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１．募集の趣旨 

本市は幼児期の教育・保育の充実を重要施策として位置づけ、待機児童の解消に向け、

認可保育所や認定こども園の整備、小規模保育事業の促進などにより保育の拡充を図って

いくこととしています。 

本市では、令和元年度に策定した「第２期成田市子ども・子育て支援事業計画」に基づ

き、待機児童の解消のため、「公津地区の一部」（下表参照）において、令和３年４月開

設の小規模保育事業所を設置・運営する事業者を募集します。 

※小規模保育事業について 

「小規模保育事業」は、３歳未満の児童を対象とし、認可保育所と比べ小規模で家庭

的な雰囲気のなかで、児童を保育する事業です。施設の類型がＡ型・Ｂ型・Ｃ型に分か

れており、定員や保育従事者のうちの有資格者の割合等がそれぞれ異なっています。ま

た、保育所・幼稚園・認定こども園のいずれかと連携し、「保育内容の支援」「代替保

育」「３歳以上の児童の受入れ先の確保」等の支援をお願いすることとなっています。 

 

２．募集事業所・募集地域等 

募集事業所 箇所数 募集地域 定 員 

小規模保育事業Ａ型 １箇所 

公津地区の一部（大袋・

江弁須・飯田町・並木町・

飯仲・宗吾1～4丁目・公

津の杜1～6丁目・はなの

き台1～3丁目） 

 

１５人～１９人 

     

３．事業者の応募資格 

児童福祉法に規定される小規模保育事業所の設置及び運営を希望する者で、かつ、次の

要件を満たす者であること。 

ア 児童福祉法第３４条の１５第３項第４号に掲げられた基準に該当しないこと。 

イ 成田市暴力団排除条例（平成２４年成田市条例第３９号）第９条に基づき、事業実

施者になろうとする者が、同条例第２条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に

規定する暴力団員等に該当していないこと。 

ウ 申請者（法人の場合は、法人及び法人代表者）について国税及び地方税の滞納がな

いこと。 

エ 社会福祉法人等以外の場合は、次の要件を満たすこと。 

(ｱ) 事業を実施するために必要な経済的基礎として、小規模保育事業所の年間事業費

の概ね１２分の１以上に相当する資金を普通預金等により保有していること。また、

直近の会計年度において、小規模保育事業を経営する事業以外の事業を含む当該主

体の全体の財務内容について、３年以上連続して損失を計上していないこと。 

(ｲ) 運営事業者（法人の場合にあっては経営担当役員）が社会的人望を有すること。 

(ｳ) 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること（次

の①及び②のいずれにも該当するか、又は③に該当すること。）。 
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①実務を担当する幹部職員が、保育所等において２年以上勤務した経験を有する者

