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会議記録（要旨） 
 

 

会議名称 第２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２２日（火）１９:００～２１:３０ 

開催場所 市役所２階 ２０１会議室 

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．資料の確認 

３．議事 

４．部長挨拶 

５．閉会 

公開／非公開 非公開 
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【会議内容】 

１．開会 

 

２．資料の確認 

 

３．議事 

 

◎会長 

本日の委員出席状況について、事務局から報告をお願いする。 

 

●事務局 

現在、委員総数７人の内、５人が出席されているため、本会議は成立している。なお、１人の

委員については、遅れて会議に出席する予定である。 

 

◎会長 

前回の会議で、家庭的保育事業及び認可保育施設の設置運営事業者募集内容について審議をし

た。その内容を事務局で整理し、各募集要項(案)の形で提案されている。 

資料の順に沿って、事務局から説明をお願いする。 

 

●事務局 

資料１－１家庭的保育事業実施事業者募集要項(案)及び、資料１－２家庭的保育の申請書類一

覧表とその様式をご覧いただきたい。 

前回の会議でご議論いただいた内容を基に募集要項(案)を作成した。前回会議の資料説明と重

複する部分については割愛させていただき、それ以外の部分について要点の説明をさせていただ

く。 

 １ページをご覧いただきたい。１．募集の趣旨だが、(２)に家庭的保育事業の仕組みを図で示

している。事業者が利用者へ保育の提供を行う際に自治体の利用調整があることで、事業者が自

身で入所決定できないことが示されている。 

次に、４ページ、募集条件の(１０)その他で、遵守が必要な関係条例等を記載した。 

次に同ページの４．運営経費だが、市から事業者に支払われる運営費と利用者から徴収する保

育料について記載した。 

次に、５．改修補助金等だが、施設整備補助の上限２４０万円と家賃補助月額上限８万２千円

の金額面以外に、補助を受ける際の条件等を詳しく記載した。 

次に、５ページの６．応募方法だが、事前協議を行ったのち応募申請の流れになることを示し

た。この応募申請までの流れを少し詳しく説明させていただく。 

まず、事前協議申込書をメールにて事務局に送っていただき、事前協議の希望日時と質問など

を記入していただき、調整した日時に事前協議に必要な書類を提出していただく。提出書類につ

いては、資料１－２の申請書類一覧表の様式１～３の書類を提出していただく。応募する者が誰

なのかという書類のみであるので、書類作成に時間は掛からないと考える。 

ここまでが事前協議として、公募開始から、９月８日までを予定している。 

次に応募申請だが、事前協議を行った事業者に限り申請書類一覧表の様式４及び資料１～１５

を、９月１５日までに提出していただき応募申請が完了する。なお、応募申請の開始日が事前協

議開始日と同日に設定しているので、事前協議の際に提出可能な申請の書類については提出して

いただく。 

以上が応募の流れとなる。 

次に、資料１－１、６ページの７．事業者の選定だが、７ページの(３)審査項目を追加した。

評価について、審査項目別で６割程度、プレゼンテーション・ヒアリング審査で４割程度とした。

また、審査項目表下２つ目の※印で、選考の結果、選定基準を満たした事業者で、金剛・金剛東

地区またはその周辺に設置を予定する事業者には加点を行う場合がある。との表現で、特定地域

の優遇を知らせている。これは、初めから特定地域の加点を行うと、本来選定基準を満たしてい
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ない事業者が特定地域加点を得たために選定基準を満たしてしまう可能性があることから、保育

の質を確保するため選定基準を満たしている事業者に対してのみ特定地域加点を行う考えである。 

続いて８ページの９．参考だが、前回会議で待機の状況を載せた方がよいとのご意見から、待

機状況の図を記載した。 

９ページには、市内の保育所配置図を載せ、金剛・金剛東地区を網掛けして記載している。こ

の図から、既存保育所と待機児童の多い金剛・金剛東地区を確認していただけると考える。 

以上が、資料１－１、家庭的保育事業実施事業者募集要項(案)の説明である。 

資料１－２の家庭的保育の申請書類についてだが、申請書類の一覧表に必要となるすべての書

類を記載している。個々の様式についての細かな説明は割愛させていただく。 

 以上、資料１－１及び１－２の説明とさせていただく。 

 

