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会議記録（要旨） 
 

 

会議名称 第１回富田林市保育所等運営事業者選考等委員会 

開催日時 平成２９年８月４日（金）１９:００～２１:００ 

開催場所 市役所３階庁議室 

出席委員 

幼児教育及び保育に関して識見を有する者・・・・・・・２名 

事業予定者の財務及び法務に関して識見を有する者・・・１名 

民生委員・児童委員協議会から推薦された者・・・・・・１名 

保育所の保護者を代表する者・・・・・・・・・・・・・２名 

欠席委員 保育所の保護者を代表する者・・・・・・・・・・・・・１名 

事務局出席者 
子育て福祉部付部長、子育て福祉部次長、こども未来室付課長、こども未来

室副主任 

会議次第 

１．開会 

２．副市長挨拶 

３．委員委嘱 

４．委員自己紹介 

５．事務局紹介 

６．資料の確認 

７．会長選出 

８．議事 

９．部長挨拶 

10．閉会 

公開／非公開 非公開 
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【会議内容】 

１．開会 

 

２．副市長挨拶 

 

３．委員委嘱 

 

４．委員自己紹介 

 

５．事務局紹介 

 

６．資料の確認 

 

７．会長選出 

 

８．議事 

●事務局 

本委員会の設置要綱第５条に、「委員会に会長を置き、委員の互選により選出する」と規定さ

れている。そこで、会長選出についてお諮りするが、どなたか会長の役をお受けいただける方は

おられないか。 

 

○委員 

 ■■委員が適任ではないか。 

 

●事務局 

 ■■委員が適任とのご意見が出たがどうか。 

 

○各委員 

異議なし。 

 

●事務局 

異議なしであるので、■■委員に会長の任をお願いする。それでは、会長からご挨拶をいただ

き、その後、議事進行をお願いする。 

 

◎会長 

それでは、議事に入る。まず、会議の成立要件について、事務局から説明をお願いする。 

 

●事務局 

会議の成立要件は、本委員会の設置要綱第６条第２項に、委員の半数以上の出席が必要と規定

されている。本日は、委員総数７人の内、６人が出席されているため、本会議は成立している。 

 

◎会長 

次に、本委員会の設置要綱第５条第３項に、「会長に事故があるとき、または会長が欠けたと

きは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する」と規定されている。 

会長が指名するとなっているので、申し訳ないが、■■委員を指名させていただくので、よろ

しくお願いする。続いて、会議の公開について、事務局から説明をお願いする。 

 

●事務局 

資料３会議の公開に関する指針をご覧いただきたい。この指針の１にあるように、本市の審議

会や協議会等の会議を公開し、市民にその審議状況を明らかにすることより、市政の透明で公正

な運営を確保するとともに、開かれた市政の推進に寄与することを目的としている。２では、公
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開の対象となる会議の種類を規定しており、これによりこの委員会は公開の対象となる会議であ

る。３では、会議の公開基準について定めている。公開の対象となる会議は、原則として公開す

ることになるが、審議内容によっては公開することが望ましくない内容を取り扱う会議もあるこ

とから、それらが例示されている。 

一つは、上位の法令によって非公開とされている会議。二つ目は、情報公開条例の規定により、

情報開示しないこととする情報を取り扱う場合で、資料４に情報公開条例第６条を載せている。 

三つ目には、公開することで公正でかつ円滑な議事運営に支障が出る場合も、非公開にできる旨

が規定されている。また、４では、会議の公開あるいは非公開の決定については、会議の長がそ

の会議に諮って決定すると規定されている。なお、５以降には、公開の方法や周知の方法などが

規定されている。 

以上のように、本会議の公開あるいは非公開について、ここで決定していただく必要がある。 

 

◎会長 

本会議についても基本公開の考えとなるが、新たに誘致をする、民間保育所等の設置・運営事

業者を選定するものであることから、委員個人が特定されると事業者（利害関係者）から何らか

の働きかけの可能性が懸念される。また、事業者の財務内容や運営者の個人情報などに触れるこ

ともある。また、審議の中で事業者に対して素直な意見や自由な発言がしにくくなる懸念もある。 

このような情報は、情報公開条例の第６条第２号に該当するようにも思うので、その様な内容

を含む会議については非公開を検討する必要があると考えるが、皆様のご意見をお聞かせ願いた

い。 

 