であるか、若しくはこれと同等以上の能力を有すると認められる者であるか、又

は経営者に社会福祉事業について知識経験を有する者を含むこと。 

②社会福祉事業について知識経験を有する者、保育サービスの利用者（これに準ず

る者を含む。）及び実務を担当する幹部職員を含む運営委員会（小規模保育事業

の運営に関し、当該小規模保育事業の設置者の相談に応じ、又は意見を述べる委

員会をいう。）を設置すること。 

③経営者に、保育サービスの利用者（これに準ずる者を含む。）及び実務を担当す

る幹部職員を含むこと。 

 
４．事業概要等（事業実施の基準及び認可基準） 

（１）業務内容 

小規模保育事業Ａ型の運営（令和３年４月１日開始） 

（２）定員 

３歳未満児１５人～１９人（定員構成は、０歳児≦１歳児≦２歳児とすること） 

（３）開所日等 

ア 開所日   月曜日～土曜日 

イ 開所時間  原則１１時間（午前８時３０分～午後４時３０分の８時間を含む） 

ウ 休所日   日曜日、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、１２月２９日～翌年１月３日 

（４）対象児童 

原則として、成田市在住の児童であって、保育を必要とする３歳未満児 

（５）保育利用申込先及び利用決定について 

ア 保育利用希望者は、成田市健康こども部保育課に保育認定申請及び入所申込みを行

う。令和３年４月入所分については、２次受付期間での受付を予定しており、令和３

年２月下旬頃が申請期限の見通し。 

イ 対象児童の保育の認定及び利用者負担額を決定し、入所承諾書等を利用希望者へ通

知する。 

（６）職員配置等 

ア 保育を提供する職員 

・保育士資格を有する者 

イ その他の職員 

・調理員及び嘱託医（小児科医又は内科医、及び歯科医）を配置すること。 

・「成田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」第１７条の

規定により給食の提供を行う場合は、調理員を配置しないことができる。 

ウ 保育士配置基準 

・０歳児３人につき１人、１・２歳児６人につき１人の保育士を配置し、さらに、１

人を加えた数を配置基準とすること。 

・保育士数を算定する際に、当該事業所に勤務する保健師、看護師又は准看護師１人

に限り、保育士１人とみなすことができる。 
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・幼稚園教諭、小学校教諭及び養護教諭を保育士とみなすことができる。また、配置

すべき保育士数の３分の２以上、保育士（保育士とみなされる保健師、看護師、准

看護師、幼稚園教諭、小学校教諭及び養護教諭を除く）を配置すれば、子育て支援

員研修修了者を配置することができる。ただし、配置すべき保育士数が２人の時は、

子育て支援員研修の地域保育コースの地域型保育の修了者を１人の配置が可能。 

エ 管理者 

・管理者とは、児童福祉事業に２年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有す

ると認められる者で、常時、施設の運営管理に従事する者とする。 

・管理者と配置基準に基づく保育士を兼務することもできる。 

（７）施設基準等 

ア 建物 

・事業実施予定者が所有、又は賃貸借する物件であること。 

・賃貸借する物件の場合は、物件所有者が小規模保育事業所の運営について承諾して

いること。 

・施設の延床面積が２００㎡を超える場合は、建築基準法で定める保育の用途に変更

すること。 

・新耐震基準を満たし、耐震性を有すること。（昭和５６年以前に完成した建物の場

合は、耐震調査を実施し問題のないもの又は耐震補強済のもの） 

・保育室は、原則として１階とすること。これによりがたい場合は、「成田市家庭的

保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」第２９条第７号に定める基

準を満たすこと。（条例、下表等を参照のこと。） 

保育室がある階 ２階 ３階 ４階以上 

イ .建物構造 
耐火建築物 

準耐火建築物 
耐火建築物 耐火建築物 

ロ .階段など 

(それぞれに１つ

以上設置) 

