
様式第3号(第9条関係) 

会議結果 

 次の附属機関等の会議を下記のとおり開催した。 

附 属 機 関 等 の 名 称  第１回みよし市保育所管理運営法人選定審査会 

開 催 日 時  令和２年６月18日（木）午後２時30分から午後３時30分まで 

開 催 場 所  みよし市役所２階 201会議室 

出 席 者 

渡辺桜（会長）、遠藤 秀紀（副会長）、吉田ひとみ、岡本 ふみよ、 

松浦 真弓、渡邊今日子 

（事務局） 

林子育て健康部長、伊藤子育て健康部次長兼子育て支援課長、 

本松子育て支援課主幹、池野子育て支援課主幹、 

岩下子育て支援課副主幹、藤田子育て支援課主任主査 

次 回 開 催 予 定 日  令和２年９月18日（金） 

問 合 せ 先 

子育て支援課 担当者名 池野、岩下 

電 話 番 号 0561－32－8034 

ファックス 0561－34－4379 

メールアドレス kosodate@city.aichi-miyoshi.lg.jp 

下欄に掲載するもの 
・議事録全文 

・議事録要約 
要約した理由  

審 議 経 過 

〇伊藤次長；定刻より少し早いですが、皆さまお揃いですので、始めたい

と思います。ただ今から第１回みよし市保育所管理運営法人選定審査会

を開催します。会議に先立ちまして礼の交換を行います。恐れ入ります

が、ご起立をお願いします。一同礼。ありがとうございました。ご着席

ください。はじめに、みよし市保育所管理運営法人選定審査会委員委嘱

状の交付をさせていただきます。本来なら市長からお一人お一人に委嘱

状を交付させていただくところですが、新型コロナウイルス感染防止の

ため、本日は各席へ交付させていただきましたので、ご了承くださいま

すようお願いします。続きまして、市長がごあいさつ申し上げます。 

 

〇小野田市長；皆さまこんにちは。みよし市長の小野田賢治でございます。

先ほどは、保育所管理運営法人を選定していただくため、審査会の委員を

委嘱させていただきました。お忙しいとは存じますが、よろしくお願い致

します。また、会議の開催にあたりまして、新型コロナウイルス感染症対

策としまして「新たな生活様式」を踏まえたうえで適切な感染防止対策を

講じて実施しているところであり、ご不便をおかけすること、ご了承いた

だきたいと思います。ここで、本市の新型コロナウイルス感染症対策につ

きまして、説明させていただきます。一人あたり10万円を支給する「特別

定額給付金」につきましては、６月17日現在で受付率92.5％であり、支給

に関しては、６月23日の給付予定世帯率は95％の世帯に給付できる状況で

あります。子育て世代への支援では、小中学校の給食費無償化をはじめ、

０から５歳児の就学前の乳幼児に、昼食等の支援として１人１万円を給付

する「ランチサポート事業」や、４月28日以降にお生まれになったお子さ



まにも１人あたり10万円支給する「臨時特別出産子育て支援金」、市遺児

手当支給対象世帯に月１万円を３ヵ月分支給する「ひとり親世帯等支援特

別給付金」など、市独自の施策として取り組んでいるところであります。

本市の公立保育園の民営化でありますが、平成21年度の天王保育園、平成

26年度に黒笹保育園、平成27年度に莇生保育園がそれぞれ民間移管をして

おります。現在、この民営化した保育園におきましては、本市の保育理念、

保育方針をご理解いただいたうえ、運営しております法人の所有する施

設、人材を活用した独自の保育に取り組むなど個性化を図っていただいて

おり、保護者にも好評を得ているところであります。このように公立保育

園の民営化は、園独自の保育への取り組みによる活性化をはじめ、幼児教

育・保育の無償化に伴う財源の確保、休日保育や一時保育等の保育ニーズ

の多様化、保育士不足など保育園が抱える様々な課題への柔軟な対応な

ど、有効な手段であると考えています。本市では、令和２年度からのみよ

し市児童育成計画の中で、就学前児童数が減少する一方で保育園の就園率

は上昇傾向にあると見込み、なかよし保育園の保育室を４室増築し、保育

定員を170人程度に増員する計画を策定しています。そのため、令和３年

度に保育室の増築工事を実施し、令和４年４月からの民間移管を目指し、

今年度中に管理運営法人を選定したいと思っていますので、皆さまのご協

力をお願いします。 

 

〇伊藤次長；それでは、本日が第１回目の会議となりますので、委員の皆

さま及び職員の自己紹介をお願いします。 

 

＜委員・事務局自己紹介＞ 

 

