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大阪市保育施設等設置・運営事業者 

 第４次募集  

【募集種別】 

補助金による整備事業（入所枠：６人以上） 

   ＜令和５年 4 月開設＞ 

・小規模保育事業所Ａ・B 型（創設） 

・認可保育所  （増築・分園設置） 

・認定こども園 （移行・増築・分園設置） 
 

補助金を活用しない整備事業 

＜令和５年 4 月開設＞ 

・小規模保育事業所 C 型 

・家庭的保育事業所  

 

  

募 集 要 項 

 

 

大阪市こども青少年局 

保育施策部保育企画課 
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１ 募集の趣旨 

  大阪市では、増加する多様な地域の保育ニーズに対応するため、認可保育所や認定こど

も園の整備、地域型保育事業の実施などにより入所枠の拡充を図っております。 

今回の募集では、補助金による整備事業については、次の⑴～⑶のいずれかにより募集

地域に募集定員分の新たな入所枠を開設し、運営する事業者を募集します。 

(1) 小規模保育事業所Ａ・B型の創設 

(2) 認可保育所の増築・分園設置 

(3) 認定こども園への移行創設及び増築・分園設置 

  施設整備補助金の交付を受けず、事業者の負担のみで行う施設整備（以下、「自主財源

による整備」という。）による応募も可能です。また、自主財源による整備により小規模

保育事業所Ｃ型及び家庭的保育事業所を設置・運営する事業者についても募集します。 

 

２ 応募にあたっての注意事項   

(1) 募集要項の内容は、状況によって募集の中止や、内容が変更となる可能性があります。

そのため、ホームページや問合せ等により、状況を常に確認するようにしてください。 

(2) 本募集要項の定義などは、大阪市の解釈によるものとします。 

(3) 補助金交付対象エリアであっても、自主財源による整備での応募も可能です。 

自主財源による整備については、整備費用に関して、すべての資金をご用意していた

だく必要があります。ただし、小規模保育事業所Ａ・B 型の創設、小規模保育事業所

Ｃ型及び家庭的保育事業所の創設、認可保育所の増築・分園設置、認定こども園への

移行創設及び増築・分園設置として認可・確認を受けた場合、運営開始後には本市よ

り委託費・給付費の給付があります。 

(4) 自主財源による整備においては、各地域における募集数に上限はありません。応募い

ただきました事業計画について、書類審査及びヒアリングにより適格性審査を行い、

決定します。なお、応募にあたっては、増加定員に応じた募集区分にて応募していた

だく必要があります。 

(5) 認定こども園への移行創設については、施設整備を行う事業計画のみ応募することが

できます。 

(6) 幼稚園から幼稚園型認定こども園への移行で施設整備を伴う場合や幼稚園型認定こど

も園が増築や分園を設置する場合は、自主財源による整備での応募のみ受付します。

また、大阪府教育庁私学課への確認や協議が必要になります。 

(7) ご不明な点やご質問がありましたら、巻末にあります「質問票」に記入し、ＦＡＸで

送信してください。原則として、個別には回答しませんが、同種の質問と合わせて、

大阪市ホームページにて回答します。なお、個別案件の内容につきましては、応募相

談にお問い合わせください。 

質問の受付については、令和４年８月 19日（金）までとします。 
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３ 募集区（地域）、応募条件、事業類型・定員等 

(１) 応募にかかる条件 

令和５年３月末までに施設整備を完了し、大阪市の認可及び確認を受けて、令和５年

４月１日までに運営を開始してください。 

※ 整備状況に応じ、大阪市との協議により早期開設が可能です。 

(２) 募集地域 

大阪市内全域を対象に募集を行います。補助金整備の対象となる地域、対象とならな

い地域（自主財源）については、本募集要項 12 ページから 37 ページまでの募集地域

をご確認ください。 

なお、開設にあたっては、保育ニーズや保育提供終了後の連携先等も含めて事業計画

を策定したうえで応募するようにしてください。 
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募集 

番号 
補助対象整備か所数 

詳細掲載 

資料ページ 

北区 １ ― 12ページ 

都島区 ２ － 13ページ 

福島区 ３ － 14ページ 

此花区 ４ ― 15ページ 

中央区 ５ － 16ページ 

西区 ６ ― 17ページ 

港区 ７ ２か所 18ページ 

大正区 ８ ― 19ページ 

天王寺区 ９ ― 20ページ 

浪速区 10 ― 21ページ 

西淀川区 11 ― 22ページ 

淀川区 12 ― 23ページ 

東淀川区 13 ― 24ページ 

東成区 14 ― 25ページ 

生野区 15 ― 26ページ 

旭区 16 ― 27ページ 

城東区 

17-① 

17-② 

17-③ 

各１か所 28～30ページ 

鶴見区 18 ― 31ページ 

阿倍野区 19 ― 32ページ 

住之江区 20 ― 33ページ 

住吉区 21 ― 34ページ 

東住吉区 22 ― 35ページ 

平野区 23 ― 36ページ 

西成区 24 ― 37ページ 

合計  ５か所  

注１ 網掛けをした区は、補助金による整備がない区です。 

注２ 補助金交付対象の募集については、整備箇所数に応じた募集を行います。 

注３ ただし、審査の結果、適格性があると判断された場合は、原則、同一行政

区内において、大阪市が予算の範囲内で選定する場合があります。 

     

 

 

 


