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１ はじめに 

うるま市における就学前児童数は、３歳未満児の保育所の利用希望の増加により、保育所

を利用したくても利用できない就学前児童が多く発生している。 
このため、早期の待機児童の解消を図ることを目的として、「うるま市子ども・子育て支

援事業計画」に基づき地域型保育事業のうち小規模保育事業（Ａ型又はＢ型）（以下、小規

模保育事業という。）の実施事業者を募集する。 
実施を希望する者は、このうるま市小規模保育事業（Ａ型又はＢ型）実施事業者募集要項

（以下、「募集要項」という。）に示すところに従って、申請書を提出すること。 
 
２ 注意事項 
申請者は、決定されなかった場合のことを考慮し、申請時における不動産の売買、借地契

約、金融機関からの借入、建物の整備に係る支出等については慎重に判断すること。申請

のために要した経費等について、市は補償しないものとする。 
 
３ 申請について 
実施を希望する方は、以下の要領によりに提出すること。 

（１）申請書の提出 
① 提出書類 
ア うるま市家庭的保育事業等認可申請書 
イ 特定地域型保育事業者確認申請書及び添付書類 
ウ その他、特に必要とする書類等 

② 提出部数 
原本１部 副本１４部 

③ 提出期限及び提出方法 
提出期限は下記のとおりとし、提出書類を下記提出場所へ直接持参すること。（直接

持参が困難な場合は、郵送でも可能とする。ただし、平成 30 年 10 月 26 日必着とする） 
※申請書の受付は、提出期限内の午前９時から午後５時までの間とする。 
ただし、土曜、日曜祝祭日を除く。 

 
【提出期限】 

平成 30 年７月 27 日（金）～ 平成 30 年 10 月 26 日（金） 
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④ 提出時の注意点 
ア 各申請書類及び各種資料（申請書添付書類一覧）はＡ４のフラットファイルに綴じ

て提出すること。 
イ 各種資料はＡ４（図面についてはＡ３）サイズとすること。 
ウ インデックスをつけ、整理すること。 
エ 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できる。 
オ 提出にあたって、必要となる経費は、全て申請者の負担とする。 
カ 提出書類は、理由の如何に関わらず返却しない。 

（２）提出場所 
   うるま市役所こども部こども未来課（うるま市役所東棟２階） 
 (３) 申請できるもの 

申請できるものは、以下の①又は②のいずれかに該当し、かつ③、④及び⑤をすべて満

たすもの 
①「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」（平成１７年１月

２１日雇児発第０１２１００２号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）に基づく

認可外保育施設の基準を満たす証明書の交付を５年以上受けている市内の認可外保育

施設（証明書写し） 
②主たる事務所の所在地がうるま市内にある法人（登記簿）、もしくは別添確約書を提出

する法人。 
③事業運営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Ａ型の年間事業

費の１２分の１以上（参考１９名定員の場合、Ａ型３００万円程度、Ｂ型２５０万程

度）に相当する資金を、普通預金、当座預金等により有しており、かつ、既存事業の

経理と明確に区分できること。（残高証明書等） 
④財務内容が適正であること。 
⑤その他、施設整備等が必要な場合は、それに要する資金を十分に保有していること。 
（残高証明書等） 

 (４) 申請の制限 
次のいずれかに該当する場合は申請することができない。 
① 指導監督庁による特別監査を受け、終了していない社会福祉法人 
② 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当するもの 
③ うるま市から指名停止措置を受けているもの 
④ 市税を滞納しているもの 
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⑤ 民事再生法による手続きをしているもの 
⑥ うるま市暴力団排除条例第２条に規定する暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な

関係にあるもの及び沖縄県暴力団排除条例に反する行為を行うもの 
⑦ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまで

のもの 
⑧ 児童福祉法その他国民の福祉に関する法律に基づく政令の規定により罰金の刑に処

せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでのもの 
⑨ 労働に関する法律に基づく政令の規定より罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、

又は執行を受けることがなくなるまでのもの 
４ 募集について 
（１）募集か所数、定員及び種別 

① 募集か所数１か所 
② 認可及び利用定員 １５名以上１９名以下 
③ 種 別 Ａ型又はＢ型とする。 
 

（２）小規模保育事業開所時期、募集地域及び件数 
事業開所時期等については、以下のとおりとする。 
開所時期 募集地域(重点校区) 件数 
原則：平成 31 年４月１日～ 

10 月 1 日開所 
※開所時期については、市と事前

に協議すること。 
具志川東中学校（田場小学校区） １か所 

※小学校区については、「うるま市立小学校及び中学校の指定通学区域に関する規則 平

成１７年４月１日付 教育委員会規則第１６号」に基づく。 
ただし、各校区又は地区の境界付近などに事業開所を予定する場合は、申請内容を

精査したうえで、連携施設の所在地や連携内容を確認し、市長が適当と認める場合は

この限りではない。 
※連携施設については、同地区に整備予定の創設園とする。 

 
（３）施設及び運営等の条件 

以下の「５ 開設地等の条件」、「６ 施設の条件」及び「７ 事業運営の条件等」を満たす

こと。 
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５ 開設地等の条件 
次の（１）～（３）の条件を満たし、（４）～（５）の条件を満たすよう努めることとする。 
（１）事業実施予定地に係る権利関係等 

