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Ⅰ．指定管理者制度導入の概要

１．公募の趣旨

 区民の就労形態の多様化等により、延長保育や休日保育、一時預かり保育等の多様な保育サービスに

対するニーズが増加しております。この新たな事態に対応するため、東京都北区（以下「北区」という。）

では、民間活力を活用することにより効率的で柔軟な対応ができる新しい形の保育所運営を推進するこ

ととしました。これまでに、北区立保育園１４園に指定管理者制度を導入しております。

 今回の公募は、２０２０年度より新たに指定管理者制度の導入を予定している「東京都北区立志茂保

育園（以下「志茂保育園」とする。）」について、指定管理者候補者をプロポーザル方式によって選定す

るものです。

 本提案にあたっては、児童処遇の向上に熱意があり、保育所保育指針の理解や児童の権利擁護にも積

極的で、保育園で日々生活する児童の顔が輝き、保護者が全幅の信頼を寄せ、安心して預けることがで

きる保育園運営を指向していただきます。

２．応募資格

 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県または静岡県で、平成３０年

４月１日時点で認可保育所、認可幼稚園または認定こども園を１年以上運営している社会福祉法人、学

校法人、特定非営利活動法人、株式会社（以下「法人」とする。）で、以下の条件を満たす者。

法人の運営する保育園等から、応募する志茂保育園まで、陸路または鉄道により、おおむね２時間

程度で到着できる範囲であること。

応募書類提出時点において、北区の一般競争入札の参加停止または指名競争入札の指名停止等の措

置をうけていないこと。

最近３年間の法人税、法人事業税、法人住民税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。

指定管理者になろうとする団体及びその役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第７７号）第２条に掲げる暴力団または暴力団員及びそれらの利益となるような

活動を行う団体、構成員または関係者でないこと。

３．法令等の遵守（コンプライアンス）

 指定管理者として、公の施設の管理運営を行う際は、区民に対しコンプライアンスの姿勢を明確に示

すとともに、特に次にあげる法令等を遵守すること。

 児童福祉法、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準

に関する条例及び条例施行規則、東京都設置認可等事務取扱要綱、北区保育所条例、東京都北区特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例、労働基準法、労働安全衛生法、

最低賃金法、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
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４．指定管理者が行う業務

（１）運営管理業務

 北区が新たに設置する志茂保育園の運営管理業務全般を、指定管理者が代行する。

 利用料金制は採用せず、特別保育料を含む保育事業実施に伴う利用者負担金・利用料等は全て

北区の歳入とする。自主事業等についても、参加者から費用を別途徴収することは原則として禁

止する。

（２）維持管理業務

 施設の修繕、保守管理、清掃管理、設備・備品等の管理、保安警備、消防署の定める点検、建

築基準法第１２条に規定する点検等を実施すること。

（３）モニタリングの実施

 指定管理者は、当該施設に関して北区が実施するモニタリングにおいて、「北区指定管理者モ

ニタリングマニュアル」に従うこととする。

 また、北区の定めるモニタリング書類（別添参照）を作成し、提出すること。

５．管理代行期間

２０２０年４月１日～２０２５年３月３１日（５年間）

※ ２０２５年度以降の指定管理者の選定については、一期目の運営実績が良好と認められる場合は、

北区が組織する選定委員会において審査を行い、公募形式によらず、現指定管理者の継続妥当性

についての審査を行うことを予定している。

６．事業の財源

 管理代行に要する運営費については、区内に所在する民間認可保育所へ北区が交付している補助相当

額を、保育実績に応じて指定管理料として支払う。

（１）指定管理料の内訳

  ①基礎的運営委託費（障害児保育を含む）

    国基準運営費相当額（公定価格）

    区単独加算補助金相当額（旧都加算補助相当額を含む）

    東京都保育サービス推進事業補助金相当額

    東京都保育士等キャリアアップ補助金相当額

※ 施設や備品等、北区の財産を利用して保育園運営を行うため、民間保育所に対する補助算定

とは一部異なる。

  ②特別保育事業費（２時間延長保育事業、一時預かり保育事業、年末特別保育事業）

    北区の算定した実施費用相当分

  ③備品購入費

    北区の算定した実施費用相当分

  ④維持修繕費

    北区の算定した実施費用相当分

  ⑤災害共済給付掛金
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 独立行政法人日本スポーツ振興センターによる災害共済給付制度には、設置者である北区長が

