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１ 募集の趣旨                                  

 筑前町では、「筑前町子ども・子育て支援事業計画」を推進し、子どもの健やかな成長

と子育て家庭を支援するため、また、待機児童解消に向けた新たな保育施設の確保のた

め、０、１、２歳児の児童を対象とした小規模保育事業者を募集します。 

 

２ 募集概要                                   

（１） 事業類型 

小規模保育事業 A型（保育従事者全てが保育士） 

 小規模保育事業とは・・・小規模保育事業は、少人数（定員 6 人から 19 人）かつ 0～2 歳児を対象

に、家庭的保育に近い雰囲気の下で保育を行う施設です。平成 27 年の「子ども・子育て支援新制

度」の中での地域型保育事業の一つとして始まりました。小規模保育事業は、地域が直面する保育

の実情に応じて、特に深刻な低年齢児の待機児童の解消を図ることを目的として新制度の中で位置

づけられており、定員規模や保育従事者の資格の有無等により A 型、B 型、C 型の３類型に分類さ

れます。 

（２） 募集地域 

筑前町全域 

（３） 募集数 

２ヶ所 ※応募については、１事業者１施設を上限とする。 

（４） 対象児童 

当町から保育の必要性の認定（３号認定）を受けた０歳児、１歳児及び２歳児 

（５） 利用定員 

19 人  

※定員については、０歳児≦１歳児≦２歳児となるよう設定してください。 

（６） 開園日 

令和５年４月１日（土）から令和５年６月１日（木）の間 

 

３ 応募資格                                   

 応募できる者は、以下の要件を満たす事業者とします。 

（１） 本事業の実施に必要な建物（土地）を所有している、若しくは令和５年６月１日の

事業開始に間に合うよう取得又は賃貸借により確保できること。 

（２） 既に保育施設等を運営している場合は、過去２年間（令和２年度、令和３年度）に

実施された監査等において、重大な文書指摘を受けていないこと。ただし、受けて

いた場合でも適正な改善報告がなされている場合は、指摘を受けていない場合と同

様の扱いとする。 

（３） 児童福祉法（昭和 22年法律第 164 号）第 34条の 15 第 3 項第４号に掲げる基準の

いずれにも該当しないこと。 



（４） 会社更生法（平成 14年法律第 154 号）に基づき、更生手続開始の申立てがなされ

ていないこと。 

（５） 民事再生法（平成 11年法律第 225 号）に基づき、再生手続開始の申立てがなされ

ていないこと。 

（６） 国税及び地方税を滞納していないこと。 

（７） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又はその構成員でないこと。 

 

４ 募集条件                                   

Ⅰ. 施設設置等に関する条件 

施設整備にあたっては、筑前町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（平成 26 年筑前町条例第 11 号。以下「設備運営条例」という。）、関係法令等及び以