常 

用 

・屋内階段 

・屋外階段 

・屋内避難階段 

・屋内特別避難階段 

・屋外階段 

・屋内避難階段 

・屋内特別避難階段 

・屋外避難階段 

避 

難 

用 

・屋内避難階段 

・屋内特別避難階段 

・屋外階段 

・準耐火構造の屋外傾
斜路等 

・退避上有効なバルコ
ニー 

・屋内避難階段 

・屋内特別避難階段 

・屋外階段 

・耐火構造の屋外傾斜 

路等 

・屋内避難階段（排煙

設備を有するもの） 

・屋内特別避難階段 

・耐火構造の屋外傾斜 

路等 

・屋外避難階段 

階段等までの距離  
常用・避難用の設備は、保育室等の各部屋から
歩行距離が30ｍ以下とすること。 

転落防止 保育室等の出入り、通行する場所に転落事故防止設備を設けること。 

備  考  
イ・ロの条件を満たし、保育を行う部屋における内装

は、不燃材を使用し、カーテン、敷物、建具等につい

て防炎処理が施されていること。 

イ 保育室等の面積等 



4 

・保育室は、０歳児及び１歳児１人あたり３．３㎡以上、２歳児１人あたり１．９８

㎡以上とし、有効面積（内法面積から造り付け・固定造作物を除いた面積。）で算

出すること。 

・採光、換気が良好であること。 

ウ 必要な設備等 

・保育室等と区画された沐浴設備を有すること。 

・保育室等と区画された幼児用トイレ（補助便座、オマルは不可）を１つ以上有して

いること。 

・衛生的な調理室又は調理設備を有していること。 

・火災報知器及び消火器等、非常災害防止に必要な設備を有すること。 

エ 屋外遊戯場 

・施設敷地内に２歳児１人あたり３．３㎡以上の屋外遊戯場を設けること。ただし、

敷地内に屋外遊戯場を確保することが困難な場合は、事業所付近に屋外遊戯場に代

わるべき公園等があること。 

（８）保育内容等 

ア 保育内容 

・保育所保育指針（平成２９年厚生労働省告示第１１７号）に準じるとともに、小規

模保育の特性を生かし、低年齢児保育に留意した保育内容とすること。 

イ 保護者との連携 

・保育を希望する児童及び保護者に事前面談を実施し、保育方針、内容、保育時間、

利用者負担額等の説明を行うこと。 

・利用児童の日々の状況を的確に把握するとともに、保護者と保育従事者とで日々の

利用状況の様子を適切に伝えあえる体制を整えること。 

ウ 給食 

・利用する乳幼児に対して、給食（主食・副食）を提供すること。 

・離乳食やアレルギー食等、配慮を要する児童の対応食など、個々に配慮した「食」

の提供を行うこと。 

・給食の提供方法は、原則、施設内にて調理する方法によること。ただし、一定の基

準を満たす連携施設等から給食を搬入することは可能とする。 

エ 健康診断 

・利用児童に対し、入所前健康診断及び少なくとも年２回の定期健康診断を実施する

こと。 

・職員への健康診断は少なくとも年１回実施し、調理等に携わる者は毎月検便を行う

こと。 

オ 研修の実施等 

・業務に従事する職員の資質向上を図るため、保育等に関する必要な研修を行うこと。 

カ 連携施設との連携の内容 

・連携施設の屋外遊戯場の定期的な利用に関する支援・連携施設の入所児童との定期

的な交流等、合同保育に関する支援。 

・乳幼児の保育に関する相談支援・指導のほか、保育士等の急病等に際しての代替要
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員の派遣等の後方支援。 

・卒園児を受け入れて引き続き、教育又は保育を提供する支援。 

※連携施設は、複数設定することも可能です。 

キ その他 

・施設賠償責任保険に加入すること。 
 

５．運営経費等 

（１）給付費 

国の示す公定価格による。(地域区分１５／１００) 

