
横浜市立保育所の民間移管
法人募集説明会

横浜市こども青少年局 保育・教育支援課
令和４年６月18日・25日
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本日の流れ
・民間移管の概要
・移管先法人の募集
・今回の募集対象園
・申込書類の提出
・申込書類の各様式
・質疑応答
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横浜市立保育所
民間移管の概要



保育所の民営化

民間移管方式
市から施設の譲渡を受け、
民間事業者が設置、運営を
行う

民間委託方式
市が設置し、契約に基づき、
民間事業者が運営する
（指定管理を含む）

市立保育所の民間移管とは？

横浜市では、民間事業者が、自身の判断で
柔軟に保育ニーズに対応できる「民間移管」
方式を採用

4



民間移管の目的
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民間移管の基本的な考え方

•保護者説明会
•案内冊子
•移管園見学会

•法人選考委員会
•第三者評価の受審
•移管条件の設定

•引継ぎ・共同保育
•アフターフォロー

•保護者アンケート
•法人選考委員園訪問
•三者協議会

保育の質の
確保・向上

保護者意見
の反映

児童への
配慮

十分な
情報提供

保護者との信頼関係
・

子どもの最善の利益
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移管後の保育内容について

●利用料（保育料）

●基本的な保育内容

●障害児保育

≪これまでと同じ≫

※「3歳児以上への食事提供」、「延長保育」、「一時保育」は費用負担があります。 7

≪多様な保育ニーズに対応≫



移管先法人にお願いすること

• 移管条件の遵守

• 三者協議会の設置

• 引継ぎ・共同保育の実施
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保護者意見（代表的なもの）
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家庭的な雰囲気で、子どもたち一人ひとりを大切にする保育を引き継いでほしい。

異年齢の交流は子どもの成長にとって大切な機会なので、移管後も残してほし
い。

運動会やお楽しみ会など、現在の行事はそのまま引き継いでほしい。

野菜を一から自分たちで育て、収穫したものを給食で食べるなど、食育活動を引き継
いでほしい。

障害児保育は今まで通り、同じクラスで安心して過ごせるよう、先生方で連携して受け
入れてほしい。

近隣施設との交流や行事への参加など、地域との関わりを継続してほしい。

子どもを尊重する保育を引き継いでほしい。



これまでの実績
平成16年度から令和４年４月までに
市立保育所63園を民間移管
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【多様な保育ニーズへの対応】
★開所時間の延長

【保育環境の改善】
★園舎の増改築 ★設備の改修・修繕



市立保育所民間移管 今後の事業計画

※丸数字は移管年度
※ 保育所名の後の（ ）は所在区名
※ 各保育所の移管年度は、移管の２年６か月前までに公表
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今後の移管等対象園

⑤向台（保土ケ谷）、⑤舞岡（戸塚）、
⑤上郷（栄区）

⑥上大岡東（港南）、⑥釜利谷（金沢）

菊名（港北）、公田（栄）
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横浜市立保育所
移管先法人の募集について

詳細は「資料A」をご覧ください



１ 令和６年４月 移管予定保育所
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保育所名 定員 所在地
上大岡東保育園 82人 港南区上大岡東１-18-18
釜利谷保育園 65人 金沢区釜利谷東１-１-3

２ 移管予定年月日

３ 移管の方法



３ 移管の方法（つづき）
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保育所名 評価額 譲渡額（見込み）
上大岡東保育園 約4,400万円 約1,110万円
釜 利 谷 保 育 園 約3,400万円 約850万円



４ 応募資格
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５ 今後のスケジュール
次のスライドで詳しく説明します。



移管条件について
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６ 法人選考
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７ 引継ぎ・共同保育について

時期 対象者 頻度
５年４～12月 施設長予定者

主任保育士予定者
週１～２日

６年１～３月
（共同保育）

施設長予定者・主任保
育士予定者に加え、
次年度の担任予定者

週５日
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施設長予定者も
保育に入ります！



８ 三者協議会について

★主な議題
・保育内容（年間行事、持ち物等）
・給食関係（食事代金、アレルギー対応等）
・延長保育の利用方法等

★その他、保護者、移管先法人から提案のあった議題を
協議していきます。
※最長で移管日の前日に在園していた児童が卒園するまで行います。

保護者、移管先法人、横浜市の三者間で、 意思疎通を
図り、今後の園運営にあたって必要なことを協議します。
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９ 覚書の締結
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10 助成制度