◎会長 

 前回の審議を踏まえて家庭的保育の募集要項(案)とその申請書類について、ご意見をお聞きし

たい。 

 

○委員 

 募集条件の開所時間が原則１日８時間とあるが。家庭的保育は８時間が基本なのか。 

 認可保育所は、１１時間以上預かっている。 

 

●事務局 

 基本的には、８時間である。 

 

◎会長 

 家庭的保育の場合は、一人の家庭的保育者が朝から夕方までを通して保育するということが考

えられる。要するに家庭的保育者１人～２人で行うので、朝迎えた保育者が夕方送り出すまでを

カバーするというのが８時間ということになるので、それを超えると、そこは家庭的保育者の途

中の入れ替わりがあるという理解でよいか。 

 

●事務局 

 ８時間以上保育する場合は、家庭的保育者の入れ替え若しくは休憩が必要になる。 

 

○委員 

 認可保育施設の募集要項(案)にも書いてあるが、８時間を守れば、７時３０分～１９時までで

もよいのか。８時間以上は無理なのか。 

 

●事務局 

開所時間については、事業者が設定できる。 

設定した時間帯前後の保育についても、利用希望者がいれば事業者で対応してもらうことも考

えている。 

 

○委員 

 ８時間を守れば、開所時間は何時でもよいのか。 

 

●事務局 

 ８時間を守れば、開所時間は何時でもよい。 

 

○委員 

 連携施設について、周辺の保育所は定員がいっぱいだろうと思われるので、代替保育を確保す

るのは難しいのではないか。 
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●事務局 

 難しいと思う。 

 

◎会長 

 家庭的保育に関しては、法人のみならず、個人事業者として自宅を事業所として使うことが可

能なので、法人と個人のどちらを想像して議論するのかによって考え方が違ってくる。 

 家庭的保育のノウハウを持っている法人が、事業として富田林市に参入して来られるパターン

と、個人事業者としてスタートさせたい人の両者からの応募が有り得ることを想定して募集要項

(案)を作られていると思うが、法人であれば、同一法人内の家庭的保育者で対応できるし、個人

事業者の場合は、連携施設を確保するか、ある程度たくさんの家庭的保育者を確保して、病欠時

などの対策を練っておかないと不安が出てくる。 

 

○委員 

代替保育とは、子どもを連携施設に送って保育してもらうことだと思っていたが、連携施設か

ら保育士を呼んで事業所で保育してもらうということも可能なのか。 

 

●事務局 

 どちらでもよい。 

 

◎会長 

 近隣住民との関係について、例えば、個人事業者が、長年自分の住んでいる家を改修して開設

する場合と、賃貸で開設する場合では、地域でのなじみ度合いが随分違うと思うので、その辺り

は、申請書類の中で分かるような形にしてはどうか。個人事業者がその物件に住んでいるのか住

んでいないのか、分かるようにしてもらいたいと思う。 

また、個人宅で事業を行う場合は、そこに事業主の家族も住んでいることも考えられる。保育

専用施設とは限らないので、書面で確かめられるようにして欲しいと思う。 

 

●事務局 

 検討させていただく。 

 

○委員 

 個人宅で家庭的保育を実施する場合は、調理設備やトイレを共有して使うのかどうかも書面で

確かめられるようにしてほしい。 

 

●事務局 

応募の時点ですべての情報を書面で把握できるような募集要項を作るのは困難であるため、必

要最低限の情報は、様式４でイメージできると考える。 

不明な部分や疑問な点については、事前協議時に追加資料を要求したり、ヒアリングで対応す

ることも可能である。 

 

◎会長 

 認可保育施設の募集では、かなり詳細な図面を提出してくると思うが、家庭的保育の場合は、

実質、使用する部屋は１つの保育室や調理室になると思う。 

配置図・平面図・立面図とは、どういうレベルの図面を求めているのか。ベビーベッドや家具

の位置関係など、家庭的保育の中身を感じ取れるような具体的な図面を提出していただかないと

的確な事業者なのかどうか判断しにくいので、事前協議の段階でしっかり案内していただきたい。 

 