〇伊藤次長；続きまして、会長の選任をお願いします。会長は、みよし市

保育所管理運営法人選定審査会設置要綱第５条により委員の互選によっ

て定めることとなっておりますので、どのたかの推薦をお願いします。 

 

〇岡本委員；保育の専門家である渡辺桜様にお願いしたいと思います。 

 

〇伊藤次長；ただいま渡辺桜様にというご意見がありましたが、ご賛同い

ただける方は、挙手をお願いします。 

 

＜全員挙手＞ 

 

〇伊藤次長；全員の賛同を得られましたので、会長は渡辺桜様にお願いし

ます。また、同要綱第５条の第３項にあります副会長もこの場で決めてい

ただきたいと思いますので、渡辺会長よりご指名いただけますでしょう

か。 

 

〇渡辺会長；遠藤秀紀様にお願いしたいと思います。 

 

＜異議なし＞ 

 

〇伊藤次長；ご異議が無いようですので、副会長を遠藤秀紀様にお願いし

ます。それでは、渡辺桜様は、会長席にご移動をお願いします。それでは、

ここで会長のごあいさつをいただきたいと思います。渡辺様よろしくお願

いします。 



 

〇渡辺会長；改めまして、会長を務めさせていただきます渡辺と申します。

よろしくお願いします。私の研究の専門としましては、保育の現場にお伺

いして先生方が困っていること、子どもの主体性を尊重しようと思っても

支援を必要とする子どもが多かったり、地域によっては外国籍の子どもが

多かったりする中でなかなか対応できなかったりすることを、子どもの主

体性を人的物的環境からアプローチしながら解決を一緒に考えていくこ

とが専門になります。そのような研究もお役に立てればと思っています。

よろしくお願いします。 

 

〇伊藤次長；ありがとうございました。当審査会は、本市の附属機関とし

て位置付けております。資料に「みよし市附属機関の設置に関する条例」

の抜粋及び「みよし市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支

給に関する条例」の抜粋を添付させていただきましたので、ご確認いただ

きますようお願いします。ここで市長より渡辺会長に諮問させていただき

ます。 

 

＜市長から渡辺会長に諮問＞ 

 

〇伊藤次長；ありがとうございました。ここで、市長は他の公務があるた

め、退席させていただきます。 

 

＜市長退席＞ 

 

〇伊藤次長；これより議事の進行は、みよし市保育所管理運営法人選定審

査会設置要綱第6条の規定により、渡辺会長にお願いいたします。 

 

〇渡辺会長；それでは、会長が議事進行を行うということなので、皆さま

よろしくお願いします。まず、(１)保育の実施状況について、事務局から

説明をお願いします。 

 