○委員 

会議の内容が事業者の選考なので非公開がいいかと思う。 

 

○委員 

会議の進捗状況の公開についてどうなるか。 

 

●事務局 

 会議の進捗状況については公開を考えている。 

 

○委員 

 非公開は理解できるが、あまりにも秘密に進めるのもどうかと思うので、この様な会議を進め

ている等の情報公開はしていただきたい。 

 

◎会長 

 後で記録が出せないということは、この様な会議の性質では許されないことである。しかし、

リアルタイムでの会議の公開は様々なリスクを考えなければならない。 

それでは、この委員会の会議は原則非公開と決定するが、議事録で会議の進捗状況等の説明責

任を果たしていくことでよいか。 

 

○各委員 

了解した。 

 

◎会長 

次に、会議記録については、情報公開の請求があった場合は、原則として公開となる。その際、

記録の取り方には、発言の内容を一言一句記録する逐語記録と、概ねの内容を記録する要旨記録、

そして要点をまとめた要約記録の３種類の方法がある。 

 逐語記録は誤解を招く表現が懸念されることから率直に発言しにくくなる。また、要約記録は

大雑把な内容しか伝わらないので会議の内容が理解しにくいことになるので、要旨記録がふさわ

しいと思うが、ご意見をいただきたい。 

 



4 

○委員 

 会長の意見に賛成する。 

 

◎会長 

それでは、要旨記録という形で進めたい。 

では、会議の開催経過など事務局で何らかの形でお知らせする予定はあるか。 

 

●事務局 

会議の進捗状況は、市のウェブサイト等において公開していきたいと考えている。 

 

◎会長 

本会議は、民間認可保育施設の募集条件に関することや、設置・運営事業者の選定に関するこ

となどを審議するものであるが、これに先立ち、富田林市の保育所の現状や待機児童の状況など

について、また誘致に至る経過を含め事務局から説明をお願いする。 

 

●事務局 

それでは、資料６をご覧いただきたい。これは市内の保育園の位置図である。富田林市内には、

公立が６園、私立が９園で、計１５の保育園がある。星印で位置を表しているのが公立保育園、

黒丸が私立保育園となっている。地図上の園名付近のカッコ内の数字は、今年７月１日現在の入

所児童数を記載している。また、資料左下の表は各園の認可定員を記載している。定員の１，６

９６人に対して、１，８３７人の児童が入所しており、すでに１４１人が認可定員を超えて入所

している。 

次に、資料５をご覧いただきたい。こちらは平成２５年度からの待機児童数の状況である。平

成１８年度から２７年度までの１０年間、年度当初の待機児童は発生していないが、平成２８年

度に１歳児６人、今年度は１歳児６人、２歳児２３人の計２９人の待機児童が発生している。 

 また年度末の状況では、２５年度から２７年度にかけて、５３人から５４人で推移していたが、

２８年度は７４人と増加している。 

２枚目をご覧いただきたい。こちらは、２８年度末の時点で、国の待機児童をカウントする定

義に該当する７４人と定義に該当しない２０人の合計９４人を地区別にグラフ化している。 

これを見ると、金剛地区が最も多く、次に多い金剛東地区を合せると、実に４割の待機児童が

この地域に集中している。 

 市としても、待機児童が集中する金剛地区か金剛東地区、またはその周辺に認可保育施設で保

育の受け皿を確保したい考えである。 

 

◎会長 

ご質問や確認しておきたいことはあるか。 

 

○委員 

 ７月１日現在も２８人の待機児童がいるということか。 

 

●事務局 

 月により状況は変わるが、時間が経過すると増加する状況である。 

 

○委員 

昨年度の最終は７４人とあるが、今年度の待機児童も金剛地区に多いと考えていいか。 

 

●事務局 

 金剛地区、金剛東地区、喜志地区が多いが中心は金剛・金剛東地区である。 

 

 

 



5 

○委員 

 人口も子どもも減少している状況で保育所を希望する方が増加する要因は共働きが増えている

ということか。 

 