10 助成制度（つづき）
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11 その他
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12 参考



移管予定保育所見学会
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今回の募集対象園について

詳細は「資料Ｄ」をご覧ください



上大岡東保育園
（港南区上大岡東１-18-18）

定員：82人
利用児童数：84人
（R04.04.01時点）

上大岡駅から坂を上ると、住宅街の中に保育園はあります。
交通量は多くはありません。園周辺には公園があり、中でも

久良岐公園は四季を感じることができる、子どもたちが大好き
な公園です。

高台にあるので、富士山や少し歩くとみなとみらいまで見晴
らせます。京急電鉄の線路も見えるので、電車好きな子どもた
ちは喜んで見ています。

園庭には四季折々の花が咲き、自然にも恵まれています。
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釜利谷保育園
（金沢区釜利谷東１-１-３）

定員：65人
利用児童数：65人
（R04.04.01時点）

京急金沢文庫駅西口から徒歩７分。金沢中学校と隣接しており、
民家や商業施設から程よく離れ、周囲は静かで穏やかな地域です。

色々な花や野菜を栽培したり、桜、やまもも、柿の木等の実のな
る木や植物がたくさんあり、自由な発想で遊べる環境があります。

近隣には散歩に適した公園がたくさんあります。山や海など自然
にも存分に触れて遊べ、子どもたちの心身の育ちを豊かなものにし
てくれています。

地域との繋がりが深く、世代間交流、近隣園や学校との交流も盛
んに行われています。交流保育や施設開放の利用者も多く、地域の
親子からも親しまれています。
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申込書類の提出について
詳細は「資料Ｃ」をご覧ください
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１ 提出方法
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２ 提出書類



２ 提出書類（つづき）
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２ 提出書類（つづき）
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２ 提出書類（つづき）
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申込書類の各様式について
詳細は「資料Ｃ」をご覧ください
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様式１ 【宣誓書】
【留意点】
・法人代表者（理事長）名で作成してください。
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様式２ 【保育所移管申込書】
【留意点】
「２．２次選考で実地調査を希望する施設（保育所等）」
欄については、【様式３】運営状況書の「２ 実地調査希望
施設の運営状況」に記載する施設と同様の内容となるよう
にしてください。
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様式３【運営状況書[法人の状況]】
【留意点】
「目次」 担当者連絡先 欄
・実地調査の日程等の調整を行う御担当者について
記載してください。

「１ 法人の概要」（５）沿革 欄
・保育所以外の事業についても記載してください。
「履歴書」
・理事長、理事、監事、それぞれ様式が異なっています。
・社会福祉事業歴、地域代表歴も記載してください。
・社会福祉事業従事期間については、略歴右端の欄に
“○”を記載してください。

・社会福祉事業関係専門資格、または、税理士、
公認会計士、弁護士資格をお持ちの場合、
資格証明書（写）を添付してください。
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様式３【運営状況書[法人の状況]】
【留意点】
「(7)法人が運営する施設」 欄
・社会福祉事業以外の施設についても記載してください。
「(9)法人の財務状況」 欄
・各項目の施設欄が足りない場合は、記載欄を追加して
ください。

「（10）法人監査、施設監査の実施状況」 欄
・令和元～３年度の監査結果の通知の写し
の添付が必要です。

・施設監査については、運営している全ての保育所等に
ついて記載し、結果通知を添付してください。

・指摘事項がある場合は、文書指導または口頭指導の
欄にそれぞれ記載してください。
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様式３【運営状況書[法人の状況]】
【留意点】
「２ 実地調査希望施設の運営状況」
・「職員数」欄：
常勤／非常勤の分類は、「常勤職員」として、
法人が雇用しているかどうかによります。
※移管条件（資料Ａ）の中にある常勤の考え方については、
その中でのみの適用となります。

