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八八王王子子市市立立保保育育園園指指定定管管理理者者募募集集要要項項  

 

八王子市立保育園の設置目的を効率的・効果的かつ安定的に行うため、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２４４条の２第３項及び八王子市保育園条例（昭和２５年八王子市条例第６

号）第１２条の規定により、八王子市立保育園の管理運営に関する業務を行う指定管理者を募集

する。 

 

１ 対象となる施設 

名  称 八王子市立長房西保育園 

所 在 地 八王子市長房町５８８番地 都営西８号棟 

敷地面積 １，６３９．６７㎡ 

建物面積 ６９３．９４㎡ 

建物構造 

（建築年） 

鉄筋コンクリート造 

都営住宅１階（平成１５年） 

設置目的 

位置づけ 

保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通

わせて保育を行うことを目的に、児童福祉法第３９条に

基づき設置された保育所 

 

２ 指定期間（予定）等 

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで（５年間） 

なお、現在の指定管理者以外の法人が指定管理者となる場合、市は「引継ぎ準備委託契約」

を後任の指定管理者と別途締結し、平成２８年１月４日から平成２８年３月３１日までの間

（予定）、当該事業の管理・運営の引継ぎを行う。詳細は別添「業務仕様書」を参照するこ

と。 

≪更新制度≫ 

更新は、自動的に行われるものではなく、評価会議を開催し意見を聴取したうえで、以下

の条件を全て満たすと市が判断した場合に次期指定管理者候補者となることができる。 

ア．当該施設に対する市の施策（施設の位置づけ）に変更がないこと。 

イ．建替えや大規模修繕など、市の施設運営方針に大きな変更がないこと。  

ウ．当該指定管理者の管理運営の状況が優良であること。 

エ．次期施設運営の条件等について合意していること。 

 

３ 管理運営の基本方針 

（1）設置目的を踏まえ、公平・公正な管理運営を行うとともに、公立施設として市の施策に

積極的に貢献すること。 

（2）地域性を考慮した地域との連携を推進し、地域における子ども・子育て支援の充実に取

り組むとともに、要保護児童・要支援児童に対する支援の充実に努めること。 

（3）指定管理者の変更が伴う場合にあっては、利用者の負担軽減、不安緩和に資するよう、

利用者との信頼関係構築に努めること。また、地域住民との信頼関係構築にも努めること。 
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４ 法令等の遵守 

指定管理者は、本業務の実施に当たっては、八王子市保育園条例、同施行規則、八王子市

児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例、八王子市特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業の運営の基準に関する条例及び関係法令の定めに従うほか、基本協定、年

度協定、仕様書、事業計画書及び年度事業計画書並びに市が必要に応じて指示する事項を

遵守しなければならない。 

 

５ 指定管理者が行う業務の範囲 

指定管理者が行う業務は本要項に定めるもののほか以下のとおりとし、詳細は別添「業

務仕様書」を参照すること。 

（1）八王子市保育園条例に基づく保育の提供に関する業務 

（2）職員の配置等に関する業務 

（3）備品等に関する業務 

（4）施設・設備に関する業務 

（5）施設運営に関する業務 

（6）その他、市長が特に必要と認める業務 

 

６ リスクの分担 

市と指定管理者のリスク分担は別紙のとおりとする。ただし、別紙に定める事項に疑義

が生じ、又は別紙に定める事項以外の不測の事態が生じた場合は、市と指定管理者が協議

のうえ、リスク分担を定めるものとする。 

 

７ 損害賠償 

（1）指定管理者は、本業務の実施について、自己の責に帰すべき理由により、市又は第三者

に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 

（2）指定管理者の責に帰すべき理由により、指定管理者の指定が取り消された場合において、

市又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 

（3）市の損害に関する損害賠償額は、市と指定管理者が協議して定めるものとする。 

 

８ 保 険 

当該施設の管理運営業務を実施するに当たり、次の保険に加入すること。 

保険種目 

傷害保険 

 

死亡・後遺傷害 ２００万円以上 

入院・通院 ２，０００円以上 

 