下の事項を遵守する必要があります。施設整備計画書の中で、必要な対応策等を明らかに

してください。 

（１） 事業を実施する建物は、自己所有又は賃貸借する物件であること。 

（２） 賃貸借物件の場合は、物件所有者が事業の実施について承諾していること。 

（３） 賃貸料が地域の水準に照らして適正な額以下であること。 

（４） 賃貸借契約において、契約期間が 10 年以上とされていること、又は事業開始日か

ら２年以上とされ、特段の事情がない場合は、自動更新される旨の規定が設けられ

ていること。 

（５） 新耐震基準を満たし、耐震上問題がないこと。（昭和 56 年５月 31 日以前に確認通

知を受けた建物の場合、耐震調査を実施し問題のないもの。又は耐震基準を満たし

ていない場合は、選定後に改修を実施すること。） 

（６） 満 2 歳に満たない児童を保育するための乳児室又はほふく室及び便所を設けるこ

と。 

（７） 乳児室又はほふく室の面積は、満２歳に満たない児童１人につき３.３㎡以上である

こと。 

（８） 満２歳以上の児童を保育するための保育室又は遊戯室、屋外遊戯室及び便所を設け

ること。 

（９） 保育室又は遊戯室の面積は満２歳以上の児童１人につき１.９８㎡以上、屋外遊戯場

の面積は満２歳以上の児童１人につき３.３㎡以上であること。 

（10）敷地内に屋外遊技場を確保することが困難な場合は、施設付近に屋外遊技場に代わ

る公園等を設定するとともに、入所児童の当該公園等への移動における安全が確保

され、日常使用できる距離にあること。 

（11）保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。 



（12）乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室は、原則として１階とすること。これにより

がたい場合は、設備運営条例第 28 条第７号に定める基準を満たすこと。 

（13）衛生的な調理室又は調理設備（調理のための加熱、保存等の調理機能を有するこ

と）を設け、保育室と区画すること。また調理員専用の手洗い設備を設置するこ

と。 

（14）児童の保健衛生上、必要な日照、採光、換気が良好であること。 

（15）保育室等と区画された沐浴設備を有すること。 

（16）保育室等と区画された幼児用トイレ（補助便座不可）を一つ以上有していること。 

（17）火災報知器及び消火器、非常口等、非常災害防止に必要な設備を有すること。 

（18）同一敷地内で他の事業を複合的に行う場合、小規模保育事業を行う場所と明確に区

分けをし、職員配置も別途配置すること。その際、会計においてもその他の事業と

明確に区分すること。 

（19）保護者が利用できる送迎用駐車スペースを敷地内や近隣に確保するよう努めるこ

と。 

（20）施設整備について、工事の完成及び関係法令等の検査を終えること。 

 

Ⅱ．運営に関する条件 

運営にあたっては、設備運営条例、筑前町特定教育・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（平成 26年筑前町条例第 10 号）、関係法令等及び以下

の事項を遵守してください。 

【運営】 

（１） 児童福祉法や子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65 号）等を熟知し、保育事

業に熱意と見識を持ち、本事業の運営を適切に行う能力を有していること。 

（２） 安定的な経営を行い、児童が心身ともに健やかに育成されるよう尽力できること。 

（３） 保育所保育指針（平成 29 年厚生労働省告示第 117 号）を理解し、本町の保育行政

に積極的に協力できること。 

（４） 保育所保育指針に順じ、運営方針・保育計画・指導計画・運営規定を作成、実施す

ること。なお、作成の際には、小規模保育の特性を生かし、低年齢児保育に留意し

た内容とすること。 

（５） 保育を希望する児童及び保護者と事前面談を実施するとともに、保育方針、保育内

容、保育時間、利用者負担額等の説明を行った上で同意を得ること。 

（６） 利用児童の日々の状況を的確に把握するとともに、保護者と保育従事者との日々の

利用状況等についての情報伝達体制を整えること。 

（７） 利用児童の健全な発達を支援するための健康づくりに取り組むこと。 

（８） 事業所の開設にあたり、近隣の住民及び保育施設や幼稚園の理解を得ること。 



（９） 保護者や地域関係者との良好な関係づくりに努め、地域に根ざした運営を行うこ

と。 

 

【資金】 

（１） 資金計画及び事業計画が確実であり、小規模保育事業の施設整備等に要する経費及

び当面の運営経費など事業者が負担すべき資金を有していること。 

（２） （１）の資金として、施設整備等に要する資金のほか、年間事業費の 12 分の１以

上に相当する自己資金の普通預金又は当座預金に保有していること。 

（３） 自己資金の原資を借入金等で賄う場合は、その返済について返済計画が適正である

こと。 

参考：給付費 

  小規模保育事業の運営事業者に対しては、公費給付として地域型保育給付を行います。保育給付見

込み金額は、国の定める公定価格から町が規定する保育料を差し引いた額となります。 

  内閣府のホームページに「子ども・子育て支援新制度における公定価格の試算ソフト」が公開され

ていますので、ご参考ください。 

 