加入する。掛金については、指定管理料の運営費から差し引くものとする。

  ⑥福祉サービス第三者評価受審に対する補助

 運営２年目と４年目に福祉サービス第三者評価を受審すること。経費は、東京都が定める地域

福祉推進区市町村包括補助事業補助要綱の補助要件に基づき補助を行う。

（２）指定管理料の算定

    それぞれの事業に要する費用は保育実績（定員、在籍児童数、特別保育事業の延人数、子育て

支援事業の実施回数等）に応じて算定する。

なお、指定管理料の当該保育所施設会計以外への繰入金の金額については、当該施設の運営に

支障をきたさぬよう十分配慮したうえで、原則として、当該保育所施設会計の事業活動収入計（決

算額）の３％以内とし、北区への事前の協議を省略して差し支えない。

指定管理料のうち管理経費については、各積立資産に積み立て、次年度以降の当該保育所の経

費に充てることができる。なお、積立資産をそれぞれの積立目的以外に使用するなどの場合は、

事前に北区と協議を行ったうえで処理する。

指定期間の終了に伴い次期の指定管理者に指定されなかった場合、又は指定の取り消しの場合

等は、現存する管理業務経費に係る当該施設会計積立金及び繰越金の全額を北区に返納する。  

（３）保育料、補助金、交付金の取り扱い

利用者が自己負担する保育料収入、及び福祉サービス第三者評価実施等に伴う補助金等は北区

の歳入とし、指定管理料の特定財源とする。

（４）公設民営保育所を対象とした補助事業の取り扱い

    保育士宿舎借り上げ支援事業等の公設民営保育所を対象とした補助事業については、指定管理

料とは別に算定し、事業を実施する。
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Ⅱ．志茂保育園の運営に関する項目

１．施設等の概要

（１）所在地 東京都北区志茂４丁目４４番１号

※２０１９年１２月頃に上記所在地に新設予定

（２）敷地面積 約１ ，５３８㎡（区所有）

（３）延床面積 約９２５㎡（区所有）

（４）構造 鉄筋コンクリート造 ２階建（平成８年築）

（５）導入年月日 ２０２０年４月１日

（６）規模 定員９６名（２０２０年４月 1日時点）
０ 歳 児 （ ８ カ 月 ） ６ 名 、 １ 歳 児 か ら ５ 歳 児 各 １ ８ 名

（７）備考

① ２０１９年１２月頃に新園舎に移転を行う。２０２０年４月１日に、定員を９６名とする。 

② 現志茂保育園では、２０１９年４月現在で、０歳（６名）、１・２歳児（３３名）、３・４・

５歳児（５１名）の運用定員で保育を行う予定である。

③ 「（仮称）地域交流室」の管理志茂地区で行っている多世代交流の取り組み等を推進するため、

子育て家庭や高齢者等が交流できるスペースとして、建物１階部分に保育園とは入口を分

離・独立した「（仮称）地域交流室」（約 55㎡）を設置する。
この施設の利用申請受付・貸出業務を行うこと。

・対象 登録団体（団体登録は区が行う）

・利用可能日時 月曜日から土曜日の午前 9時～午後 6時（祝日及び年末年始を除く）
・申請方法 原則として利用日の１か月前までに電話もしくは保育園に直接申込による。

ただし、同室は保育園での使用を優先し、保育活動の予定が無い時間帯の貸出とする。

２．必須事業

（１）保育事業 ※ ①～⑤以外で実施可能な特別保育事業があれば提案すること。

  ①１１時間開所保育事業（７：１５～１８：１５）

    祝日と日曜を除く毎日(年末年始は除く)。
  ②２時間延長保育事業（１８：１５～２０：１５）

    祝日と日曜を除く毎日(年末年始は除く)。なお、定員は最大２０人とする。
    延長保育の定員変更について、北区から要望がある場合には対応すること。

  ③一時預かり保育事業 （８：００～１８：００）

 東京都北区立保育所一時預かり保育事業実施要綱に定められた事業。定員は原則３人とする。

  ④年末特別保育事業（１２月２９日～１２月３１日 ※日曜、祝日に関わらない）

    北区の実施方針に基づき実施する。

⑤障害児保育事業

    特別な支援が必要な児童に対し、職員を加配して対応する。

（２）引継保育事業

  ①引継保育期間は２０２０年１月～３月の３カ月間とする。ただし、指定管理者として決定後は速

やかに保護者協議や園行事の見学、参加に対応すること。

  ②引継保育期間において、北区が必要とする人員以上の職員を、原則として志茂保育園に勤務させ
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ること。

