
平成３０年８月２８日時点
番号 項目 質問 回答 備考

1 施設の平面図について

平面図は、正式なものが必要ですか。 平面図は、面積等が施設の基準を満たすのかを審査する大切な資
料であり、保育施設として建築基準法等の法令に違反していないこ
との確認が必要なため、設計士等に依頼し作成した正式な図面を提
出してください。
既存の建物を改修する場合も同様です。

2
設置運営の複数提案に
ついて

複数の提案を行っていいのですか。 1つの法人が、異なる施設種別ごとに提案することは可能です。ただ
し、保育所及び小規模保育事業所については、それぞれ同種の施
設に対する複数箇所の提案はできません。

3 開設時期について

開設時期が早いものは加点を行うのですか。 評価項目として、「待機児童対策に関する考え方」や「保育所等の施
設整備計画」などを設定しており、その中で開設時期についても評
価対象としております。ただし、それだけでなく、保育内容など総合
的に評価するものであることはご理解ください。

4
施設建物の条件につい
て

建物の賃借による保育所の設置は要件として
可能ですか。

基本的には所有権を有していることを原則とします。
ただし、募集要項中の土地の賃借に記載している条件を満たしてく
ださい。

5
質問書の回答時期及び
方法について

質問への回答は、随時行いますか。まとめて
一斉に行いますか。
また、回答方法はＨＰで公開しますか。

回答は随時、ＨＰに公開するように予定しています。
ただし、質問者に限定される質問に関しては個別にご連絡します。

6
法人等調書の内容につ
いて

【諸規定の整備状況】の「給与表」とは具体的
にどのようなものですか。

号級別の給料月額及び初任給基準が分かる表となります。

7
法人等調書の内容につ
いて

児童発達支援事業は「子育て関連施設」に含
まれますか。

「子育て関連施設等」には含めず、「上記以外の社会福祉施設」に
記入してください。

8
法人等調書の内容につ
いて

役員及び評議員構成の「現職」とは、どこまで
具体的に記載すればよいですか。

社会福祉法人にあっては、現況報告で記載される「理事の職業」及
び「評議員の職業」を参考に記載してください（具体的には、会社役
員、団体役員、保育園園長、医師、無職などです。）。

保育所等の設置運営事業者募集についてのＱ＆Ａ



番号 項目 質問 回答 備考

9 応募理由書について
枠内に収まらない場合は、枠を広げ、ページ
数を増やすことは可能ですか。

文字の大きさを変更しても枠内に収まらない場合は、ページ数が増
えても構いません。

10
小・中・高・短大生の体
験学習等の受入れにつ
いて

実施施設名は保育施設だけでしょうか。学童・
介護施設も含みますか。

保育の体験学習について記入してください。

11
選考過程（応募締切後）
について

応募締切後、応募数・応募種別等は公表され
ますか。

ホームページで公表する予定です。

12
応募（提案）方法につい
て

同一物件（土地・建物）で複数の提案ができま
すか。

複数採用された場合、実施が不可能であるため同一敷地には１つの
案となります。

13 監査結果について

文書指摘の有無とありますが、監査対象施設
は認定こども園・保育所のみでいいですか。

保育所等を運営している法人は、施設の指導監査を提出してくださ
い。
さらに法人の場合は、法人監査結果を提出しください。認可外保育
施設の場合は、立入検査の結果を提出してください。
その他の法人は所轄庁の監査等の結果を提出してください。

14
近接する場所への設置
について

近接とは、同一法人であっても同一敷地内や
隣接地であれば、これは増築による定員増に
なるのではないですか。

法人において既に保育施設（保育所、認定こども園及び小規模保
育事業所）を運営し、同法人が同一敷地内に保育施設を建設するこ
とはできません。隣接地については、規制はありません。

