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公立保育所建替えに伴う私立保育所設置及び運営法人の募集要項 

 

令和３年３月 30日 

仙台市 

 

「公立保育所の建替え等に関するガイドライン」（平成 19年８月仙台市策定）に基づき，保育所建替

え及び保育所運営（令和５年４月開所予定の保育所）の主体となる法人を次のとおり募集します。 

 

１ 対象保育所 

仙台市中田保育所（以下「中田保育所」という。） 

所在地：仙台市太白区中田四丁目１番３号 

 

２ 応募資格及び要件 

（１）応募資格 

中田保育所の建替えに伴い，定員 100名規模の保育所の設置，及び令和５年４月１日から保育所

を運営できる社会福祉法人で，保育所等の児童福祉施設の運営実績があり，かつ，保育の質の維持

及び向上が確保できる法人 

ただし，次の項目のいずれかに該当する法人は応募することができない。 

ア）地方自治法施行令第 167条の４に該当するもの 

イ）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）により再生中または更生にかかる手続を開始しているもの 

ウ）仙台市税並びに消費税及び地方消費税を滞納しているもの 

エ）暴力団（暴力団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条第２

号に規定する暴力団をいう。）又はその構成員の統制下にあるもの 

 
（２）応募要件 

① 保育の基本方針 

保育の実施にあたっては，保育所保育指針（平成 29年３月 31日厚生労働省告示第 117号）を

基本とし，全体的な計画及び指導計画を作成の上実施すること。また，新保育所設置後は，設置

当初の保育内容，職員の資格及び配置等の基準を維持するよう努めること。 

新保育所設置後において，一般指導監査に加え，応募要件を満たした保育所運営がなされてい

るかについて本市が行う確認，指導等へ協力すること。また,指導監査の結果，指導事項があった

場合，その指導等に従うこと。 

なお，保育所の運営にあたり宗教的な理念を取り入れないこと。 
 

② 保育内容 

中田保育所が現在実施している保育サービスについては継承して行うこと。また，保育や給食

等の実施にあたっては，全体的な計画等や食育計画等，各種計画等を作成し実施すること。各種

計画等の作成にあたっては，円滑に移行できるよう，現行の各種計画等と整合のとれた内容とし，

仙台市と協議の上作成すること。 

なお，宗教的な日課や行事を行わないこと。 

※仙台市の全体的な計画については，「別紙１」のとおり。 
 

③ 職員の資格及び配置 

職員は，法人が直接雇用する者を児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和 23 年厚生

省令第 63号）を満たすように配置すること。また，中田保育所に勤務していた会計年度任用職員

等が設置後の新保育所で就労を希望する場合は，その採用に配慮すること。 
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各職員の資格及び配置については次のとおりとする。 