○委員 金剛錦織台などの住宅開発により、子どもが増えているのではないか。 

 

●事務局 

 増加要因については、様々な事が考えられるが、平成２７年度から子ども・子育て支援新制度

がスタートしたことにより保育所入所への期待の高まりも要因の一つと思われる。 

 

○委員 

 喜志地区にも待機児童があるが、事務局としては金剛・金剛東地区にしたいと考えているのか。 

 

●事務局 

 一度に複数の誘致は難しいので、市としては待機児童の多い金剛・金剛東地区で１園確保した

い考えである。 

 

◎会長 

事業者の方も待機児童が多い地域を見込んで応募してくるので、金剛・金剛東地区は注目され

ると思われる。 

どの地域に誘致するかについての重み付けを委員会でどう判断するか、後ほど詳しく議論した

い。 

 

○委員 

 正直、ここまで富田林市で待機児童が発生しているとは考えていなかったので驚いている。近

隣市町村の中で、富田林市は子育てしやすいと聞いているが、年度末で７４人の待機児童がいる

ことに驚いている。 

 

○委員 

 どこの市町村も待機児童ゼロを目標にしているが、実際に保育が必要な要件の高い方がどれく

らいいるかは疑問に思う。 

 

◎会長 

 昔と比べ保護者の就労条件もかなり変わってきているので保育が長時間化している。幼稚園が

認定こども園化して長時間保育に対応し待機児童を吸収している自治体が多い状況があるので、

保育のニーズは高いと思われる。 

それでは資料７と８、民間認可保育施設及び家庭的保育事業の設置運営事業者募集内容につい

て審議をお願いしたい。事務局から資料の説明をお願いする。 

 

●事務局 

それでは資料７及び資料８の説明をさせていただく。本日の２つの事業者募集内容（案）につ

いては、たたき台となるので、修正箇所などご意見をいただき、次回会議には募集要項（案）を

作成し、最終確認していただいた後に募集要項を完成したいと考えている。それでは、資料７家

庭的保育事業の設置運営事業者募集内容（案）の説明をさせていただく。 

 こちらの説明をさせていただく前に、家庭的保育事業とはどの様な事業なのかを説明させてい

ただく。子ども・子育て支援新制度ハンドブックをご覧いただきたい。ハンドブックの３ページ

の図は、平成２７年度からスタートした、子ども・子育て支援新制度において、保育の受け皿と

なる各施設の位置付けを表した図となる。保育所、認定こども園、新制度に移行した幼稚園など

の比較的規模の大きな施設が施設型給付に位置付けられている。対して、規模の小さな施設であ

る、小規模保育、居宅訪問型保育、事業所内保育、それと今回ご検討いただく家庭的保育は、地

域型保育給付に位置付けられている。 
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１１ページをご覧いただきたい。家庭的保育の概要だが、事業主体は、市町村、民間事業者等

