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10 応募手続き  

(１) 募集要項の配布 

ア 配布期間 

  令和４年 7月８日（金）から令和４年８月 19日（金）まで 

午前９時から午後５時 30分まで 

（ただし、土曜日・日曜日・祝日等市役所閉庁日は除く） 

  イ 配布場所 

大阪市こども青少年局保育施策部保育企画課 

大阪市北区中之島１丁目３番 20号 地下１階北側 

※募集要項及び様式は大阪市こども青少年局ホームページよりダウンロードできます。 

○募集要項 （https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000571101.html） 

○様式    （https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000455277.html） 

 

(２) 応募相談について 

次の期間中、募集に関する応募相談を受け付けます。 

【応募相談の申込みについて（予約制）】 

 応募相談につきましては、前日までに必ず電話にて予約を行い、ご相談内容、人

数、日時などをお伝えください。なお、応募予定事業者の担当者にこちらからお伺

いすることもありますので、コンサルタントの方のみでの来庁はご遠慮ください。 

 申込みの状況により、希望の日時に対応ができない場合がありますので、あらか

じめご了承ください。 

【応募相談期間】 

  令和４年７月８日（金）から令和４年８月 26日（金）まで 

①10時 ②11時 ③14時 ④15時 ⑤16時 の５区分で各１時間程度 

（ただし、土曜日・日曜日・祝日等市役所閉庁日は除く） 

【相談できる内容】 

 事業所開設予定地の場所の確認 

 条例等の基準を満たす施設であるか否かの確認 

 保育制度の内容説明 

 応募可能な事業者であるか否かの確認 

 提出書類に関すること 

【ご相談お問合せ先・応募相談場所】 

大阪市北区中之島１丁目３番 20号 地下１階北側 

大阪市役所 こども青少年局保育施策部 保育企画課 

電話 ０６－６２０８－８０４１・８１０９ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000571101.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000455277.html
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(３) 応募にかかる事前登録 

ア 事前登録 

応募する場合は所定の用紙（申込用紙）に必要事項を記載し、添付書類を添えて

事前登録を行ってください。なお、事前登録とあわせて応募書類をご提出いただけ

ます。 

 イ 事前登録受付期間 

令和４年７月８日（金）から令和４年８月 19日（金）まで 

午前９時から正午まで、及び午後１時 30分から午後 5時 30分まで 

（ただし、土曜日・日曜日・祝日等市役所閉庁日は除く） 

事前登録の書類は原則持参としますが、送付による場合は書留に限ることとし、 

事前登録期間最終日午後 5時 30分までに必着とします。 

ウ 受付場所 

大阪市北区中之島１丁目３番 20号 地下１階北側 

大阪市役所 こども青少年局保育施策部 保育企画課 

エ 事前登録書類（１部） 

（ア） 事前登録申込書 様式第1号 

（イ） 応募事業者確認書類 

※いずれも原本かつ発行後３か月以内のものが必要 

A 応募事業者が法人の場合 

・法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

・印鑑登録証明書 

B 応募事業者が個人の場合 

・住民票の写し（原本が必要） 

・印鑑登録証明書 

（ウ） 誓約書（様式第２号） 

（エ） 応募物件の登記事項証明書（全部事項証明書） 

（土地に建設する場合は土地分、賃貸物件を改修する場合は建物分が必要） 

※いずれも原本かつ発行後３か月以内のものが必要 

（オ） 事前登録チェック表（様式第３号） 

※応募する施設種別及び整備方法により提出様式が異なりますので、ご留意

ください。 

A 認可保育所等、幼保連携型認定こども園（保育所型含む）の増築及び分園設

置については、「様式第３号 その２ 保育施設等増築・分園設置」を添付

してください。 

B 地域型保育事業所（家庭的保育事業を含む）の創設については、「様式第３

号 その３ 地域型保育事業所創設」を添付してください。 

（カ） 整備工事スケジュール表（様式については任意） 

工事入札、工事契約、工事着工、事業開始時期等が記載されたもの。 
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（キ） 検査済証の写し 

