
令和4年10月17日

「区立弥生保育園移管に伴う保育所設置・運営事業者の公募」における質問について、以下のとおり回答します。

また、公募要領について、下記のとおり訂正をいたします。

【訂正箇所】公募要領P.4「５　土地の貸付について」（３）

（誤）貸付開始時期については～

（正）貸付時期については～

No. 質問項目 質問内容 回答

1

定員について 【定員におけるクラスの人数について】

・定員118名の内訳を0歳児…６名、1歳児…２０名、2歳児…

20名、3歳児…24名、4歳児…24名、5歳児…24名にしていい

でしょうか。0歳児を減らして、1歳児を増やしました。

・理由：0歳児の入園数は、少子化と育児休暇取得の推進とコ

ロナ禍の影響で激減しているとのことです。その代わり1歳児

の入園が厳しくなっているとのことです。できれば、0歳児を

減らし、1歳児を増やしたいと思います。

提案時における定員の内訳については、公募要領P.1に記載のとおりとしてください。

なお民営化後、欠員が多い場合には、一定の要件のもと、利用定員の変更が可能で

す。

回答書
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No. 質問項目 質問内容 回答

2

公定価格について 公定価格の「賃借料加算」「減価償却加算」の適用につい

て、土地は賃貸、建物は自社保有の場合、どのようになりま

すか。

１ 賃借料加算について

　 保育所の用に供する建物が賃貸物件であることが要件のため、建物が自社保有の場

合は対象になりません。

２ 減価償却加算について

以下の要件全てに該当する施設が加算となります。

（ア）保育所の用に供する建物が自己所有であること（注１）

（イ）建物を整備・改修又は取得する際に、建設資金又は購入資金が発生しているこ

と

（ウ）建物の整備・改修に当たって、施設整備費又は改修費等（以下「施設整備費

等」という。）の国庫補助金の交付を受けていないこと（注２）

（エ） 賃借料加算の対象となっていないこと

（注１）施設の一部が賃貸物件の場合は、自己所有の建物の延べ面積が施設全体の延

べ面積の50％以上であること

（注２）施設整備費等の国庫補助の交付を受けて建設した建物について、整備後一定

年数が経過した後に、以下の要件全てに該当する改修等を行った場合には（ウ）に該

当することとして差し支えない。

① 老朽化等を理由として改修等が必要であったと市町村が認める場合

② 当該改修等に当たって、国庫補助の交付を受けていないこと

③ １施設当たりの改修等に要した費用を2,000で除して得た値が、建物全体の延面積

に２を乗じて得た値を上回る場合で、かつ、改修等に要した費用が1,000万円以上であ

る

3

公募要領P.1及び別

紙2　用地につい

て

新園舎建築計画に際して、建築基準法上の敷地として扱うの

は「16-13」と「16-14」を合わせた範囲と考えてよろしいで

しょうか。建ぺい率・容積率・日影規制をチェックする際の

敷地のことです。

建築基準法の敷地として扱うのは、地番16-13のみと考えますが、地番16-14の敷地を

含めることの可否については、建築確認申請をご提出される先へご確認ください。
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No. 質問項目 質問内容 回答

