
1 

 

「美濃加茂市立下米田保育園の民営化」に関する 

サウンディング型市場調査実施要領 

  令和４年１２月６日 

 美濃加茂市健康こども部こども未来課 

１ 対話の名称 

「美濃加茂市立下米田保育園の民営化」に関するサウンディング型市場調査 

 

２ 対話の目的 

美濃加茂市では、下米田保育園について将来的な民営化を予定しており、令和５年度に公募するにあた

り、下米田保育園の業務内容や募集要件、民営化の条件設定等に活かすことを目的に本対話を実施します。 

民営化は、令和８年４月を予定しています。 

なお、本対話への応募の有無は、事業者公募における審査の採点には一切影響しません。 

 

３ 事業内容 

  令和８年４月開園とするため、次のような業務仕様を想定しています。 

 ＜施設について＞ 

 ・事業者は、現在の下米田保育園敷地を活用して新保育施設を建設する（令和６年度設計、令和７年度着

工、完成を想定）。なお、当該敷地は無償貸付とする。（資料１参照） 

 ・市は、事業者の保育施設建設に対して、「就学前教育・保育施設整備交付金」及び「美濃加茂市民間保育

所に対する補助金交付要綱（平成２７年美濃加茂市告示第５１号）」に基づく補助金を支払う。（補助金

資料１、補助金資料２参照） 

 ・市は、保育施設完成後に既存の保育施設の取り壊しを行う。（令和８年度を想定） 

  ただし、遊戯棟・プール・倉庫については、民営化後も利用の希望があれば取り壊し対象から除く。 

 ・事業者は、その他必要な整備に係る費用を負担する。（例：園庭整備、駐車場整備等） 

  

  今回の対話においていただいた事業者の皆様のご意見も考慮したうえで、業務仕様書等を策定する予定

です。参考資料として、下米田保育園の民営化と同様の事業手法で令和元年に実施した「美濃加茂市公共

用地活用型民間保育施設整備運営事業者募集事業」の仕様書等を提示します。（参考資料１、参考資料２参

照） 

 

 

 

美濃加茂市では、美濃加茂市立下米田保育園（以下「下米田保育園」といいます。）について、民営化

の受け手となる事業者の公募を令和５年度に予定しています。 

 そこで、民営化に向けた課題解決を目的に、民間事業者の皆様との「対話」を通じて、下米田保育園

の業務内容や募集要件、民営化の条件等についてのご意見をお聞きするサウンディング型市場調査を実

施します。是非ご参加いただきますようお願いいたします。 
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４ 対象用地・施設の概要 

名  称 美濃加茂市立下米田保育園 

所 在 地 美濃加茂市下米田町今１０９番地２ 

土地・延床面積 敷地面積 2,706.670㎡ 延床面積 528.25㎡ 

都市計画等による制限 美濃加茂市都市政策部都市計画課にご確認ください。 

保育施設 

※②～④は事業者の希望

があれば、民営化後も利

用可能 

①保育室 Ｓ４７．４竣工 建物面積 351.00㎡ 

②遊戯棟 Ｓ５７．３竣工 建物面積 160.00㎡ 

③プール Ｓ５９．３竣工 建物面積 28.00㎡ 

④倉庫  Ｓ５７．３竣工 建物面積 12.15㎡ 

現況 

※令和４年１１月現在 

 

・美濃加茂市が保育園として運営中。※入所状況は資料３参照 

・定員：９０名 

・在園児数：１才児 ６ ２才児 １２ 

      年少 ２０ 年中 １９ 年長 ２２ 合計 ７９ 

美濃加茂市全域及び下米

田地区の乳幼児の状況 

※令和４年１１月現在 

美濃加茂市内全域 

０才児 ４２９ １才児 ４６５ 

２才児 ４８７ ３才児 ５００ 

４才児 ５５９ ５才児 ５５８ 

６才児 ５９０ ７才児 ６０６ 

８才児 ５９８ 

下米田地区 

０才児 １５ １才児 ３１ 

２才児 ３５ ３才児 ５７ 

４才児 ５０ ５才児 ５６ 

６才児 ６３ ７才児 ６７ 

８才児 ６２ 

下米田地区から下米田保

育園以外への通園状況 

※令和４年１１月現在 

私立保育園・認定こども園・幼稚園 在園児数 

０才児 １ １才児 ７ ２才児 １６ 

年少 ２４ 年中 ３３ 年長 ３０ 合計 １１１ 

その他 〇下米田地区に隣接する可児市、加茂郡八百津町、加茂郡川辺町の人口に関す

る資料は、各自治体のＨＰをご参照ください。 

 