なお，「保育士」とは児童福祉法第 18条の４に規定する者，「栄養士」とは栄養士法第１条第１

項に規定する者をいい，「常勤」とは１日当たり７時間 45分以上かつ１週当たり５日以上の勤務

の者をいう。 

ア 施設長 

次の両方の要件を満たす者又は同等以上の経験を有する者で本市の承認を得た者とする。 

ア）保育所において常勤の保育士又は栄養士として 10年以上勤務した経験を有する者 

イ）保育所において専任の施設長又は主任保育士として３年以上勤務した経験を有する者 

なお，退職等により保育の仕事に従事していない期間が継続して６年以上ある場合は，復職

後からの経験年数で算定すること 

イ 主任保育士 

保育所において常勤の保育士として７年以上勤務した経験を有する常勤の者 

なお，退職等により保育の仕事に従事していない期間が継続して６年以上ある場合は，復職

後からの経験年数で算定すること 

ウ 保育士 

次の両方の要件を満たすこととする。 

ア）児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第 33 条第２項に規定する保育士数について

は常勤の保育士を配置すること 

イ）ア）の保育士のうち，保育所での経験を有する者の割合は，概ね，５年以上の者が３割

以上,その者を含め３年以上の者が６割を超えた配置とすること 

なお，退職等により保育等の仕事に従事していない期間が継続して６年以上ある場合は，

復職後からの経験年数で算定すること 

※保育所の設備等の基準を超えて保育士を配置する場合については，本市の補助制度の対

象になる場合がある。 

エ フリー保育士（保育所において，組又はグループを専ら担当しない常勤の保育士で，施設長及び主任保育士でない者をいう。） 

常勤の保育士を１名以上配置すること 

オ 栄養士 

常勤の栄養士を１名以上配置すること 

※栄養士については，本市の補助制度の対象になる場合がある。 

カ 調理員 

３名以上配置すること。うち，２名は１日当たり６時間以上かつ１週当たり５日以上の勤務

の者とすること（調理業務に携わる栄養士を含む。） 

※調理員については，本市の補助制度の対象になる場合がある。 

キ 看護師 

１名以上配置することが望ましい。 

※看護師については，本市の補助制度の対象になる場合がある。 
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④ 応募要件となる保育サービス等一覧 

【保育サービス】 

応募要件（現在中田保育所で実施しているもの） 新保育所での実施が望ましいもの 

延長保育の実施 

・月曜日から金曜日までの保育時間を 12時間以上とす

ること 

⇒７時 15分から 19時 15分以降まで（18時 15分から

19時 15分以降までの１時間以上の延長保育の実施。 

月額 3,000円） 

 

・土曜日の保育時間を 11時間以上とすること 

⇒７時 15分から 18時 15分以降まで 

 

延長保育の実施 

・月曜日から金曜日までの保育時間を 13時間以上とす

る 

⇒７時 15分から 20時 15分以降まで（18時 15分から

20時 15分以降までの２時間以上の延長保育の実施） 

 

 

・土曜日の保育時間を 12時間以上とする 

⇒７時 15分から 19時 15分以降まで（18時 15分から

19時 15分以降までの１時間以上の延長保育の実施） 

 

保育所の休日 

・日曜日，国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第

178 号）に規定する休日及び 12 月 29 日から翌年の

１月３日までの日とすること 

 

休日保育の実施（自園児のみでも可） 

 

障害児保育（３歳未満児障害児含む）の実施 

・障害児３人に対して常勤の保育士１人以上を配置す

ること。ただし，３歳以上児と３歳未満児の担当は別

とすること 

 

医療的ケアの必要な児童の受入れの実施 

・常勤の看護師１人以上を配置する 

食物アレルギー症のある児童の受入れの実施 

・代替メニューを実施し，除去食の提供を行うこと 

 

 

 

給食 

・直営で行うこと 

・宗教食の提供 

・３歳以上児の副食代（月額 4,500円）の徴収 

 

給食 

・３歳以上児への主食提供の実施 

（実施する場合，保護者負担は公立と同額とすること。

現在，月額 1,000円。） 

 

受入れ月齢 

・生後４カ月からの受入れ実施 

 

産休明け保育の実施 

・産後休暇明け２カ月からの受入れの実施 

 

 

 

一時預かり保育の実施 

 

その他サービス 

・希望がある場合，布団乾燥を実施すること（実費徴

収） 

 

その他サービス 

・希望者に対して各種サービスを実施する 

例：おむつ処理，布団リース等 

 
 

【行事】 

応募要件（現在中田保育所で実施しているもの） 新保育所での実施が望ましいもの 

入所式，遠足，七夕まつり，運動会，発表会，退所式（卒

園式）を実施すること 

現在中田保育所で行っている行事を引継いで行うこと 

 

⑤ 保育室等の施設整備 

・100名定員規模の施設で，対象保育所に入所している児童が引続き入所可能となる弾力的な 

定員構成とすること 

・乳児室の面積は乳児１人につき 5.0㎡以上とすること 

・各年齢の保育室とは別に遊戯室を設けること 

・保育所の敷地内に駐輪場を整備すること 
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・健康増進法（平成 14年８月２日法律第 103号）第 25条の規定の趣旨を鑑み，保育所敷地内