●事務局 

 配置図面について、説明を修正させていただく。 
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◎会長 

 その他、付近見取図も求めているが、最寄駅との位置関係の他に、連携施設や屋外遊戯場との

位置関係や経路の距離・時間も図示してもらえるようにしてほしい。 

 

●事務局 

 付近見取図の説明を修正させていただく。 

 

○委員 

密室では不安なので、分かりやすい資料を出しもらいたいと思う。 

 

●事務局 

 事前協議の時に、詳しい資料の作成を案内させていただく。 

 

○委員 

 募集条件について、個人事業者にとっては、かなり厳しい気がするのだが、個人事業者の応募

は想定されていないのか。 

 

●事務局 

 個人事業者が応募する可能性はある。 

 

○委員 

 既設の保育事業者が家庭的保育を応募して来ることを想定しているのか。 

 

●事務局 

可能性はある。 

 

○委員 

 募集要項(案)２ページの応募資格のところに、「構成員」という言葉が出てくる。ここでは、

役員構成のことを示していると思うが、暴力団組員のことを連想してしまうので、他の表現に変

更できないか。 

 

●事務局 

 「事業者」に修正させていただく。 

 

◎会長 

 様式４－１の１．事業概要【設備面】の後ろに、カッコ書きで「改修を行った後の状況を記載

して下さい。」とあるが、(３)の耐震基準のところで、選択肢に「改修予定」があったり、(５)

の門扉・柵の選択肢に「今後設置予定」があったりして矛盾しているので、整合性が取れるよう

な形に修正していただきたい。 

 

●事務局 

 整合性が取れるよう修正させていただく。 

 

○委員 

 同じく、様式４－１の(３)保育室の採光の選択肢に「自然光のみで可」というのは、どのくら

い必要なのか分かりにくいので、修正をお願いする。 

 

●事務局 

 もう少し具体的な表現に修正させていただく。 
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◎会長 

 様式４－２の(５)の保育室の面積の最低基準について、「１６．５㎡」というのは、子どもが

５人いる場合の面積であり、ルール上は９．９㎡が最低基準である。計算式の中に５人と書かれ

てあると誤解を招く可能性があるので、検討いただきたい。 

 また、有効面積について、「造り付け・固定造作物を除いたもの」とあるが、移動式の場合は、

移動式の収納棚等は特段、除く必要はないということか。 

 なるべく、子どもの暮らしが見えるような具体的な書類がないと書類審査しにくいと思う。 

 

●事務局 

 誤解を招かないよう修正させていただく。 

 図面類については、詳しく作図してもらうよう案内する。 

 

◎会長 

 様式４－４(２)で家庭的保育者の健康状態について、「良好」と「問題なし」の違いが分から

ない。 

 

●事務局 

「良好」を省き、「問題なし」と「留意あり」の２択にさせていただく。 

 

○委員 

様式４－２の６で、防犯設備は、ないよりある方が良いということか。 

 

●事務局 

防犯設備は必須ではない。 

 

◎会長 

施設面の話が多かったが、一日の流れとして、デイリープログラムを想定していて、その時間

帯毎にどれだけの人員配置をするのかといったところも確認したい。 

例えば、散歩等で外出する時は、職員１人だけでは厳しいものがあるので、連動した家庭的保

育者の配置計画も書面でいただいた方が分かりやすいと思う。 

配置人数は、様式の中に記入する欄があるが、いざというときに頼める人がたくさんいること

と、ほぼ毎日これだけの人数を手厚く配置するということとでは意味が違ってくるので、ヒアリ

ングで聞くよりは、ある程度書面で示してもらった方がいいのではないかと思う。 

 

●事務局 

１日の流れを示してもらえるよう様式を変更させていただく。 

 

◎会長 

書類が出てきたときに、あまりぼんやりしていない方が審査しやすいと思う。 

今ここで出された質問は、申請者からも聞かれると思うが、質問に対する回答は、どの時点で

公開されるのか。事前協議と申請の期間が被っているので、その回答は、応募申請の期間に間に

合うように公開しなければ意味がないと思う。 

 

●事務局 

事前協議期限の９月８日以降になるべく早いタイミングで公開したいと思う。 

 

○委員 

公募のお知らせは、どのような形で公開するのか。 
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●事務局 