4

公募要領P.1及び別

紙2、4　用地につ

いて

「16-14」は既存園舎解体後の追加貸付とのことですが、

「16-13」は新園舎工事に際しては全域を利用可と考えてよ

ろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

5

公募要領P.1　残置

杭について

地中埋設残置物（具体的には杭）の有無と位置が知りたく、

令和２年度に解体された「旧弥生荘」の構造設計図資料を提

供又は閲覧させていただけないでしょうか。

「旧弥生荘解体工事」の発注図面に含まれる既存建物の構造図、解体工事における敷

地内の掘削範囲を示した図面につきましては、板橋区政策経営部施設経営課の窓口で

閲覧が可能です。閲覧の際には窓口で申請書へのご記入をお願いします。また、区設

置のコピー機（有料）で印刷も可能です。

なお、解体済みの建物はRC造2階建（布基礎）、CB造倉庫（布基礎）です。当該解体

図面内に敷地内の残材、ガラ等を取り除くことが明記されておりますが、工事中に確

認できた一部のガラ等のみ撤去しております。よって、本図面は敷地内に地中障害物

が存在しないことを保証するものではありません。

6

公募要領P.3 保育

室面積について

現在の園舎では３～５歳児のお昼寝を合同で遊戯室にて実施

されているとのことでしたが、新園で同様の保育を実施しよ

うとした場合、お昼寝させるだけのスペースを確保すれば、

３～５歳児人数×単位面積（1.98㎡）の有効面積は必要ない

と考えてよろしいでしょうか。

遊戯室にてお昼寝スペースを確保した場合においても、３～５歳児人数×単位面積

（1.98㎡）の有効面積を確保してください。

7

別紙2　用地につ

いて

新園舎建設中の既存園舎利用範囲は用地16-13と16-14との間

で仮囲いが設けられると推察しますが、その際、既存園舎の

東端の階段は２階からの避難経路ではないと考えてよろしい

でしょうか（階段下から16-14を抜けて避難するために必要

な有効幅員がとれていないため）

仮囲い位置について、お見込みのとおりです。地番16-13と地番16-14の境界は、既存

園舎の東側の階段から建築基準法施行令第128条の敷地内通路幅を確保した位置です。

境界位置については、既配布済の「検測図」をご確認ください。なお、既存園舎の東

側の階段は避難経路として使用し、地番16-13の東端から北側の道路へ抜けられるよう

になっています。

8

公募要領「6　施

設整備に関する条

件」（5)について

現園舎の除却跡地についてのフェンス設置や土壌の整備は、

開園後の工事になるようですが、この工事については別途請

負契約を交わし、別の整備補助があるのでしょうか。それと

もその工事費を園舎の工事に一緒に入れての業者選定と請負

契約をすることになるのでしょうか。

現園舎の除却跡地の整備については別途請負契約を交わしていただくことになります

が、整備費補助はありません。

区から事業者への補助金の支給時期は令和７年３月頃、１回のみとなります。
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No. 質問項目 質問内容 回答

9
地番16-14につい

て

地番16-14の引き渡しはいつ行われるのでしょうか？ 令和８年度に引渡しを行う予定です。

10
地番16-14につい

て

地番16-14はどのような状態で引き渡されるのでしょうか？ 更地の状態で引渡しを行う予定です。

11
地番16-14の整備

について

地番16-14の整備が必要な場合、費用負担はどこが行うので

しょうか？

地番16-14の敷地整備については事業者負担で行っていただくことになります。

12

建築確認申請時の

敷地について

確認申請において地番16-14は敷地面積に含めて良いので

しょうか？　避難経路として計画しても良いのでしょうか？

No.3参照

13
構造について 計画敷地は新防火地域ですが、構造の指定はございますか？

木造耐火建築物としても良いでしょうか？

当課として指定はありませんが、建築基準法及び関係法令上、適法となるように計画

してください。建築確認申請をご提出される先へご相談ください。

14

引継ぎに関する補

助について

「引継ぎに関する補助」について、前例２件とも1,200万強の

補助が支給されているが、支給要件や計算式を開示頂けます

でしょうか？

引継ぎに関する補助については、区の補助要綱に基づき支給します。支給要件等につ

いては下記をご覧ください。計算式についてはお示しできません。

【板橋区立保育所民営化開設準備経費補助要綱】

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/015/

698/h240330mineikakjh.pdf

15

調書2  2(4)の計算

方法について

「調書2（モデル園の概要）2　モデル園の職員について

（4）常勤保育士の平均給与月額」ですが、当方の理解力不足

で恐縮ですが、ご質問内容が上手く読み取れません。仮に

R4.3の月額給与平均が200,000円、R3年度分の在籍職員賞与

総額が6,000,000円とした場合、200,000円+500,000円（600

万/12か月）＝700,000円が正解でしょうか？

ご質問にある「在籍職員賞与総額」が職員１人分の賞与総額なのか、在籍職員全員の

賞与総額なのかによって計算式が変わるかと思われます。

【職員１人分の賞与総額の場合】

お見込みのとおりです。

【在籍職員全員の賞与総額の場合】

200,000円+6,000,000/（12か月*在籍職員数）

16

個人情報のマスキ

ング範囲について

「公募要領P16、13その他（2）児童等の個人情報はマスキン

グ」と記載がありますが、例えば園だよりに掲載している子

どもの顔が写った写真、園パンフレットに記載している園長

名等も対象でしょうか？「法人所属者以外の氏名のみ」な

ど、範囲を明確化して頂けないでしょうか？

あらかじめ第三者提供について本人から同意の得られている個人情報はマスキング対

象外としますが、それ以外の個人情報はマスキングしてください。
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No. 質問項目 質問内容 回答

