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１．募集の趣旨 

下野市では「下野市公立保育園民営化実施計画」に基づき公立保育園の民営化に取り

組んでいます。民営化を推進する目的には、多様な保育ニーズに柔軟に対応した保育内

容や保育の質の向上と、市の経費削減を行う行政改革の両面があり、この目的に沿った

社会福祉法人または学校法人に移管するため、本要領により保育園を運営する法人を募

集します。 

 

２．移管する保育園の概要 

 名  称   下野市立薬師寺保育園 

 所 在 地   栃木県下野市薬師寺２３６２－５ 

定  員   ６０名 

敷地面積   ３，７１７．９９㎡ 

※薬師寺汚水中継ポンプ場部分（31.71 ㎡）を除く 

建物構造   鉄骨造平屋建て 

 延床面積   ４４７．７７㎡ 

 建 築 年   平成６年 

 ※施設の詳細については、参考資料「下野市立薬師寺保育園の運営について」を参照 

 

３．土地・建物等の移管条件 

（１） 土地の移管について 

① 土地については、土地使用貸借契約書を交わし、１０年間無償貸与とする。 

ただし、１０年経過後については、期間満了前に本市と協議すること。また、 

社会福祉制度の見直しや、社会情勢の変化等により、契約期間内に契約内容を 

変更することがある。 

② 移管後の土地の維持管理については、移管先法人が責任をもって自己負担で行 

  うこと。 

 

（２） 建物等の移管について 

① 園舎、プール、倉庫等（以下「建物等」という。）については、建物等譲与契約 

書を交わし、無償譲渡とする。なお、建物等の無償譲渡契約については、市議 

会の議決が必要なため議決後に締結する。万一、議決が得られず損害を与える 

ことがあっても、本市は損害の責めを負わないものとする。 

② 民営化後概ね１０年以内に園舎の建替えを実施すること。 

③ 無償譲渡を受けた建物等については、移管先法人が所有権登記後、直ちに法人 

の基本財産に編入すること。 
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④ 移管後の建物等の維持管理は、移管先法人が責任をもって自己負担で行うこと。 

⑤ 無償貸与を受けた土地及び無償譲渡を受けた建物等については、保育園の用途 

以外に使用しないこと。ただし、法令等に基づき認定こども園に移行する場合 

は、市と協議すること。 

 

（３）備品の移管について 

備品等は無償譲渡とする。ただし、リース物件等については、この限りではない。 

 

４．移管年月日 

  平成３１年４月１日 

 

５．応募資格 

  次の条件をすべて満たすこと。 

（１）平成２９年４月１日現在、栃木県内で保育園又は認定こども園を運営している社 

会福祉法人又は学校法人で、かつ法人の主たる事務所が栃木県内にあるもの。 

（２）社会福祉事業に熱意と識見を有し、保育園を運営するために必要な経営基盤及び 

社会的信用を有していること。 

（３）児童福祉法、保育所保育指針その他関係法令を遵守し、法人自らが移管保育園を 

運営すること。 

（４）下野市の保育行政に理解を示し、積極的に協力する法人であること。 

（５）法人の代表者に、市区町村税の滞納がないこと。 

  

６．保育内容の継承に係る条件 

（１）移管先法人は、薬師寺保育園が実施している保育内容等の継続性に配慮し、児童

福祉法をはじめとする関係法令を遵守し、保育所保育指針に示される基本原則を

十分に踏まえること。 

（２）保育の実施にあたっては、法人の特色を活かし、保育内容の充実及び質の向上を

図ることとし、保護者に説明のうえ、理解を得たうえで実施すること。 

（３）保育時間については、移管前の保育時間を最低限とすること。 

（４）定員については、移管前の定員を最低限とすること。 

（５）受け入れ年齢については、生後５か月からとすること。 

（６）園長については、専任とし、かつ常勤とすること。また、保育士の資格を有し、 

保育所等に１５年以上の勤務実績があること。 

（７）主任については、保育士資格を有し保育所等に１０年以上の勤務実績があること。 

（８）特別な保育事業として、延長保育事業、一時預かり保育事業を実施すること。 
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なお、体調不良児対応型保育事業の実施について検討すること。 