A 建築基準法第７条第 5項の規定による検査済証 

B 建築基準法第７条の２第５項の規定による検査済証 

C（検査済証を紛失している場合）台帳記載事項証明書 

D（検査済証の交付を受けていない既存建物を活用する場合）以下のいずれかの書類 

a国土交通省の示す「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用

した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」に基づき、指定検査機

関等にて法適合状況調査を行い、その状況を示す書類を提出すること。 

b（用途変更申請が必要な場合）特定行政庁等と協議を済ませた既存状況報告

等の写し 

c（用途変更申請が不要な場合）建築基準法第12条第1項に基づく建築物定

期調査結果書の様式の写し 

（ク）耐震性を確認できる書類の写し 

昭和56年5月31日以前に確認通知を受けた建物に事業所を設置する場合、 

耐震基準を満たしていることが証明できる書類、又は耐震補強済であること

が証明できる書類 

※ ＿＿線の証明書等は全て原本かつ発行後 3か月以内のものを添付してください。 

※ 複数申込みの場合、案件ごとに提出が必要ですが、（ア）と（イ）は共通で可と

します。 

※ （キ）のDの cについては、内容に疑義がある場合にこども青少年局から特定行

政庁等に問い合わせし、場合によっては事業者選定の対象から除外となることがあ

ります。 

 

(４) 応募書類の受付期間 

令和４年７月８日（金）から令和４年８月 26日（金）まで 

    （ただし、土曜日・日曜日・祝日等市役所閉庁日は除く） 

午前９時から正午まで、及び午後１時 30分から午後 5時 30分まで 

※ 応募書類の提出は持参とします。送付等による受付は行いませんので、ご注

意ください。なお、書類の提出時に提出書類が揃っているか確認を行います。

確認に時間を要する場合がありますので、必ず事前に連絡をお願いします。

また、提出書類に不足等がある場合は、受付できません。 

※ 募集期間中の書類差替えは可能としますが、応募書類の受付期間終了後につ

きましては、本市から指示した事項を除き、原則、書類差替え等は行えません。 

※ 応募期間終了間際の相談及び応募受付は、混雑が予想されますので、あらか

じめ時間に余裕をもってお越しください。 
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(５) 応募書類提出にかかる留意事項 

応募書類は、正本１部及び副本（写し）６部の計７部とします。 

提出書類一覧表（チェック表）等を参照のうえ、必要書類を提出してください。 

応募書類については「提出書類一覧表（チェック表）」の項目番号ごとにインデ

ックスを付け、１ページから最終ページまでの通し番号でページ番号を付与するな

どして、１部ずつＡ４ファイルに穴をあけて綴じてください。クリヤーブックリフ

ィル（ポケット）等での提出は不可とします。 

応募書類の表紙及び背表紙には、正本・副本の表記、事業者名、募集番号、行政

区を明記するようにしてください。 

応募書類の詳細については、提出書類一覧表（チェック表）にて確認し、提出前

にチェックを行ってください。なお、提出書類一覧表（チェック表）は、提出時の

チェック作業にも使用しますので、他の書類と併せて提出してください。 

また、ヒアリング時に応募書類の内容に基づいて質問を行うことがありますので、

ヒアリングの際にはご持参くださるようにしてください。 

 

 

11 設置・運営予定者の選定 

(１) 設置・運営予定者の選定について 

ア 設置・運営予定者の審査は、外部有識者で構成する審査会により行います。 

イ 応募事業者については、応募書類及びヒアリングによって総合的に審査を行い

ます。 

ウ 審査は、審査基準に基づき行います。 

エ 設置・運営予定者は審査会の審査結果を踏まえ、大阪市が決定します。 

 

 

 