５ 対話及び事業者公募のスケジュール 

実施日・期限等 項 目 

令和４年１２月６日（火） 実施要領を公表 

令和４年１２月２３日（金） 
現地説明会への参加申込の締切 
※希望される事業者に個別でご案内します。 

令和４年１２月２３日（金） 個別対話（サウンディング）への参加申込の締切 

令和５年１月６日（金）まで 個別対話（サウンディング）実施日時及び場所の連絡 

令和５年１月１６日（月） または 

令和５年１月１７日（火） 
現地説明会予定日（希望があった場合） 

令和５年１月１９日（木） または 

令和５年１月２０日（金） 
個別対話（サウンディング）の実施 ※１ 

令和５年２月１０日（金） ＜予定＞ 調査結果の概要を公表 

令和５年度中 ＜予定＞ 

事業者公募（運営事業者選定プロポーザル実施要領公表） 

事業者選定（一次審査、二次審査）、最優先候補者決定 

無償貸借の議決又は報告、条例改正 

※１ 個別対話（サウンディング）について、日程の都合が悪い方は調整しますのでご連絡ください。 
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６ 対話の内容（対話において、お聞きしたいと考えている事項） 

資料１から資料５、参考資料１、２を事前にご確認のうえ、「民営化」の趣旨を踏まえて、主に次の項

目についてご意見やご要望をお聞かせください。また、一部の項目だけのご意見・ご要望でも構いません。 

なお、自らが事業の実施主体となることを前提とし、実現可能なご意見・ご提案をお願いします。 

 

（１）主な対話の項目 

①現保育園を運営しながら、新保育園を建築する場合の懸念事項はありますか。 

 

②既存の施設（遊戯棟、プール、倉庫）を活用する考えはありますか。 

 

③現保育園の定員は９０人であり、過去の入所状況は資料３のとおりです。近年の低年齢保育の需要

の高まりや資料４、資料５の人口動態等をふまえると民営化後の定員を市としては１２０人から１

５０人までと検討していることについて、ご意見をください。 

 加えて、事業者が想定する保育園とする場合の定員と０才から５才までのそれぞれの人数、認定こ

ども園とする場合の定員と１号と２・３号の人数を教えてください。（両方または一方） 

 

④地域住民の要望として、保育園と地域との交流を希望しています。運営の中で、地域交流を行うこ

とは可能と考えますか。また、地域交流を行う場合は、どのような活動を考えていますか。 

 

⑤下米田保育園の保育の継承（引継ぎ）について、人員派遣（人数や職位）や引継ぎ期間等はどのよ

うに考えていますか。 

 

⑥その他事業参画にあたって、市に考慮してほしい事項などご意見をください。 

 

 

（２）対話の進め方 

  対話は、上記項目に基づいて個別に実施します。参加された民間事業者の皆様からご説明いただき、そ

れを踏まえて、市側の質問等にお答えいただきます。 

  なお、お答えいただけない項目・内容があっても構いません。 
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７ 対話の手続き 

（１）現地説明会の開催 

サウンディング参加申込者が現地において事業概要等の説明を希望する場合は、現地説明会を開催しま

す。 

※現地説明会への参加は、個別対話への参加条件ではありません。 

日  時 ※日時は、申込後に個別に調整します。（１月１６日または１７日を予定） 

場  所 下米田保育園 

 

（２）個別対話（サウンディング）・現地説明会への参加申込 

対話への参加を希望される方は、別紙の参加申込書に必要事項を記入の上、期日までに次の申込先へＥ

メールにてご提出ください。 

申込期間 令和４年１２月６日（火）～ １２月２３日（金）午後５時まで 

申 込 先 

美濃加茂市 健康こども部 こども未来課 

E-Mail: kodomo@city.minokamo.lg.jp 

【留意事項】メール件名は「サウンディング参加申込」としてください。 

 ※現地説明会への参加を希望される場合は、参加申込書の「現地説明会の申込み」欄に必要事項を記入し 

て下さい。 

 

（３）個別対話（サウンディング）の実施日時及び場所の連絡 

対話への参加申込のあった法人の担当者あてに、令和５年１月６日（金）午後５時までに実施日時及び

場所をＥメールにて連絡します。希望に沿えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。 

 

（４）個別対話（サウンディング）の実施 

対話は、参加事業者のアイデア及びノウハウ保護のため、次の日時・場所にて個別に行います。 

日時 
令和５年１月１９日（木）または 

令和５年１月２０日（金）※日時は、申込後に個別に調整します。 

場所 
美濃加茂市健康のまち１丁目２番 

美濃加茂健康プラザ１階 研修室② 

所要時間 ４５分程度 

対象者 事業の実施主体となる意向を有する民間事業者 

対話の内容 ６（１）を参照 

 

８ 留意事項 

（１）参加資格 

対話への参加資格は、「美濃加茂市立下米田保育園の民営化」事業の実施主体となる意向を有する法人

で、次の要件を全て満たしているものとします。 

① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

② 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
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る暴力団又は美濃加茂市契約等における暴力団等排除措置要綱（平成２８年美濃加茂市告示第５５

