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 庄原市立西城保育所（以下「保育所」という。）について、柔軟かつ効率的な住民サービス

の提供、創意工夫のある管理運営を進めるため、適切かつ効率的で効果的に管理運営をする

ことができる指定管理者を公募します。 

 

 

第１ 施設の設置目的   

 この施設は、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。）第 35 条第３項の

規定に基づき、乳幼児の保育を実施し、その健全なる育成を図ることを目的とします。 

 

 

第２ 施設概要   

１ 名称 

 庄原市立西城保育所 

 

２ 所在地 

 庄原市西城町大佐 724 番地１ 

 

３ 施設等の概要 

 (１)建設年度 

  令和元年度（運営開始 令和２年４月１日） 

 (２)構造規模 

  園舎    木造平屋建 

遊戯室   鉄骨造平屋建 

 (３)敷地面積  5,475.02 ㎡ 

  建築面積   1,365.41 ㎡ 

  建築延床面積 1,212.66 ㎡ 

  屋外遊戯場  1,582.89 ㎡ 

 (４)施設等の内容 

    ０歳児乳児室、１歳児乳児室、沐浴室、調乳室、２歳児保育室、３歳児保育室、 

    ４歳児保育室、５歳児保育室、遊戯室、病後児支援室、多目的室、調理室（アレル

ギー食調理室を含む。）、事務室、相談室、教材室、休憩室、倉庫ほか 

 

 

第３ 施設管理の基準   

１ 休所日 

 （１）日曜日 

 （２）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 

 （３）12 月 29 日から翌年の１月３日までの日 

 ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、別に休所日を定め、または休所日に開

所することができます。 

 また指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、別
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に指定管理施設の休所日を定め、または休所日に開所することができます。 

 

２ 開所時間 

 保育所の開所時間は、午前７時 30 分から午後６時 30 分までとします。 

 ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができます。 

 また指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、指

定管理施設での開所時間を変更することができます。 

 

３ 開所時間の特例 

 市長は、保育所へ入所している児童の保護者の就労形態その他家庭の状況等により必要が

あると認められる児童については、午後６時 30 分から午後７時 30 分までの間において開所

時間を延長することができます。 

 

４ 関係法令等の遵守 

 指定管理者は、関係法令等を遵守しなければなりません。特に次に掲げる法令等に留意し

てください。 

 また、指定期間中に関係法令等に改正があった場合は、改正された内容を仕様とします。 

 地方自治法、児童福祉法、子ども・子育て支援法、児童福祉施設の設置及び運営に関する

基準、保育所保育指針、労働基準法等労働関係諸法、消防法、水防法、庄原市保育所設置及

び管理条例、庄原市保育所設置及び管理条例施行規則、庄原市個人情報保護条例、庄原市個

人情報保護条例施行規則、庄原市情報公開条例、庄原市物品管理規則 

 

 

第４ 業務の範囲   

 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりです。 

１ 保育所の企画運営に関する業務 

２ 施設及び附属設備の維持管理に関する業務 

３ 計画書・報告書等の作成及び提出 

４ 関係機関との連絡調整 

５ 引き継ぎに関すること 

６ その他市長が必要と認める業務 

 なお、具体的な業務内容及び履行方法については、「庄原市立西城保育所指定管理業務仕様

書」（以下「仕様書」という。）に定めます。 

 また、指定管理業務の実施にあたり、業務の全部を第三者へ委託し、又は請け負わせるこ

とは認められません。 

 ただし、あらかじめ市の承認を受けた場合は、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負

わせることができます。 
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第５ 自主事業   

 指定管理者は、指定管理業務とは別に、あらかじめ市の承諾を受けて、施設の利用促進や

サービス向上のため、保育所の設置目的に合致する範囲内で自己の責任と費用において、自

主的な提案事業（自主事業）を実施することができます。 

 自主事業に係る経費については、指定管理料から経費を充当することはできません。 

 

留意点 

 (１)自主事業が庄原市の施設としてふさわしくない場合は、許可しないことがあります。 

 (２)実施に際しては、来所者の利用を妨げないよう配慮するとともに、料金設定をする場

合は参加しやすい金額を設定するようにしてください。 

 (３)申請時の事業計画書において提案された自主事業の採否については、協定を締結する

際に改めて協議するものとします。なお、提案された自主事業が認められないことに

より、申請自体を辞退する可能性がある場合、その旨を事業計画書に明示してくださ

い。 

 (４)自主事業が指定管理業務に支障を与えていると判断される場合、自主事業の改善又は

中止を命じる場合があります。 

 (５)指定管理者が雇用する職員が指定管理業務に支障のない範囲で自主事業に従事するこ

とは可能です。 

 

 

第６ 指定期間   

 令和２年４月１日から令和７年３月 31 日まで（５年間） 

 指定期間は、令和元年９月議会（予定）での議決を経て正式に確定します。 

 なお、指定期間中であっても、指定管理者による管理を継続することが適当でないと認め

られる場合は、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じる

ことがあります。 

 

 