  ③園長、主任保育士候補者等の主要な職員は、引継保育開始までに配置すること。

  ④既存園との引継ぎに関する詳細な事項は、保護者の要望を踏まえながら、引継保育の開始までに、

別途、北区と十分協議すること。 

⑤ 引継保育に係る費用については、定められた金額を北区から委託料として支払う。なお、職員

の参加実績や備品等の購入状況に応じて返還を求めることがある。本委託料によって購入した

備品は、全て北区の帰属とする。

⑥ 引継保育期間中、保護者から希望があった場合は、各児童につき最低１回は個人面談を実施し、

児童の個性等の把握に努めること。

⑦２０２０年４月入園の申込時期（前年１２月下旬頃）に、入園希望者への説明会を実施すること。

また、保育園の利用案内（しおり）を事前に準備し、保護者等への情報提供に努めること。

⑧入園が内定した全ての児童の面接・健康診断を実施すること。実施時期等については、北区と協

議のうえで決定する。また、保護者から希望があった場合は、個別に面談を実施し、児童の個性

等の把握に努めること。

（３）指定管理者が採用する職員への研修

 北区直営保育園の事業内容及び保育について理解を深めるため、北区が実施する研修に参加す

ること。

３．職員配置

（１）職員配置については、法令、要綱等の規定に準拠し、かつ北区直営保育園の基準以上の人員の確

保を行うこと。

（２）常勤保育士の各クラスの配置は、年齢別定員に対する北区直営保育園の基準に準ずること。また、

経験及び年齢のバランスを考慮した職員配置を行うこと。

（３）職員を安定的かつ継続的に雇用することとし、年度内での職員の異動は原則として行わないこと。

また、指定管理者制度移行直後の人事異動を最小限に止めるような職員配置に努めること。

（４）嘱託医については、北区医師会を通じて推薦依頼を行うこと。また、嘱託医には毎月の報酬（北

区内保育園共通の金額による）に加え、新年度入園児検診を実施する際には、別に報酬（北区内

共通の金額による）を支払うこと。

（５）北区民の雇用拡大に貢献すること。現在、志茂保育園で勤務している非常勤職員やパート職員の

継続雇用について、最大限配慮すること。

４．指定管理者制度導入後の運営方針

（１）保育内容

  ①日常の保育活動や、運動会等の行事、給食の内容等は、現在実施されているものを継承すること

を基本とする。

  ②園児保護者等に対して新たな負担を求めるような新規事業の実施、変更は行わないこと。

  ③保護者との連携について、面談の実施や連絡帳のやり取り、保育参観の実施等、現在の保育園と

同等以上のサービスを提供すること。

  ④地域での総合的な子育て支援をするため、子育て相談事業等を積極的に実施すること。

  ⑤北区内保育所の合同行事等については、指定管理者制度導入後も同様に取り組み、協力すること。

  ⑥原則として、指定管理者が運営する保育園の園長会（年３回程度）及び私立保育園園長会（月１
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回）に参加すること。また、別途北区の指導により関係の会議等に参加すること。

