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旧洲本保育所施設運営法人選定に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

 

洲本市では、市街地における０～２歳児の保育の受入れの拡充を図るため、旧洲本保育所施設

の譲与（無償譲渡）を受けて、地域型保育事業又は認定こども園分園を運営する法人（以下「運

営法人」という。）を募集します。 

ついては、運営法人を選定するに当たり、下記のとおり公募型プロポーザルを実施します。 

記 

１ 募集概要 

（１）募集名 

   旧洲本保育所施設運営法人選定（以下「本選定」という。） 

（２）募集対象 

   旧洲本保育所施設において、地域型保育事業又は認定こども園分園を運営しようとする社

会福祉法人 

（３）運営開始期限 

   令和３年４月１日 

   （本施設（下記（５）の建物及び土地をいう。以下同じ。）の整備完了後、速やかに運営

を開始すること。） 

（４）運営期間 

   運営開始から１５年間 

（地方自治法（昭和22年法律第67号）第238条の５第７項において準用する同条第６項

の規定による用途指定あり） 

（５）譲与物件 

   洲本市栄町三丁目３番１０号  

   ①建物 

   ・種  類：児童福祉施設 

   ・構  造：鉄筋コンクリート造２階建 

   ・建 築 年：昭和６０年建築 

          （平成１２年増築、平成１５年園庭整備、平成２１年一部改修工事実施） 

   ・延床面積：６４５．９４㎡ 

   ②土地 

   ・栄町三丁目４８１番２      ・栄町三丁目４８１番１０ 

   ・栄町三丁目４８１番１２     ・栄町三丁目４８２番１ 

   ・栄町三丁目４８２番２      ・栄町三丁目４８２番３ 

   ・栄町三丁目４８２番４          ７筆 １,２８５.12㎡ 

   ③その他附属物 

   ・洲本市公共下水道に係る排水設備 

   ・簡易物置（２坪程度）３棟、立木、遊具一式及び建物内の物品 
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２ 応募資格 

 公募型プロポーザル方式による本選定に参加することができる法人は、次に掲げる条件を全て

満たす者とする。 

（１）平成３１年４月１日現在で、本市内において認可保育所又は認定こども園の運営実績が通

算して１５年以上ある社会福祉法人であること。 

（２）社会福祉法（昭和26年法律第45号）、児童福祉法（昭和22年法律第164号）、子ども・

子育て支援法（平成24年法律第65号）、幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成

29年内閣府、文部科学省、厚生労働省告示第１号）その他の関係法令等を熟知し、地域型

保育事業又は認定こども園分園の運営（以下「運営」という。）に熱意と理解を持ち、かつ、

運営を適切に行う能力を有する法人であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であ

ること。 

（４）民事再生法（平成11年法律第225号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所から

の再生手続開始決定がされていないものでないこと。 

（５）手形交換所による取引停止処分を受けてから３年間を経過していない者又は提出日から過

去6か月以内において銀行不渡り処分等を受けていない者。 

（６）直近の３会計年度において、いずれの年度も債務超過になっていないこと。 

（７）資金計画及び事業計画が確実であること。 

（８）運営法人又は運営法人が運営する施設について、過去３年間において、法令に基づく改善

の命令等の処分を受けていないこと。また、直近に実施された官公庁の監査、指導検査等

において文書指摘（市長が軽微な指摘であると認めるものを除く。以下同じ。）を受けてい

ないこと（ただし、文書指摘を受けていた場合であっても、適正な改善報告がなされてい

る場合を除く。）。 

（９）利用者である児童又は保護者の利益又は満足を最優先に考慮することができること。 

（10）職員を確実に確保できること。 

（11）洲本市の子育て施策及び保育行政を理解し、これらに積極的に協力できること。 

（12）運営法人又は運営法人の洲本市契約等に係る事務からの暴力団に関する要綱（平成25年

洲本市告示第13号）第２条第５号に規定する役員等が同条第３号に規定する暴力団等でな

いこと。 

（13）国税及び地方税を滞納していないこと。 

（14）運営法人自らが本施設を運営すること（第三者に運営の委託等をしないこと。）。 

 