となっており、保育の実施場所等は保育者の居宅、その他の場所、施設となっており、認可定員

は０～２歳児を対象として最大５人となっている。 

続いて、１２ページをご覧いただきたい。家庭的保育の認可基準だが、職員の配置基準は児童

３人に対して家庭的保育者１人の配置が必要であり、児童４～５人の場合はさらに家庭的保育補

助者１人が必要となる。また、保育室の面積は９．９㎡が必要となり、児童３人を超える人数１

人につき３．３㎡を加えた面積が必要となる。仮に５人の児童を保育する場合は１６．５㎡が必

要となる。 

 また、１２ページ図の欄外に小規模保育事業の連携施設の設定が認可要件として記載されてい

るが、家庭的保育事業も同様となる。内容については、①保育内容の支援、②代替保育の提供、

③卒園後の受け皿。となっており、この役割を担う連携施設の確保が義務付けられている。以上

が、家庭的保育事業の説明となる。 

前後するが資料７をご覧いただきたい。事業者の募集内容（案）の説明をさせていただく。 

 まず、応募資格だが、アからウについては財務状況が安定していること。エが、申請者が社会

的信望を有していること。また、オが、社会福祉事業について知識経験を有していること等の条

件を記している。 

 次に募集条件等だが、募集は１か所とし募集地域は市内全域としている。募集地域の設定につ

いては、平成２７年度から子ども・子育て支援新制度がスタートするに際し、富田林市子ども・

子育て支援事業計画が策定された。その中で、子ども・子育て支援法に係る教育・保育サービス

を提供する基礎となる市町村内の区域設定を、本市については市全域と設定していることから、

整合性を図るため、募集地域は市内全域とした。 

しかし、本市の待機児童の状況は、実に全体の４割が金剛・金剛東地区に集中しているので、

市としては保育所に入所出来ずにお待ちいただいている方が多い、金剛・金剛東地区、またはそ

の周辺に家庭的保育事業を確保したい考えであり、その募集方法などをご議論いただきたい。 

次に定員を最大５人とし、開設時期を平成３０年３月３１日までと記している。特に、職員等

配置基準については、富田林市独自で４～５人の児童を保育する場合は、家庭的保育者２人の配

置が必要であることから、アンダーラインを入れて強調している。また、連携施設の考え方や、

保育室の面積基準など、施設面の基準、及び保育内容を一覧表で記している。 

 次に、改修補助金だが、大阪府の安心こども基金の活用で、施設改修補助と賃借料補助を予定

しており、補助内容は施設改修の補助が上限２４０万円、家賃補助は月額８万２千円を予定して

いる。 

 次に応募方法だが、多数の事業者による質問などの対応に追われることが予想されるので、早

期に把握することを目的に、事前協議で相談や質問にお答えし、事前協議事業者のみ応募申請を

受け付けする形を考えている。 

 次に事業者の選定だが、本委員会において、応募事業者の評価及び審査意見を市長へ報告して

いただき、その報告を踏まえて市が事業者を決定する。委員会での審査については、書類審査と

プレゼンテーション及びヒアリング審査となる。また、大まかなスケジュールと失格事項を記し

ている。 

 最後にその他だが、入所児童の確保を保証するものではないこと。また、改修工事にあたり、

近隣住民への理解や安全確保等の措置を講じるなど、地域住民と良好な関係の構築に努めること

などを記している。以上で、資料７の説明とする。 

 

◎会長 

 家庭的保育事業は全国的にも数が多くないので、イメージしにくいかと思われる。遠慮なく質

問していただき、イメージを明確にしながら募集の方法等のご意見をいただきたい。 

 

○委員 

募集が一か所とあるが、実験的にということか。待機児童の解消が目的であれば、募集が少な

ければ意味がないのではないか。 
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●事務局 

平成２７年に新制度がスタートして、逆に待機児童が増えたという報道がされている中で、本

市の保育事業についてさまざまな問い合わせがあり、どなたにも公平にお答えしているが、家庭

的保育事業に関して一つの事業者から非常に熱心な問い合わせがある。市として、事業者を決め

たわけではないが、実現可能な事業から待機児童解消に向けて着手したい考えから、１か所で提

案させていただいた。 

 

○委員 

初期投資として、保育所を建てなくても、自宅を改修すれば実施できる事業というのは、参入

しやすい状態であると考える。 

 

○委員 

難しいことは、連携施設の設定だと思う。小規模保育事業でも連携施設の設定は必要だが、家

庭的保育事業としては、保育事故が心配である。たとえば、家庭的保育者がインフルエンザにか

かった時の代替保育の設定をきちんとしておかないといけない。平成３１年度までは経過措置が

認められているようだが、これはきちんとしておくべきと思う。連携施設の確保については、市

が斡旋するのか。 

 

●事務局 

基本的には連携施設については、事業者の方で確保していただく。卒園後の受け皿については、

どうしても確保できないようであれば、新年度の入所受付で市が対応できると考える。 

 

○委員 

利用調整について、事業者が児童の入所を勝手に決めるようなことがないようにしてほしい。 

 

●事務局 

家庭的保育の利用調整は、保育所と同様に市が入所を決定するので、事業者が児童の入所を決

めることは制度上できない。 

 