17
公定価格について 本計画においては公定価格の減価償却加算が受けられない認

識だが、間違いないでしょうか？

No.2参照

18

借地料について 借地料について、社会福祉法人については5割以内の減額措置

が受けられるとのことですが、当然その他法人との収支の差

が発生し、不公平感が拭えません。公募であるにも関わらず

このような差が生じることに対し、区としてはどのようにお

考えでしょうか？

区有地の貸付については、現行の区の基準に基づいて借地料を決定する必要があり、

本件のみを例外とする考えはありません。

19

1歳児の定員につ

いて

1歳児の定員現在の16名から17名に増やしている理由をご教

示ください。

令和4年4月時点で区全体における待機児童は0となったものの、１歳児については令和

4年10月1日時点で近隣園の欠員は少なく、板橋地域全体でみても１歳児の欠員は9し

かありません。そのため、1歳児の受け入れ枠を1増やすこととしました。

20
副園長の必要人数

について

副園長を現在２名配置されているかと存じますが、提案にお

ける必要人数をご教示ください。

副園長については必要人数の制限はありません。

21

定員変更について 現在定員117名に対してR4年9月時点で102名の入所となって

います。今後も待機児童解消の影響から児童の現象が見込ま

れますが、その場合定員変更等はご検討いただけますか。

民営化後の定員変更については、その時点における待機児童の状況をみたうえで、区

と協議が必要になります。

22

定員変更について 当方から定員変更（減・増）を提案することは可能でしょう

か。その場合、「事業収支計画」も定員変更後の事業収支計

画で提出してよろしいでしょうか。

令和4年10月時点においては公募要領に記載通りの定員としますので、事業収支計画に

ついても定員を変更せずに記載してください。定員変更についてはNo.21参照

23
要支援児の人数に

ついて

現弥生保育園における要支援児の人数をご教示ください。 5名です。

24

延長保育の利用者

数について

現弥生保育園における延長保育の１日の平均利用者数をご教

示ください。また、補食・夕食について提供有無と１日の平

均利用者数をご教示ください。

1～2名で、延長保育利用時に補食の提供をしています。

25
土曜保育の利用者

数について

現弥生保育園における土曜保育の平均利用者数をご教示くだ

さい。

約18名です。
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No. 質問項目 質問内容 回答

26

引継ぎに関する補

助について

「引継ぎの業務委託契約」の委託料上限金額があればご教示

ください。

引継ぎについては、業務委託契約ではなく、板橋区立保育所民営化開設準備経費補助

要綱に基づき補助金として支給するものです。区の予算範囲内で支給するもので、上

限金額についてはお示しできません。板橋区立保育所民営化開設準備経費補助要綱に

ついてはNo.14参照

27

事業用定期借地権

設定に関する契約

書案について

土地の貸付に関する契約書の案があればご提示をお願いしま

す。

契約書案を未作成のため、お示しできません。

28

土地の貸付期間に

ついて

土地の貸付期間が30年間と長期間で定められていますが、こ

の期間を短縮することは可能でしょうか。また、途中解約し

た場合の対応についてご教示ください。

土地の貸付期間については、公募要領に記載のとおりとします。やむを得ない理由に

より保育所事業を廃止し、途中解約する場合は、相当の期間をおいて区と協議したう

えで対応するものとします。原状回復及び明け渡し方法の詳細については、公正証書

により締結する、事業用定期借地権設定契約にて定めるものとします。

29

定員割れによる区

の救済策について

土地の貸付期間中に少子化等の影響から定員割れとなり収益

悪化した場合、区としての経済的な救済策についてご教示願

います。

年度途中の受け入れの多い０歳児の職員配置に係る運営費の支援として、９月までの

未充足に対する助成を行っています。また、欠員が多い園については、一定の要件の

もと、利用定員の変更が可能です。今後のその他の支援については、未定です。

30
地番16-14の整備

費補助について

2(2)新たな貸付敷地の整備について、整備費の補助等はあり

ますでしょうか。

追加で貸し付ける敷地整備にかかる補助はありません。

31

地中障害物につい

て

6(3)⑫現時点で想定できる地中障害物については無いという

ことでよろしいでしょうか。

既存建物（旧弥生荘）は、令和2年度に基礎含め解体済みであり、当課で把握している

地中障害物はありません。参考として、解体済みの建物は、RC造2階建（布基礎）、

CB造倉庫（布基礎）となります。既存図等、詳細をご覧になりたい場合は、板橋区政

策経営部施設経営課にて閲覧が可能です。なお、区設置のコピー機（有料）で印刷も

可能です。

32

園庭面積について 6(4)計画する民営化園の園庭は「別紙4　園庭の配置例」で示

される園庭面積約260㎡を今回計画敷地内で確保すれば、将

来園庭を拡張したときに園庭の必要面積が満たされると考え

て良いのでしょうか。

お見込みのとおりです。
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No. 質問項目 質問内容 回答