は禁煙とすること 

・食中毒，室内空気中化学物質等，施設の衛生管理に支障を与えず，また，利用する児童，職

員等の健康を増進する構造及び設備とすること 

・保育所の整備，維持及び安全管理等に係る関係諸法令，宮城県並びに本市の条例及び規則を

遵守するとともに，これらについて国，宮城県又は本市が定める通知，指針等を遵守するこ

と（建築基準法（昭和 25年法律第 201号），消防法（昭和 23年法律第 186号），仙台市ひと

にやさしいまちづくり条例（平成８年仙台市条例第 30号）及び仙台市杜の都の環境をつくる

条例（平成８年仙台市条例第 47号）等） 

・上記の他，仙台市私立保育所設置認可要綱（平成 20年３月 31日 仙台市子供未来局長決

裁）に規定する事項を満たす整備を行うこと。 
 

⑥ 三者協議会の設置・開催 

設置運営法人の決定後，円滑な引継ぎ・合同保育のあり方について意見交換を行うため，保

護者，法人，本市により構成する｢三者協議会｣を設置し，協議を実施すること。また，新保育

所設置後も，一定期間，三者協議会を設置し，より良い保育環境の確保や向上を図るための協

議を行うこと。 

開催予定：令和４年５月～令和５年９月（２カ月に１回程度開催） 
 

⑦ 引継ぎ・合同保育の実施 

中田保育所の保育内容等を円滑に引き継ぐため，新保育所設置前において本市が指定する期

間（６カ月間を目安とする。），引継ぎ・合同保育等を行うこと。引継ぎ・合同保育等の期間に

ついては，三者協議会で協議の上決定することとする。引継ぎ・合同保育にあたっては，継続

的な保育及び円滑な移行に資するよう十分な熱意と心構えをもって臨むこと。 

引継ぎ・合同保育については，本市へ引継ぎ・合同保育に参加する職員を派遣し，実施する

こと。また，引継ぎ・合同保育開始後には，仙台市が主催する研修に職員を参加させ，公立保

育所での保育や事例研究等について理解を深めること。 

＜令和５年４月開所予定の場合（案）＞ 実施場所…中田保育所 

職種 引継ぎ実施期間 回数 開始時期 

所長 

６カ月間 

週２回 

令和４年 10 月～ 
主任保育士 

10 月～12月：週２回 

１月～ ３月：週３回 

クラス担当保育士 
３カ月間 週４回 令和５年１月～ 

障害児担当保育士 

栄養士 ２カ月間 週３回 令和５年２月～ 

研修（全職種） ３カ月間 週１回（全７回程度） 令和５年１月～ 

 