  ⑦健康診断等については、北区直営保育園と同様の回数・内容で実施すること。

（２）給食

  ①調理業務は、食育基本法の理念を尊重し、児童の発達状況、摂取状況等に十分配慮し提供するこ

と。また、完全給食を実施し、アレルギーや宗教上の事由が発生する場合には原則として代替食

により対応すること。

  ②給食は、園児への提供前に園長等による検食を実施すること。また、必要に応じて試食会を実施

すること。

  ③地域産業の活性化に配慮し、食材の購入については、区内近隣業者の活用を基本とすること。

（３）施設、設備の管理

  ①光熱水費、電話料金については、指定管理料の運営費で負担すること。

  ②北区が実施する環境マネジメントシステムに基づき、省資源活動を励行すること。

  ③寝具の布団乾燥消毒（年４回）は、北区が全額負担する。

  ④指定管理料のうち、備品購入費を用いて購入した備品及び修繕、工事により取得した備品につい

ては、北区の備品として登録する。

※備品とは、性質・形状を変えることなく長期間にわたって使用することのできる、購入予定価格

（外掛消費税含）が５万円以上の物品をいう。

  ⑤施設の小破修繕に要する経費は、指定管理料の修繕費で対応すること。ただし、北区の許可を前

提として、指定管理者の管理経費による修繕、工事を認める。

  ⑥修繕・工事による成果の帰属は北区とする。

（４）事故防止・安全対策・防火対策・災害対策

  ①園内での事故防止はもとより、法令等に準拠した防災体制、防火管理体制の整備及び防災（震

災）・防火訓練の実施は、指定管理者が主体となって必要な回数、責任を持って実施すること。

  ②大規模な災害が発生した際には、北区の防災計画等に準じて行動し、利用者の安全確保及び保護

に努めること。

③災害時の備蓄は、指定管理者の負担により購入すること。購入する物品の種類や数量等につい

ては、北区の直営保育園に準じること。

  ④区立保育園で導入している「保育園・学童クラブ緊急情報メール配信システム」（災害発生時や

その他緊急時において、児童や施設の状況を保護者へメールで配信するシステム）の運用管理業

務（メール配信、保護者からの登録申請の受付、メールアドレスの登録等）を行うこと。

  ⑤業務の遂行にあたり、以下の保険に加入すること。

    施設賠償責任保険

（５）区外在住児童の受託制限

    各歳児とも、定員を充足する最後の１名分は、区外在住児童の受託を制限する。

（６）その他

  ①個人情報等の管理については、「北区情報セキュリティポリシー」に準拠し、適切に行うこと。

  ②地域産業の活性化に配慮し、物品の購入については、区内近隣業者の活用を基本とすること。

  ③特別保育事業（延長保育、一時預かり保育、年末特別保育）において発生する保育料は北区の歳
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入とし、指定管理者は請求に関する事務（納付書の発行及び催告事務等）を行うほか、スポット

保育料（１日単位の延長保育利用料）については、保護者からの委任に基づき徴収・納付を行う

こと。

Ⅲ．選定の手順

１．指定管理者候補者の決定方法

 応募者から提出された書類及び応募者が現在運営している施設の状況を北区が設置する選定委員会

において審査し、北区長が決定する。

２．審査方法

（１）選定体制及び選定方法

    北区で組織する指定管理者候補者選定委員会が候補者選定に係る審査を実施する。

 応募者から提出された書類審査及びプレゼンテーション審査、並びに現在運営している保育園、

幼稚園、認定こども園の現地視察審査を実施し、総合的に判断する。

  ①書類審査

    応募者から提出された書類について、審査を実施する。なお、７法人以上から応募があった場

合は、応募者から提出された書類に対する書類審査を第一次審査として実施し、原則として、６

法人以下に絞り込みを行う。

  ②プレゼンテーション審査

 書類審査実施後に、応募者のプレゼンテーション審査を実施し、原則として、３法人以下に絞

込みを行う。

  ③現地視察審査

 プレゼンテーション審査実施後に、現在運営している保育園、幼稚園、認定こども園の現地視

察審査を実施し、原則として、第二順位まで指定管理者候補者を決定する。

（２）審査項目（一部抜粋）

審査項目 審査の視点

法人の健全性 コンプライアンスに対する法人の強い意思が感じられるか。運営している

施設は適正に運営されているか。きちんとした理念を持ち合わせているか。

財政基盤は安定しているか。

事業への参画意欲 強い意欲ときちんとした運営のビジョンを持ち合わせているか。

保育の内容 運営している施設での保育は質が高く、安全・衛生といった面で不安はな

いか。現在の区直営での保育の水準を維持する力量を持ち合わせているか。

３．募集及び選定のスケジュール

２０１８年

１０月３０日（火） 公募説明会（１回目）

時間： 午後７時００分～

場所： 北とぴあ（北区王子 1-11-1）7階 701会議室
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申込： 参加を希望する場合は、事前に法人名と参加人数を連絡すること