 提出した申請書類の内容変更及び追加書類の提出は、受付期間終了後は認めませ

ん。ただし、本市から資料追加要求があった場合はこの限りではありません。 

 応募書類は、様式の定めがある場合を除き、原則として、日本語、Ａ４縦型（図

面も含めて）、横書きで作成すること。両面印刷での提出も可能です。 

 ○ パイプ式ファイル、フラットファイル（背表紙伸縮式含）に綴じて提出して

ください。 

× クリヤーブック、Z式ファイル、リングファイルは使用しないでください。 

 応募書類は返却しません。 

 応募提案については、選定終了後など必要に応じ、その内容を公表する場合があ

ります。ただし、応募者の正当な利益を害するものについては、非公開としま

す。 

 提出書類の中に、保護者や児童の氏名など応募に直接関係のない個人情報が含ま

れる場合は、黒塗りするなど個人情報の取り扱いに留意してください。 

 ヒアリング時に応募書類の内容に基づいて質問を行う場合がありますので、応募

事業者も控えを取り、ヒアリング時に持参してください。 
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(2) 審査会及び審査方法について 

ア ヒアリングについて 

 審査会は募集地域ごとに行います。 

 審査会におけるヒアリングは、応募事業者の代表者（又は、事業責任者）及び

事業所の施設長（管理者）予定者の出席が必要となります。なお、ヒアリングに

は４人まで出席可能です。ただし、出席できるのは、経営者、従業員及び採用予

定者に限ります。 

イ 審査会の日程について 

  令和４年９月中旬以降に実施予定です。応募申請後、日程が確定次第、応募事

業者の代表者宛てに通知します。なお、ヒアリングに出席できない場合は、審査

対象から除外としますので、あらかじめご了承ください。 

  審査会におけるヒアリング日程につきましては、応募事業者の代表者あてに郵

送にて通知します。 

  なお、応募書類受付期間終了後１週間を経過しても通知が届かない場合は下記

にお問い合わせください。  

 【お問合せ先】 

    大阪市北区中之島１丁目３番 20号 ２階北東側 

    大阪市役所 こども青少年局保育施策部 保育企画課 

     電話 ０６－６２０８－８０１８ 

ウ 審査の対象について 

 審査会においては、「事業者の概要」、「事業計画」、「整備計画」について

評価を行い、各項目において 50％以上を獲得し、かつ、全体で 60％以上を獲

得した事業者を予定者の選考の対象とします。 

エ 選定について 

（ア） 補助金による整備事業は、適格性を有し、かつ補助金整備を希望した上位

事業者から順に選定します。 

（イ） 自主財源による整備事業は、順位を問わず適格性を有している事業者を選

定します。 

（ウ） 併用選択制で応募し、適格性を有すると判断されたが、選定審査において

２位以下（１か所募集）や３位以下（２か所募集）の場合には、原則として

補助金による整備ではなく自主財源による整備として選定されることとなり

ます。 

（エ） 補助金による整備を行う応募において競合した場合については、各募集地

域においてＡ地域７点、Ｂ地域４点の地域加点を設けます。 

（オ） 補助金による整備を行う応募において競合した場合については、待機児童

解消に向けより多くの定員での整備を行うため、19 名定員を基本とし、応募

定員に応じ、次の区分により減点します。 

 

 

 

 

 

応募 

定員 
19 人 18 人 17 人 16 人 

15～14

人 

13～12

人 

11～6

人 

減点 ― １点 ２点 ３点 ４点 ５点 7点 
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（カ） 審査会の結果を受け、順位付けを行い、募集数に応じて上位の事業者から

設置・運営予定者として選定します。（エ）（オ）については同一募集番号に

おいての順位付けに反映されることとなります。 

 