第７ 経費等   

１ 業務に係る経費 

 市は、指定管理者の業務に必要な経費を、毎年度の予算の範囲内において、指定管理者に

指定管理料として支払うものとし、指定管理者はこの指定管理料によって指定管理に係る経

費を賄うものとします。 

 最終的な指定管理料の額や支払時期等については、市と指定管理者の協議に基づき決定し、

年度協定で定めることとします。 

 なお、提案された収支計画の指定管理料が、市が示した指定管理料上限額を下回る場合は、

その提案率に応じて、当該年度の指定管理料の額を決定します。 

 

※収支計画については、次の点を考慮して作成してください。 

 （１）初年度の１年分のみ作成すること。 

（２）次に示す想定入所児童数が、１年間を通して利用することを前提として作成するこ
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と。 

収支計画作成の想定入所児童数 

年齢 
０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

想定入所 

児童数 
2名 10名 12名 6名 18名 20名 68名 

（３）指定管理料の上限額等は下表のとおりとし、これを超える提案については、失格と

します。    

指定管理料上限額 85,749,787円 

 うち一般管理費上限額 人件費の 10％以内 

資  料 参考資料１ 

 

２ 支払方法 

 指定管理料は、概算払いとし、支払方法は口座振込とします。 

 

３ 精算 

 指定管理者は、指定管理料のうち精算項目に該当する経費について、指定期間の各年度末

から 30 日以内に指定管理料概算払精算書を提出する必要があります。 

 市は、精算書提出後 30 日以内に過不足の会計処理を行います。 

 

４ 経理 

 指定管理者は、指定管理業務に係る経理とその他業務（自主事業や団体の固有業務等）に

係る経理を区分するとともに、指定管理業務に関する経費及び収入は専用の口座をもって管

理してください。 

 

 

第８ 申請資格  

 指定期間中、保育所の管理運営を円滑かつ安定して実施できる法人その他の団体（以下「法

人等」という。）とし、次に掲げる事項をすべて満たす必要があります。 

 なお、法人格の有無は問いませんが、個人は申請することができません。 

 また、複数の法人等により結成する共同企業体も申請することができません。 

 (１)法人等またはその代表者が、次の項目に該当しないこと。 

  ① 法律行為を行う能力を有する者でない。 

  ② 破産者で復権を得ない者でない。 

 (２)申請時において庄原市内に営業所（法人格を有しない場合は事業所等）を有する者で

あること。 

 (３)庄原市建設業者指名除外基準要綱に基づく指名停止期間中の者でないこと。 

 (４)暴力団でないこと。また団体役員等が暴力団の構成員（暴力団の構成団体の構成員を

含む。）でないこと。なお、暴力団等に該当しないか確認するため、申請団体の役員の
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氏名等に係る情報を関係する官公庁に提供します。 

 (５)法人等及びその代表者が、次に掲げる税を滞納していないこと。 

   ① 所得税又は法人税 

   ② 消費税及び地方消費税 

   ③ 庄原市の市税 

 

 

第９ 公募に関するスケジュール等   

１ スケジュール 

 (１)申請書受付期間    令和元年６月３日（月）から 

              令和元年７月 12 日（金）まで 

 (２)公募説明会      令和元年６月 19 日（水） 

 (３)質問受付期間     令和元年６月３日（月）から 

              令和元年６月 25 日（火）まで 

 (４)書類審査・面接審査  令和元年８月上旬～８月中旬 

 (５)審査結果の通知    令和元年８月下旬 

 (６)指定管理者の指定   令和元年９月 

 (７)基本協定の締結    令和元年９月 

 

２ 申請書等の受付 

 申請書等を次のとおり受け付けます。 

受付期間 

令和元年６月３日（月）から令和元年７月 12 日（金）まで 

午前８時 30 分から午後５時 15 分まで 

  ※土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

提出場所 
〒729-5742  庄原市西城町中野 1339 番地 

庄原市役所 西城支所 地域振興室 保健福祉係（西城しあわせ館内） 

提出方法 

持参又は郵送（一般書留、簡易書留、配達記録郵便のいずれかとし、上記期

限までに必着とします。） 

  ※不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しません。 

  ※ＦＡＸ、電子メールでの受付はしません。 

提出書類 別紙「提出書類一覧」のとおり 

提出部数 正本１部及び副本（複写可）１部 

 

３ 公募説明会 

 公募説明会を次のとおり開催します。 

日 時 令和元年６月 19 日（水） 午後２時から 

場 所 庄原市役所 西城支所 会議室   

内 容 

①「募集要項」及び「仕様書」の説明 

   ※当日は、「募集要項」及び「仕様書」を持参してください。 

②指定管理施設は建築中のため、施設見学は行いません。 
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③次の要領で参加申込書を提出してください。 