◎会長 

補足すると、保育ママ的なものは昔からあったが、今回の家庭的保育事業は、平成２７年度の

新制度化に際して認可事業として制度設計されている。 

利用調整については、公が管理することになっているということで間違いないか。 

 

●事務局 

間違いない。 

 

◎会長 

新制度移行にあたり、「富田林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」というものを国の法に準拠してつくっているので、これに基づいてしっかり指導監督をなさ

れるということでよろしいか。 

 

●事務局 

その通りである。 

 

○委員 

待機児童がおられるのであれば、５人までしか利用できない家庭的保育よりも、１９人まで保

育できる小規模保育の方がゆとりができるのではないか。 

 

 

 



8 

●事務局 

小規模保育については、問い合わせを受けたことがないので、実現可能な事業から着手したい

考えである。後ほどの案件にある、定員１００人規模の認可保育施設と家庭的保育を合わせると、

待機児童が解消できると考える。 

 

○委員 

私立幼稚園が、認定こども園に移行する予定はあるか。 

 

●事務局 

今のところ聞いていない。 

 

◎会長 

保育中の事故のことについてのご心配があったが、事務局が説明したように、職員配置基準に

ついて、４人から５人の児童を保育するには国の基準では家庭的保育者と家庭的保育補助者の配

置だが、市の基準は家庭的保育補助者ではなく、家庭的保育者２人と規定されていることから、

国よりもレベルを高く設定しているという解釈でよいか。 

 

●事務局 

その通りである。 

 

○委員 

基準を厳しくしたとしても、運営について監督の目が及ばないリスクがなくなるわけではない

と考える。 

 

◎会長 

自治体によっては、定期的な指導監督に巡回指導をしたりしている事例もあるが、富田林市と

しては、どう考えているのか。 

 

●事務局 

定期監査に加え、運営等について心配な部分があれば市は直ぐに園に行き、園長等から聞き取

り調査等を行い、対応させていただく。 

 

○委員 

保育士資格のない調理員が代わりに保育をして事故が発生したケースもあったが、保育所とは

違い、常に閉鎖された空間であるため、人の目が行き届きにくいことが懸念されるので、家庭的

保育に従事する方には、気軽に子どもを預かる施設ではないことを心得てほしい。家庭的保育と

いう新たな施設を立ち上げるのであれば、子どもの命を重んじてしっかり運営していただかない

といけないので、しっかりした募集要項が必要である。 

 

○委員 

監査があっても、その場しのぎで何とかできてしまうのではないか。市が責任を持って、監視

カメラをつけたりするぐらいしないと・・・。心配されているお気持ちはよく分かる。 

 

○委員 

外からは見えないところなので不安を感じる。 

 

○委員 

恐いのはそこであって、保護者としては市が認可した保育施設なので安心して預けに行くが、

ベテランの保育者でも事故は起きることがある。また、大きな保育施設でも事故は起こることも

ある。 

事故を防ぐため、事業を立ち上げるに際しては細かいところまできちんとしないといけない。 
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●事務局 

安心安全な保育というところには全力を注いでいる。委員が心配されている部分が払拭される

ように市の方も頑張る。 

 

○委員 

当然、保険は入られるのか。 

 

●事務局 

そのように考えている。 

 

◎会長 

リスクをしっかり捉えておくことは大事である。家庭的保育者と家庭的保育補助者では資格が

違い、保育士資格の有無で違いが出てくる。子ども３人であれば規定上は家庭的保育者１人で対

応できるが、資格と経験を有している人でも１人で３人をみることが常時の保育の姿であると、

かなり不安があると思う。待機児童解消という意味でも子ども５人で２人の保育者というのを最

低限の条件にする枠の掛け方をしていくべきなのではないかと、今の議論を聞いて感じている。 

ある家庭的保育の事業者は、家庭的保育者を複数配置し、補助者も数名配置しており、かなり

手厚い運営をされている事例もある。 

そのあたりを応募者がどこまで手厚く、こちらの心配に応える形で応募してくれるかが、重要

になってくる。そういった応募をしてもらえるような募集をすべきである。 

 

○委員 

資料７の３ページにある、障がい児保育についてだが、配置基準以外に加配を付けるのか。 

 

●事務局 

現在の保育所で行っている障がい児保育と同じ形を考えている。 

 