９ 指定管理料の支払方法 

指定管理料は、別に締結する「八王子市立保育園の管理に関する年度協定書」に基づき、

１２回に分けて前金払により支払う。その経費は、法人とは別の施設の口座で管理するこ

と。 
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10 応募資格 

次の（1）、（2）及び（3）の条件を満たした者であり、同時に（4）のいずれにも該当しな

い者であること。 

（1）現に八王子市内で認可保育所、認定こども園、認証保育所等を設置運営する次の者 

ア 社会福祉法人 

イ 学校法人 

ウ 児童福祉法第３５条第５項各号に掲げる基準を満たす者 

（2）運営する保育事業以外の事業を含む全体の財務内容が適正である者（直近３年間の

会計年度で３年連続して損失を計上していないこと。また、直近２年間の会計年度で

いずれの年度も債務超過になっていないこと。） 

（3）応募者が運営する施設が、指導検査（立入調査）において過去３年間（平成２６・

２５・２４年度）に文書指摘がないこと。また、指摘があった場合は、適正に改善が

なされていること。 

（4）欠格事項 

ア 地方自治法施行令第１６７条の４（一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当す

る者（地方公共団体の一般競争入札の参加者資格に抵触する者） 

イ 市から指名停止措置を受けている者 

ウ 市民税、法人税、消費税等を滞納している者 

エ 会社更生法、民事再生法等により更生又は再生手続きを開始している者 

オ 地方自治法第９２条の２（議員の兼業禁止）、第１４２条（長の兼業禁止）、 

第１６６条（副市長の兼業禁止）及び第１８０条の５（委員会の委員及び委員の兼業

禁止）に該当する者 

ただし、地方自治法施行令第１２２条及び第１３３条に該当する場合（長が取締役

等を兼ねることができる市の出資比率が１／２を超える法人）を除く 

カ 応募者又はその役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条

に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う者 

キ 成年被後見人又は被保佐人 

ク 暴対法、暴力行為等処罰に関する法律、刑法第２０４条（傷害罪）、刑法第２０６

条（現場助勢罪）、刑法第２０８条（暴行罪）、刑法第２０８の３条（凶器準備集合

及び結集罪）、刑法第２２２条（脅迫罪）、刑法第２４７条（背任罪）に違反したこ

とにより、罰金の刑に処せられその執行を終わり、又はその執行を受けることがな

くなった日から起算して 2年を経過しない者 

※なお、必要に応じ関係機関へ、資格審査のための照会をすることもある。 

※また、カについて疑わしい場合には、表明・確約書に基づき警視庁に照会する。 

 

11 応募方法 

（1）募集要項等の配布 

ア 配布期間 

平成２７年６月１日（月）から平成２７年６月１２日（金）まで 

ただし、土曜日、日曜日を除く 
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イ 配布時間 

午前９時から午後５時まで 

ただし、正午から午後１時を除く 

ウ 配布場所 

本要項２４「問い合わせ先等」に同じ。 

（2）提出書類 

提出書類は以下のとおりとし、詳細は別紙を参照すること。 

ア 八王子市立保育園指定管理者指定申請書 

イ 事業計画書 

ウ 定款又は寄付行為 

エ 法人登記事項証明書 

オ 役員名簿 

カ 表明・確約書 

キ 財務状況・経営状況に関する書類 

ク 現に行っている業務の概要を示す書類 

ケ その他市長が必要と認める書類  

（3）提出書類の著作権 

応募者の提出する書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属する。 

なお、選考に必要な場合など、その他本市が必要と認めるときは、本市は提出書類の全

部又は一部を無償で複製できるものとする。 

（4）提出部数 

正本１部 及び 副本９部      合計 １０部 

（5）受付 

ア 受付期間 

平成２７年７月１日（水）から平成２７年７月１７日（金）まで 

ただし、土曜日、日曜日を除く 

イ 受付時間 

午前９時から午後５時まで 

ただし、正午から午後１時を除く 

ウ 受付場所 

本要項２４「問い合わせ先等」に同じ。 

（6）説明会 

ア 日時 

平成２７年６月１５日（月）午後４時３０分から午後５時３０分まで（予定） 

イ 場所 

八王子市役所本庁舎８階 ８０２会議室 

ウ 出席 

出席する場合は、平成２７年６月１２日（金）正午までに出席人数を連絡すること。 

（7）質問の受付・回答 

ア 質問受付方法 
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質問は、ファックス又は電子メールにより受け付ける。 