 ・様  式：参加申込書（様式第６号） 

 ・提出期限：令和元年６月 18 日（火）午後５時 15 分まで 

 ・提 出 先：庄原市役所 西城支所 地域振興室 保健福祉係 

（西城しあわせ館内） 

 ・提出方法：持参、電子メール、ＦＡＸ 

   ※持参の場合は、土曜日、日曜日、祝日を除く、午前８時 30 分から

午後５時 15 分までに限り受け付けます。電子メール又はＦＡＸの場

合は、送信後、担当者へ電話連絡してください。ただし、閉庁日は電

話連絡の受付はしません。 

   ※参加人数は、団体につき２名までとします。 

④説明会で別途配布する資料がありますので、応募を予定している団体は、

説明会にできるだけ参加してください。 

 

４ 質問の受付 

 募集要項及び仕様書に関する質問を次のとおり受け付けます。 

受付期間 

令和元年６月３日（月）から令和元年６月 25 日（火）まで 

午前８時 30 分から午後５時 15 分まで 

   ※土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

受付方法 

次の要領で質問書を提出してください。 

 ・様  式：質疑書（様式第５号） 

 ・提 出 先：庄原市役所 西城支所 地域振興室 保健福祉係 

（西城しあわせ館内） 

 ・提出方法：持参、電子メール、ＦＡＸ 

   ※持参の場合は、土曜日、日曜日、祝日を除く、午前８時 30 分から

午後５時 15 分までに限り受け付けます。電子メール又はＦＡＸの

場合は、送信後、担当者へ電話連絡してください。ただし、閉庁日

は電話連絡の受付はしません。 

質問に対す

る回答 
令和元年６月 28 日（金）までに庄原市ホームページへ掲載します。 

 

 

第 10 申請の際に提出する書類   

 別紙「提出書類一覧」のとおりとし、正本１部、副本１部を期間内に提出してください。 

 なお、受付後の書類の変更は、原則として認めません。また、いかなる理由があっても返

却しません。 

 提出書類は、審査等の必要に応じて複写することがあります。 
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第 11 審査及び選定   

１ 審査方法 

 庄原市指定管理者候補者選定審査会（以下「審査会」という。）において、提出書類及び面

接（プレゼンテーション・ヒアリング）により審査し、指定管理者候補者として適当である

と判断される団体を候補者として選定します。（審査会は、非公開です。） 

 なお、審査会（面接）の開催日時、開催場所等は、申請者に別途連絡します。（令和元年８

月上旬～８月中旬予定） 

 

２ 選定基準 

 選定は、「庄原市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例」で定める次の選

定の基準等に照らし、総合的に判断して行います。 

 (１)利用者の平等な利用を確保できるものであること。 

 (２)サービスの向上が図られるものであること。 

 (３)事業計画書の内容が当該施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであるこ

と。 

 (４)管理に係る経費の縮減が図られるものであること。 

 (５)事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであ

ること。 

 (６)個人情報が適正に管理されること。 

 (７)上記に掲げるもののほか、当該施設の設置目的を達成するために十分な能力を有して

いるものであること。 

 なお、具体的な審査項目等については、参考資料５「指定管理者候補者選定基準」のとお

りとします。 

 

３ 審査対象からの除外 

 次の要件に該当した場合は、審査の対象から除外します。 

 (１)提出書類に虚偽の記載があった場合 

 (２)募集要項に違反し、又は著しく逸脱した場合 

 (３)申請日以後において募集要項に掲げる申請資格を満たさない場合（欠格事項に該当し

た場合） 

 (４)その他不正行為があった場合 

 

４ 結果の通知 

 結果については、令和元年８月下旬頃までに申請者すべてに通知するとともに、庄原市ホ

ームページへ掲載する予定です。 

 なお、審査の結果、該当者なしとする場合があります。 

 

第 12 指定管理者の指定   

 令和元年９月に開催予定の庄原市議会に指定管理者の指定の議案を提出し、議決後に指名

通知・告示を行います。 
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第 13 協定   

 指定管理者の指定後、管理運営に係る細目的事項、市が支払うべき指定管理料の額等を定

めるため、市と指定管理者は、協定を締結します。 

 この場合、指定期間を通じた基本的事項を定めた「基本協定」と、年度ごとの事業実施に

係る事項を定めた「年度協定」を締結します。 

 なお、協定の解釈に疑義が生じた場合、又は協定書に定めのない事項が生じた場合につい

ては、市と指定管理者は誠意を持って協議するものとします。 

 (１)基本協定の主な内容 

   指定管理期間全体に共通する事項 

   ・総則、業務の範囲と実施条件、業務の実施、備品等の扱い、業務実施に係る確認事

項、指定管理料、損害賠償及び不可抗力、指定期間の満了、指定期間満了以前の指

定の取り消しなど 

 (２)年度協定の内容 

   指定管理期間内の年度ごとの経費などの事項 

   ・業務内容、指定管理料など 

 

 

第 14 参考資料   

 (１)指定管理料基準額積算書 

 (２)庄原市保育基本方針、庄原市の保育所保育について 

 (３)過去５年間の保育所入所状況 

 (４)施設平面図 

 (５)指定管理者候補者選定基準 

 

 

第 15 その他留意事項   

１ 応募等に係る費用の取り扱い 

 応募から業務開始までの間に要する費用は、申請者の負担とします。また、庄原市議会で

指定管理者を指定する議案が議決されなかった場合及び否決された場合、候補者が本件に関

して支出した費用については、本市は補償しません。 

 