33
近隣との協定につ

いて

7(6)⑥現時点で保育園を運営する中での近隣との協定、遵守

事項等はありますでしょうか。

近隣との協定等は特段ありません。隣接駐車場の出入りの妨げにならないように遵守

しています。

34
平面図について 11(6)１次審査で提出する平面図についてはレイアウトと有効

面積がわかれば単線図面程度でもよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

35

借地料の減額につ

いて

5(4)③ア「借地料の減額措置を行う場合は」と記載がござい

ますが、株式会社であっても減額の協議可能なのでしょう

か。

株式会社については減額措置の対象外となります。

36

現園の募集人数に

ついて

現弥生保育園で令和5、6年度はどの程度新入園児を募集する

のでしょうか。移管に向けて人数の調整をする予定があれば

ご教示ください。

令和５年度については令和４年度と同様、入所総定員は117名です。令和6年度につい

ては現時点では未定です。

37
引継ぎ可能な備品

一覧について

引き継げる備品一覧を可能な範囲でご教示ください。 引き継げる備品については運営事業者決定後に別途区と協議するものとします。

38
建物の原状回復に

ついて

土地の貸付期間満了以内に、建物の原状回復が必須となりま

すでしょうか。

お見込みのとおりです。

39
異年齢交流につい

て

現在異年齢交流はどのように行っているかご教示ください。 １クラス２グループに分かれ、幼児３クラスで縦割りで室内での運動あそびをしてい

ます。

40

保護者との連絡に

ついて

１日の様子の保護者に対する配信などはどのように行ってい

ますか。また、保護者との連絡ツールとして乳児、幼児それ

ぞれ何を使用していますか。（乳児は毎日の連絡帳、幼児は

連絡ノートやシールなど）。

乳児家庭連絡票は板橋区立保育園統一のものを使用し、幼児連絡帳は連絡がある時の

み、板橋区立保育園統一の用紙を使用しています。幼児クラスのみ連絡帳がなくなる

ため「日々の保育」を掲示しています。

41
勤怠管理及び入退

室管理について

職員の勤怠管理、園児の入退室の管理はどのように行ってい

ますか。

職員は出退勤カードによる管理、園児は紙ベースの出欠簿での管理（今後電子システ

ム移行）を行っています。

42
感染症対策につい

て

現在行っている感染症対策についてご教示ください。 （厚労省基本感染対策に準じて）園児登園時の手洗い、マスク（任意）等を実施して

います。
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No. 質問項目 質問内容 回答

43

調書１

運営する施設につ

いて

運営施設について100施設以上運営しており施設一覧の記載

だけで4ページを使用してしまう。上限が15ページまでと記

載がございますので、項目を網羅した内容で施設一覧につい

ては別添にしても差し支えないか。

必ずしもすべて列挙する必要はありませんが、列挙する場合複数ページにわたっての

記載も可能です。（その場合ページとしてカウントします。）事業者様の実績を表す

ものになりますので、代表的な園のみ記載し、ほか何園とすることや、都内、関東と

いったエリアでの数値の表記など表現については事業者様の判断に任せます。

44

公募要領「6　施

設整備に関する条

件」について

(5)に記載のある、現園舎解体後の活用に関して、「オープン

スペース」とは公園のようなものをイメージすればよろしい

でしょうか。ご意向や方針等がございましたら、ご教示いた

だけますと幸いです。

遊具などは設置せず、地域需要や防災上の観点を含め活用できる広場的なものを想定

しておりますが、現段階では詳細は未定です。

45

公募要領「7　運

営に関する条件」

について

休日保育の検討に関する記載がございますが、今の保護者様

のニーズに関するアンケートなどがございましたら、ご共有

いただけますと幸いです。

公募要領の別紙５として添付しておりますので、そちらをご確認ください。