イ 質問受付期間 

説明会終了後から平成２７年６月１８日（木）午後５時まで 

ウ 回答 

平成２７年６月２５日（木）までに応募予定者全員へファックスまたは電子メールに

より回答する。 

（8）その他 

ア 受付期間以外は一切受け付けない。また、受付期間後の応募書類の変更や追加は認め

ない。ただし、本市から指示した場合はこの限りではない。 

イ 応募書類は必ず受付場所に持参すること。 

ウ 応募書類は返却しない。 

エ 応募経費は応募者の負担とする。 

オ 応募書類に虚偽の記載があった場合は、失格とする。 

カ 応募受付後に辞退する場合は、その旨を書面により提出すること。 

 

12 指定管理者の選定 

（1）選定の基準 

指定管理者の選定は、八王子市保育園条例で定める指定の基準に照らし、本要項「３ 管

理運営の基本方針」を踏まえ、次に掲げる事項について総合的に判断して行う。 

ア 保育園の管理運営を安定して行うことができる実績及び能力を有していること。 

イ 保育における達成目標の設定と実施方針が優れていること。 

ウ 職員の配置計画が、バランスよく優れていること。 

エ 保育園のサービスの向上、利用者の満足度の向上等を図る方策が優れていること。 

オ 保育園の効率的な管理運営が行われ、経費の縮減を図る方策が優れていること。 

カ 各種法令の遵守、個人情報保護管理、情報公開及び危機管理を図る方策が優れている

こと。 

（2）一次選考 

提出書類により参加資格要件に関する資格審査を行う。審査結果は８月上旬までに全応

募者に通知する。 

（3）二次選考 

評価会議を開催し、提出書類及び応募者によるプレゼンテーションについて、参加者か

ら意見聴取する。 

なお、プレゼンテーションの日時等の詳細については別途通知する。 

（4）三次選考 

二次選考を通過した応募者の提案金額を比較して価格評価し、指定管理者候補者とする。 

（5）内定等の通知 

平成２７年９月末頃に、二次選考に進んだ全応募者に結果を通知する。 

（6）決 定 

指定管理者の決定は、八王子市議会の議決後に行う。 
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13 情報提供 

（1）指定管理者選定に関する情報の提供 

指定管理者選定過程における、応募団体の名称、選定理由、事業提案の概要、応募団体

の評価及び評価結果については、原則として市は広く情報提供を行う。 

また、提出書類については、八王子市情報公開条例（平成１２年八王子市条例第６７号）

に基づき公開請求があった場合は、条例に定める非公開情報を除き公開する。 

（2）指定管理業務にかかる情報の提供 

協定書及びモニタリングの実施結果の概要等については、原則として市は広く情報提供

を行う。ただし、個人情報及び法人にかかる事業運営上の地位その他の社会的地位が損な

われると認められるものなど、非開示とするものを除く。 

 

14 協 定 

指定管理者は、市と指定期間全体に効力を有する基本的事項を定めた基本協定と、当該事

業年度における事項を定めた「八王子市立保育園の管理に関する年度協定」を締結する。 

なお、委託料については、事業計画書において提示のあった金額を踏まえ、年度ごとに市

の予算の範囲内で指定管理者と協議を行い、年度協定により額を決定する。 

 

15 モニタリングの実施 

指定管理者は、当該施設に関して実施するモニタリングにおいて、「八王子市指定管理者

制度モニタリングガイドライン」に従うこととする。 

なお、モニタリングの評価結果は公表する。 

 

16 個人情報保護 

（1）本業務を実施するために個人情報を取り扱う場合は、次のとおり個人情報の適正な管理

のために必用な措置を講じるほか、八王子市保育園条例第１６条、個人情報の保護に関す

る法律（平成１５年号外法律第５７号）、八王子市個人情報保護条例（平成１６年八王子市

条例第３３号）及び、その他の関係法規等を遵守するものとする。 

ア 秘密等の保持 

指定管理者は、当該管理運営業務の履行に関して知り得た個人情報の内容を他に漏ら

してはならない。 

イ 第三者への委託の禁止又は制限 

指定管理者は、個人情報を取り扱う事務の処理を自ら行うものとする。ただし、市の

承諾を得たときは、この限りではない。 

ウ 目的以外の利用等の禁止 

指定管理者は、管理運営業務を実施するため市から渡された個人情報の記録された資

料及び業務履行に関して知り得た個人情報を、その目的以外に利用し、又は第三者に提

供してはならない。 

エ 複写又は複製の禁止 

指定管理者は、管理運営業務を実施するため市から渡された個人情報の記録された資

料及び業務履行に関して知り得た個人情報を、市の承諾なく複写又は複製してはならな
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い。 