〇岩下副主幹；１保育の実施状況についてご説明します。資料１みよし市

の保育等の実施状況とみよし市児童育成計画の10頁をご覧ください。本市

では、児童育成計画の「出生状況の出生数の推移」でご確認いただけると

おり平成26年度をピークに出生率が減少傾向にありますが、資料１の「１

 認可保育園等の入所者の推移」のとおり入所者は年々増加しているとい

う状況です。出生率が減少していても入所者が増加している要因の一つと

して、「２保護者の１ヵ月当たりの労働時間の下限」でご覧いただけると

おり平成27年度の140時間から段階的に引き下げられ、平成31年度からは6

0時間となっていることも影響していると思われます。児童育成計画の18

頁をご覧ください。「待機児童の状況」でご確認いただけるとおり、待機

児童も平成28年度から発生している状況です。そこで本市が実施しました

待機児童対策は、「４待機児童対策」をご覧ください。表の右側の列にあ

りますとおり平成29年度は、すみれ保育園の大規模改修工事による定員

増、平成30年度は、明知保育園で１、２歳児の受入れ開始及び小規模保育

事業所の開所、令和元年度は、わかば保育園の大規模改修工事による定員

増、令和２年度は、わかば保育園の３歳児保育室を２歳児保育室に変更、

なかよし保育園の一時保育室を２歳児保育室に変更するなど対応をして

まいりました。また、令和３年度は、小規模保育事業所が１カ所開所し、



12人増員予定となっています。続きまして、「５民間活力導入の必要性」

についてご説明します。本市では、平成21年度に天王保育園、平成26年度

に黒笹保育園、平成27年度の莇生保育園を民間移管しました。まず、園児

や保護者に対する民間事業者が運営することによるメリットは、休日保育

事業や特別延長保育事業など保護者の就労形態に応じた保育の実施や各

法人の特色を生かした行事の実施、保護者ニーズへの迅速かつ柔軟な対応

などがあります。次に市のメリットは、私立保育園は国や県からそれぞれ

負担金が給付されるため、市の財政負担の割合が４分の３から２分の１に

軽減されるという効果があります。次に「保育園民間移管計画」について

ご説明します。児童育成計画の38頁をご覧ください。確保策の上から３項

目目になかよし保育園の増築計画、５項目目に民間移管の計画的推進が計

画されています。なかよし保育園が民間移管の対象として位置付けられた

理由としては、下表の「公立保育園の施設の概要」でご確認いただけると

おり、建築年度が一番新しく、保育室や廊下などが広くゆとりのある構造

となっているため、床面積が広く、自園調理ができるよう調理室の面積も

広く確保されているためです。また、来年度保育室を１階２室、２階１室

の計４室増築する予定となっております。以上の点からなかよし保育園を

令和４年４月から民間移管することを目指し、今回、管理運営法人の募集

を行うこととなりましたので、よろしくお願いします。 

 

〇渡辺会長；ただ今の説明に関しまして、何か質問はありませんか。 

 

〇渡辺会長；増築予定部分の図面はありませんか。 

 

〇岩下副主幹；今年度、設計を委託しているため、まだありません。 

 

〇渡辺会長；設計には、市の要望を取り入れてもらえますか。 

 

〇伊藤次長；市の要望や現場の保育士の意見を聞きながら設計図を作成す

る予定となっています。 

 

〇遠藤副会長；増築部分の設計に、移管する法人の要望は反映されないの

でしょうか。 

 

〇岩下副主幹；移管する法人の決定が令和３年２月の予定のため、要望を

反映することはできません。申し込みいただく法人には、現在の建物は見

学会でご確認いただき、増築部分については図面にて説明し、ご理解いた

だくこととなります。 

 

〇渡辺会長；では、続きまして「(２)令和２年度保育所管理運営法人選定

審査会スケジュール（案）について」事務局より説明をお願いします。 

 

〇岩下副主幹；資料２をご覧ください。本日、第１回選定審査会を開催し、

募集要項、仕様書、応募申請書類等を審議、承認いただけましたら、募集

を開始していきます。募集期間は８月３日から９月７日までです。７月18

日になかよし保育園にて法人募集の説明会を開催予定です。第２回審査会

を９月下旬になかよし保育園にて施設見学を兼ねて開催する予定です。第

３回は、応募法人の施設見学となっているため、応募法人数によって開催

回数が変更されることがありますので、予めご了承ください。第５回を12



月中旬に法人のプレゼンテーション、第６回を令和３年１月に管理運営法

人の審議及び審査の上、決定していただき、市長へ答申します。法人の決

定通知は２月を予定しています。 

 

〇渡辺会長；ただいまの説明について、何かご意見、ご質問はございます

か。無いようでしたら、「(３)みよし市立なかよし保育園管理運営法人

募集要項（案）について」事務局より説明をお願いします。 

 

〇岩下副主幹；資料３、６頁をご覧ください。募集要項（案）に記載され

ている内容を抜粋して説明します。まず、なかよし保育園の概要ですが、

所在は、みよし市西一色町二ノ沢８番地２で、主な設備は、保育室３室、

遊戯室、乳児・ほふく室１室、一時預かり保育室、調理室等です。園舎

増築部分の完成予定は、令和４年２月頃を予定しています。施設の定員

は、０歳児から５歳児の168人の予定で、内訳は、０歳６人、１歳18人、

２歳24人、３歳40人、４歳40人、５歳40人です。応募資格は、愛知県、

岐阜県、三重県のいずれかにおいて児童福祉法に基づく認可保育所、幼

保連携型認定こども園又は学校法人法に基づく幼稚園を３年以上運営

している社会福祉法人方は学校法人で、保育所を管理運営するために必

要な経営基盤や社会的信望を有していることとなっています。移管にか

かる支援としては、保育園の用地及び建物を無償貸与、保育用備品は、

無償譲渡します。経営全般については、名称は「なかよし保育園」を継

承することとし、在園児については、制服、かばん等の購入について、

新たな保護者負担が生じないようにすることとしています。開所時間

は、平日は午前７時30分から午後７時まで、土曜日は午前７時30分から

午後５時までとし、そのうち延長保育は、午前７時30分から午前８時ま

で及び午後４時から午後７時までとします。また、実施する事業は、通

常保育事業、延長保育事業、3歳未満児保育事業、一時預かり事業、障

がい児保育事業、休日保育事業、保育園開放事業を実施するものとしま

す。続きまして８頁をご覧ください。給食は、市の栄養士との連携を図

り、市の作成した統一献立表に基づいて自園調理するものとします。ま

た、職員配置については、市と同じ基準で配置することをお願いしてお

り、移管前の一定期間において、移管保育園に移管法人の職員を配置お

願いしています。次に、９頁をご覧ください。募集期間は、令和２年８

月３日から令和２年９月７日までとしています。応募方法は、募集期間

内に応募申請書に必要書類を添えて、正本１部及び副本７部を子育て支

援課に直接持参していただくこととしています。要項（案）についての

説明は以上です。 

 