３ 運営条件・施設規模 

（１）３歳未満児を預かる認可保育施設（地域型保育事業又は認定こども園分園）を運営すると

ともに、運営に当たっては次に掲げる条件を全て満たすこと。 

  ①本施設で受け入れる児童は、０～２歳児とすること。この場合において、当該利用児童が

３歳児以上となった以後の受入れ態勢を考慮した上で、最終的な定員構成は市との協議に

よること。 

  ②日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで）以外の日は、開園するこ



3 

 

と。 

  ③保育時間は、午前７時３０分から午後６時３０分までの１１時間とすること。 

  ④その他保育事業として、延長保育及び障害児保育を実施すること。 

  ⑤地域型保育事業又は認定子ども園分園に併せて、その他の事業を実施する予定がある場合

は、事業提案書において提案された事業で、市が認めた事業とすること。 

（２）地域型保育事業又は認定子ども園分園の運営は、遅くとも令和３年４月１日までに開始す

ること（令和２年１月引渡し予定）。 

    （※年度途中を開始予定とする場合は、別途市と協議のこと。） 

（３）運営開始後、１５年以上安定的な教育又は保育を提供すること。 

（４）運営開始から１５年間、本施設を市の許可なく第三者に譲渡し、又は貸し付けてはならな

いこと。 

（５）運営開始から１５年未満で運営を中止する場合、運営法人は、本施設を原状回復の上、無

償で市に返還すること。この場合において、返還に伴う所有権移転登記に要する費用その

他一切の費用は、全て運営法人が負担すること。 

（６）運営開始から１５年未満で運営条件等を変更して運営を行うことができる場合は、天変地

異、法令の制定改廃、処分等の公権力の行使その他の市がやむを得ない事情によるものと

認める場合に限る。 

（７）運営開始１５年以上経過後において、本施設を他の用途に転用をする場合は事前に市に報

告すること。 

（８）周辺地域住民との融和を常に意識して運営すること。 

（９）周辺地域住民に対し、運営等について適宜説明や調査を行うとともに、苦情及び紛争につ

いては、運営法人の責任において誠意を持って対応すること。 

（10）その他本市の指導に従い、適宜配慮を行うこと。 

（11）職員の配置については、配置基準を遵守するとともに、配置した職員については、積極

的に外部の研修に参加させるとともに、法人内での研修の実施など、施設長を含めた職員

の資質向上に努めること。 

（12）緊急時及び災害時の対応について、事前に保護者に明確にすること。 

（13）事故が発生した場合は、状況に応じて、その原因、状況及びこれに対する処置について、

速やかに本市及び保護者に報告するとともに、責任を持って対処すること。 

（14）保護者、園児等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律

第５７号）その他関係法令を遵守し、その取扱いに特に注意を払うとともに、情報の流出

が生じないよう対策を講ずること。 

（15）苦情解決体制を整備し、苦情解決責任者、苦情受付担当者を設置し、保護者に明確にす

ること。 

（16）本施設の整備に要する諸費用（外構の工事費、遊具の撤去費、給水装置の新設等に係る

分担金他その他一切の費用を含む。）は、全て運営法人の負担とする。 

（17）本施設の整備に当たっては、工事スケジュール、連絡先等について周辺地域住民に説明

を行うとともに、騒音対策、安全対策、工事車両等に留意するなど、周辺地域住民への影

響に十分に配慮すること。 
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（18）本施設の整備と並行して、事業認可の申請手続を進める必要があり、認可の内示後に児

童の募集を行い、認可後に開園となることに留意すること。 

（19）告知放送システム、屋外スピーカーシステム等の設置及び運用に協力すること。 

（20）引渡し後、租税公課、光熱水費・受信料等の公共料金、本施設の修繕費等の維持管理費

用その他の一切の費用は、全て運営法人が負担すること。 

（21）本施設に新しく名称を付す場合は、既存の兵庫県内の認可保育施設及び洲本市内の認可

外保育施設の名称と同一名称でないこと。なお、市民が市内の既存施設と混同するおそれ

があると洲本市が認める場合は、名称を変更すること。 

 

４ 選定スケジュール  

   

公募開始 令和元年１０月 １日(火) 

現地見学会参加申込書 令和元年１０月 ９日(水)正午 

現地見学会 令和元年１０月１０日(木)14時から16時まで 

参加表明書提出期限 令和元年１０月１５日(火) 