○委員 

１歳児でも加配が必要な子どもは結構おられると思うので、その場合は市と相談してもらうと

いうことか。また、障がい児保育については、ヒアリング審査の時に伺ってよいのか。 

 

●事務局 

障がい児保育について市は、保育所と同じような対応を求める。ヒアリングで聞いてもらって

よい。 

 

◎会長 

家庭的保育について、他に意見はあるか。 

 

○各委員 

意見なし。 

 

◎会長 

次の案件に進みたいと思う。資料８、民間認可保育施設の設置運営事業者募集内容について、

事務局の説明をお願いする。 

 

●事務局 

それでは資料８をご覧いただきたい。応募資格を社会福祉法人、学校法人、またはそれ以外の

法人としている。次に募集条件だが、募集は１か所とし、募集地域は市内全域としている。先ほ

どの家庭的保育の説明と同様となるが、募集地域の設定については、富田林市子ども・子育て支

援事業計画の中で市町村内の区域設定を、本市は市全域と設定していることから、募集地域は市
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内全域とした。しかし、本市の待機児童の状況は、金剛・金剛東地区に集中しているので、市と

しては金剛・金剛東地区、またはその周辺で新たな認可保育施設を確保したい考えである。こち

らも後ほどのご議論で、募集方法などをお考えいただきたい。 

 次に定員は１００人程度とし、すべて新規の入所枠として確保したいと考えている。なお、保

育部分の定員を確保した上であれば、認定こども園での応募も可能とするが、幼稚園部分の整備

は施設整備補助金の対象外とする。また、開所時期は遅くとも平成３１年３月３１日までに運営

を開始していただきたい。 

 次に施設整備補助金だが、国の保育所等整備交付金等の活用を予定しており、国の補助基本額

の４分の３が補助予定である。 

 次に応募方法だが、先ほどの家庭的保育の説明と同様となるが、多数の事業者による質問など

の対応に追われることが予想されるので、早期に把握することを目的に、事前協議で相談や質問

にお答えし、事前協議事業者のみ応募申請を受け付けする形を考えている。 

 次に事業者の選定だが、本委員会において応募事業者の評価及び審査意見を市長へ報告してい

ただき、その報告を踏まえて市が事業者を決定する。 

 委員会での審査については、書類審査とプレゼンテーション及びヒアリング審査となり、大ま

かなスケジュールと失格事項を記している。 

最後にその他だが、入所児童の確保を保証するものではないこと。また、改修工事にあたり、

近隣住民への理解や安全確保等の措置を講じるなど、地域住民と良好な関係の構築に努めること

などを記している。以上で、資料８の説明とする。 

 

◎会長 

 それでは資料８民間認可保育施設の設置運営事業者募集内容について、率直なご意見をお願い

する。 

 

○委員 

応募方法について、事前協議とはどういうことか。 

 

●事務局 

全体説明会を開催せずに事業者と個別に事前協議で面談し、整備計画や事業計画の聴取、申請

書類の点検、質問の受け付け等を実施する。Ｑ＆Ａを市のウェブサイトに公開することもある。 

 

○委員 

家庭的保育と保育所のプレゼンテーションの日程は、分けて実施するのか。 

 

●事務局 

分けて実施する。 

 

○委員 

審査基準は考えているのか。 

 

●事務局 

審査基準の案については、次回の委員会で、提示する予定である。 

 

○委員 

資料８の５ページの「設置後の運営に関すること」の１．について、これはどういうことか。 

 

●事務局 

やむを得ない事態というのは、予期せぬ事態が起きた場合の対応である。事業者側の身勝手な

理由により１０年以内に廃止されることは想定していない。 
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◎会長 

社会福祉法人及び学校法人以外の法人を受け入れるにあたって、利益が見込めなくなって撤退

されてしまう可能性から１０年以内に廃止しないことの条件を付けるのではないか。残念ながら

あり得る事態であると懸念される。ビジネスとして保育を実施する風潮はかなり強まってきてい

るので、そこは慎重に検討できるような体制を整えた方がいいのではないかと思う。 

 