号）別表に掲げる措置要件に該当しないこと。 

③ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）及び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく

更生・再生手続き中の者に該当しないこと。  

④ 美濃加茂市建設工事請負契約に係る指名停止措置要綱（平成１９年美濃加茂市訓令甲第２４号）に

基づく指名停止を受けていないこと。 

⑤ 国税及び地方税を滞納してないこと。 

⑥ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３５条第５項第４号のいずれにも該当しないこと。 

⑦ 次のいずれかの保育事業の経営又は運営実績がある社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動法人

又は株式会社等であること。ただし、ウ及びエについては２年以上の実績を要する。 

ア 認可保育所又は認定こども園 

イ 認可幼稚園 

ウ 認可小規模保育所、認可家庭的保育所又は認可事業所内保育所 

エ 認可企業主導型保育所 

 

（２）参加及び対話内容の扱い 

・対話への参加実績は、事業者公募等における評価の対象とはなりません。 

・対話内容は、今後の検討において参考とさせていただきますが、双方の発言とも、何ら約束するもの

ではありません。 

 

（３）対話に関する費用及び説明資料の提出 

・対話への参加に要する全ての費用は、参加された民間事業者の皆様の負担とします。 

・対話の実施に際して、特に説明資料の提出は求めませんが、説明のために必要な場合は、提出分とし

て計４部ご持参ください。 

 

（４）追加対話への協力 

・必要に応じて、追加の対話（文書照会含む）やアンケート等を実施させていただくことがありますの

で、その際にはご協力をお願いします。 

 

（５）実施結果の公表 

・対話の実施結果については、民間事業者等の皆様のアイデアやノウハウの保護に配慮した上で、概要

を市ＨＰ等で公表します。 

・公表内容については、事前に参加事業者へ確認を行います。 

・参加事業者等の名称は、公表しません。 
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９ 参加申込・問い合わせ先 

美濃加茂市 健康こども部 こども未来課 担当：松岡・柴田 

〒505-8606 美濃加茂市健康のまち１丁目２番 みのかも健康プラザ 

TEL 0574-28-1131 

E-Mail: kodomo@city.minokamo.lg.jp 

 

１０ 添付資料 

 資料１ 地図（字図、航空写真図） 

 資料２ 保育の内容に関する全体的な計画  

 資料３ 令和元年度から令和４年度までの入所状況 

 資料４ Ｒ２美濃加茂市統計書 第３－１表 地区別人口の推移 

 資料５ 美濃加茂市人口ビジョン 一部抜粋 

 補助金資料１ 令和５年度保育関係予算概算要求の概要 一部抜粋 

 補助金資料２ 美濃加茂市民間保育所に対する補助金交付要綱（平成２７年１０月１日告示第５１号） 

参考資料１ 美濃加茂市公共用地活用型民間保育施設整備運営事業者募集事業公募型プロポーザル方式

実施要領 ※ 

 参考資料２ 美濃加茂市公共用地活用型民間保育施設整備運営事業者募集事業公募型プロポーザル方式

実施要領に係る仕様書 ※ 

  

 ※参考資料１及び参考資料２に関しては、令和元年に実施した「美濃加茂市公共用地活用型民間保育施設

整備運営事業者募集事業」で使用した仕様書等であり、令和５年度に予定している下米田保育園民営化に係

る仕様書等ではありません。
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（別紙 参加申込書） 

「美濃加茂市立下米田保育園の民営化」に関する 

サウンディング型市場調査参加申込書 

 

法人名  

法人所在地  

担当者 

部署・役職名  

氏 名  

電話番号  

メールアドレス  

 

現地説明会の申込み □ 希望する     □ 希望しない 

 

個別対話（サウンディング）の希望日を記入し、時間帯をチェックしてください。  

（２か所記入してください。） 

月   日（  ） ☐ ９～12 時   ☐ 13～15 時  ☐ 15～17時   ☐ 何時でもよい 

月   日（  ） ☐ ９～12 時   ☐ 13～15 時  ☐ 15～17時   ☐ 何時でもよい 

 

個別対話（サウンディング）参加予定者 

氏 名 部署／役職 

  

  

  

※ 対話の実施日時は、原則令和５年１月１９日（木）又は１月２０日（金）の午前９時～午後５時

（終了時刻）とします。 

※ 参加希望日及び時間帯を実施日時内で２か所記入してください。  

※ 参加申込書受付後、調整の上、実施日時及び場所をＥメールにてご連絡します。 

（都合により希望に添えない場合もありますので、あらかじめ御了承ください。） 

 ※ 対話に出席する人数は、３名以内としてください。 

 