・「職員の構成等」欄：
複数園を運営している場合、現在の園での勤務だけで
なく、同法人内の他園での勤続年数も含めて計算して
ください。

・「費用徴収」欄：
月ごとにいくらか、１回あたりいくらか、など、
設定金額が分かるように記載してください。
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様式３【運営状況書[法人の状況]】
【留意点】
「３ 実地調査希望施設の保育の状況」
・実地調査希望施設の保育に携わっている職員と協議
して作成するなど、実態を踏まえて記載してください。

「保育の様子が分かる写真」
・０～２歳クラス、３～５歳クラス、それぞれ計６枚の
写真（カラー）を添付してください。

・複数の児童が写っていることが望ましい。
（次頁 好ましくない写真例）

「添付書類」について
・実地調査希望施設に関する書類を添付
してください。
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様式３【運営状況書[法人の状況]】
【好ましくない写真 例①】
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様式３【運営状況書[法人の状況]】
【好ましくない写真 例②】
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様式３【運営状況書[法人の状況]】
【好ましくない写真 例③】
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様式４ 【事業計画書１】
【留意点】
「(2)「移管予定保育所」を希望する理由

（継承したいことなど）」
・複数園を希望する場合、それぞれの園の欄に記載して
ください。

・希望している園の保護者へ開示する際は、該当園以外
の記載は隠した上で開示します。

「２ 移管予定保育所の運営方針」
・施設長予定者、主任保育士予定者と協議の上、
記載してください。
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様式４ 【事業計画書１】
【留意点】

「(1)法人、施設長予定者、主任保育士予定者、
それぞれの運営に対する考え方を記入する欄」に
ついて

・法人、施設長予定者、主任保育士予定者、それぞ
れの立場で、考えていることを記載してください。
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様式５ 【事業計画書２】
【留意点】
「１ 施設長予定者、２ 主任保育士予定者」欄
・年齢、経験年数は令和６年３月31日時点です。
・本人確認欄は、必ず予定者本人と話し合い、移管条件
等を了解を得た上で、自署または記名押印するように
してください。

「３ その他予定者」欄
・施設長、主任保育士のほかに、予定者が決まっている
場合に記載してください。

「履歴書」
・施設長予定者、主任保育士予定者、それぞれ様式が異
なりますので、ご注意ください。

・「職業」欄には、令和４年７月１日時点の職業を記入
してください。
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様式５ 【事業計画書２】
【留意点】
「４ 現市立保育所職員（非常勤職員）の継続雇用」欄
移管予定の市立保育所で勤務している職員のうち、

・非常勤職員については、移管後も引き続き
移管先法人に雇用していただくことで、継続して
同じ職場で働いていただくことが可能です。

・移管に伴う環境の変化による子どもたちへの影響を
少しでも軽減するため、継続雇用を推奨しています。

・現在雇用している非常勤職員の人数は、
資料Ｄ各園紹介「４ 職員体制」欄に記載しています。
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様式６【事前評価(自己チェック)】
【留意点】
実地調査評価基準に基づく「自己チェック」
・「参考書類」等を参考にしていただきながら、
自己チェックを行ってください。

・「参考書類」等は、応募書類へ添付していただく
必要はありません。

「評価領域Ⅶ その他評価ポイント」
・この項目は、自己チェック不要です。実地調査の際の
基準の一つとなっており、参考までに、お示ししてい
ます。
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様式７【定款 ・ 財務諸表等】
【留意点】
・定款・財務諸表等一覧のうち、６～８の資料について
は、法人単位の資料を御提出ください。
ただし、令和３年度分については、法人単位のもの
と併せて、事業区分・拠点区分の各内訳表も御提出
ください。

様式８【添付書類(規程・ﾏﾆｭｱﾙ等)】
【留意点】
・実地調査希望保育所について、規程等がある場合は、
「添付の有無」欄に“○”を記載の上、写しを添付して
ください。
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おわり

ご清聴ありがとう
ございました
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