●事務局 

平成２７年の新制度施行にあたり、待機児童がいる場合は意欲ある事業者の積極的な参入が図

られるよう努める旨の指針が国から示されている。 

 

○委員 

応募者が１つだけの時はどうしたらいいのか。 

 

●事務局 

資料７と資料８の「事業者の選定」（３）イに示しているとおり、応募が１つしかなかったと

しても、審査基準に達していなければ、決定しない考えである。 

 

◎会長 

募集地域を広く設定すると、ある程度の募集は見込めるが、ピンポイントで募集すると絞られ

てしまうと思う。やはり、比べなければそれぞれの事業者のメリットもデメリットも見えてこな

いと思うので、応募者が１つの時の方が難しいのではないかと思う。余程の瑕疵がない限り、落

第点を付けるのは厳しいと思うので、募集方法については少し時間をかけて議論したいと思うが

いかがか。金剛・金剛東地区に待機児童が多いという事実があるので、そこに誘致するのは望ま

しいことだと思う。 

 

○委員 

資料７の１ページ募集地域を市内全域と書いてあるが、「市子ども・子育て支援事業計画」と

の整合性があるので、こう書かざるを得ないのか。 

 

●事務局 

市としては、待機児童の多い金剛・金剛東地域に誘導したいが、「市子ども・子育て支援事業

計画」との整合性があるので、何かよい知恵があればご教示いただきたい。 

 

○委員 

保育需要の少ないところに保育所を建てると言われても、困惑してしまうということか。 

 

●事務局 

その通りである。 

 

○委員 

そのようなところに園児は集まらないと思う。 

 

○委員 

子どもを預けるのに遠回りするのは、なかなか難しいと思う。 

 

○委員 

初めから募集地域を限定することはできないのか。 

 

●事務局 

できないことはない。例えば、選考の時に金剛・金剛東地区に保育所を建てる事業者に対して

加点して優遇する方法もある。 
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○委員 

事前協議の時に、そのことを伝えるのか。 

 

●事務局 

それを募集要項の中で示す必要がある。 

 

○委員 

事業者も当然、富田林市の待機児童の状況や人口動態等を調べてくると思うので、地域を指定

しなかったとしても、自然にそうなると思う。 

 

○委員 

金剛・金剛東地区を指定すると、応募を考えている事業者は、その地区で集中して土地を探す

ことになり、事業者を選ぶ率は高くなる。そこに導く募集方法が見当たらない。 

 

○委員 

前回誘致の時は、金剛・金剛東地区での応募が多かったのでは。 

 

●事務局 

前回は、子ども・子育て支援新制度が始まる前だったので、募集地域を金剛・金剛東地区とそ

の周辺地域に限定した。 

 

◎会長 

応募慣れしている事業者は、上手に書類を作ってくるが、応募慣れしていない事業者は、書類

の出来が見劣りしてしまう。ヒアリング・プレゼンテーション審査での人物像や保育への熱意等

を審査するが、事前協議の段階でしっかり書類を作るよう案内しておかないと、書類審査で開い

た点差を埋められないこともあり得る。とはいえ、それは応募者の責任でもある。 

議論になっている地域的なことに関しても、あえて南東部ブロックで理想の保育をしようとす

る事業者の応募も考えられるが、そこで入所児童を確保して、どのような見込みで経営するのか

を書類の中で示していただかないと、委員会としてはどうしても点数を下げざるを得ないことに

なる。 

金剛・金剛東地区は保育需要が多い地域なので継続的な運営の見込みが立てやすいので、ハー

ドルをクリアしやすい。逆にそれ以外の地域はハードルが高くなるが、排除することなく応募を

受け付けてもよいと思う。 

 

○委員 

応募者には、現在の市の待機児童の状況等、情報提供するのか。 

 

●事務局 

本日の会議記録及び会議資料は公開させていただく。 

 

◎会長 

市の待機児童数の状況等が分かるような要項にしていただきたいと思う。 

 

●事務局 

考えさせていただく。 

 

○委員 

提出書類について項目等の順番を合わすなど、審査しやすいようにしてほしい。 
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○委員 

事前協議の時に書式を統一して、プレゼンテーションの前に差が出ないようにした方が審査し

やすい。 

 