参加人数は各法人２名まで

１０月３１日（水） 公募説明会（２回目）＜内容は１回目と同様＞

時間： 午後２時００分～

場所： 北とぴあ（北区王子 1-11-1）14 階 スカイホール 

申込： 参加を希望する場合は、事前に法人名と参加人数を連絡すること

参加人数は各法人２名まで

１０月３１日（水） 質問受付開始

１１月１３日（火） 申込書類提出期限

受付時間： 午後５時まで

郵送の場合： １１月１２日（月）の消印のものまで有効

１１月２７日（火） 質問受付期限

１２月１１日（火） 応募書類提出期限

受付時間： 午後５時まで

郵送の場合： １２月１０日（月）の消印のものまで有効

２０１９年

１月下旬頃 第一次審査（書類審査）

※ 応募が７法人以上の場合に、書類審査により６法人以下まで絞り込みを

行う。

２月下旬頃 第二次審査（プレゼンテーション審査）

※ プレゼンテーション審査により３法人以下まで絞り込みを行う。

２月下旬

 ～３月中旬頃

現地視察による審査（運営施設の実地調査）

４月中旬頃 指定管理者候補者の内定

４．提出書類

【申込書類の提出期限】 ２０１８年１１月１３日（火）

（１）指定管理者の指定申請及び法人に関する書類

  ①指定管理者指定申請書及び誓約書《様式１》

  ②法人の履歴事項全部証明書（登記簿謄本）

  ③印鑑証明書（応募申込日前３カ月以内に発行されたもの）

  ④決算書等（直近３期分の決算書及び平成３０年度分の予算書）

    法人の設立及び監督等を定める法律、政令及び各省庁が定める省令、規則、規程基準等により

作成された決算書類、財産目録等事業報告書一式及び決算附属明細表
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【応募書類の提出期限（第 1回目）】 ２０１８年１２月１１日（火）
 Ａ 指定管理者の指定申請及び法人に関する書類

  ａ．法人運営の理念等（法人運営に関する基本的な考え方、理念） 《様式自由》

 コンプライアンスをはじめとする法人の基本理念について、記述すること。

  ｂ．定款（最新のもの）

  ｃ．法人の事業経歴 《様式２－１》

  ｄ．役員、評議員等の構成 《様式２－２》

  ｅ．施設の運営状況 《様式３－１》

    法人が運営している全ての施設について、記述すること。

  ｆ．所轄庁の指導検査における直近の指摘文書（写し）

  ｇ．決算書等（直近３期分の決算書及び２０１８年度分の予算書） ※Ⅲ．４．（１）④再掲

法人の設立及び監督等を定める法律、政令及び各省庁が定める省令、規則、規程基準等により

作成された決算書類、財産目録等事業報告書一式及び決算附属明細表

  ｈ．法人代表者の履歴書 《様式自由》

  ｉ．法人税の納税証明書、法人地方税の納税証明書及び消費税の納税証明書

  ｊ．関係資料

   ア．指名停止処分及び指定取り消しの状況

    過去３年間の国や地方公共団体における指名停止処分及び指定取り消しの状況（該当がない

場合はその旨を記述）

  イ．法人及び法人が現在運営している施設の概要が分かる書類

    法人のパンフレット、施設の利用案内（しおり）、ホームページ等の利用者向けの案内を添

付すること。

  ウ．法人に関係が深い他法人に関する資料

    人事面や事業等において連携を行っている法人があれば、その内容を記述し、法人の概要が

わかる書類（パンフレット等）を添付すること。

 Ｂ 現在運営している保育所、幼稚園、認定こども園に関する書類

  ａ．園規則・就業規則（給与規定等を含む） 《様式自由》

  ｂ．歳児別定員及び在籍者数、特別保育実施実績 《様式３－１（２）》

  ｃ．職員配置等、職員の採用・異動・退職の状況 《様式３－２》

  ｄ．職員在職年数状況、職員平均年齢状況 《様式３－２（２）》

  ｅ．職員年齢別構成状況 《様式３－２（３）》

  ｆ．職員給料別構成状況 《様式３－２（４）》

  ｇ．保護者宛配布物 《様式自由》

    園だより、保健だより、献立表、クラスだより等を各１部ずつ

  ｈ．福祉サービス第三者評価結果（写し）

    直近の結果を添付すること（受審していない場合は、その旨を記述すること）。
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 Ｃ 運営提案書 《様式自由、但し、以下の標題項目名を明記すること》