２ 追加資料の提出 

 必要に応じて追加資料の提出を求める場合があります。 

 

３ 提出書類の著作権 

 提出書類の著作権は申請者に帰属しますが、庄原市が指定管理者の決定の公表等に必要な

場合には、庄原市は提出書類の著作権を無償で使用できるものとします。 

 

４ 申請の辞退 

 書類提出後に辞退する場合は、速やかに辞退届（様式任意）を提出してください。 



 - 9 -

 

 

第 16 問い合わせ先（所管課）  

 庄原市役所 西城支所 地域振興室 保健福祉係（西城しあわせ館内）  

担当：加藤、日野原 

  〒729-5742  庄原市西城町中野 1339 番地 

  電 話：0824－82－2202      ＦＡＸ：0824－82－2223 

  E-mail：hokenfukushi-sai＠city.shobara.lg.jp 



別紙 

提 出 書 類 一 覧 

 

施設名：庄原市立西城保育所 

提 出 書 類  備 考 

１ 指定申請書（様式第１号）  

２ 事業計画書 指定期間を通したものとすること 

※記載項目があれば、市が示す書式以外も可 

３ 収支計画書 想定入所児童数が１年間を通して利用するものとして作

成すること 

４ 定款、寄附行為、規約またはこ

れらに類する書類 

 

５ 法人の登記事項証明書または登

記簿謄本 

３ヵ月以内に発行されたもの 

登記事項証明書で営業所の記載がない場合、営業所在地

の自治体の「法人税の納税証明書」 

法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類 

（営業実態が確認できる書類） 

６ 申請団体等の過去３年間におけ

る貸借対照表、損益計算書、そ

の他財務の状況を明らかにする

書類及び事業報告書 

 

７ 指定申請書を提出する日の属す

る事業年度における団体に関す

る事業計画書及び収支予算書 

法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類 

８ 直前１年間に納付すべき所得税

または法人税、消費税及び地方

消費税について滞納していない

旨の証明書 

３ヵ月以内に発行されたもの 

所得税については、税務署長が発行する納税証明書その

３ 

法人税と消費税及び地方消費税については、税務署長が

発行する納税証明書その３の３ 

９ 直前１年間に納付すべき庄原市

の市税について滞納していない

旨の証明書 

３ヵ月以内に発行されたもの 

庄原市の市税については、庄原市長が発行する市税完納

証明書（「当市において市税の滞納が無いこと」の記載が

あるもの） 



提 出 書 類  備 考 

10 指定管理者の申請に係る誓約書 参考様式あり 

11 団体の役員名簿 法人以外の団体にあっては、代表者及び管理人、団体運

営に実質的に参加する者等の名簿 

名簿には、氏名、氏名のふりがな、住所、生年月日が記

載してあること 

参考様式あり 

（注意）この名簿の提出をもって、暴力団排除のため、

関係する官公庁へ照会することに同意したものと

みなします。 

12 その他市長が必要と認める書類  

 