⑧ 現地事務所の開設 

引継ぎ・合同保育の実施にあたり参加する職員の休憩所を確保するため, 中田保育所の近隣

に現地事務所を開設すること。なお，既に中田保育所の近隣に事務所等を有している場合は不

要とする場合がある。 

※引継ぎ・合同保育にかかる経費については，現地事務所開設の家賃補助など本市が定める

範囲で本市が負担する。  
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３ 審査方法 

法人の応募書類に基づき，保育所の設置運営に対する考え方等についてのヒアリング及び公認会計

士による資金計画等の審査を行う。その後，選定委員会（※１）で，保育所の設置運営を行う法人とし

ての適性，保育所運営内容，施設整備計画，財政力等を審議し，本市と保育所設置へ向けた協議を行う

法人を選定する。 

選定委員会において選定された法人は，保育所建設に対する本市からの補助金交付候補者となるた

め，審査委員会（※２)で審議を経て，最終的な設置運営法人に決定する。また，審査の結果，いずれ

の応募者についても設置運営法人として不適切と判断した場合は，全ての応募者を不選定とする。 

応募者が多数の場合は，一次審査を行う場合がある。 

選定結果については，選定後，速やかに応募者全員に文書で通知する。選定後，応募の概況（経過，

応募者名），審査内容・結果については公表する。 
 

※１ 正式名称「公立保育所民営化及び公有財産等の貸与による認可保育所整備に係る事業者選定委員会」 

…本市職員及び学識経験者等による外部委員から構成されており，保育所設置運営に対する意欲，事業計画，法人

組織，職員体制，経理など適正な保育所運営に不可欠な諸要件の審査を行う。 
 

※２ 正式名称「社会福祉法人設立認可及び施設整備補助に関する審査委員会」 

…本市職員により構成されており，民間社会福祉施設等の整備に係る補助金の交付対象となる施設の選定を行う。 

 

４ 保育所施設整備，保育所用地について 

（１）保育所施設整備 

保育所施設整備に係る費用に対し，本市が予算の範囲内において補助金を交付する。 

補助（予定）金額の上限は下記のとおりとなる見込みである。なお，公立保育所民営化による整

備の場合，通常の整備の場合に比べ，概ね３割増しの補助を行っている。  
 

＜補助（予定）金額（概算）＞ ２３４，１２４千円 

※ 補助（予定）金額は，補助対象経費（外構を除く建築工事費,実施設計・工事監理料,備品費

等）の金額に応じて決定することとなるため，申請をする際は事業費を算定後に補助（予定）

金額を担当者に確認し資金計画を作成すること。 

 

（２）保育所用地 

市有地を設置運営法人へ有償貸付する。（位置図，実測図等は「別紙２」を参照） 
 

所在地（地番）：仙台市太白区中田四丁目 101番５の一部他 

面  積：約 1,400㎡ 

用途地域：第一種住居地域 

建ぺい率：60％ 

容 積 率：200％ 

土地利用制限：なし 

貸付料（予定）：当初 10年間年額 45万円，10年目以降年額 180万円 
 

その他条件等 

・当該用地の整地（アスファルト舗装撤去，Ｕ字溝再設置，フェンス撤去等）については，

本市と協議の上，事業者において実施すること。なお，当該整地に係る費用に対しては，

本市が予算の範囲内において補助金を交付する（10/10相当）。 

・当該用地のうち，約 200㎡については，現中田保育所解体後（令和５年７月頃）の引渡し

となるため，それを考慮した整備計画とすること。 

・その他，当該用地に関して対応が必要なものが生じた場合は，本市と協議すること。 
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５ 応募用紙の配布，募集説明会及び応募受付 

（１）配布 

令和３年３月 30日（火）から募集要項の最後にある問合せ・応募先で配布を行っている他，仙台

市ホームページからダウンロードすることができる。 

仙台市ホームページアドレス 

https://www.city.sendai.jp/kurashi/kenkotofukushi/kosodate/shisaku/index.html 

なお，下記（３）募集説明会においても同様の応募用紙を配布する。 

 

（２）質問等 

① 質問期間 

令和３年３月 30日（火）から令和３年４月 28日（水） 

② 質問方法 

電話による問い合わせの他，質問票（別紙３）をＦＡＸ若しくはＥメールにより送付すること。 

質問者に回答する他，質問及び回答の内容は随時（１）の仙台市ホームページアドレスにおい

て公表する。 

 

（３）募集説明会の開催 

今回の募集について説明会を下記のとおり実施する。応募を希望する法人はできるだけ参加する

こと。 

① 開催日時 

令和３年４月 26日（月） 14時 00分～ 

② 開催場所 

仙台市青葉区上杉一丁目５番 12号 仙台市役所上杉分庁舎７階 第１会議室 

③ 参加方法 

問合せ・応募先まで所定の様式にてＦＡＸで令和３年４月 22日（木）までに申し込むこと。 

 