【給食】 

（１） 利用児童に対し、給食（主食・副食）を提供すること。 

（２） 離乳食、アレルギー食及び配慮を要する児童の対応食など、個々の児童に配慮した

食の提供を行うこと。 

（３） 給食は原則として自園で調理すること。調理業務を委託する場合は、「保育所にお

ける調理業務について」（平成 10 年 2 月 18 日児発第 86 号厚生省児童家庭局長通

知）を遵守すること。 

（４） 外部搬入を行う場合は、設備運営条例第 16条（食事の提供の特例）の規定による

こと。 

 

【健康診断】 

（１） 利用児童の利用開始時健康診断、少なくとも年２回の定期健康診断及び必要な場合

における臨時の健康診断を実施すること。 

（２） 職員への健康診断は少なくとも年１回実施し、調理等に従事する職員は、月に１回

以上の検便を行うこと。 

 

【衛生管理等】 

（１） 必要な医薬品、医療品を常備すること。 

 

【非常災害・事故防止対策】 



（１） 非常災害に対する具体的計画を立て、避難訓練、防火訓練を少なくとも月に１回実

施すること。 

（２） 利用児童の事故防止対策及び危機管理体制の整備に万全を期すこと。 

（３） 事故等による補償を円滑に行うことができるよう、賠償責任保険に加入すること。 

 

【苦情対応】 

（１） 保護者に対し苦情受付方法を明示するとともに、苦情解決の仕組みを整備すること 

 

【職員研修】 

（１） 職員の資質向上を図るため、保育等に関する各種研修への参加や独自の職員研修を

行うこと。 

 

【職員配置】 

（１） 施設長は、児童福祉事業に２年以上従事した者又はこれと同等の資質を有すると認

められる者であるとともに、施設の運営管理に常時従事すること（保育従事者との

兼務は認められない）。 

（２） 保育に従事する職員について、全員が保育士であること。 

（３） 保育に従事する職員数は、０歳児３人につき１人、１歳児及び２歳児６人につき１

人とし、この合計人数にさらに１人を加えた人数以上を配置すること。併せて、公

定価格の基本分単価に含まれる職員を配置すること（保健師、看護師又は准看護師

を１人に限り、保育士とみなすことができる）。 

参考：基本分単価に含まれる職員構成 

  ※年齢別配置基準：１、２歳児６人につき１人、乳児 3 人につき１人、左記に加えて１人 

  （例）利用人数１９人（０歳児５人、１歳児及び２歳児１４人）の場合 

   ◇職員数：０歳児５人÷３≒１.６人（小数点以下第２位切捨て） 

        １歳児及び２歳児１４人÷６≒２.３人（小数点以下第 2 位切捨て） 

        （１.６人+２.３人）+１人=４.９人≒５人（四捨五入） 

   ◇公定価格の基本単価に含まれる職員 

    非常勤保育士１人、管理者１人、非常勤調理員、非常勤事務職員、嘱託医・嘱託歯科医 

    保育標準時間認定を受けた子どもが利用する場合、非常勤保育従事者１人（保育士） 

（４） 上記の保育士が各組・各グループに１人以上（当該組・グループに係る最低基準条

の保育士定数が２名以上の場合は、１名以上ではなく２名以上）配置されているこ

と 

（５） 調理員を配置すること。ただし、調理業務の全部を委託する場合又は設備運営条例

第 16 条の規定により連携施設等から食事を搬入する場合は、調理員を置かないこ

とができる。 



（６） 嘱託医・嘱託歯科医を配置すること（連携施設と同一の嘱託医に委嘱することもで

きる） 

 

【保育サービス】 

（１）開所日と休所日 

    開所日…月曜日～土曜日 

    休所日…日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定す

る休日、年末年始（12月 29 日～１月３日） 

（２）開所時間（通常保育のを実施する場合） 

    午前７時から午後６時まで  

※延長保育等については、事業者の判断で実施すること。 

（３）子育て支援事業や地域活動事業（園庭開放、子育て講座、保護者支援講座、育児相

談、地域行事参加等）に取り組むよう努めること。 

 