 提出部数：正本１部、副本（複写可）１部 



参考資料１ 指定管理料基準額積算書
施設名：庄原市立西城保育所

単価 人数・数 回(月など) 金額

67,068,096円 63,192,000円 4,321,000円/年・人 1人 4,321,000円

3,854,000円/年・人 1人 3,854,000円

3,648,000円/年・人 1人 3,648,000円

3,325,000円/年・人 12人 39,900,000円

3,219,000円/年・人 1人 3,219,000円

2,750,000円/年・人 3人 8,250,000円

3,876,096円 2,215,000円/年・人 0人 0円

(2.0h) 662,088円/年・人 1人 662,088円

(3.0h) 993,132円/年・人 2人 1,986,264円

(4.0h) 1,227,744円/年・人 1人 1,227,744円

報償費 講師謝金 11,974,882円 220,000円 30,000円/人 1人 1回 30,000円

講師謝金 10,000円/人 1人 1回 10,000円

健康診断医師謝金 90,000円/人 2人 1回 180,000円

旅費 保育連盟研修 54,840円 15,620円/人 1人 1回 15,620円

夏季保育研修 15,620円/人 1人 1回 15,620円

保育事業大会 4,720円/人 1人 1回 4,720円

造形教育 4,720円/人 2人 1回 9,440円

障害児保育研修 4,720円/人 1人 1回 4,720円

給食研修 4,720円/人 1人 1回 4,720円

消耗品費 保育消耗品 1,156,711円 5,393円/年・人 68人 0 366,724円

給食・衛生消耗品 3,286円/年・人 68人 10 223,448円

保健用消耗品（3歳未満） 368円/年・人 24人 1 8,832円

保健用消耗品（3歳以上） 68円/年・人 44人 1 2,992円

保育士等貸与品 11,849円/年・人 19人 1 225,131円

調理員貸与品 21,857円/年・人 4人 1 87,428円

事務用消耗品 1,439円/年・人 68人 1 97,852円

図書 1,000円/年・人 68人 1 68,000円

施設管理用消耗品 828円/年・人 68人 1 56,304円

調理用器具購入費 1 20,000円

修繕料 施設・設備修繕 100,000円 100,000円

光熱水費 電気代 2,827,447円 1,733,810円

水道代 1,093,637円

燃料費 灯油 7,409円 7,409円

食糧費 賄材料費（３歳未満） 6,212,868円 10,102円/月 24人 12ヵ月 2,909,376円

(給食費) 賄材料費（３歳以上） 5,955円/月 44人 12ヵ月 3,144,240円

検体分 13,271円/月 1検体 12ヵ月 159,252円

通信運搬費 電話料 136,529円 71,319円

郵便料 10,000円

プロバイダー料 55,210円

手数料 保育士等腸内検査料 296,546円 247円/回 19人 2回 9,386円

調理員腸内検査料 247円/回 4人 24回 23,712円

児童検尿 134円/回 68人 2回 18,224円

遊具点検 6,480円

調理器具点検 9,180円

合併浄化槽法定点検 10,600円

ごみ処理 218,964円

委託料 調理場害虫駆除・ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ清掃 710,406円 39,360円

消防点検 30,240円

警備委託 298,080円

電気保安管理 132,332円

合併浄化槽維持管理 210,394円

賃借料 複写機リース料 191,346円 96,317円

バス借上料 95,029円

31,080円 31,080円

研修負担金 保育連盟研修 21,000円 4,000円/人 1人 1回 4,000円

夏季保育研修 3,000円/人 1人 1回 3,000円

保育事業大会 3,000円/人 1人 1回 3,000円

造形教育 3,000円/人 2人 1回 6,000円

北部研修 3,000円/人 1人 1回 3,000円

障害児保育研修 1,000円/人 1人 1回 1,000円

給食研修 1,000円/人 1人 1回 1,000円

その他 保育連盟連合会負担金 8,700円 6,700円/人 1人 1回 6,700円

その他負担金 1,000円/人 2人 1回 2,000円

6,706,809円 6,706,809円 67,068,096円 (人件費率) 10.0% 6,706,809円

85,749,787円支出合計

物
件
費

給料

賃金

原材料費

主任保育士

副所長

保育所長人
件
費

使用料

及び賃

借料

一般管理費　※人件費×一般管理費率10％

臨時保育士

調理員・栄養士

看護士

保育士

負
担
金

、

補
助
金
及
び
交
付
金

項　　目 内　　容 小計
内訳

環境整備資材等

パート保育士

パート保育士

パート調理員

合計



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庄原市保育基本方針 
 

  子どもの最善の利益を尊重し、養護と教育を一体とした

保育を通して、豊かな感性と人間性をもった心身ともに

伸びやかな子どもの育成をめざす。 

 

【保育目標】 

１．十分に養護の行き届いた環境のもと、くつろいだ雰囲気の中で、子どもの欲求

を満たし、生命の保持及び情緒の安定を図る。 

２．健康で安全な生活の仕方を身につける。 

３．人とのかかわりの中で、愛情と信頼感を深め、人権を大切にする心を育てる。 

４．生命、自然及び社会の事象について興味や関心を育て、それらに対する豊か

な心情や思考力の芽生えを培う。 

５．生活やあそびの中で、言葉への興味や関心を育て、言葉の豊かさを養う。 

６．さまざまな体験を通して、豊かな感性や表現力を育て、創造性の芽生えを培

う。 

参考資料２ 



 

 

平成２４年１月 

庄原市の保育所保育について 
 

庄原市児童福祉課 

はじめに 

 庄原市における子どもや子育て家庭を取り巻く環境は、少子高齢化、

核家族化、女性の社会進出の増加などにより、子ども同士のふれあい

の減少や、子どもの自主性・社会性が育ちにくい状況があると共に、

家庭や地域での養育力の低下、親の育児不安の増加など、子どもが健

やかに成長しにくい状況となっている。 

 こうした中で、豊かさとぬくもりのある庄原市を築いていくために

は、将来を担う子どもたちが健やかに成長できる環境づくりや、子育

てに喜びや楽しみを持ち安心して子どもを生み育てることができる

まちづくりが求められている。 

このため保育所は、従来に増して子育てと仕事の両立支援を担う施

設として、多様で良質な保育サービスを提供すると共に、子育て支援

の拠点として、国の保育指針に基づき、庄原市の保育所保育の基本事

項を次のとおりとする。 



 

 

１、保育所の役割 

 保育所は、児童福祉法の規定に基づき、保育に欠ける子どもの保育

を行い、その健全な心身の発達をはかることを目的とする児童福祉施

設であり、入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的

に増進することにもっともふさわしい生活の場でなくてはならない。 

 特に、乳幼児が生涯にわたる人間形成の基盤を培う極めて重要な時

期にその生活の大半を過ごす場であるため、家庭、地域との連携を図

り、子どもが、健康、安全で情緒の安定した生活ができるような環境

を用意し、養護と教育が一体となって、豊かな人間性を持った子ども

を育成することが求められている。 

 また、保育所は子育て支援の拠点として、入所する子どもの保護者

への支援および地域の子育て家庭に対する支援などを行う役目を担

っている。 

２、保育目標 

 保育所は、子どもが生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時

期に、その生活時間の大半を過ごす場である。このため、保育所保育

は子どもが現在を最もよく生き、望ましい未来をつくりだす力の基礎

を培うことが保育目標であり、次の事項を目指して保育を行う。 



 