 (３) 主な審査項目 

 審査内容（概要） 配点 

事業者の 

概要 

①運営理念について 

②事業者の役員構成又は、法人事業部等の組織体制等について 

③代表者・事業責任者について 

④良好な運営確保についての方法及び考え方について 

⑤財政基盤・財務状況について 

⑥規程整備について 

3 割 

程度 

事業計画 ①施設運営に係る収支予算計画について 

②運営方針について 

③施設長予定者及びその運用方法について 

④職員配置計画について 

⑤職員研修・人材育成に関する考えについて 

⑥保育課程（教育・保育に関する全体的な計画）等について 

⑦給食について 

⑧通常時及び災害等非常時の安全管理について 

⑨こどもの虐待防止の取組について 

⑩苦情処理の取組について 

５割 

程度 

整備計画 ①施設整備に係る資金計画について 

②認可基準に関わる設備について 

③認可基準外の設備等について 

④屋外遊戯場について 

2 割 

程度 

合 計 
 100 

点 

※内容は変更する可能性があります。 

 

12 応募費用について 

  応募にかかる一切の費用については、応募事業者の負担とします。 

 

13 設置・運営予定者の選定結果について 

  選定結果は、応募事業者に通知するとともに、大阪市ホームページ上で選定された事業 

者名、設置予定場所、委員講評の内容等について公表します。 

  なお、選定されなかった事業者に対しては、委員講評を含めた結果を通知します。 
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14 設置・運営予定者選定までのスケジュール（第４次募集） 

内   容 日     程 

募集開始 令和４年７月８日（金） 

応募相談期間 応募受付期間最終日まで 

事前登録受付期間 令和４年７月８日（金） ～ 令和４年８月 19日（金） 

応募書類受付期間 令和４年７月８日（金） ～ 令和４年８月 26日（金） 

審査会開催期間 令和４年９月中旬 ～ 10月上旬（予定） 

審査結果の公表 令和４年 10月中旬（予定） 

選定事業者説明会 令和４年 10月下旬（予定） 

 

15 その他 

(1)  建築基準法等の関係法令、通知などを遵守し、多様化する保育ニーズへの柔軟かつ

迅速な対応が可能な施設を整備し、大阪市の選定を受けた事業者自らが運営すること。 

(2)  事業所の整備にあたり、近隣への日照・騒音等の環境面に配慮することとし、事業

者自身の責任において誠意をもって対応すること。また、事業所の整備と運営を円滑

に行うためには、近隣住民等の理解と協力が不可欠であり、事前に丁寧な説明を行う

とともに近隣住民からの要望等については、事業者の責任において、誠意をもって対

応すること。 

(３) 避難確保計画の作成について 

近年、全国各地で豪雨災害が多発しており、平成 29 年６月に水防法が改正されま

した。河川氾濫等の浸水想定区域内に所在する要配慮者利用施設【保育所、認定こど

も園、地域型保育事業所等を含む】では、避難確保計画の作成、訓練の実施が義務化

されています。 

※避難確保計画の作成提出は開設前に行う必要があります 

     59・60ページの危機管理室作成リーフレットを参照ください。 
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 質問票 大阪市保育施設等設置・運営事業者（入所枠６人以上等）募集 

送 信 年 月 日 令和    年    月    日 

事 業 者 名  

担 当 者 名  

連絡先 
電話  

ＦＡＸ  

質  問  内  容 

 

  ★質問にあたっての注意事項 

   個別案件の内容については別途、応募相談をお申込みください。 

   質問に対する回答につきまして、原則、個別には行いません。同種の質問と合わせて、 

大阪市ホームページ上でお答えします。 

  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。 

 

 

※ 送信先   ＦＡＸ  ０６－６２０２－９０５０ 

      大阪市こども青少年局 保育施策部 保育企画課 あて 
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令和４年７月発行 

 

大阪市こども青少年局保育施策部保育企画課 作成 

 

〒530-8201大阪市北区中之島 1丁目 3 番 20号 

ＴＥＬ 06-6208-8041・8109 

ＦＡＸ 06-6202-9050 