【その他】 

（１） 現に届出（認可外）保育施設を運営している事業者で、小規模保育事業への移行に

より、届出（認可外）保育施設を閉鎖する場合は、施設に在園する児童の保護者と

十分協議を行い、預かり先を検討し、対応策を明らかにすること。 

（２） 小規模保育事業所を利用する児童は、町が利用調整を行った上で、保護者が事業者

に対して利用の申請を行うため、町が行う調整及び受入れの要請に協力すること

（正当な理由なく拒むことはできません）。 

（３） 町が要求する事業内容に関する報告及び立入調査等に協力すること。 

 

Ⅲ. 連携施設に関する条件 

 利用児童に対する保育が適正かつ確実に行われ、保育の提供の終了後も満３歳以上の児

童に対して必要な教育（教育基本法（平成 18年法律第 120 号）第６条第１項に規定する

法律に定める学校において行われる教育をいう。）又は保育が継続的に提供されるよう、

次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園（以下「連携施

設」という。）を適切に確保してください。 

（１） 利用児童に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必要な事

業者に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援 

（２） 必要に応じて、代替保育（事業者の職員の病気、休暇等により保育を提供すること

ができない場合に、代わって提供する保育をいう。）の提供 

（３） 保育の提供の終了に際して、保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設におい

て利用児童を受け入れての教育又は保育の提供 



５ 地域への説明                                 

施設の整備及び開設後の運営を円滑に進めるためには、地域の理解と協力が必要になり

ますので、地域に対する十分な説明を必ず行い、理解を得てください。 

なお地域（行政区等）には、公募に応募する旨（応募段階で選定されない場合があるこ

と）及び、設置・運営計画の概要(*1)について、原則として近隣住民等(*2)に応募事業者

が資料を渡して説明してください。説明方法は面談を原則としますが、複数回訪問しても

面談できない場合は、(*1)の内容を記載した資料を配布してください。 

 *1…公募に応募する旨、応募事業者名称、連絡先、建設予定地、建物構造、定員、駐車

場台数、送迎時の対応、音に対する取り組み、施設計画の配置図など 

 *2…地域役職者及び建設予定地の敷地境界線から15メートルの範囲以内に、その全部又

は一部がある土地に存する建築物の所有者及び居住者（その土地に建築物が存しな

い場合にあっては、その土地の所有者） 

※設置・運営者として決定した後も近隣住民等への説明は必要です。 

 

6 保護者の費用負担等について                          

【保育料（利用者負担額）】 

保育料については、筑前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の保育料に関

する条例施行規則（平成 27 年筑前町規則第１号）第２条に基づき、保護者世帯の町民税

所得割額に応じて町が決定し、事業者が保護者から徴収することとなっています。 

 

【実費徴収】 

 保育料（利用負担額）以外の費用負担で児童に帰属するもの（日用品、文房具など保育

に必要な物品の購入に要する費用及び行事に参加する費用等）を求める場合は、保護者に

対して使途を明確に説明し、同意を得る必要があります。 

※入園料、冷暖房費、保険代、給食費、ミルク代、おやつ代等は事業者が負担することと

なっており、保護者負担は認められません。（延長保育に伴う夕食代、おやつ代等を除き

ます。） 

 