  ａ．保育園運営に関する考え方

ア．（運営、保育）理念、方針、目標

  イ．全体的な計画・年間指導計画・年間行事計画

  ウ．健康・衛生管理（児童の健康管理、疾病等への対応、感染症対応、施設の衛生管理等）

  エ．安全対策・事故防止（園内での事故防止、災害等の避難訓練等安全管理計画、防犯対策と危

機管理等）

  オ．虐待等への対応（虐待の早期発見やその家庭への対応、関係機関との連携等の取り組み）

  カ．家庭との連携（日常的な考え方や方法、保護者会等への取り組み）

  キ．苦情解決（苦情処理の体制や手順、保護者や近隣住民への対応等）

  ク．給食・おやつ（食材の考え方及び内容、アレルギー児対応）

  ケ．地域における子育て支援（地域活動事業、在宅乳幼児支援事業等への取り組み等）

  コ．サービス評価（事業者の自己評価、第三者評価受審への取り組み等）

  サ．情報公開（サービスの内容、評価結果、苦情に対する情報の公開や提供の方策）

  シ．情報管理体制（個人情報保護等の情報セキュリティに関する取り組み）

  ｂ．特別保育事業

  ア．延長保育

  イ．一時預かり保育

  ウ．年末特別保育

  エ．障害児保育

 ｃ．自主事業計画書《様式１０》

 ｄ．受託にあたっての考え方・取り組み

   指定管理者制度受託の抱負や考え方について、特にアピールしたい点があれば、記述すること。

Ｄ 職員配置及び給与等の計画

  ａ．職員配置

  ア．職員配置表 《様式５－１》

    ※配置予定の職員が明らかな場合、年齢・経験年数・略歴等を追記すること。

  イ．職員勤務体制 《様式５－２》

  ウ．職員の確保・育成 《様式５－５》

  ｂ．給与・資金収支

  ア．職員給与体系 《様式５－３》

  イ．職員給与費内訳 《様式５－４》

  ウ．資金収支計画書 《様式７－１》

 Ｅ 志茂保育園引継保育提案書  《様式自由》

    指定管理者として管理を代行するにあたって、移行にかかる在園児・保護者の負担を軽減し、

円滑な移行ができるようにするため、引継保育期間（２０２０年１月～３月）を設ける。引継保

育期間の取り組み内容や考え方を、予算見積書、職員配置計画書等により具体的に提案すること。
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【決算書等を精査したうえで、必要に応じて提出を求めるもの】

（１）法人が所有する土地の場所及び面積

（２）法人が所有する土地、建物及び有価証券（株式数の記載含む）に関する時価情報

（３）土地、建物に関する固定資産評価額

（４）固定資産台帳

（５）過去３年分の試算表

５．提出方法

（１）提出部数

   【申込書類】 正本１部

   【応募書類】 正本１部及び副本１２部 ※書類提出の流れは下記③を参照

（２）作成方法

  ①書式（申込書類、応募書類共通）

   ・用紙は原則 A４サイズ（両面印刷可）とし、Ａ３、Ｂ４サイズの用紙は片袖折りにすること。
   ・文字は漢字、ひらがな、カタカナを使用し、横書きを原則とする。単位はメートルで表記する

こと。

   ・目次をつけること。

   ・Ａ～Ｅの項目ごとに表紙をつけること。

   ・書類が２ページ以上にわたる場合は、下部余白にページ数を表記すること。

   ・Ａ～Ｅ及びａ～ｊの書類右端にインデックスを付け、左とじで A４版の縦型バインダーに綴じ
ること。  

  ②提出書類の黒塗り（応募書類のみ）

・正本１部、副本１部

  法人名、運営している保育園名、所在地、電話番号等を明記したものを提出すること。

   ・副本１１部

 法人名、運営している保育園名、所在地、電話番号等の法人名を特定できる記載箇所を黒塗

り等で伏せること。

③書類提出の流れ

２０１８年

１１月１３日（火） 申込書類（正本１部）提出

１２月１１日（火） 応募書類提出（第１回目）

・副本１部（黒塗りなし）

・副本１部（黒塗りあり）

事務局で応募書類の確認を行う

※提出書類の修正等に関する連絡があった場合には速やかに修正すること
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④様式の配布