〇渡辺会長；何か質問はありますか。私から一つ質問をします。年齢別の

保育室の数を教えてください。 

 

〇岩下副主幹；今年度は、０、１歳児は１部屋、２歳児は２部屋、３歳児

から５歳児は各１部屋で運営しています。民間移管後は、０、１歳児は

１部屋、２歳児から５歳児は各２部屋で運営する予定です。 

 

〇渡辺会長；０、１歳児で24人というのは、人数が多くて大変なのではと

思うので、丁寧に保育していく必要があると思いました。また、８頁に

「市が主催する職員研修に積極的に参加すること。」となっていますが、

現在の民間移管されている３園の研修の参加状況はどのような状況で



すか。 

 

〇本松主幹：市が主催する研修には、民間３園も公立と同じようにお声掛

けをしており、どの園からも大勢参加いただいていますので、今後も同

じようにお声掛けをしていこうと思っています。 

 

〇渡辺会長；他に質問はありませんか。無ければ、資料３－２の説明をお

願いします。 

 

〇岩下副主幹；資料３－２仕様書（案）についてご説明します。第４（入

所児童見込数等）についてですが、令和３年度の３、４、５歳児の定員

が30人のため、１年目は４、５歳児が30人、２年目は５歳児が30人の見

込みとなります。また、一時預かり保育の定員は、１日あたり10人とし

ています。次に、父母の会の設置についてですが、民間移管後について

も継続して設置していただけるようお願いしてまいります。また、制服

等の個人用品に関しては、他の市立保育園に準ずるものとし、新たな負

担を保護者に求めないものとします。次に、13頁をご覧ください。併任

兼務の禁止として、施設長、主任保育士及び常勤保育士は、他の社会福

祉法人等との併任兼務は認めないこととしています。仕様書の説明は以

上とさせていただきます。続きまして、資料３－３の説明をしますので、

15頁をご覧ください。応募法人には、申請書類に必要書類を添えて、正

本１部及び副本７部を提出していただくこととしています。申請書は17

頁、添付書類は18頁から40頁のとおりとなります。 

 

〇渡辺会長；何か質問はありますか。無ければ、資料４の説明をお願いし

ます。 

 

〇岩下副主幹；資料４の説明をしますので、41頁をご覧ください。選定基

準（案）について説明します。審査項目は、大項目が７項目あり、それ

ぞれの項目ごとに評価項目が決められています。１項目５点で全項目の

合計は、110点となっています。 

 

〇渡辺会長；選定基準について、何か質問はありませんか。 

 

〇渡邊委員；選定基準についてではありませんが、増築される園舎のクラ

ス配置はどのように計画されていますか。 

 

〇岩下副主幹；１階は、２歳児保育室、トイレ、３歳児保育室で、２階は、

４歳児保育室と５歳児保育室の予定です。 

 

〇渡辺会長；他に質問はありませんか。無ければ、以上をもちまして、本

日の議題はすべて終了いたしました。それでは、事務局に進行をお返し

します。 

 

〇伊藤次長：ありがとうございました。次回、第２回選定審査会を９月下

旬に予定しています。お手元にあります日程調整表にご記入をお願いし

ます。 

 

＜日程調整＞ 



 

〇伊藤次長；次回は、９月18日（金）午後１時からなかよし保育園で第２

回審査会を開催しますので、よろしくお願いします。最後に子育て健康

部長の林よりお礼を申し上げます。 

 

〇林部長；日程等ご無理申し上げますが、よろしくお願いします。本日は

お忙しい中お集まりいただき、慎重にご審議いただきありがとうござい

ました。保育園の民営化は、本市の保育行政にとっても大変重要な施策

となってまいります。先ほどご説明しましたスケジュール、募集要項、

選定基準に沿って公募、選定をおこなってまいりたいと考えておりま

す。今後も委員の皆さまのご意見をいただきながら進めてまいりたいと

思いますので何卒ご協力のほどをお願いし、閉会とさせていただきま

す。本日は誠にありがとうございました。 

 

〇伊藤次長；審議会終了にあたり、礼の交換をさせていただきますので、

恐れ入りますが、ご起立をお願いします。一同礼。ありがとうございま

した。事故等に気をつけてお帰りください。 

 

 