７ 応募手続きについて                              

（１） 募集要項の配布 

配布期間  令和４年 11 月７日（月）から令和４年 11 月 22 日（火）まで 

      午前８時 30 分から午後５時（土・日曜日、祝日を除く） 

配布場所  筑前町 こども課（筑前町久光 951-1 めくばーる学習館１階） 

※ 募集要項及び応募書類の様式は、町ホームページにも掲載しています。 

町ホームぺージ https://www.town.chikuzen.fukuoka.jp 



（２） 参加表明 

受付期間  令和４年 11 月７日（月）から令和４年 11 月 22 日（火）まで 

      午前８時 30 分から午後５時（土・日曜日、祝日を除く） 

受付場所  筑前町 こども課（筑前町久光 951-1 めくばーる学習館１階） 

提出方法  「筑前町小規模保育事業者募集の参加表明書」を持参又は郵送で提

出。（郵送の場合は 11月 22 日必着） 

※ 応募にあたっては、必ず参加表明をされてください。参加表明なしでの応募は

受け付けできません。 

（３） 質疑等 

受付期間  令和４年 11 月７日（月）から令和４年 11 月 22 日（火）まで 

午前８時 30 分から午後５時（土・日曜日、祝日を除く） 

   提出方法  「筑前町小規模保育事業者募集に関する質問票」を持参又は電子メー

ルもしくはＦAＸで提出。（送信後は送信した旨の連絡をお願いしま

す） 

         ※電話での質問は不可 

         ※電子メールでの提出の場合、時間は問いませんが、最終日は午後５

時受信分までとします。 

   回答日   令和４年 11 月 25 日（金）（予定） 

      回答方法  取りまとめの上、参加表明者へ電子メール又はＦAＸにて回答 

 ※公平性を期すため、自らの応募書類・提案内容の優劣等に関する質問や審査内容に関

する問い合わせは受け付けません。 

（４） 応募書類の提出 

受付期間  令和４年 11 月７日（月）から令和４年 12 月５日（月）まで 

      午前８時 30 分～午後５時（土・日曜日、祝日を除く。） 

受付場所  筑前町 こども課（筑前町久光 951-1 めくばーる学習館１階） 

提出方法  窓口への持参（郵送・FAX・電子メール不可） 

提出部数  10 部（正本１部 副本９部） 

※ 応募書類を、受付期間内に筑前町こども課へ持参のうえ提出してください。 

※ 申請様式等のデータは、町ホームページからダウンロードできます。 

【提出書類一覧】 

№ 書類の名称等 様式 備考（添付資料など） 

1 新設保育所等設置・運営事業者申請書  様式第 1 号  

2 施設整備計画書 様式第2号 ・事業開始予定地が事業者の所有地若しくは取得

見込み、又は借地であることを証する書類（登記

簿謄本、土地所有者の承諾書等） 



・建物の登記簿謄本 

・建物賃貸借契約書の写し又は建物賃貸

借に係る契約条件証明書【様式第7号】 

（昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築確認

を受けた建物の場合のみ） 

・耐震診断報告書又は耐震診断補強工事

実施済を証する書類 

・施設の周辺地図（位置図） 

・施設の配置図 

・施設の平面図（各室の面積、用途、避

難経路が記載されているもの） 

・建物の現況写真 

3 資金計画書 様式第 3号 ・銀行等預金残高証明書又は預金通帳の写し 

・償還計画書（借入金がある場合）・見積書等 

・工事費等概算見積書（整備費、備品費、設計管

理費がわかるもの） 

4 社会福祉法人設立認可書の写し     － 原本証明を付すこと（社会福祉法人の場合） 

5 現在運営する保育所等について 

（保育所案内等、運営する保育所等の概要

が分かるもの） 

様式第４号 ・パンフレットなど 

・施設の入所率（過去２年分） 

・過去２年分の指導監査等の結果報告書

及びその改善報告書の写し（保育施設運

営者のみ） 

6 申請法人の定款、規約に関する書類 様式指定なし 最新のもの（法人の場合） 

(1) 法人の定款 

(2) 法人の就業規則 

(3) 法人の経理規程 

7 法人登記事項証明書 様式指定なし (公的証明書で）応募申込日前3 ヶ月以内のもの（法人の

場合） 

8 令和２年度決算書もしくは確定申告書の

写し 

様式指定なし （法人の場合）決算報告書の写し 

（個人の場合）確定申告書の写し 

9 スケジュール 様式指定なし 開園までのスケジュール 

・工事スケジュール 

10 担当者連絡先 様式第 5号  

11 運営提案書 様式第6号  

12 設置者の履歴書 様式第7号  

13 理事・役員等氏名一覧表 様式第8号 法人の場合 

14 施設長の履歴書 様式第9号 施設長の資格証明書の写し 



15 建物賃貸借に係る契約条件証明書 様式第10号  

16 誓約書 様式第11号  

 