市のウェブサイトとフェイスブックで周知を考えている。 

 

○委員 

市が公募したことに気づかない事業者が多いのではないか。 

 

●事務局 

事業展開を考えている事業者は、常時、たくさんの自治体のホームページを必ずチェックして

いる。 

 

○委員 

市は、家庭的保育の応募は何者ぐらいを見込んでいるのか。１者の可能性もあるのか。 

 

●事務局 

可能性はある。 

 

○委員 

応募の期間が短いので、職員の確保等は難しいのではないかと思う。 

 

●事務局 

公募を見てから応募を考えるような事業者の申し込みは想定していない。事業展開を考えてい

る事業者がどれだけ存在するかという事になる。 

 

○委員 

事業展開を考えている事業者は把握しているのか。 

 

●事務局 

名乗らない事業者も入れると複数ある。 

 

◎会長 

公平性ということであると、相談があった事業者に積極的にお知らせするような形を取らず、

ホームページ等の一斉通知のみで、あとはそれぞれアンテナを張っているかどうかの問題という

ことか。 

 

●事務局 

そのとおりである。市からの働きかけはしない。 

 

◎会長 

他にご意見が無いようであれば、次の資料について事務局の説明をお願いする。 

 

●事務局 

資料２－１、認可保育施設設置運営事業者募集要項(案)及び、資料２－２、認可保育施設の申

請書類一覧表とその様式をご覧いただきたい 

こちらの募集要項(案)も前回の会議でご議論いただいた募集内容を基に作成した。家庭的保育

と同様に、前回会議の資料説明と重複する部分については割愛させていただき、それ以外の部分

について要点の説明をさせていただく。 

 １ページをご覧いただきたい。１．募集の趣旨だが、保育所入所希望者の増加により、認可保

育施設を募集する旨記載した。 

次に、２ページの４．運営経費だが、市から事業者に支払われる施設型給付費と、給付費以外

の市の援助について記載した。 
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次に、６．応募方法だが、先ほどの家庭的保育の流れとまったく同様となる。事前協議ののち、

応募申請の流れとなる。事前協議の提出書類については、資料２－２申請書類一覧表の様式１～

３の書類を提出していただく。公募開始から１０月１３日までを予定しており、事前協議を行っ

た事業者に限り申請書類一覧表の様式４～９及び資料１～７を１０月２７日までに提出していた

だき応募申請が完了する。なお、応募申請の開始日が事前協議開始日と同日に設定しているので、

事前協議の際に提出可能な申請書類については提出していただく。 

以上が応募の流れとなる。 

続いて、資料２－１の３ページ、７．事業者の選定だが、こちらも家庭的保育と同様に、前回

会議の資料説明から(３)審査項目を追加した。審査項目別で６割程度、プレゼンテーション・ヒ

アリング審査を４割程度。また、審査項目表下２つ目の※印で、選考の結果、選定基準を満たし

た事業者で、金剛・金剛東地区またはその周辺に設置を予定する事業者には加点を行う場合があ

る。との表現で、特定地域の優遇を知らせている。これは、初めから特定地域の加点を行うと、

本来選定基準を満たしていない事業者が特定地域加点を得たために選定基準を満たしてしまう可

能性があることから、保育の質を確保するため選定基準を満たしている事業者に対してのみ特定

地域加点を行う考えである。 

次に、５ページの９．参考だが、家庭的保育と同様に、待機状況の図を記載した。 

６ページには市内の保育所配置図を載せ、金剛・金剛東地区を網掛けして記載しており、既設

保育所と待機児童の多い金剛・金剛東地区を確認していただけると考える。 

 以上が、資料２－１、認可保育施設設置運営事業者募集要項(案)の説明である。また、資料２

－２の認可保育施設の申請書類についてだが、申請書類の一覧表に必要となるすべての書類を記

載している。個々の様式についての細かな説明は割愛させていただく。 

 以上、資料２－１及び２－２の説明とさせていただく。 

 

◎会長 

 こちらも、前回の審議を踏まえて、認可保育施設の募集要項(案)とその申請書類について、ご

意見をお聞きしたい。 

 

〇委員 

応募期間は、もう少し早い方がいいと思う。 

 