オ 返還義務 

指定管理者は、管理運営業務を実施するため市から渡された個人情報の記録された資

料を、本業務完了後速やかに、市に返還しなければならない。 

カ 事故報告義務 

指定管理者は、管理運営業務を実施するため市から渡された個人情報の記録された資

料及び業務履行に関して知り得た個人情報の内容を漏えい、毀損又は滅失した場合は、

市に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。 

（2）指定管理者は、上記（1）のア～カの内容等を規定した個人情報保護の規程の整備に努め

るものとする。 

（3）個人情報の保護については、指定期間が満了した後又は指定を取り消された後において

も遵守するものとする。 

 

17 情報公開 

指定管理者は、管理運営業務を行うにあたって、本要項１６に規定する個人情報に関する

ものを除き、保有する情報の公開を図るものとする。 

 

18 緊急時の対応 

指定管理者は、本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、速やか

に必要な措置を講じるとともに、市を含む関係者に対し緊急事態発生の旨を通報すること。 

また、事故の場合は、事故の状況、原因調査及び再発防止策等を記した報告書を提出し、

市の調査の際は協力すること。 

 

19 災害応急活動等 

（1） 災害応急活動 

指定管理者は、災害時において、市が「八王子市地域防災計画」に基づき行う災害応

急活動等に協力するものとし、その旨は基本協定に定める。 

【協力業務】 

ア 市が行う救助、救急活動の実施、協力に関する事項 

イ 当該施設に避難した住民等の援護救援に関すること。 

ウ 前号に掲げるもののほか、市が協力要請する事項 

 

（2）災害応急活動等にかかる費用負担 

市の要請に基づき、協力業務を指定管理者が実施した場合、市が必要と認めた費用は、

市が負担する。指定管理者は、その協力業務終了後、当該業務に要した費用を市に請求す

る。 

 

20 地域との連携 

本管理運営業務の実施にあたり、地域住民との連携及び協働を図り、地域の実情に即した

事業運営に努めること。 
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21 環境対策 

（1） 本業務の実施にあたり、省エネルギー、省資源、ごみ減量化・リサイクル、グリーン調

達において「環境にやさしい八王子市役所エコアクションプラン」と同等の取組みを行う

とともに、別に示す「八王子市環境マネジメントシステム」（ＬＡＳ－Ｅ）に基づき、環

境配慮行動に取り組むものとする。 

（2） ディーゼル車を使用し、又は使用させる場合は、「都民の健康と安全を確保する環境に

関する条例（平成１２年東京都条例第２１５号）他、各県条例に規制するディーゼル車規

制に適合する自動車とすること。 

 

22 指定の取消し 

次のいずれかに該当する場合は、地方自治法第２４４条の２第１１項の規定に基づき、そ

の指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることがある。 

なお、取消しがあった場合は、指定期間満了時同様、管理運営を引き継ぐ事業者に対し、

事業の継続性に支障が生じないように、円滑な引継ぎを行うこと。 

（1）指定管理者が本業務に関する協定に違反したとき。 

（2）地方自治法第２４４条の２第１０項の規定に基づき、指定管理者が本市の指示に従わ

ないとき。 

（3）指定管理者が管理業務を継続することが適当でないと市が認めたとき。 

（4）指定管理者が本業務に関する協定を履行することができないと市が認めたとき。 

（5）八王子市保育園条例の廃止等により指定をする必要がなくなったとき。 

（6）指定管理者又はその役員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条

に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う団体であることが明

らかになったとき。 

 

23 制度の変更  

更新制度を含む指定管理期間中に、公私連携型保育所等への制度移行があった場合は、双

方同意のもと残存期間においては引き続き同事業者で行うことができる。 

 

24 問い合わせ先等 

問い合わせ先及び書類提出先は、次のとおりとする。 

 

〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目２４番１号 

八王子市子ども家庭部保育幼稚園課（公立保育所担当） 

ＴＥＬ ０４２（６２０）７４４７（直通） 

ＦＡＸ ０４２（６２１）２７１１ 

Ｅ－mail b470300@city.hachioji.tokyo.jp 