○委員 

履歴書なども書式を揃えてあると審査しやすい。 

 

◎会長 

審査で書類のどの部分を見て採点するか苦労するところであるが、書類の出来栄えや、書類作

成の経験値による差が出すぎない方がよいと思う。 

 

●事務局 

今回、事前協議制にさせていただいたのは、ある程度事前に目を通して一発勝負を避けたい思

いもある。 

また、今まで２回の民間事業者の公募をしたときに、委員に会計士または税理士を委嘱していた

が、今回応募事業者の財務分析については、別途業者委託させていただく。 

 

◎会長 

その財務分析結果を審査資料として提示されるのか。 

 

●事務局 

その予定である。 

 

○委員 

資料８の１ページの募集地域のところで、「適切な距離を保ってください」とあるが、これは

個々の判断になるのか。 

 

●事務局 

特に決まりはないので、個々の判断になるが、ある程度既存保育所に配慮していただきたい。 

当然、風営法等、他の法律にも従っていただく。 

 

○委員 

認定こども園での応募も可能ということだが、保育施設としての基準で審査すればよいのか。 

 

●事務局 

基準は認可保育所とほぼ変わらない。幼稚園機能部分を設定する場合でも、保育所部分の定員

１００人程度は確保していただく。 

 

○委員 

認定こども園での応募も受け付けるということか。 

 

●事務局 

認定こども園での応募も受け付けるが、幼稚園機能部分の整備については補助金対象外となる。 

 

◎会長 

いろいろな意見が出たが、案件としては以上で、次回に繋げていくという形でよろしいか。 

 

○各委員 

異議なし。 
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◎会長 

 他にご意見がないようであれば、本日の会議は終了とするが事務局から何かあるか。 

 

●事務局 

事務局からのお願いが２点ある。 

本委員会設置要綱第１１条に秘密の保持という規定がある。改めて申すまでもないが、この会

議で知り得た個人情報については委員会の決定があった後も、守っていただく必要がある。また、

設置要綱では触れられていないが、公正公平な選定を進める上で、応募事業者に関する情報の取

り扱いについても、十分ご配慮いただくようお願いしたい。 

もう１点は、ご審議いただいた会議の議事録についてである。会議でのご発言から委員個人が

特定できないように、事務局で作成したものを各委員に確認していただき、文言等の修正をした

上で、市のウェブサイト等で公開していきたいと考えている。 

 

◎会長 

 秘密の保持と議事録について皆様いかがか。 

 

○各委員 

 了解した。 

 

◎会長 

最後に、事業者を決定するまでの大まかなスケジュールの確認と次回の会議日程を決めておき

たいので、事務局よりスケジュールの説明と次回会議日程の提案をお願いする。 

 

●事務局 

本日お配りした、今後のスケジュールをご覧いただきたい。２つの事業者を決めるにあたり、

会議のタイミングが重複するようであれば、委員会設置要綱第７条に規定する合議体（部会）に

分けて進めることも可能だが、会議の重複は起こらないと思われるので、合議体（部会）に分け

ることなく委員全員で進めていただけたらと思う。月２回、多くとも３回の会議を開催し１１月

に家庭的保育の事業者を決定し、１２月に認可保育施設の事業者を決定したいと考えている。委

員の皆様におかれましては非常にタイトなスケジュールとなるが宜しくお願いしたい。 

 最後に次回の会議だが、８月１８日（金）、２１日（月）、２２日（火）のいずれかを予定し

ている。本日提出していただいた各委員の予定表を確認させていただき、会長と相談して決めた

いと思うので決まり次第ご連絡させていただく。 

第２回会議の案件としては、本日ご審議いただいた募集内容案を、募集要項案の形で申請書類

などを含め、ご提示させていただきたい。また、応募事業者の審査基準についてもご審議いただ

ければと考えている。なお、募集要項案と審査基準案については事前にご確認いただくよう、で

きるだけ早く送付したいと考えているが、次回会議まであまり日がないので会議の直前になる可

能性がある。ご理解のほど宜しくお願いする。 

 

９．部長あいさつ 

 

10．閉会 