質問書提出期限 令和元年１０月１５日(火) 

質問回答期日 令和元年１０月１８日(金) 

参加申込書等提出期限 令和元年１０月２３日(水) 

事業提案書等提出期限 令和元年１０月２８日(月) 

第一次書類審査 令和元年１０月３１日(木) 

審査実施（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ及びﾋｱﾘﾝｸﾞ） 令和元年１１月上旬 

審査結果の通知・公表 令和元年１１月中旬 

仮契約締結 令和元年１１月中旬 

本契約締結 市議会での議決後（12月定例市議会を予定） 

 

５ 現地見学会の開催について 

  開催予定日 令和元年１０月１０日（木）１４時から１６時まで 

        事前申込制、時間指定とする。 

   「現地見学会参加申込書」（様式９）にて第１、第２希望までを記入し申し込むこと。 

   申込み期限は、１０月９日（水）正午とする。 

   時間帯は調整の上決定し、事務局から電話にて連絡する。 

 

６ 参加表明書の提出 

 本選定に参加しようとする者は、次の要領で参加表明書を提出すること。 

（１）提出書類  

   参加表明書(様式１) １部 

（２）提出期限 

   令和元年１０月１５日（火） 17時15分 

（３）提出先 
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   「１５ 事務局」 

  洲本市 健康福祉部 子ども子育て課保育係  

   〒656-8686 

   洲本市本町三丁目４番１０号 洲本市役所（本庁舎）２階 

 TEL：0799-22-1333 FAX：0799-22-1690 

（４）提出方法 

   持参又は郵送（郵送の場合は、簡易書留）による。 

   ※窓口受付 8時30分から17時15分まで（土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

   ※郵送の場合は、上記(２)提出期限までに「1５ 事務局」に到着しなかったものは受け

付けない。 

 

７ 質問の受付等 

  質問は、次の要領で提出すること。なお、質問内容は提出書類及び引渡物件に関する事項に

限り、審査等に関する質問は受け付けない。 

(１)提出先   

  「１５ 事務局」へ「質問書（様式１０）」により、電子メールにて提出すること。 

  なお、件名は「旧洲本保育所施設運営法人選定質問書」とすること。 

(2)提出期限 

  令和元年１０月１５日（火） 

(３)質問に対する回答 

  回答は、参加表明書等を提出した者全員に対し、令和元年１０月１８日（金）までに質問者

名を伏せて、全質問の回答を集約したものを電子メールにて送付する。 

 

８ 参加申込書等の提出 

 本選定に参加しようとする者は、次の要領で参加申込書等を提出すること。 

（１）提出書類  

  ①参加申込書(様式２)  

  ②法人概要調書(様式３)  

  ③法人についての資料 

   （ア）法人登記簿謄本（登記事項全部証明書）（３か月以内） 

   （イ）法人定款（任意様式） 

   （ウ）法人役員名簿（任意様式） 

   （エ）代表者の経歴書（任意様式） 

   （オ）法人の収支決算書（直近３年分）（任意様式） 

   （カ）自己資金内訳書（様式４） 

   （キ）残高証明書（３か月以内） 

   （ク）税の滞納がないことの証明書 

      ※国税、都道府県税、市町村税 

  ④児童福祉事業等について（様式５） 
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  ⑤現に運営している施設について（様式６） 

  ⑥既存施設の収支決算書（直近２年間）（任意様式） 

  ⑦監査指摘調書及び改善報告書（ある場合） 

  ⑧既存施設のパンフレット等（ある場合） 

（２）提出部数 

   （１）①については１部、（１）②～⑧については、各１０部（正本１部（押印のあるも

の）及び副本９部） 

（３）提出期限 

   令和元年１０月２３日（水） 17時15分 

（４）提出先及び提出方法 

   「６ 参加表明書の提出」と同じ 

 