 

（１）十分に養護の行き届いた環境のもとに、くつろいだ雰囲気の中

で、子どものさまざまな欲求を適切に満たし、生命の保持及び情

緒の安定をはかる。 

（２）健康、安全など、生活に必要な基本的習慣や態度を養い、心身

の健康の基礎を培う。 

（３）人とのかかわりの中で、人に対する愛情と信頼感、そして人権

を大切にする心を育てると共に、自主、自立及び協調の態度を養

い、道徳性の芽生えを培う。 

（４）生命、自然及び社会の事象について、興味や関心を育て、それ

らに対する豊かな心情や思考力の芽生えを培う。 

（５）生活の中で、言葉への興味や関心を育て、話したり、聞いたり

相手の話を理解しようとするなど、言葉の豊かさを養う。 

（６）さまざまな経験を通して、豊かな感性や、表現力を育み、創造

性の芽生えを培う。 

 

保育所は、入所する子どもの保護者に対してその意向を受け止め、

子どもと保護者の安定した関係に配慮し、保育所の特性や保育所職員

の専門性を生かして、その援助にあたらなければならない。 

 



 

 

３、保育の方法 

 保育に当たっては、子どもの状況や生活の実態を把握すると共に、

子どもの思いや願いを受け止め、家庭での生活と保育所での生活の連

続性に配慮して保育することが必要である。 

保育所の長時間にわたる生活の中で、健康、安全で、情緒の安定し

た生活が送られるように努め、いきいきと活動できるよう保育環境を

適切かつ豊かに構成していかなくてはならない。 

また、保育所保育が見通しをもったものとなるよう計画を立て、子

どもの状況により、柔軟に対応することが大切である。 

特に、保育士の言動が子どもに大きな影響を与えることから、保育

士は常に研修、研鑽を重ね、自らの人間性と専門性の向上に努めると

共に、時代や社会のニーズに応じた質の高い保育を行っていかなくて

はならない。 

 こうした保育を実践していくために、次の諸事項に留意し保育を行

うこととする。 

（１）一人ひとりの子どもの状況や家庭及び地域社会での生活の実態

を把握すると共に、子どもが安心感と信頼感を持って活動できる

よう、子どもを主体としての思いや願いを受け止めること。 



 

 

（２）子どもの生活リズムを大切にし、健康、安全で情緒の安定した

生活ができる環境や、自己を十分に発揮できる環境を整えること。 

（３）子どもの発達について理解し、一人ひとりの発達過程に応じて

保育すること。その際子どもの個人差に十分配慮すること。 

（４）子どもの人権に十分配慮し、性別による固定的な分業意識をう

え付けることのないようにすると共に、文化の違いを認め、子ど

も相互の関係づくりや、互いに尊重する心を大切にする。 

（５）子どもが自発的、意欲的に関われるような環境を構成し、子ど

もの主体的な活動や子ども相互のかかわりを大切にすること。 

      特に、乳幼児期にふさわしい体験が得られるように、生活やあ

そびを通して総合的に保育すること。 

（６）一人ひとりの保護者の状況やその意向を理解、受容し、それぞ

れの親子関係や家庭生活に配慮しながら、さまざまな機会をとら

え、適切に援助すること。 

４、保育の環境 

 保育環境には、保育所職員や子どもなどの人的環境、施設や遊具な

どの物的環境、さらには自然や社会事象などがある。保育所はこうし

た人、物、場などの環境が関連し合い､子どもの生活が豊かなものと



 

 

なるよう、計画的に環境を構成し工夫して保育しなければならない。  

そして、子ども自ら環境にかかわり、自発的に活動し、さまざまな経

験を積んでいくことができるように配慮し、子どもの活動が豊かに展

開されるよう、保育所の保健的環境や安全の確保に努める必要がある。 

保育室は、「あたたかな親しみやすくくつろぎの場」となると共に、

「生き生きと活動できる場」となるよう配慮し、子どもが人と関わる

力を育てていくために、自ら周囲の子どもや大人と関わっていくこと

ができる環境を整えていくことが必要である。 

５、保育内容 

 子どもが自己を十分発揮し、乳幼児にふさわしい経験が積み重ねら

れていくよう、保育内容を充実させていくことは極めて重要であり、

保育所の役割と責任である。 

 特に、保育の専門性を有する保育士は、保育所の生活全体を通して、

保育目標が達成されるよう努めなければならない。そのためには、具

体的な保育計画を作成し、見通しを持って保育することが必要である。 

 目の前の育ちゆく子どもの姿を見通し、０歳から６歳までの発達過

程や発達の連続性を考慮し、各保育所の保育理念や、保育方針、地域

性を反映させながら保育内容をつくりだしていくことが望まれる。 



 