（９）給食については、自園調理を行うこととし、食物アレルギーに対応する給食を提 

供すること。また、完全給食の提供について、保護者から要望があった場合は、 

検討すること。 

（10）健康診断については、関係法令等の定めによるもののほか、入所児童の状況によ 

り適切に行うこと。 

（11）障がい児保育については、保育所保育指針及び下野市特別支援児童保育実施要綱 

によること。 

（12）休園日については、日曜日、祝日及び年末年始とすること。 

（13）費用負担については、保護者の負担軽減に留意するとともに、移管前に徴収して 

   いた費用以外の負担を求める場合（保護者が希望するサービスを提供する場合を 

除く）は、保護者の同意を得ること。 

（14）苦情処理については、関係法令等の定めによって、体制（苦情解決責任者・苦情 

受付担当者・第三者委員）を整備し、実施すること。 

（15）保育継続の観点及び子どもたちへの保育環境の急激な変化を避けるため、現在薬 

師寺保育園に勤務する臨時職員が、引き続きの勤務を希望する場合は、移管先法 

人において適切な選考に努めること。 

（16）保育所運営にあたり宗教的な理念や行事・日課を取り入れないこと。 

（クリスマス等の社会的に一般行事となったものを除く。） 

（17）移管前に市が加入している保障内容と同等以上の保険へ加入すること。 

（18）移管後、概ね３年以内に第三者評価を受審すること。 

※移管前の薬師寺保育園の運営状況に関しては、参考資料「下野市立薬師寺保育

園の運営について」を参照。 

 

７．合同保育の実施 

（１）児童、保護者が移管後も安心して利用できるように、移管前に現在の職員と移管 

先法人の職員が合同保育を実施すること。 

（２）移管先法人は、職員の派遣について協力するとともに、合同保育に参加した保育

士を主任保育士やクラス担任として配置できるよう最大限努めること。 

  なお、合同保育にかかる費用については、移管先法人が負担することとする。 

（３）合同保育は平成３０年度に実施すること。 
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８．三者協議について 

（１）移管先決定後、保護者、法人、市の三者が協議する場を設けるものとする。 

（２）三者協議では、移管条件の履行状況や保育内容の継続性を確認する。 

（３）三者協議の開催要件は次のとおりとする。 

・三者のいずれか一者から開催要請があった場合。 

・法人の管理・運営事項以外で、保育内容を変更する場合。 

（４）協議するべき事項が発生した場合は、三者が協力して解決に努めること。 

 

９．法人の選考 

（１） 移管先法人の選考については、法人の保育目標、保育内容、保育の質の向上、    

及び経理状況等を総合的に勘案して行うものとし、その選考は「下野市立保育園 

民営化法人選定委員会（以下「選定委員会」という。）」において処理するものと

する。 

また、法人から選考項目についてのヒアリングを実施し、市が定める選定審査採

点表に基づいて、選定委員の合計点数が最も高い法人を移管先候補法人として決

定するが、選定委員会による採点の平均点が６０点未満の法人は、移管先候補法人

として選定しない。 

なお、合計点数が同点の場合は、最高得点を付けた選定委員の多い法人を選定す

るものとする。市は、この選考結果を尊重し、移管先法人を決定する。 

（２）応募がなかった場合は、募集期間の延長や、応募条件の変更など、できる限り法

人を募集できるよう検討を行う。 

（３）法人は、保育の質の向上や保育内容の充実に向けた取り組みをプレゼンテーショ

ン時にアピールすること。 

（４） 応募法人名はホームページ等で公開する。 

（５） 選考結果は、書面で通知するとともに、移管先候補法人名以外は非公開とするが、 

選考結果については、ホームページ等で公開する。 

（６）応募書類等に虚偽の記載があった場合は、失格とする。 

（７）プレゼンテーション及びヒアリングは非公開とする。 

 