９ 事業提案書等の提出 

 事業提案等については、次の要領で提出すること。 

 （１）提出書類 

   ①事業提案書（様式７） 

   ②運営について（様式８－１、様式８－２） 

   ③運営開始までの工程表（スケジュールが確認できるもの）（任意様式） 

   ④今回応募の施設についての資金収支予算見込書（今後３年間分）（任意様式） 

   ⑤【借入予定の場合のみ】当該事業における資金計画書（借入金償還計画表）（任意様式） 

   ⑥暴力団排除に関する誓約書（様式） 

 （２）事業提案書の型式について 

   ①事業提案書の用紙サイズは、日本工業規格（ＪＩＳ）によるＡ４サイズ（以下、用紙サ

イズはＪＩＳ規格による）とする。なお。Ａ３サイズによる折込みページは可とするが、

Ａ３サイズは２ページとして換算する。 

   ②事業提案書は、片面１０ページ以内（図、表なども含む。）とし、簡潔明瞭に記載する

とともに、各ページの下部余白にページ番号を付すること。 

   ③図、表、写真等の使用及び着色は自由とする。 

 （３）事業提案書の内容について 

   事業提案書には、以下の事項についての提案を含めて記載すること。 

   ①運営方針 

   ②定員について 

   ③職員数・職員配置について 

   ④その他事業について 

    保育事業を主とするが、保育事業以外の事業を組み合わせた提案を可能とする。（将来

的な組み合わせの提案も可能とする。） 

   ⑤運営開始日について 

 （４）提出部数 

    各１０部（正本１部（押印のあるもの）及び副本９部） 
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 （５）提出期限 

    令和元年１０月２８日（月） １７時１５分 

 （６）提出先及び提出方法 

    「６ 参加表明書の提出」と同じ 

 

１０ 選定方法及び結果の通知 

 （１）選定方法 

    公募型プロポーザル方式とし、事業提案書等を基にプレゼンテーション及びヒアリング

を行い審査を実施する。 

    洲本市が設置する選定委員会で事業提案書等を総合的に審査し、最も評価が高い者を運

営法人として決定する。 

     

  ・実施日時 令和元年１１月上旬（ヒアリングの日時については、市が指定した日時とする。） 

  ・実施時間 １法人につき30分以内（プレゼンテーション15分、ヒアリング15分以内とす

る。） 

  ・その他  プレゼンテーションの出席者数は、４名以内とする。 

        プロジェクター及びスクリーンは事務局が用意する。 

        プレゼンテーションは、提出された書類を基に行うこと。ただし、別途資料を

請求する場合がある。 

 

 （２）審査基準 

    最上位者の合計点数が同点となった場合は、選定委員会の委員長の決するところによる。 

    なお、参加者が一者であっても選定委員会は実施するものとし、合計点数が全審査委員

の合計点数の半分に満たないときは、運営法人を選定しないものとする。 

    評価項目については、以下のとおり 

     ①法人の資質・能力 

     ②保育所又は認定こども園等の運営実績 

     ③事業提案の内容 

     ④業務遂行能力 

     ⑤市貢献度 

 （３）選定結果 

    選定結果は、事業提案書の提出があった全法人に対して、書面及び電子メールにて通知

するとともに、市ホームページに掲載し、公表する（令和元年１２月下旬頃）。 

 （４）その他 

    選定結果に関する一切の事項についての質問、説明請求、意見等は受け付けない。 

 

１１ 契約 

市は、選定された運営法人と、速やかに協議を行い、本選定に係る仮契約を締結する。な

お、本施設の譲与に当たっては、議会の議決が必要であることから、本契約は当該議決後と
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なる。ただし、当該議決が得られなかった場合においても、市は一切の責めを負わない。 

 

１２ 辞退 

   参加表明書提出後、やむを得ず参加を辞退する場合は、辞退届（Ａ４判任意様式）を事前

に電話連絡の上、持参して提出すること。 

   なお、既に提出された書類は返却しないものとする。 

 

１３ 失格条項等 

次の各号のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

（１）提出方法、提出先、提出期限等、本実施要領に適合しない場合 

（２）資格要件を満たさない者が書類を提出した場合 

（３）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（４）審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

（５）他の提案者と提案内容等について相談を行った場合 

（６）運営法人選定終了までの間に、他の提案者に対し提案内容を意図的に開示した場合 

（７）契約締結までの間に、プロポーザル参加資格に記載した条件を満たさなくなった場合 

（８）その他市長が社会通念に照らし失格に当たる事由があると認める場合 

 