 

ねらいと内容をバランスよく構成していきながら、それぞれの保育

所の独自性や創意工夫が十分発揮され、子どもの生活とあそびが豊か

に展開されていくことが求められる。 

 ねらいと内容を具体的に把握するための視点として、「養護」と「教

育」の両面があり、子どもの生活やあそびを通して、相互に関係をも

ちながら、総合的に展開されなければならない。 

６、保育計画及び評価 

保育目標を達成するために、保育の基本となる「保育課程」を作成

し、これを具体化した「保育計画」を作成しなければならない。 

子どもの主体を尊重し、乳幼児期の発達特性と一人ひとりの子ども

の実態を踏まえて計画を作成し、一貫性と柔軟性をもって、保育を展

開することが大切である。   

子どもたちが発達に必要な経験を積み重ねていくためには、状況に

応じた環境の構成や援助を行うことが必要であり、見通しをもった保

育をするということは、保育所が子どもにとって安心できる心地よい

生活の場となり、そのことが、「子どもが現在を最もよく生き、望ま

しい未来を作り出す力の基礎を培う」ということを可能にすることと

なる。 



 

 

子どもをめぐる社会の情勢が変化する中で、保育所が担う役割はま

すます大きくなり、子どもの最善の利益を保障し、その責任を果たし

ていくために、今まで以上に保育の質の向上が求められる。 

保育の計画は、発達や生活の連続性に配慮したものであることが重

要であり、保育の実践において、組織性及び、計画性をよりいっそう

高め、保育所全体として構造を明確にすることが必要である。 

さまざまな職種、勤務体制の中で、こうした状況を踏まえ、子ども

の発育・発達を一貫性をもって見通し、施設長の下、全職員が参画し、

共通理解と協力体制のもとに発達過程に応じた保育を構成し、創意工

夫して取り組むことが大切である。 

また保育士は、保育計画や保育記録を通して、自らの保育実践を振

り返り、自己評価することを通してその専門性の向上や保育実践の改

善に努めなければならない。子どものさまざまな発達の側面を捉え、

自らの計画とそれに基づく保育を振り返り評価・改善していくことが、

それぞれのねらい及び保育内容を作成するために、また保育の質や専

門性の向上及び保育所としての機能を果たす上で必要である。 

７、健康及び安全 

 子どもの生命と心の安定が保たれ、健やかな生活が確立されること



 

 

は日々の保育における基本となる。そのためには、一人ひとりの子ど

もの心身の健康の保持増進を図り、危険な状態の回避に努めなければ

ならない。子どもの心身の状態や、発育・発達の把握を行い、いろいろ

な事態に備え、それぞれに活用できるマニュアルを作成し、職員全員

が適切に実践できることが必要である。 

市などの関係機関、嘱託医、看護師、栄養士、保健師など専門的機関

との連携を図り、それぞれの機能が発揮されることが望まれる。 

   また、子どもが豊かな人間性を育み、生きる力を身につけていくた

めに、｢食｣は大変重要である。健康な生活の基本として、｢食を営む力｣

の育成に向け、その基礎を培うために、生活とあそびの中で意欲をも

って食に関する体験を積み重ね、食べることを楽しみ、食事を楽しみ

合うことができる子どもに成長していくよう努めなくてはならない。      

そして、家庭や地域社会と連携を図り、それぞれの専門性を生かしな

がら、共に進めていくことが望まれる。 

８、保護者･地域･小学校との連携 

保育所に入所している子どもの保護者への支援は、保育所職員とし

ての業務であり、その専門性を生かした子育て支援の役割は特に重要

である。 保育所は家庭との連携を基本としていることを常に明確にし、



 

 

入所時保護者へ伝えておく必要があり、子どもの最善の利益を考慮し、

子どもの成長を共有することや、子どもと保護者の安定した関係に配

慮して、保護者の教育力向上に資するよう適切に支援していくことが

重要である。 

子育て等の相談や助言にあたっては、保護者の気持ちを受け止め相

互の信頼関係を基本に保護者の自己決定を尊重していくよう努める。 

また保育所は、保育の専門的機能を地域の子育て支援において積極

的に展開することが求められている。どのように機能を果たしていく

かはそれぞれの地域の実情や保育の体制によって異なるが、地域に住

む子どもと保護者の状況、地域の関係機関、専門機関の状況などを把

握し、地域の状況に応じた子育て支援機能を発揮することが必要であ

る。 

子どもの生活と発達は、乳幼児期から幼児期を経て学童期へと連続

している。あそびや生活の中で、積み重ねられてきた子どものさまざ

まな側面の育ちや、あそびの連続性が、小学校以降の生活や学びの基

盤となる。子どもの育ちを保障していくためには､保育所と小学校の関

係者が直接的に交流し、育ちの歩みと見通について、互いに理解を深

め円滑な移行を図っていくことが必要である。 



 

 

