ

さい。また、業者選定・備品購入について、出来る限り市内企業を優先してください。 

（５）設置運営事業者として決定された後、小田原市との間で賃貸借契約を取り交わすこと

になります。その際、契約保証金として貸付料の６か月分相当額を本契約締結日までに

市の指定する口座に振り込んで預託する必要がありますのでご留意ください。 

９ スケジュール（予定） 

平成３０年度 

６月２０日（水） 公募開始

７月１３日（金） 現地確認受付終了（受付開始：６月２２日から）

７月２４日（火） 質問受付終了（受付開始：６月１５日から）

７月２４日（火） 事前相談受付終了（受付開始：７月２日から）

７月３１日（火） 応募受付終了（受付開始：７月２５日から）

８月中旬     設置運営事業者選考

８月下旬     選考結果発送

８月下旬     施設整備補助金交付申請

９月       施設整備補助金交付決定

１０月       施設整備工事着手

平成３１年度

４月 １日（月）までに開設 