（４）応募受付 

① 仮申込み 

応募を予定している法人は，問合せ・応募先まで「別紙４」の様式にてＦＡＸで令和３年 

５月 11日（火）までに仮申込みをすること。 

② 応募受付 

事業申請書及び下記「６提出書類」記載の各提出書類に所要事項を記入の上，問合せ・応募先ま

で持参の上，提出すること。応募受付期間は令和３年５月 24日（月）～令和３年５月 28日（金） 

９時 00分～17時 00分まで（12時 00分～13時 00分までを除く。来庁の際は事前に連絡をするこ

と）。 
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６ 提出書類 

No 書 類 名 

Ⅰ 中田保育所建替えに伴う私立保育所設置及び運営法人募集に係る申請書 ※押印欄あり 

Ⅱ 誓約書 ※押印欄あり 

Ⅲ １．申請団体概要書 

① 申請主体の登記全部事項証明書 

② 申請者の概要がわかるもの（パンフレット等） 

③ 仙台市税の滞納がないことの証明書（各区税務会計課で発行） 

（仙台市税の滞納がない法人についても証明書が発行されますので，添付してください） 

④ 消費税及び地方消費税の納税証明書（税務署で発行）（直近３カ年分） 

⑤ 法人に対する所管庁の監査結果通知書及び指摘・指導事項に対する回答書 （直近２カ年分） 

⑥ 設置運営している施設に対する所管庁の監査結果通知及び指摘・指導事項に対する回答書（直近２カ年分） 

(Ⅰ)児童福祉施設及び自治体認証保育所を設置運営している場合はその施設分 

(Ⅱ)児童福祉施設及び自治体認証保育所を設置運営していない場合であって，他の社会福祉施設を設置運営し

ている場合は，当該社会福祉施設の内入所施設分 

⑦ 役員一覧（別紙様式にて） 

⑧ 役員履歴書（指定様式に記入の上，本人の自書押印をしたもの） 

Ⅳ ２．申請の動機等 

Ⅴ ３．保育内容への取組み 

① 新保育所における年間行事予定表（様式自由，ただしＡ４片面一枚） 

② アレルギー児，障害児，虐待ケースの受け入れ児童数（参考様式参照） 

Ⅵ ４． 人材確保・育成等について 

① 新保育所における全職員の４週間分の勤務予定表（参考様式に則り作成すること） 

② 新保育所における年間研修計画（様式自由，ただしＡ４片面一枚） 

Ⅶ ５．保育所設置計画 

① 設計コンセプト（別紙様式にて作成すること） 

② 施設配置図 

③ 建物平面図（各室の法定面積の記載のあるもの，また保育室に関しては有効面積も記載すること） 

Ⅷ ６．施設整備にあたっての資金計画 

① 施設整備にあたっての資金計画内訳書（別紙様式にて） 

② 直近３カ年分の決算に係る財務諸表一式 

③ 当年度予算書 

④ 定款，就業規則・経理に関する規程，給与等に関する規程，財産管理に関する規程 

⑤ 施設整備事業申請について意思決定をした際の理事会議事録の写し 

⑥ 自己資金の拠出元が普通預金の場合，残高証明書及び預金通帳の写し 

※（残高証明日から直近１カ年分の金額が表示されているもの） 

※ 複数口座がある場合は，残高証明書の日付を統一すること 

⑦ 自己資金の拠出元が定期預金にある場合，定期預金証書の写し及び残高証明書 

⑧ 借入金がある場合，融資を証明する書類（融資証明又は融資見込証明）及び借入金償還計画書 

※ (独)福祉医療機構（WAM）からの借入の場合は，融資相談票及び借入金償還計画表 
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⑨ 施設開所１年目から３年目までの資金収支予算書及び積算根拠資料（公定価格の試算ソフト計算結果の写し） 