地域全体で、共に子どもを育てていくという視点に立って、情報や

課題を共有し合い、一人ひとりの子どもの育ちを共に考える姿勢をも

つことが大切である。 

９、おわりに 

保育所は「子どもたちが現在を最もよく生き、望ましい未来をつく

り出す力の基礎を培うこと」と、「子どもが様々な人と出会い、関わ

り、心をかよわせながら成長していくために、乳幼児期にふさわしい

生活の場を豊かに作り上げていくこと」が重要であり、そうした役割

や機能が求められている。 

 そのためには、職員一人ひとりが保育実践・研修・研鑽を通して、

保育の質の向上と専門性を高めると共に、職員の共通理解と、協働性

を高め、教育と養護が一体となったきめ細やかな保育を行って行かな

くてはならない。 

 また、子どもを取り巻くすべての者、すべての機関が連携し、課題

を共有し、子どもの育ちを共に考え保障していくことが望まれる。 



参考資料３

過去５年間の保育所入所状況

◎４月１日現在 （名）

年度別 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 備考

定員 6 12 12 15 15 15 75
移転後保育所
の定員

平成26年度 5 8 13 20 13 19 78

平成27年度 2 13 11 11 20 13 70

平成28年度 1 5 14 18 11 20 69

平成29年度 2 6 4 15 18 11 56

平成30年度 1 9 8 5 15 18 56

平成31年度 2 2 9 8 5 15 41

◎３月末現在 （名）

年度別 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 備考

平成26年度 8 9 11 20 12 18 78

平成27年度 4 14 13 11 20 13 75

平成28年度 4 5 14 18 11 20 72

平成29年度 4 7 6 15 18 11 61

平成30年度 2 9 8 5 15 18 57

令和元年度 4 4 9 9 5 15 46 入所見込

施設名：庄原市立西城保育所





参考資料５ 指定管理者候補者選定基準 施設名：庄原市立西城保育所

項　　目 選定基準 審査の視点

１．申請の動機・施設の現状
に対する考え

⑦施設の設置目的を達成するために十分な
能力を有しているか。

申請の動機に管理運営への意欲がどの程度見られるか。
施設の現状認識、課題認識はどの程度か。

２－１．管理運営の基本方針 基本方針が施設の設置目的に合致しているか。

２－２．保育実施の理念 地域に開かれた保育実施の理念を有しているか。

２－３．保育の目標 市の保育方針、考え方に沿った保育目標を掲げているか。

２－４．異年齢児保育・保育
所間の交流

交流の内容、時間等に工夫が見られるか。

２－５．障害児保育等 該当児童や保護者に安心感を与えられる措置が取られるか。

３－１．組織体制 仕様に沿った業務を執行できる職員体制かどうか。

３－２．職員勤務シフト 延長保育、指定休に対応した職員勤務体制となっているか。

３－３．職員研修 職員の専門的知識・技能を向上させる研修体制は講じられて
いるか。

４－１．健康及び安全面・緊
急時の対策

職員の指導やマニュアルの整備等は適切か。
児童の安全確保対策ができているか。
施設・設備の故障等に柔軟・迅速に対応できるか。

４－２．給食に対する考え方 保育の一環としての内容、工夫が見られるか。

４－３．小学校との連携 保育所、小学校連携の視点はどうか。

４－４．家庭、地域との連携 子育て支援施設としての保育実施に工夫が見られるか。

４－５．保護者等の要望把握
及び苦情に対する改善対応

保育所の様子を伝える措置、保護者の要望に対応する措置が
取られているか。

５－１．施設及び設備の維持
管理・保守点検の方法・体制

内容は適正かつ良好か。

５－２．再委託業務 再委託の業務は適切か。

６．個人情報の保護対策 ⑥個人情報が適正に管理されるか。 個人情報の管理体制はどうか。（職員への周知、書類の保管、
個人情報の利用の適正化等）

７．施設の管理運営の実績 ⑤事業計画書に沿った管理を安定して行う人
的、物的能力を有しているか。

施設の管理運営の実績はどうか。（公的施設、他の施設等）

８．特にＰＲしたい内容 ②サービスの向上が図られるか。
⑦施設の設置目的を達成するために十分な
能力を有しているか。

ＰＲ内容は評価に値するか。

９－１．収支計画書 経費縮減及び効率的な管理運営のための創意工夫があるか。
現実的な経費見積りがなされているか。

９－２．指定管理料提案額 提案額に対する評価点

団体の経営状況はどうか。

経営の安定性はどうか。

⑤事業計画書に沿った管理を安定して行う人
的、物的能力を有しているか。

③継続して適切な維持管理が継続できるか。

10．申請団体の経営状況
（経営の健全性）

③継続して適切な維持管理が継続できるか。
⑦施設の設置目的を達成するために十分な
能力を有しているか。

①利用者の平等な利用が確保できるか。
②サービスの向上が図られるか。
⑦施設の設置目的を達成するために十分な
能力を有しているか。

②サービスの向上が図られるか。
③継続して適切な維持管理が継続できるか。
⑦施設の設置目的を達成するために十分な
能力を有しているか。

④管理に係る経費の縮減が図られるか。