１４ その他留意事項 

（１）本募集要領に記載した諸条件を遵守するほか、関係法令を遵守することはもとより、本市

の指導に応じること。 

（２）各種書類は提出期限内に提出すること。 

（３）本選定に関して生じる全ての費用は、参加者の負担とする。 

 （本プロポーザル参加に係る報償金は、支払わない。） 

（４）提出後の事業提案書等の修正、再提出等は、提出期限内においてのみ可能とする。 

（５）提出された書類は返却しない。 

（６）提出された事業提案書等は、運営法人選定に行う作業等に必要な範囲において複製を作成

することがある。 

（７）提出された書類は、洲本市情報公開条例（平成18年洲本市条例第17号）及び洲本市個人

情報保護条例（平成18年洲本市条例第18号）の規定に基づき、非公開とすべき箇所を除き、

開示する場合があるので、これに同意する場合にのみ、本選定に参加すること。また、提出

された書類は、選定に関する目的以外に使用しない。 

（８）提出された事業提案書等の著作権等については、当該事業提案書等を作成した者に帰属す

るものとする。ただし、契約の相手方となった者が作成した事業提案書等の書類について

は、市が必要と認める場合には、市は契約の相手方にあらかじめ通知することにより、そ

の一部又は全部を無償で使用（複製、転記又は転写という。）することができるものとする。 

（９）運営に際し、著作権、肖像権等に関して権利者の承諾が必要な場合は、運営法人において

必要な権利処理を行うものとする。 

（10）本施設及びその附属物を現状有姿のままをもって引渡しとする。 



9 

 

   平成２９年度の特殊建築物等定期調査における指摘事項 

    １階 天井に漏水痕：６か所     台風時に漏水：１か所 

       壁クラック：１か所      基礎にクラック：１か所 

    ２階 外壁に水平クラック：１か所 

   平成31年度の消防設備点検における指摘事項 

    消火器の更新時期の検討 

   その他 

    給水による漏水 

     

（11）本施設を無償譲渡することとし、本市は修繕等を一切行わない。また、引渡後、本施設

及びその附属物等に新たな瑕疵（隠れた瑕疵を含む。）が認められた場合も本市は一切の

責めを負わないものとする。 

 

１５ 事務局(提出･問い合わせ先)      

  洲本市 健康福祉部 子ども子育て課保育係  

   〒656-8686 

   洲本市本町三丁目４番１０号 洲本市役所（本庁舎）２階 

 TEL：0799-22-1333 FAX：0799-22-1690 

 E-mail：kodomo@city.sumoto.lg.jp 
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 以下の書類が全て揃っていること。 

 

 提出書類 様式 提出部数 

申込 参加表明書 様式１ １部 

申
込
者
・
法
人
関
係 

参加申込書 様式２ １部 

法人概要調書 様式３ 10部 

法人登記簿謄本（登記事項全部証明書）（３か月以内）  10部 

法人定款 任意 10部 

法人役員名簿 任意 10部 

代表者の経歴書 任意 10部 

法人の収支決算書（直近３年分） 任意 10部 

自己資金内訳書 様式４ 10部 

残高証明書（３か月以内）  10部 

税の滞納がないことの証明書（税務署、都道府県税事

務所、市町村役場等発行） 

  

10部 

児童福祉事業等について 様式５ 10部 

運
営
実
績 

現に運営している施設について 様式６ 10部 

既存施設の収支決算書（直近２年間） 任意 10部 

監査指摘調書及び改善報告書（ある場合）  10部 

既存施設のパンフレット等（ある場合）  10部 

事
業
提
案
・
業
務
遂
行 

事業提案書 様式７ 10部 

運営について 様式８-１、８-２ 10部 

運営開始までの工程表（スケジュールの確認できるも

の） 

任意 10部 

今回応募の施設についての資金収支予算見込書（今後

３年間分） 

任意 10部 

【借入予定の場合のみ】 

当該事業における資金計画書（借入金償還計画表） 

任意  

10部 

そ
の
他 

現地見学会参加申込書 様式９ 1部 

質問書 様式１０ 1部 

暴力団排除に関する誓約書 様式 10部 

 

 ※上記のほか、必要な書類の提出を求める場合があります。 