●事務局 

市内部や議会への報告等、事務的な手続きがあるため、応募期間が厳しくなっている。 

 

〇委員 

様式４の保育についての考え方を記入するところで、認可保育施設の方にも家庭的保育の様式

のように四角の枠があった方がいいと思う。ある程度文字数を制限した方が審査しやすい。 

 

●事務局 

文字数については特に設定していないが、あえて自由に書けるようにする方が、事業者の個性

が見えると考える。 

 

○委員 

たくさん書いてもらう方が、考え方がよく見えるが、それを読むのが大変なので、要旨をまと

めて書いてもらえるとありがたい。 

 

◎会長 

たくさんの項目に分けているので、それぞれ要領を得る書き方にしていただいた方が、複数事

業者を比べる側としては、文章量の多い少ないで差が出てしまうのも厳しい。 

家庭的保育のように四角の枠がある方が、自動的に制限をかけているように解釈できる。 
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○委員 

様式４―１と様式４－３～９については、視点が違うかもしれないので、様式４－１には枠無

しで余裕を持って書いてもらった方がいいと思う。 

 

●事務局 

それでは、様式４－１については、Ａ４用紙２枚までにまとめてもらうようにして、様式４－

３～９については、枠を付け加えさせていただく。 

また、注意書きのような記載要領を作成させていただく。 

 

◎会長 

他にご意見はあるか。 

 

○委員 

既存建物での応募は想定しているのか。 

 

●事務局 

既存建物での応募も可能だが想定はしていない。 

 

○委員 

富田林市はシックハウスの検査を義務付けているか。 

 

●事務局 

特に義務付けていない。 

 

◎会長 

アスベストに関しては、何か条例で決まっているか。 

 

●事務局 

社会福祉施設のアスベストは除去が必然と思うが、市条例の規定はない。 

 

○委員 

障がい児保育について、家庭的保育と認可保育施設の募集要項(案)の書き方が違うが、意味は

同じか。 

 

●事務局 

書き方が違うが、意味は同じである。 

 

◎会長 

事業者の法人の主たる事務所の所在地に制限はないのか。平成２５年度の募集要項には、「市

内及び周辺が望ましい。」とあるが。 

 

●事務局 

今回は制限していない。 

 

◎会長 

場合によっては、東京に本社を置く株式会社からの応募も考えられるのか。 

 

●事務局 

可能性はある。 
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○委員 

募集要項(案)に｢３月３１日までに開設してください｡｣とあるが、２月に開設してもよいのか。 

 

●事務局 

２月に開設することも可能である。 

平成２５年度の公募で選定された寺池台保育園は、３月中に一時保育のみ実施し、認可保育所

としての児童受け入れは４月１日からスタートしている。 

認可が早ければ、年度途中で児童の受け入れが可能になるが、利用者数がはっきりわからない

ので、保育士の確保が難しい。 

 

◎会長 

プレゼンテーション・ヒアリング審査には、代表者に出席してもらうことが書かれているが、

施設長予定者もこれに含まれていると理解してよいのか。 

 

●事務局 

施設長予定者にも出席してもらうよう明記させていただく。 

 

◎会長 

他に何かご意見はあるか。 

なければ、資料３－１、３－２について、事務局から説明をお願いする。 

 

◆審査基準の説明と議論 

（公平性を期するため、内容は非公開とさせていただきます。） 

 

◎会長 

本日の会議はこれで終了とする。事務局から連絡事項はあるか。 

 

●事務局 

 本日、２つの募集要項(案)についてご審議いただいたので、ご意見を基に２つの募集要項を完

成したい。まず、家庭的保育の募集要項の完成版を各委員へ郵送させていただき、何かお気づき

の点があれば事務局までご連絡いただいたのち修正をして完成とする。８月末日までには公募し

たいと考えている。 

 認可保育施設の募集要項の完成版については、家庭的保育の公募開始後に各委員へ郵送させて

いただき最終確認をお願いしたいと考えている。 

 最後に、会議の進捗状況についての公開だが、会議録と併せて会議資料も公開可能な資料につ

いては公開したいと考えているのでご了承のほどお願いしたい。 

 

○各委員 

承知した。 

 

４．部長あいさつ 

 

５．閉会 