（５） 提出にあたっての留意点 

① 応募書類は、すべて A４（縦）に統一し、２穴フラットファイルに綴じて、表紙及

び背表紙に事業者名を記載してください。ただし、図面等で A３判も可とします。

また、提出書類の順番で項目ごとに台紙をはさみ、書類番号を記載したインデック

スを付けてください。印刷は両面・片面のいずれも可とします。また、図面や写真

等でカラー印刷の必要があるものはカラー印刷で作成してください。 

② 写しについては原本証明を付してください。 

③ 提出された書類等は返却しません。 

④ 必要に応じて別途資料を求める場合があります。 

⑤ 応募書類の提出後、提出書類に不備があることが判明した場合は、受付期間中に限

り、提出書類の追加・差し替えをすることができます。 

⑥ 応募書類の提出は期限を厳守してください。提出期限を過ぎたものは一切受け付け

ません。 

⑦ 応募書類の提出をもって、本募集要項の記載内容及び条件を全て承諾したものとみ

なします。 

⑧ 書類提出後に辞退する場合は、必ず書面（任意の様式）に、応募者の記名押印をし

て届け出てください。 

⑨ 応募のために生じる一切の費用については、応募者の負担となります。 

⑩ 提出書類について、情報公開請求があった場合は、筑前町情報公開条例（平成 24

年筑前町条例第 22 号）等関連規定に基づいて、公開することがあります。 

 

８ 選定及び決定                                 

事業者からの応募については、次のとおり審査を行い、その審査結果に基づき、町が事

業者を決定します。なお、今回２ヶ所募集していますが、本事業において応募者がいない

場合又は審査の結果により、一部の応募者について事業を実施するための一定の基準を満

たしていないと町が判断した場合は、事業者の決定を０～１ヶ所とする場合があります。 

（１）選定（内定）及び決定 

① 選定は、１次審査（資格審査）及び２次審査（面接審査）とします。 

② 1 次審査は、提出された書類について、応募資格を満たしているか、書類に不備が

ないかなどの資格要件を審査します。 

③ ２次審査は、１次審査を通過した応募事業者による提案内容のプレゼンテーショ

ン、質疑応答及び提案内容の確認、審査・評価を行います。審査・評価の結果を踏



まえて、評価が高い事業者を事業所設置予定者として選定します。 

④ 選定された事業者が辞退した場合や選定が取り消された場合には、③の審査・評価

の中で、一定の基準を満たした事業者を対象として、改めて事業所設置予定者を選

定するものとします。 

（選定基準）【１次審査】 

評価項目 評価内容 

事業者の財務状況 安定した管理運営を継続できる経営基盤、経営能力を有して

いるか。 

設置地域 近隣の環境が保育の実施に適切な場所であるか。（利便性・

駐車場・公園など） 

施設の状況、改修計画

等 

設置運営条例を満たしているか。児童が快適に生活できる環

境であるか。（屋外遊戯場の設置場所・保育室の面積など） 

職員配置・研修計画 必要十分な職員を配置（予定）しているか。保育従事者の配

置や正規職員の割合 

給食提供・調理・食育 給食の提供方法 

総合評価 〔加点項目〕社会福祉法人である・事業用地が自己所有であ

る・既に保育施設を運営している（運営年数・受入状況等） 

 

