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うるま市公私連携幼保連携型認定こども園運営条件 

（市立中原幼稚園） 

 

 

１ うるま市公私連携幼保連携型認定こども園の運営の基本 

(1) 法令等の遵守 

公私連携法人は、「認定こども園法」等の関連法令を遵守するととも

に、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」(以下「要領」という。)

に基づき、教育及び保育に関する全体的な計画を作成し、実施するこ

と。 

(2) 再委託等の禁止 

公私連携法人は、公私連携認定こども園の管理・運営に係る業務を

一括して委託してはならない。 

(3) 円滑な移行準備 

公私連携法人は、移行の日に支障なく開園するため、市と十分な協

議を行い、必要な人材の確保と運営資金等の必要な準備を整えなけれ

ばならない。 

 

２ 公私連携認定こども園の定員等 

(1) 利用定員  

公私連携認定こども園の利用定員は、原則下記のとおりとする。た

だし、園毎の施設の状況、入園希望者数及び本市の待機児童の状況等

を総合的に勘案し法人の申請により市が決定する。 

 

① 令和２年４月から仮設園舎整備までの期間 

認定区分 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

１号 12名 12名 15名 

135名 

２号 28名 28名 40名 

 

② 仮設園舎での運営以降（新設園の利用定員も同様） 

認定 

区分 

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

１号  15名 15名 15名 

195名 

２・３号 ６名 12名 12名 40名 40名 40名 

※仮設園舎の利用定員については、最終的に申込状況等を勘案し市と協議

して決定するものとする。 

※利用定員については、毎年度市と協議した上で決定するものとする。 
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３ 保育時間等 

（1）保育時間 

① １号認定児 

ア 教育時間 午前８時～午後２時 

※ ただし、午前８時以前に１号認定の児童が登園した場合は、公私連携

認定こども園の開所時間内は、無償で受け入れることとする。 

イ 一時預かり 午後２時～午後７時 

※ 一時預かり料金については市と協議して決定する。 

 

② ２号認定児 

保育時間は、以下のア、イを目処に市が設定する。 

ア 保育標準時間 午前７時30分～午後６時30分(11時間) 

イ 保育短時間  午前８時～午後４時の範囲内（教育標準時間

を含む８時間） 

ウ 延長保育 

・保育標準時間 午後６時30分～午後７時 

・保育短時間  午前７時30～午前８時 

午後４時～午後７時 

※延長保育料は、300円/時間、3,000円/月を基本とすること。 

 

③ ３号認定児 

ア 保育標準時間 午前７時30分～午後６時30分 

イ 保育短時間  午前８時～午後４時 

ウ 延長保育 

保育標準時間 午後６時30分～午後７時 

保育短時間  午前７時30～午前８時 

午後４時～午後７時 

※延長保育料は、300円/時間、3,000円/月を基本とすること。 

 

※１号及び２号認定児の教育標準時間は、要領に基づき、食事時間を含

め４時間以上とし、午前８時から午後２時を基本に、市が設定する時

間とする。 

 

(2) 閉園日 

① 日曜日 

② 国民の祝日に関する法律に規定する休日 
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③ 12月29日から翌年の１月３日まで 

④ 沖縄県慰霊の日を定める条例に定める日 

⑤ 法人が特に必要と認める場合は、市と事前の協議を行い閉園する

ことができる。 

 

４ 必要な人員等 

(1) 園長及び保育教諭：(法令等に定めるとおり) 

(2) その他 

主幹保育教諭や調理員など必要に応じ配置すること。 

(3) 留意事項 

施設型給付として加算措置に該当する人員の配置については、事前

に調整を行うこと。 

また、正規職員は配置基準に対し６割以上配置すること。 

 

５ 教育内容の継続と拡充 

(1) 教育及び保育の内容 

① 法人は、移行予定の幼稚園において実践してきた教育内容を参酌

し、市の指定する職員の支援及び助言を受け、教育及び保育に関す

る全体的な計画を作成し、実施すること。 

② ＰＴＡ等の組織及び活動等は、移行予定の幼稚園の内容を参酌し、

保護者と法人にて協議を行うこと。 

(2) 小学校教育との接続 

① 併設する小学校教育との円滑な接続を図るため、小学校と共同で

定例的な会議を実施すること。 

② 年間行事は、保護者を含めて協議し、必要な行事については小学

校と連携を図り実施すること。 

③ 地域の就学前の保育・教育施設と小学校教育との円滑な接続を図

るための、定例的な会議を参画すること。 

(3) 食育 

要領に基づく食育を実施し、充実に努めること。 

(4) 特別支援教育 

特別の支援を必要とする子どもを積極的に受け入れ、教育及び保育

を実施すること。 

(5) 職員研修 

① 市立幼稚園教諭の研修プログラム等を参酌するなど、職員研修を

実施し、充実を図ること。 
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② 市及び県等が主催する研修会等に積極的に参加させること。 