① 申請者が所有又は貸借する土地であること。ただし、土地の取得又は貸借を予定して

いる場合は、申請書提出時点で、取得又は貸借が確実に見込まれる根拠として確約書

を提出すること。 
② 土地や建築に関する関係法令等を満たすこと。 

 
（２）地域等の理解 

隣接住民に対し、計画する土地及び建物で小規模保育事業を実施する意図でうるま市に

申請することを説明し、承諾を得て同意書を提出すること。必要があれば説明会を実施し、

事業の趣旨に理解を求め、地域の理解を得ること。 
 

（３）駐車場の確保 
保護者送迎用の駐車場を確保すること。 
 

（４）既存認可保育所との位置関係 
近隣に既存の認可保育所がないよう努めること。ただし、連携施設となるものを除く。 
 

（５）その他 
半径１００メートル以内に風俗営業法、旅館業法に係る店舗の設置及び営業が行われて

いないよう努めること。 
 
６ 施設の条件 
次の全ての条件を満たすこととする。 
（１）建物 

① 申請者が所有又は貸借する建物であること。ただし、建物の取得又は貸借を予定して

いる場合は、申請書提出時点で、取得又は貸借が確実に見込まれる根拠として確約書

を提出すること。 
② 原則、保育室が１階に設置されること。 

ただし、２階以上に保育室を設置する場合は、建築基準法第２条第９号の２に規定

する耐火建築物又は同条第９号の３に規定する準耐火建築物（同号ロに該当する物を
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除く）であること。また、保育室等その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、

乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること、並びに「認可外保育施設の

指導監督について」（平成１３年３月２９日雇児発第１７７号厚生労働省雇用均等・

児童家庭局長通知）の別添「認可外保育施設指導監督基準」の４に定める避難階段等

が設けられていること。 
③ 昭和５６年６月１日以降に建築されている建物で、建築確認済証の交付が確認できる

こと。 
ただし、２階以上に保育室を設置する場合は、検査済証の交付も確認できること。 

 
 
（２）必要な設備 

保育室、調理室又は調理設備（調理のための加熱、保存等の機能を有すること）、幼児専

用トイレ及び沐浴設備を設けること。 
 
（３）保育室の面積 

保育室の面積は、満２歳未満の乳幼児１人につき 3.3 ㎡以上、満２歳以上の幼児につい

ては１人につき 1.98 ㎡あること。 
 

（４）保育室の区画 
保育室が調理室又は調理設備、便所と区画されていること。 
 

（５）採光・換気等 
乳幼児の保健衛生上必要な日照、採光及び換気等に十分配慮された建物であること。 
 

（６）非常災害防止 
消火器及び非常警報器具が設けられていること。 
 

（７）屋外遊戯場 
実施施設の敷地内に、満２歳以上の幼児１人あたり 3.3 ㎡以上の屋外の遊び場があるこ

と。ただし、敷地内に適当な遊び場を確保することが困難な場合は、付近にそれに代わる

べき空地又は公園があること。 
 

（８）関係法令への適合 
建築基準法、消防法その他関係法令の要件を遵守していること。 
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延べ床面積の合計が１００㎡以上の施設において、小規模保育事業を実施する場合は、

建築基準法に基づき、児童福祉施設の用途とすること。 
※建築基準法及び消防法上、問題がない施設か関係機関と調整し基準をクリアできること

を事前に確認すること。（用途変更が可能な建物か。など） 
 
７ 事業運営の条件等 
次の全ての条件を満たすこととする。 
（１）定員構成 

０歳児（生後３ヶ月以降）から２歳児までの定員を設けることとし、定員数は０歳児≦

１歳児≦２歳児となること。ただし、連携施設が卒園後に１歳児又は２歳児以降の受入れ

を行える場合は、この限りではない。 
 （例 ０歳定員８名、１歳定員１０名 ２歳児は連携施設による受入れなど） 
 

（２）保育料 
保育料は事業者が保護者より直接徴収すること。 
 

（３）職員配置 
① 配置すべき職員 

保育士、嘱託医及び調理員を配置すること。ただし、連携施設（公立保育所又は認可

私立保育園。以下同じ）から嘱託医による健康診断等に関する支援を受ける場合につ

いては嘱託医を、また、連携施設又は給食搬入施設（同一の事業者（事業者が法人で

ある場合は系列の法人を含む）が運営する他の小規模保育事業所、社会福祉施設又は

病院。以下同じ）から食事を搬入する場合にあっては、調理員を置かないことができ

る。 
② 管理者及び保育管理者 

小規模保育事業を行う者は、次のア及びイを満たす管理者を設置すること。ただし、

管理者が保育士資格を有しない場合は、ア及びウを満たす保育管理者を併せて設置す

ること。 
ア 専従及び常勤であること。 
イ 認可保育所又は認定こども園において３年以上勤務し保育資格を有する者又は

「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成１７年

１月２１日雇児発第０１２１００２号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
に基づく認可外保育施設の基準を満たす証明書の交付を５年以上受けている施
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設において、５年以上の勤務経験を有する者であること。 
ウ 保育士資格を有し、認可保育所又は認定こども園において、通算５年以上又は同