１０．応募にあたっての留意事項について 

（１）応募を希望する法人が現地視察を希望するときは、別紙「現地視察申込書」によ 

り事前にこども福祉課へ申込を行うこと。 

（２）応募するときは、別紙「下野市立薬師寺保育園民営化運営法人応募申込書」に添

付書類を添えて提出すること。 

   なお、募集に関する質問がある場合は「運営法人募集に関する質問書」を使い提
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出すること。質問等に対する回答は質問書受付期間終了後に一括して行うものと

し、質問内容によっては他の法人に公開するものとする。 

（３）添付書類の他に市が必要と認める場合は、追加書類の提出を求めることがある。 

（４）提出された応募書類等は、下野市情報公開条例の対象となり、同条例の規定に基 

づき公開する場合があるものとする。なお、提出された書類等については返却し 

ない。 

（５）応募に関して必要な費用は、法人の負担とする。 

 

１１．その他 

（１）移管先法人は本市と、移管に関する協定書を締結する。 

（２）移管にあたっては、本市と締結する各契約事項等を誠実に履行すること。移管先 

法人が協定事項に違反し、継続しがたい行為を行った場合は、契約を解除する。 

  この場合、法人に損害を与えることがあっても、本市は損害の責めを負わないも

のとする。 

（３）移管先法人は、移管後１年を経過するまでに保護者を対象とした「民営化後の保

育園運営に関する満足度調査」を行うこと。また、必要に応じて保護者を対象に

「意向調査」を実施し、保護者の意向の把握に努め、保育の質の向上を図ること。 

（４） 移管後、本市より保育内容や条件等の履行状況について報告を求められた場合は、 

本市の指示に従い、これに応じること。 
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１２．申込書の配布及び受付等について 

 （１）申込用紙の配付について 

    期間：平成２９年１２月５日（火）から  

場所：下野市こども福祉課（市役所１階） 

（午前９時から午後５時（注）土・日・祝日を除く） 

       ※市ホームページよりダウンロードすることもできます。 

 （２）申込みについて 

    期間：平成２９年１２月１８日（月）から平成３０年１月３１日（水）まで 

       （午前９時から午後５時（注）土・日・祝日を除く） 

    場所：下野市こども福祉課（市役所１階）へ直接又は郵送(必着)により提出す

ること。 

 （３）提出部数 

    正本１部と副本（コピー）８部を提出することとし、極力Ａ４（両面印 

刷可）に統一すること。（証明書類等Ａ４以外で作成されたものを除く。） 

     なお、ファイル綴じとし、表紙に法人名を記載すること。 

     また、提出書類にはインデックスを貼付すること。 

 

（４）募集に関する質問書及び現地視察申込書の受付について 

    期間：平成２９年１２月５日（火）から平成２９年１２月２２日（金）まで 

       ※各様式（別紙様式２・３）にてご提出ください 

    回答予定日：平成２９年１２月２８日（木） 

（提出方法） 

Ｅメール、ファックス又は郵送 

    直接提出の場合 下野市こども福祉課（市役所１階） 

（午前９時から午後５時（注）土・日・祝日を除く） 

 

１３．問い合わせ先 

 下 野 市  健康福祉部 こども福祉課 

 郵便番号   ３２９－０４９２ 

 住  所  栃木県下野市笹原２６番地 

 電  話  ０２８５－３２－８９０３ 

 Ｆ Ａ Ｘ  ０２８５－３２－８６０３ 

 E メール    kodomofukushi@city.shimotsuke.lg.jp 
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（参考資料） 