(6) 特色ある教育・保育の実施 

法人は、特色ある教育及び保育を実施する際は、市と事前に協議を

行うこと。ただし、市が必要であると認めるときは、目的や費用負担

等の内容を付した書面により、市の承認を得るとともに、実施にあた

っては、市の指導等に従うこと。 

(7) 指導要録等 

幼保連携型認定こども園園児指導要録を適切に作成し保存管理する

こと。また、指導要録を市に提供を行うこと。 

(8) 情報の提供と関係機関との連携 

① 教育・保育の実施状況については、保護者や地域に積極的に提供

すること。 

② 本市の教育、福祉部門などの行政組織や、その他の関係機関との

連携・協力に努めること。 

 

６ 子育てに関する支援 

 次の事業を実施すること。 

(1) 子育て支援事業(認定こども園法第２条第12項) 

(2) 地域子ども・子育て支援事業(子ども・子育て支援法第59条)のうち、 

一時預かり事業(施設利用児童の１号認定が対象)、延長保育事業、そ

の他市が指定する事業。 

(3) その他市が定める事業 

 

７ 食事 

(1) 食事 

① 提  供：１号認定及び２号認定児ともに、必要な栄養量を含有

する食事を安全・安心に提供すること。 

※３号認定児を受入れる時から３号認定児も含む。 

② 提供手法：原則、自園調理 

③ お や つ：季節感のあるものを、適時・適温にて提供すること。 

④ アレルギー対応：原則として対応することとし、必要な場合は市

及び保護者と協議すること。 

⑤ 食材情報の提供：安全・安心な食材を確保するとともに、食材に

関する情報提供を適宜行うこと。 

(2) 設備、備品等 

食事の提供に必要な設備、備品等については、公私連携法人におい
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て整備すること。 

８ 運営経費・施設整備・修繕費等 

 運営経費は、施設型給付費、利用者負担額を基本とする。 

(1) 利用者負担額等 

利用者負担額は、下記の額とし、公私連携法人が徴収する。 

① 保育料 

ア １号認定児：条例及び施行規則等に基づき算出した額。 

イ ２号認定児：条例及び施行規則等に基づき算出した額。 

② 子育てに関する支援に係る費用 

ア 子育て支援事業：市との協議で決定する。 

イ 地域子ども・子育て支援事業：市との委託契約の中で定める。 

③ 食事費 

食事費については、全額実費徴収とし公私連携法人が徴収するもの

とする。ただし、実費徴収額については、市と協議のうえ決定するこ

ととする。 

④ その他(行事費、教育の質向上のための費用) 

   市との協議又は保護者の同意を得て、公私連携法人が徴収する。 

※ ③及び④の徴収額については、市内の認定こども園及び認可保育所の徴収額を

加味し設定すること。 

 

(2) 施設型給付費 

① 子ども・子育て支援法第11条に基づき、施設型給付費として公私

連携法人に支出する。 

② 加算額 

 人員の配置及び実施状況等に応じて加算する。 

（3）施設整備等 

 整備に係る方針、施設の規模、公私連携法人の負担等の考え方につ

いては、公私連携幼保連携型認定こども園公私連携法人募集要項に基

づく。 

(4) 運営に係る経費 

① 人件費及び水道光熱費等、運営に係る経費については公私連携法

人の負担とする。 

② 小学校と一体的な管理を要する給排水設備及びそれに類する業務

等にかかる費用については、双方で負担する。負担額は、按分等に

より算出する。 
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(5) 小学校施設の利用 

 公私連携法人は、体育館、プール等の小学校施設については、所定

の手続きを経て小学校長の許可を得て使用することができる。 

(6) 設備等の整備 

公私連携認定こども園移行に伴い必要となる次の設備整備等につ

いては、市の許可を得て公私連携法人の負担で整備すること。 

   電気・水道の子メーター、看板、消防設備、その他必要な設備 

(7) 点検の実施 

建築基準法第12条の法律等に基づく点検を実施し、市へ結果の報告

を行うこと。 

 