⑩ 寄附金がある場合 

寄附者との贈与契約書（寄附者の実印を押印の上，印鑑証明書を添付すること） 

寄附金拠出予定口座の残高証明書および預金通帳の写し（残高証明日から直近１カ年分の金額が表示されて 

いるもの）※複数口座がある場合は,残高証明書の日付を統一すること 

寄附者の収入を明示する書類（直近３カ年分の源泉徴収票，確定申告書の写し等） （寄附者が個人の場合） 

寄附団体定款・登記全部事項証明書，就業規則・給与規程等 

寄附団体が寄附を意思決定した際の理事会及び役員会の議事録の写し （寄付者が団体の場合） 

寄附団体の財務諸表一式（直近３カ年分） 

※ 借入金の償還財源に寄附を予定している場合も，上記書類を準備すること 

Ⅸ ７．認可に必要な財源についての資金計画 

① 認可に必要な資金を自己資金から拠出する場合，自己資金の拠出元が普通預金の場合は残高証明書及び預金 

通帳の写し（残高証明日から直近１カ年分の金額が表示されているもの） 

※ 複数口座がある場合は，残高証明書の日付を統一すること 

② 拠出元が定期預金の場合は定期預金証書の写し及び残高証明書 

③ 認可に必要な資金を寄附金から拠出する場合 

寄附者との贈与契約書（寄附者の実印を押印の上，印鑑証明書を添付すること） 

寄附金拠出予定口座の残高証明書および預金通帳の写し（残高証明日から直近１カ年分の金額が表示されて 

いるもの） 

複数口座がある場合は,残高証明書の日付を統一すること 

寄附者の収入を明示する書類（直近３カ年分の源泉徴収票，確定申告書の写し等） （寄附者が個人の場合） 

寄附者団体定款等・登記事項全部証明書 

寄附団体の就業規則・給与規程等 （寄附者が団体の場合） 

寄附団体が寄附を意思決定した際の理事会及び役員会の議事録の写し 

寄附団体の財務諸表一式（直近３カ年分) 

 

７ その他留意事項 

（１）個人情報の取り扱い 

応募に際し記載された個人情報・法人情報は，本事業の事業者選定に関する範囲内のみで使用し

ます。当該個人情報については，個人情報に関する法令，条例及び規程により適切に管理を行い，

法令等による除外事項を除き，目的外利用及び第三者提供を行うことはありません。 

 

（２）基準等の変更の可能性 

今後国が示す制度の内容により基準等が変更となる可能性がありますが，変更への対応等につい

ては事業者の責任により行うこととし，市はその損害等を補償しません。 

 

（３）応募のための費用 

応募者は，事業計画が採択されない場合，協議が途中で終了する場合を念頭におき，協議時点で

の金融機関からの借入，建物の整備に係る設計業務への支出等については慎重に判断してください。

協議のために要した費用については全て応募者の負担とし，市は補償しないものとします。 

 

（４）提案の実施にあたっての調整等 

保育所整備に関しての関係機関・各種団体の調整については，事業者の責任において行っていた

だきます。  
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８ 設置認可スケジュール（予定） 

年 月 設置，認可関連 補助金関連 

令和３年 3～4 設置運営法人の募集  

5～6 応募締切 

応募内容に基づく事務局ヒアリング，公認会計士によ

る資金計画等審査 

 

7 選定委員会 

設置運営主体として協議を継続する法人の決定，通知 

選定委員会終了後，補助金等に係る

審査委員会 

7～10 設計プロポーザル，基本計画，図面協議，基本設計  

11～12 実施設計 補助金内示 

令和４年 1 積算，建築確認申請  

2 地元町内会等説明会，工事公告，入札  

3 契約，着工  

5 三者協議会の実施  

10 引継ぎ合同保育開始  

令和５年 2 竣工 

認可・確認申請 

 

3 認可・確認  

4 開所 補助金確定交付（4～5月ごろ） 

 

 

９ 問合せ・応募先 

仙台市子供未来局幼稚園・保育部環境整備課 

仙台市青葉区上杉一丁目５番 12号 仙台市役所上杉分庁舎９階 

TEL）022-214-8185   FAX）022-214-8784 