下野市立薬師寺保育園の運営について 

１． 保育理念 

子ども一人ひとりを大切にし、子どもを真ん中において職員・保護者・地域  

が一体となって保育ができる環境をめざす 

２． 保育方針 

・基本的生活習慣を大切にし、自立できるように援助しながら保護者のサポート

にも努める 

・保育園の自然環境を利用し、戸外遊びを多く取り入れた保育、異年齢が交わっ

て遊べる環境をつくり、心身ともに健やかな育成に努める 

３． 保育目標 

○明るく活発な子 ○思いやりがあり感情豊かな子 ○自分で考えて、行動できる子 

 ≪具体的目標≫ 

＊明るく活発な子 

・健康で安全に気をつけ、生活ができるようにする 

・戸外で体を充分に動かして遊べるようにする 

・明るく元気に行動し、最後まで頑張ることができるようにする 

    ・あいさつができる子を育てる 

    ・基本的生活習慣を身につけ、気持ちよく生活ができるようにする 

＊思いやりがあり感情豊かな子 

・自分の気持ちを伝えたり、相手の考えを理解したりできるようにする 

・自然に親しみ、身近な動植物に愛情をもって接することができるようにする 

・友だちと仲良く、お手伝いや遊びができるようにする 

・美しさややさしさに気づいたり感じたりできるようにする 

・異年齢や高齢者、地域の方などに「いたわりや、親しみ」を持って接することができる 

 ようにする 

＊自分で考えて行動できる子 

・土・砂・水に親しみ、友だちと協調しながら遊びこめるようにする 

・園生活に必要な決まり、習慣、態度を身につけ、楽しく遊べるようにする 

・いろいろなことに興味を持ち、試したり、工夫したりして遊べるようにする 

・感じたこと考えたことなど、いろいろな方法で表現できるようにする 

・感性・好奇心・探究心などを育て、疑問や要求を言葉で表現できるようにする 
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4．受入れ年齢及び定員 

【年齢別利用定員】 

0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 合計 

2 名 10 名 8 名 12 名 14 名 14 名 60 名 

 

5．保育士配置数 

正職員 ６名  臨時職員 ７名 

 

６．保育時間 

 ※土曜保育については、こがねい保育園にて実施 

７．一時保育 

年 齢 1・2 歳児 3 歳以上 

保育時間 ８：３０～ １７：００ 

料 金 2,500 円／日 2,000 円／日 

８．給食 

給食の提供方法 

・自園調理 

・アレルギー食は完全除去で対応 

・２歳児以下の児童は主食を含めた給食を提供し、３歳児以上は主食（ごはん）以外 

 を提供 

項 目 内  容 

受入れ年齢 受入れ年齢：生後５か月から 

定 員 認可定員：６０名  利用定員：６０名 

 平 日 土曜日 

開 園 時 間  ７：００～１９：００ 

保育標準時間 ７：００～１８：００ ７：００～１７：００ 

保育短時間 ８：３０～１６：３０ ８：３０～１６：３０ 

延長 

保育 

保育標準時間 １８：００～１９：００ 
１６：３０～１７：００ 

保育短時間 １６：３０～１９：００ 

延長保育

料 金 

保育標準時間 300 円／日 上限 3,000 円／月 

保育短時間 
200 円／日 上限 1,500 円／月 

※平日 18 時以降は、標準時間の延長料金が加算 
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９．施設案内図 

 

  Ｎ 
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１０．施設配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１．施設平面図 

 

   

敷地面積 ３，７１７.99 ㎡ 薬師寺汚水中継ポンプ場部分（31.71 ㎡）を除く 

園舎面積 ４４７.77 ㎡ 

設  備 プール、倉庫 3棟、駐車場 9台（園児送迎用）、職員駐車場 18 台分、遊具一式等 

汚水中継ポンプ場 
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薬師寺保育園年間行事表 

月 内     容 

４月 
★入園式・進級式 お花見 

★親子レクリェーション・保護者会総会 

５月 
★親子遠足 

 田植え体験 

６月 ★除草作業・保育参観・役員会  

７月 
夕涼み会 

七夕まつり （祖父母の参観日）  

８月  

９月 
☆役員会 

 稲刈り体験 

１０月 
★運動会 

 りんご狩り 

１１月 
☆年長児親子遠足 

 観劇 

１２月 
★発表会 もちつき 

 クリスマス会 

１月 
お正月遊び 

保育参観 

２月 
節分（豆まき） 

お別れ遠足 年長児小学校見学 

３月 
ひなまつり会  お別れ会 

☆卒園式 

毎月実施 
誕生会  身体測定  避難訓練  交通安全指導  不審者対応訓練 

お弁当の日（７，８，９月は除く） 

年２回実施 
蟯虫卵検査、尿検査、内科検診、 

歯科検診、年長児クッキング 

★ 印は、保護者参加の行事 

☆ 印は、年長児保護者のみ参加の行事 