15
施設整備に係る補助金
の補助率について

保育所の整備について、補助金の利用が可
能とあるが、補助金名と各補助率を示してほし
い。

保育所等整備交付金です。
補助限度額、補助率は、別添の保育所等整備交付金交付要綱を参
考にしてください。

16
待機児童解消に対する
考え方について

待機児童とは当園のことですか。大村市のこと
ですか。

大村市の待機児童解消に対して法人等としての考えを記入してくだ
さい。

17
建物賃貸確約書につい
て

建物賃貸にて運営を考えているが、指定帳票
を書き換えての提出は可能ですか。

土地の賃借等同様任意の様式で構いません。



番号 項目 質問 回答 備考

18 履歴書について

両面印刷の様式となっているが、収まらない
場合は複数枚となって構わないでしょうか。
また、その際は、割印は必要ですか。

枠内に収まらない場合は、ページ数が増えても構いません。
割印は必要ありません。

19 実印について

履歴書の印鑑の欄に実印とありますが、代表
取締役としての実印でよいか。
（個人としての実印は押印が不可能な為）

法人代表者履歴書については、法人の印で構いません。

20
食材の搬入ルートにつ
いて

厨房への食材搬入ルートについて専用の搬
入ルートが確保できない場合、保育室を経由
しての搬入は可能ですか。

食材の搬入については、専用の出入り口を設けるなどし、保育室の
経由は避けてください。
給食の外部搬入については可能とします。

21 応募理由書について
５の「利用者」は園児か保護者か、それとも両
者のことですか。

園児及び保護者のことです。

22 応募書類について
原本1部、副本7部とありますが、副本に原本
証明は必要ですか。

原本証明の必要はありません。

23
応募（提案）方法につい
て

異なる施設種別ごとに提案することは可能とあ
りますが、両方採用となった場合は一方を取り
下げることは可能ですか。

できません。
複数提案の場合は、複数の施設の設置、運営のための十分な資力
があり、実現が可能な事業提案を行ってください。

24
応募（提案）方法につい
て

複数提案の場合、重複している書類も両方提
出する必要がありますか。

両方とも提出してください。

25
応募（提案）方法につい
て

複数提案の場合、ヒアリングも２回行う必要が
ありますか。

ヒアリングは、それぞれの案件ごとに行います。

26
施設整備に係る補助金
の補助率について

収入・自己資金額について、市補助金の欄は
施設整備補助制度の交付を前提として、工事
費3/4を積算していいでしょうか。限度額があ
ればご教示ください。

保育所等施設整備補助は、工事費と補助限度額との低い方の3/4
が補助額となります。
補助限度額、補助率は別添の保育所等整備交付金交付要綱を参
考にしてください。

27
施設整備資金計画書に
ついて

収入・自己資金額に市補助金（保育所の場合
のみ）の記入箇所があるが、市補助金を入れ
てよいですか。また、その額の算出方法はどう
したらよいですか。

施設整備補助金を活用する場合は記入してください。
補助額の算定については、別添の保育所等整備交付金交付要綱を
参考にしてください。



番号 項目 質問 回答 備考

28
資金収支予算見込書に
ついて

平成３１年度から平成３５年度までの予算を作
成するのですか。平成３１年度のみでよいで
すか。

開設予定年度から5年間の資金収支予算見込書を作成してくださ
い。

29

保育所等施設整備基本
計画及び施設整備資金
計画書の添付書類につ
いて

土地取得予定の場合、借地予定の場合及び
借入予定の場合の添付書類は、5-5又は5-
6、5-7又は5-8、6-5又は6-6でよいですか。

質問の添付書類については、それぞれどちらかを添付書類としてく
ださい。

30
法人監査結果の提出に
ついて

株式会社につきましては、監査がありません
ので提出は不要ですか。

提出は不要です。

31
既運営施設の範囲につ
いて

複数の既存施設があるが、指導監査や保育
士の平均勤続年数などは全施設分の添付又
は算定を行うのですか。

大村市内に既存施設がない場合は、長崎県内の施設分。長崎県内
に既存施設がない場合は、近隣県の施設分の添付又は算定として
ください。

32 施設整備資金計画書
小規模保育園を３園運営していますが、監査
書類は3園分必要ですか。

３園分が必要です。

33 正規・非正規の区分
正規とは常勤、非正規とは常勤的非常勤及び
非常勤(短時間勤務）を指すのですか。

質問のとおりの取扱いとしてください。

34 賃借料加算について

施設型給付費の賃借料加算は、土地、建物
両方の賃貸借の場合にのみ加算されますか。
土地のみでも加算されるのですか。

賃借料加算は、建物の賃貸借が対象となります。
賃借料加算は、以下の要件に全て該当する場合に加算されます。
・施設に要する建物が賃貸物件である。
・賃貸物件に対する賃借料が発生している。
・賃借料の国庫補助を受けた施設について、当該補助に係る残額
が生じていない。
・減価償却費加算の対象となっていない。

35 減価償却加算

自己資金で建物建設を行った場合、施設型
給付費の減価償却加算は対象となるのです
か。

減価償却費加算は、施設整備費の補助を受けていないことが要件
ですので対象となります。
減価償却費加算は、以下の要件に全て該当する場合に加算されま
す。
・施設に要する建物が自己所有である。
・建物を整備又は取得する際に、建設資金又は購入資金が発生し
ている。
・建物の整備に当たって、施設整備費又は改修費等の国庫補助金
の交付を受けていない。
・賃借料加算の対象となっていない。



番号 項目 質問 回答 備考

36 施設の平面図について
2級建築士の図面でもよいですか。 よいです。

37 調理室について

小規模保育園Ａ型の調理室は一般家庭用で
よいですか。

調理設備と調理設備以外の部分が耐火構造の床若しくは壁又は特
定防火設備で区画されていること。換気、暖房又は冷房の設備の風
道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接するする部
分に防火上有効なダンパーが設けられていることが要件となります。
（大村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
条例第２８条）。

38 給食について
本園と隣接する小規模保育園の場合、給食
搬入は可能ですか。

大村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
条例第16条に規定する要件を満たす場合は可能です。

39
法人等調書の内容につ
いて

「現に運営している子育て関連施設等」の「施
設の種別」に保育所型認定こども園はどのよう
に表記するのですか。

「認定こども園」と表記してください。

40
所有権移転登記確約書
について

所有権移転登記確約書の所有権移転登記の
期日は、開設日まででよいですか。

所有権移転登記は、開設日までに済ませてください。

41
保育士等又は職務の経
験年数について

パート職員での経験年数は、どのように計算
すればよいですか。

パート職員時の経験年数も含めて計算してください。

42 応募書類について
応募書類はすべてパンチ穴をあけてファイル
に綴じてよいですか。

ファイルに綴じてください。また、項目ごとにインデックスを付けてくだ
さい。

43 建築業者について

自己資金で建物建設を行う場合、建設業者は
入札せずに決定できますか。

自己資金で建物を建設する場合の施工業者は、設置運営事業者に
（法人等で定めている規程に従って）選定していただきます。社会福
祉法人にあっては、長崎県社会福祉施設整備事業の適正化に関す
る要綱を順守してください。
なお、施工業者には保育所等の設備基準を理解するとともに、関係
法令に基づき整備を行っていただく必要があります。