※給付費の額は、公定価格から利用者負担額を差し引いた額となります。 

（２）利用者負担額 

国が示す基準を上限として、市が定める額 

（３）その他 

 延長保育事業その他の支援内容について、別途協議が必要となります。また、公定

価格における管理者設置加算は、管理者が常時、事業所の運営管理業務に専従し、か

つ、有給であることが要件となります。 
 

６．小規模保育事業所改修に係る補助金を受ける場合 

小規模保育事業を実施するにあたっては、施設改修補助金及び賃借料補助金を受けるこ

とができます。この補助金は、本年度実施が予定されている保育対策総合支援事業費補助

金に基づくものであり、認可保育所等設置支援事業の実施について（令和２年５月１日子

発０５０１第２号）の別添１に定める、保育所等改修費等支援事業実施要綱に該当する事

業を対象としています。なお、今後、国から示される保育対策総合支援事業費補助金交付

要綱及び取り扱いの詳細によって内容が変更となる場合があります。詳細が判明し次第、

お知らせいたします。 

小規模保育事業所改修に係る補助金は、既存建物を改修して小規模保育事業所を設置す

る場合に要する費用の一部を補助するもので、概要は次のとおりです。 

ア 補助対象者は、次の要件に全て該当する者とする。 

・社会福祉法人、学校法人、株式会社等の法人格を有する者又は補助金交付申請時ま

でに法人格を有することができると見込まれる者（政治的な目的のために結成され

た法人を除く。）。 

・改修を行う施設が、小規模保育事業所の建物基準及びその他運営に関する基準を満

たすものであること。 

・保育需要から整備する必要性が高いと認められるもの。 

・今回の応募により選定され、小規模保育事業所を設置・運営する者。 

イ 補助対象経費 

・設備整備及び改修整備等に係る費用（設計監理費、備品等は補助対象外です。） 

・補助を受けようとする小規模保育事業所に係る工事着手日から令和３年３月３１日

までに限り、必要とする建物賃借料等（敷金を除く） 

ウ 補助基準額 
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・３２,０００千円（上限） 

エ 補助率 

・補助金の額は、ウの補助基準額と補助対象経費を比較して少ない方の額を補助基本

額とし、補助基本額に４分の３を乗じて得た額（千円未満の端数がある場合は、こ

れを切り捨てた額）とします。 

オ その他 

・工事業者は、成田市入札参加資格業者より入札で決定していただきます。 

・入札については、成田市職員が立ち会います。 

・入札等において不正等が発覚した場合は、補助金の返還や事業実施者としての選定

を取り消すこともあります。 

・小規模保育事業所の運営期間は、原則１０年以上とし、廃止した場合は、運営した

期間に応じて補助金を返還していただく場合があります。 

 
７．失格事項 

次の各号のいずれかに該当する場合は、選定の対象から除外します。 

（１）選定審査に関する不当な要求等を申し入れた場合 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３）この要項に違反し、又は著しく逸脱した場合 

（４）その他不正行為があった場合 

 

８．研修について 

保育士資格を有しない保育従事者向けに子育て支援員研修を、市主催で実施を予定して

います。保育士資格を有しない場合には、研修を修了していることが小規模保育事業に従

事する条件となることから、必ずこの研修を受講してください。 

  
９．応募について 

（１）応募相談について 

次の期間中、募集に関する応募相談を受け付けます。 

ア 応募相談の申し込みについて 

応募相談については、必ず電話又はメールにて予約を行い、日時、相談内容、人数

などを申し出ること。なお、必ず応募予定事業者の方が来庁してください。 

※申し込みの状況により、希望の日時に対応ができない場合があります。 

イ 応募相談期間 

令和２年６月２６日（金）から令和２年７月２２日（水）まで 

   （ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

  午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

ウ 相談先 

成田市健康こども部子育て支援課 

   電 話 ：０４７６－２０－１５３８ 

   Ｅメール kodomo@city.narita.chiba.jp 

mailto:kodomo@city.narita.chiba.jp
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応募相談は電話又はメールではお受けできません。 

予約に基づき日時を調整して相談をお受けしますので、予めご了承ください。 

（２）事前応募申込みについて 

応募申請書類の提出前に、事前応募申込書を提出していただく必要があります。 

事前応募申込書の受付期間は、応募申請書類の提出前までに締切となりますので、応募

を予定する場合には、提出期間内に必ず事前応募申込書を提出してください。この事前応

募申込書の提出がない場合は、応募申請の受付はできませんので、注意してください。 

ア 提出期間 

令和２年７月１６日（木）～令和２年７月２２日（水）午後５時（必着） 

イ 提出方法 

成田市ホームページから所定の「事前応募申込書」をダウンロードし、必要事項を

入力の上、メールによりお申込みください。（メールの送信後、電話にて到達確認を

お願いいたします。） 

【メール送信先】成田市健康こども部子育て支援課 

Ｅメール kodomo@city.narita.chiba.jp 

電話番号 ０４７６－２０－１５３８ 

（３）応募申請について 

応募申請期間：令和２年７月２７日（月）～令和２年８月３日（月） 

（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

※応募書類の提出は、持参とします。郵送等による提出は、不可とします。 

※受付時に書類の確認を行うことから、時間を要する場合がありますので、必ず事

前に連絡をお願いします。 

※応募期間中の書類差替え等は可能としますが、応募期間終了後につきましては、

原則、不可とします。 

（４）申請書類について 

  申請書類は、正本１部、副本６部とします。 

※「成田市小規模保育事業所設置・運営事業に係る申請書類について」に基づき、

書類作成をしてください。 

・申請書類は、番号ごとにインデックスを付け、１部ずつＡ４ファイルに綴じてくだ

さい。 

・成田市が必要と認める場合は、申請書類提出後に追加書類の提出を求める場合があ

ります。 

・申請書類は、様式の定めがある場合を除き、原則として、Ａ４縦型、横書きで作成

してください。 

・申請書類は、返却しません。 

・申請書類の記載事項等の取得した情報は、「成田市情報公開条例」により取り扱い、

公開されることがあります。 

 