（選定基準）【２次審査】 

評価項目 評価内容 

応募の動機 本町の保育行政に積極的に協力し、保育所の社会的責任を果

たす熱意、関心を有しているか。 

運営理念等 事業の実施目的、課題を理解し目標が設定されているか。 

保育目標・保育内容 実現可能で、効率的かつ効果的な保育計画が提案されている

か。 

給食提供・調理・食育 献立の作成方法、アレルギー対応等について具体的な提案が

なされているか。 

家庭・地域との交流 保護者との信頼関係構築のための取り組み、地域住民や関係

機関との交流・連携が具体的に記載されているか。児童虐待

について、具体的な対応策や関係機関との連絡体制等が確立

されているか。 

健康管理・衛生管理・

安全対策・危機管理 

健康管理・衛生管理や感染症対策等の安全対策、緊急時の危

機管理体制、災害時に備えた避難訓練、不審者対策等が確立

されているか。 

職員配置・研修計画 職員の確保方策が効果的か。研修内容等が質の向上に有効な



計画であるか。 

設置地域 近隣の環境が保育の実施に適切な場所であるか。 

連携施設 連携施設の設定の有無、又は代替措置等の内容が適切で、確

実に実施できる内容となっているか。 

設置の状況、改修計画

等 

設置運営条例を満たしているか。児童が快適に生活できる環

境であるか。スケジュールや整備内容が適正であるか。 

総合評価 総合的観点からの評価（特別な事項やその他の考慮すべき事

項を含む） 

 

（２） 選定結果 

 選定結果については、応募事業者に文書で通知します。 

 ※電話等での問い合わせは受け付けません。 

 

９ その他留意事項                                 

（１） 事業者の選定において、現在運営している施設等への視察を依頼する場合がありま

す。 

（２） 必要に応じ、関係機関（官公庁・金融機関等）へ問い合わせを行うことがあります

のでご承知ください。 

（３） 申込、審査等に関する不当な要求等を申し入れた場合、その他不正な行為があった

場合は、本事業の対象から除外します。 

（４） 事業者選定後の事業計画の変更は原則として認めませんが、サービスの向上につな

がるものや施設の実施設計に伴う軽微な変更等やむを得ないもので、審査の評価に

影響を与えないもののみ、本町と協議のうえ認める場合があります。 

（５） 開設しようとする小規模保育事業所の施設名称が、町内の既存施設と混同するよう

な名称であると本町が判断した場合、名称の変更を依頼する場合があります。 

（６） 選定事業者は、事業計画に基づき、小規模保育事業の認可申請及び特定地域型保育

給付対象事業の確認申請書類（施設の整備状況、保有従事者等の確保状況含む）及

び年間事業費の 12 分の１以上に相当する自己資金の保有を証明する資料を、町に

提出するものとします。（提出時期等については別途通知いたします。） 

なお、認可申請及び確認申請等に係る一切の経費は、選定事業者の負担とします。 

（７） 事業者選定後、以下のいずれかに該当する場合は、本選定による決定を取り消すこ

とがあります。この場合、選定事業者が既に要した費用の弁済を町へ求めることは

できないものとします。 

① 選定会議の審査の前に、応募事業者が選定会議の委員に直接・間接を問わず連絡を

求め又は接触した場合、その他町民に疑惑や不信を招くような行為をしたと認めら



れる場合 

② 提出書類に記載された事項及び２次審査での発言内容に虚偽事項若しくは重大な違

背行為があると認められる場合 

③ 事業開始までに小規模保育事業の認可又は特定地域型保育給付対象事業の確認を受

けることができないこと（施設の整備又は保育従事者等の確保が事業開始に間に合

わない場合、年間事業費の 12 分の１以上に相当する自己資金の保有が確認できな

い場合を含む。）が見込まれる場合 

④ その他、適切な保育事業の実施が困難と町が判断した場合 

 

10 事業者選定までのスケジュール                         

※下記の日程は変更となる場合があります。 

令和４年11月７日   募集要項配布 

11月７日～11月22日 参加表明受付期間 

11月７日～11月22日 質問受付期間 

11月７日～12月５日 応募受付期間 

12月９日（予定）  １次審査（資格審査）結果通知発送 

12月20日（予定）  選定会議による２次審査 

（面接・書類審査による選考） 

12月23日（予定）  審査結果通知（事業候補者決定） 

 

【お問合せ・提出先】    

 

筑前町 こども課 

〒838-0802 

福岡県朝倉郡筑前町久光 951-1 めくばーる学習館１階） 

TEL 0946－24－8767  FAX 0946－23－1034 

電子メール kodomo@town.chikuzen.fukuoka.jp 

町ホームページ https://www.town.chikuzen.fukuoka.jp 
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