46
行事について スプリングコンサート、年末子ども会、新年子ども会とはど

んな内容の行事か？

スプリングコンサートは現在実施していません。年末子ども会はお楽しみ会、新年子

ども会では伝承遊びを行っています。

47
保護者の費用負担

について

保護者が保育料以外に費用負担している物は何か？ 特にありません。

48
保護者が準備する

物について

保護者が入園にあたり準備している物は何か？ 特にありません。幼児クラスでリュックを用意してもらう程度です。

49

要支援児保育対象

者の入園までの流

れについて

要支援児保育対象者の保育園入園が決まるまでの流れは？ 下記①～③の流れとなります。

①保護者より要支援児の申請を受理または、必要に応じて保護者へ発達の状況の聞き

取りを行い、直接お会いする必要性がある場合、区立園で一時間程度、観察保育を行

う。

②毎月の入所の場合は観察保育を行った結果等をもとに、加配の要否を決定。４月入

所の場合は、医師・区立私立園長を交えた判定審査会を開催し、観察保育の結果等に

より、加配の要否を決定。

③各園に加配児童の受け入れ枠を確認し、利用調整を行う。
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No. 質問項目 質問内容 回答

50

子育て支援ヘルプ

デスクについて

現在の弥生保育園にある子育て支援ヘルプデスクとは何か？ 元々は育児支援ヘルパーの受付を行っていました。現在は子ども家庭総合支援セン

ターで業務を行っており、弥生保育園敷地内に子育て支援ヘルプデスクはありませ

ん。

51
屋上遊び場につい

て

屋上遊び場の使い方は？ ０歳、1歳児の気分転換で使用しています。

52
職員配置について 朝と夕方の時間の職員配置（資格の有無）は？ 正規職員（有資格者）＋保育補助員（無資格者もあり）による配置となります。（配

置基準は都、区の規定に準じます）

53
アプリの使用につ

いて

お休み連絡にＥメールを使用しているが、専門アプリなどを

利用しているのか？

令和4年10月からアプリを導入し、現在運用準備中です。

54
延長保育について 延長保育の定員、年齢制限などあるのか？ 定員は20名で、必要に応じて受け入れています。満１歳の誕生日から利用可能です。

55
土曜保育の利用手

順について

土曜保育利用の手順、必要書類などはあるのか？ 土曜保育利用については保護者から事前に申し出があった場合に、土曜日専用室での

保育を行っています。必要書類はありません。

56

損失計上の確認方

法について

３年以上の損失計上とありますが、「資金収支計算書」の第

１号第１様式の当期資金収支差額合計のマイナスと認ても良

いですか？

お見込みのとおりです。

57
新園舎の完成状況

について

建物は開設日の２か月以上前までに完成することが条件と

なっていますが、完成はどのレベルを指すのでしょうか？

認可のための確認を行いますので、開設時の園舎の状況がわかる必要があります。

58

地番16-14につい

て

借地部分の内、現弥生保育園の園舎部分の追加借地部分は何

時から使用可能（フェンス工事や園庭遊具の設置があるた

め）となりますか？

No.9参照

59
基本協定について 整備、運営に関する基本協定の締結予定日はいつ頃を想定し

ていますか？

基本協定については、土地の貸付料確定後の令和6年5月頃の締結を予定しております

が、これに先立ち、令和5年5月頃に仮基本協定の締結を想定しています。

60

調書3の添付書類

について

調書３（事業計画書）の添付書類は、調書２で選んだ施設の

資料を添付したほうがよろしいでしょうか、それとも指定は

無く既存施設の中から１施設分、添付すればよろしいので

しょうか。

既存施設の中から１施設分添付してください。

当然、調書２で選んだ施設の資料でも問題ありません。
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No. 質問項目 質問内容 回答