１０．運営事業者の選定について 

mailto:kodomo@city.narita.chiba.jp
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（１）運営事業者の選定について 

ア 運営事業者の選定及び審査は、成田市小規模保育事業所設置・運営事業者選定会議

（以下「選定会議」という。）にて行います。 

イ 選定会議において、応募事業者のヒアリングを実施します。 

ウ 運営事業者は、選定会議からの選定結果を受けて、本市が決定します。 

（２）審査内容について 

審査内容については、以下のとおりです。 

事業者について ・応募動機や目的、事業者の経営理念 

・経営陣のプロフィール（役割・責任等） 

・財務状況 

・保育施設等の運営実績 

事業計画について ・職員（配置、確保の見込み、経験、処遇、研修等） 

・保育内容（保育計画等、定員設定、給食等、障害児対応、屋外活

動等） 

・運営体制等（運営体制、会計経理体制、苦情対応、虐待防止対策、

情報管理・個人情報保護、評価、連携施設、市への協力等） 

・保健・安全管理（緊急時対応・非常災害対策、感染症対策、事故

防止対策、嘱託医との連携等） 

・地域活動等（家庭・地域との関わり、地域住民への説明状況等） 

・運営資金（収支予算計画、資金調達等） 

施設について ・立地条件 

・周辺環境 

・建物の状況 

・設備基準 

・整備手法・施設設計・整備資金 

（３）選定結果について 

・選定結果は、応募事業者に通知します。 

・応募事業者数が、募集事業者数に満たない場合でも、審査結果が選定基準に達しない

場合、選定事業者とならない場合があります。 

・選定された事業者が辞退した場合や選定が取り消された場合には、審査結果により一

定の基準を満たした次点の応募事業者を選定事業者とすることがあります。 

 
１１．応募費用等について 

応募に要する一切の費用等については、応募事業者の負担とします。 

 
１２．応募の取下げ及び辞退について 

応募の取下げ及び辞退をする場合は、書面（辞退届：様式は任意）に理由を明記し、提

出するものとします。 

なお、応募書類提出後の書類の返却は、理由の如何にかかわらず、いたしません。 
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１３．選定事業者の取消しについて 

選定事業者として決定された後、本募集要項の以下に該当する場合には、決定を取り消

すことがあります。 

・「３．事業者の応募資格」に掲げる要件に該当しなくなった場合 

・「７．失格事項」に該当することとなった場合 

・事業実施の基準及び認可基準等を満たすことができないと認められる場合 

 

１４．質問について 

不明な点や質問がありましたら、成田市ホームページにある「質問用紙」に記入し、令

和２年７月２２日（水）午後５時までに電子メールによりお送りください。 

原則として、個別には回答しませんが、同種の質問とあわせて、成田市ホームページに

て回答します。なお、個別案件の内容につきましては、応募相談をお申込みください。 

 
１５．スケジュール等について 

１．質問期間 令和２年 ６月 ２６日（金）～ ７月２２日（水） 

２．応募相談 令和２年 ６月 ２６日（金）～ ７月２２日（水） 

３．事前応募申込期間 令和２年 ７月 １６日（木）～ ７月２２日（水） 

４．応募申請期間 令和２年 ７月 ２７日（月）～ ８月３日（月） 

５．ヒアリング 日程調整後、令和２年８月中旬までに実施 

６．選定結果通知 令和２年 ８月下旬 

７．補助金申請 工事業者決定後速やかに 

８．施設整備 工事着手日から令和３年３月上旬 

９．市完了検査 令和３年 ３月上旬 

10．設置認可及び確認 令和３年 ３月下旬 

11．開所 令和３年 ４月 １日（木） 

 

 

問い合わせ先 
〒286-8585 

成田市花崎町７６０番地 

成田市役所２階 

成田市健康こども部子育て支援課 

電 話  ０４７６－２０－１５３８ 

Ｅメ―ル kodomo@city.narita.chiba.jp 

ＨＰ   http://www.city.narita.chiba.jp  

mailto:kodomo@city.narita.chiba.jp
http://www.city.narita.chiba.jp/