一施設で連続して３年以上勤務した者であること。 
③ 保育士の数 

０歳児３人につき１人以上、満１歳以上児満３歳未満児６人につき１人以上配置する

こと。この定数のほかに３名加算して配置すること。 
Ｂ型の場合は、上記基準の２分の１以上が保育士であること。 
 

（４）開所時間 
原則１１時間とする。 
 

（５）閉所日 
日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、沖縄県慰霊の日を定める条例に定

める日、年末年始（１２月２９日から１月３日まで）とする。 
 

（６）保育内容 
① 保育内容は、保育所保育指針（平成２０年厚生労働省告示第１４１号）に準拠すると

ともに、小規模保育の特性に留意して、保育する乳幼児の状態に応じた保育を行うこ

と。 
② 施設内で調理した給食を提供すること。ただし、連携施設又は給食搬入施設において

食事を調理・搬入し提供する場合は、この限りではない。また、アレルギー症状の有

無について十分な聞き取りを行うこととし、アレルギー症状を有する入所児童には、

必要な配慮を行うこと。 
③ 職員に対しては年１回、乳幼児に対しては保育の開始時の健康診断を含め、少なくと

も年に２回健康診断を学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）に規定する健康診

断に準じて行うこと。 
給食事務に従事する職員は、月１回以上検便を行うこと。 

 
（７）事業開始時の受け入れ体制 

事業開始時に、少なくとも０歳児３名、１・２歳児１２名の受入れが可能な保育士を

確保すること。利用乳幼児の増加にあわせて、事業開始年度中に最大１９名まで受入れ

可能な体制を整えるように努めること。 
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（８）実費徴収等について 

保育料とは別に徴収する延長保育や主食費等の料金については、うるま市の状況を把

握した上で事業計画及び資金計画を作成すること。 
 
８ 開設準備費の助成 

開設準備費は、「うるま市小規模保育所開設準備費補助金交付要」に基づき、うるま市の

予算の範囲内で下記の助成を行う。 
 
 

【開設準備費等の助成内容】 
対象経費 補助額 補助上限額 

小規模保育事業の開設に要す

る備品費及び市長が特別に必

要と認めた経費 

対象経費の実支出額の1/2 3,750千円 

※待機児童対策特別事業（認可化移行支援事業）からの補助金の交付がある場合は、本補

助金の交付を受けることはできない。 
 
９ 開設時期等について 

市が事業認可及び利用希望者の利用申し込み受付を行うため、施設整備方法や開所時期につ

いては、こども未来課へ事前に確認を行うこと。 

 
１０ 事業者選考について 
（１）選考方法 

今回募集する小規模保育事業の選考方法は、申請者の中から、「評価表」にしたがって点

数化し、委員会において、総合的に審査・選考（申請書類審査のほか、プレゼンテーショ

ンを実施）し、事業者を採択する。 
なお、事業計画や提供する保育の内容について、小規模保育事業の実施にあたって不

適切と判断した時は、募集か所数に満たない場合であっても採択しないことがある。 
※ 応募が多数ある場合には、書類選考のみで１次審査を行うことがあります。 

（２）児童福祉施設業務検討委員会の開催時期 
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児童福祉施設等業務検討委員会は、平成 30 年 11 月下旬に開催するものとする。 
（３）選考結果 

選考結果については、審査終了後、平成 30 年 11 月下旬に文書にて通知する。 
 

１１ その他 
（１）事業者が、事業を実施するまでの間に、次の事項に該当する場合、市は決定を取り

消すことができるものする。 
① 事業の実施が確実でないと認められる場合 
② 著しく社会的信用を失うに至った場合 
③ その他、小規模保育事業を実施するにあたって相応しくないと認められる場合 

（２）（１）の各事由により決定を取り消された場合、運営の準備のために支出した経費等

について、市は補償しないものとする。 
また、（１）の各事由により決定を取り消された場合において、市に損害が生じた場合

には、事業者が損害を賠償するものとする。 
（３）申請を行うにあたり、次に掲げるものを必ず確認すること。 

①うるま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 
②うるま市特定教育・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 
③うるま市家庭的保育事業等の認可に関する要綱 

 

 

（連絡先） 

  〒９０４－２２４２ 

 うるま市みどり町一丁目１番１号 

  うるま市こども部こども未来課（担当：喜久山・岸本） 

      電話番号：０９８－９８９－５３１３ 