   ・本募集要項等に関する質問書、提出書類の様式等（ＷＯＲＤまたはＥＸＣＥＬファイルによる）

は、北区公式ホームページ（本要項を掲載したページ）に公開する。

６．その他提出書類に関する注意事項

（１）上記の提出書類のほか、北区が必要とする書類の提出を求めることがある。

（２）本公募に必要な費用は、応募者の負担とする。

（３）応募書類提出後の提案内容の変更は、第１回目の提出期限まで受け付ける。

（４）提出された提案書等の著作権は、応募者に帰属する。ただし、北区が採用する提案の公表等に必

要な場合は、無償で使用できるものとする。また、協定締結後は、公正性、透明性及び客観性を

期するため、提案書等を公表することがある。

（５）指定管理者候補者に決定した後、提案内容について情報公開請求があった場合は、東京都北区情

報公開条例に基づき公開する。

（６）提出された提案書等は返却しない。

（７）北区が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的での使用を禁じる。

（８）応募に関する質問は下記の問い合わせ先に電子メールまたはＦＡＸで行うこと。なお、質問への

回答は、対象施設の全応募者に電子メールまたはＦＡＸにて送付する。

７．応募法人名の公表について

 選定の終了後、当募集要項に基づき応募法人名を公表する。その際、第一順位、第二順位の指定管理

者候補者となった応募法人については、法人名と順位を併せて公表する。

８．問い合わせ及び提出先

 〒１１４－８５０８ 東京都北区王子本町１－１５－２２

北区役所第一庁舎２階３番

北区教育委員会事務局子ども未来部保育課保育運営係

電話：０３（３９０８）９１２７ ＦＡＸ：０３（３９０８）９２８３

メールアドレス：hoiku-ka@city.kita.lg.jp 

２０１９年

北区から提出の

連絡があった後

応募書類提出（第２回目）

※事務局の指示により修正したものを提出すること

・正本１部（黒塗りなし）

・副本１０部（黒塗りあり）
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【別添】保育園モニタリング帳票一覧  
区分 頻度 時期 書   類   名 

指

定

管

理

者

年

５月 

中旬 

事業計画書 

平成○○年度事業計画書 

職員配置等の状況 

全体的な計画・年間指導計画 

年間行事等予定表（保護者会を含む） 

年間研修計画

年間災害訓練計画 

平成○○年度予算書 

５月 

中旬 

事業報告書 

平成○○年度事業報告書 

平成○○年度維持修繕（工事）一覧 

平成○○年度新規購入（廃棄）備品一覧 

年間行事等報告書（保護者会を含む） 

平成○○年度苦情解決処理台帳 

平成○○年度決算報告書 

月 

翌月 

５日 

月次事業報告書 

月次モニタリング用事業報告書 ※保育内容・職員の状況等に関する報告 

児童数・職員数等の報告書 

一時預かり保育納付書発行リスト 

休日保育納付発行書リスト  ※実施している場合 

子育て支援実施状況報告書 

スポット保育利用実績報告書 

職員配置等の状況 

随時

随時報告書 

事故発生状況報告書･記録簿 

施設改善報告書 

苦情対応報告書 

管理施設の備品購入承認申請書 

管理施設の修繕承認申請書 

年 
１回 

以上

指定管理者による点検 

利用者満足度調査 

 ※添付の様式を参考に、アンケートを実施し、取りまとめの結果を公表する。 

法定点検 建築基準法第１２条、フロン排出抑制法による点検 

情報資産台帳 

電気、ガス、水等のエネルギー、資源の使用量数値の報告 
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指定期間の 

２年目と４年目 

第三者評価 

東京都福祉サービス第三者評価 

東京都福祉サービス第三者評価実施結果に基づく改善報告書 

区随時 随時

区職員による点検 

北区指定管理者モニタリングマニュアルに基づくモニタリング 

区職員による点検チェックシート 