９ 引継ぎ要員の配置 

(1) 引き継ぎ要員の配置 

公私連携法人候補者は、教育・保育の内容及び管理運営業務の円滑

な引継ぎの実施のため、令和２年１月より、引継ぎ要員として３名以

上(保育教諭の資格を有する者を必ず含むこと。)の職員を中原幼稚園

へ派遣するものとする。引継ぎ要員の内、１名は移行後の役職として

主幹保育教諭以上の役職を予定するものとする。 

ただし、移行予定幼稚園で令和元年10月１日現在、臨時職員として

雇用されている職員を、令和２年４月１日より公私連携法人候補者の

正規職員として採用する場合には２名まで引継ぎ要員に代えることが

できることとする。 

(2) 準備期間 

引継ぎ要員は、現在の移行予定の幼稚園の運営に参画し、引継ぎを

受けるものとし、その期間は１月から３月までの３か月を基本とする。 

(3) 経費 

引継ぎ要員にかかる経費は、公私連携法人候補者の負担とする。 

 

10 業務報告・評価等 

(1) 業務報告 

公私連携法人は、管理業務に関して、下記に掲げる報告を市長に行

わなければならない。 

① 教育・保育計画書 

 教育及び保育に関する全体的な計画及び、管理業務に関する事項

を記載した「教育・保育計画書」を作成し、各実施年度の前年度3
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月末までに提出するものとする。 

② 実績報告 

会計年度終了後60日以内に、業務報告書、実績報告書及び本業務

に要した経費等の収支決算書を提出するものとする。 

③ 苦情・要望等：必要に応じ速やかに文書にて提出するものとする。 

(2) 帳票等の保管 

公私連携法人は、管理業務等の処理にかかる経理内容を明らかにし

た帳簿を備え、かつ証拠書類を整備し当該年度経過後５年間これを保

存すること｡ 

(3) 報告、調査及び指導 

市長は、協定に基づき、公私連携認定こども園の管理・運営の適正

を期するため、公私連携法人に対して､その管理業務及び経理の状況に

関し、定期又は必要に応じて報告を求め、または調査し、必要な指導

を行うものとする｡ 

(4) 第三者評価の実施 

公私連携法人は、協定期間内の３年を基本に第三者評価を受審し、

その結果をＨＰ等で公表するものとする。 

(5) その他 

学校評議員を設置する等、公私連携認定こども園の運営に関し、利

用者の家族及び地域の代表者の意見を取り入れる仕組みを構築するこ

と。 

 

11 業務の実施に係る保険及び損害の賠償等 

(1) 保険等 

公私連携法人は、公私連携認定こども園管理運営業務の実施にあた

り、公私連携法人の負担において必要な保険に加入するものとする。 

(2) 損害の賠償 

① 公私連携認定こども園業務の実施にあたり、公私連携法人に生じ

た損害は、市の責めに帰する理由による場合を除き、公私連携法人

の負担とする。 

② 公私連携認定こども園業務の実施にあたり、公私連携法人が第三

者に及ぼした損害は、市の責めに帰する理由による場合を除き、公

私連携法人の負担においてその賠償をするものとする。 

(3) 災害・事故への対策 

公私連携法人は、法令等に基づき、職員の防災教育や、災害発生時

の安全かつ迅速な避難誘導体制の確立、各種マニュアルの整備など、
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総合的な災害・事故への対策を実施すること。 

12 園児募集業務等 

(1) 園児の募集 

園児の募集は、市と公私連携法人候補者の双方で行うこととする。

ただし、令和２年度入園児童に係る募集については市で募集を行うも

のとする。 

(2) 受付業務等 

受付は移行予定の公私連携認定こども園で実施し、受付後、市が利

用調整を行う。ただし、令和２年度園児募集については市で受付を行

うものとする。 

令和３年４月１日の入園児については、１号２号３号認定児ともに

市で受付を行う。 

令和３年４月２日以降、当面の間、２号３号認定児は引き続き市が

実施する。ただし、１号の受付等は、基本的に公私連携法人が実施し、

受入れ等については市と調整のうえ決定するものとする。 

（3）１号認定子どもの選考基準について 

 １号認定子どもの入園は、施設が所在する小学校区域内に住所を有

する児童を最優先し、最終的な選考基準の設定は市の指導に従うこと。 

 

13 公私連携幼保連携型認定こども園の名称 

整備する公私連携認定こども園の名称の一部に、移行前の幼稚園の名

称をいれること。 

  例：「社会福祉法人○○会 ○○中原こども園」 

「社会福祉法人○○会 中原○○こども園」 

 

14 地域型保育事業の連携施設 

  ３歳児受け入れを行う公私連携認定こども園は、小規模保育事業・事

業所内保育事業等の連携施設として市が斡旋した際は、受け入れること。 

 

15 指定の取消しについて 

 （1） 市長は、公私連携法人が正当な理由なく協定に従って教育及び保

育等を行っていないと認めるときは、公私連携法人に対し、協定に

従って教育及び保育等を行うことを勧告することができることと

する。 

（2） 市長は、前項の規定による勧告を受けた公私連携法人が当該勧告

に従わないときは、指定を取消すことができることとする。 
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