61

公募要領「2　公

募施設及び規模

等」について

現弥生保育園の定員から1歳児を1名増やすのはなぜですか No.19参照

62

公募要領「2　公

募施設及び規模

等」について

新園舎敷地の設定ですが、当初16-13を使用し、令和8年に

16-14を追加とありますが新築時の敷地設定（確認申請時）

は16-13のみと考えてよろしいでしょうか？もしくは、16-14

も含むことができるのでしょうか？

No.3参照

63

公募要領「4　既

存施設の現況」に

ついて

異年齢保育は実施可能でしょうか。 ご提案いただくことは可能ですが、実施に当たっては保護者の同意を得てください。

64

公募要領「6　施

設整備に関する条

件」について

今回の計画において区が想定する工期をお示しください。 令和6年6月から約8か月を想定しています。

65

公募要領「6　施

設整備に関する条

件」(3)④につい

て

「学校１１０番、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を設置する

こと。」とありますが、学校１１０番の維持管理、AEDの設

置維持管理に対する補助は別途あるのでしょうか。

学校110番については、開設時の新規設置に限り補助を行います。

AEDの設置経費については、公募要領P.10「９　補助金等について」(2)補助基準額の

対象経費とみなします。

両者とも維持管理経費は対象外です。

66

公募要領「6　施

設整備に関する条

件」(3)⑧につい

て

「保護者が送迎の際に一時的に利用する自転車の駐輪場を設

けること」とあるが、何台程度必要と想定しているのでしょ

うか。

駐輪スペースについては、現園舎に設置されていないため、具体的な数値がありませ

んが、民営化後の大山西町保育園（定員120名）については、駐輪スペースは30台程

度でしたので、こちらを参考にしてください。

67

公募要領「6　施

設整備に関する条

件」(3)⑭につい

て

「本体工事等の契約は入札とすること」とあるが、「等」に

は何が含まれるのか。

本体工事に付帯する工事を含みます。

（例：給排水設備、電気設備、ガス設備、冷暖房設備、消防用設備等）
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No. 質問項目 質問内容 回答

68

公募要領「6　施

設整備に関する条

件」(5)について

「オープンスペースと民営化園へ直接出入り可能な扉も設置

可とします。」とあるが、協議のうえ区が設置するフェンス

にも出入り可能な扉を設置していただけるのでしょうか。

お見込みのとおりです。ただし、恒久的にオープンスペースである担保はありませ

ん。そのため、建築基準法施行令第125条第1項の出口及び同施行令第128条の公園、

広場、その他の空地としてみることができるかについては、建築確認申請をご提出さ

れる先へご確認ください。

69

公募要領「7　運

営に関する条件」

(3)⑪について

「地域との連携」について、ここでいう「地域」とは具体的

に何（誰）を指しているかご教示ください。

区域内で生活や活動し、園に関心を持ってくれている人（団体）、町・自治会、ボラ

ンティア団体等を指します。

70

公募要領「7　運

営に関する条件」

(3)⑪について

「地域との連携」について、現在の弥生保育園の、地域連携

の取り組みを具体的に教えてください。

児童館職員による交流や情報交換、公開保育へのお誘い（近隣小規模園、私立園、家

庭福祉園）などを行っています。

71

公募要領「7　運

営に関する条件」

(5)②について

職員配置基準要件の経験年数についてはいつ時点の年数にな

りますか。

開設時点での経験年数となります。

72

公募要領「7　運

営に関する条件」

(5)②について

「（※）保育施設での保育経験…認可保育所、小規模保育事

業、事業所内保育所 、東京都認証保育所（Ａ型）における保

育経験をいう。」とあるが、幼稚園や認定こども園（保育所

型や幼保連携型等）は含まれないのでしょうか。

公募要領に記載のないものは含みません。
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