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豊田市立こども園の民間移管に係る移管法人募集要項
Ⅰ 趣旨 

豊田市では、3 歳児の幼児教育の受入枠を拡大するため、「第 2 次豊田市立こども
園民間移管計画」を策定し、公立こども園（保育所）6園を民間移管し、同時に幼保
連携型認定こども園とすることにしました。 
当計画に基づき、これまで 5園（竜神・堤・うねべ・竹村・寿恵野）の民間移管を
進めてまいりました。 
令和２年度は、「豊田市立高嶺こども園」の設置及び経営の移管を受ける法人（以
下「移管法人」という。）を募集します。 
 なお、移管後は、幼保連携型認定こども園となりますが、こども園（保育所）から
幼保連携型認定こども園に移行することを踏まえ、現在のこども園の運営方法をでき
る限り踏襲し、変更する場合は保護者の理解を得ることを条件に移管します。 

Ⅱ 移管計画 

１ 移管するこども園 

豊田市立高嶺こども園 
名 称 豊田市立高嶺こども園
所在地 豊田市和会町鳥手 167
電話番号 0565-21-0404
認可定員※ 289人 （うち 0～2歳児 55人）
開設年度 昭和 30年度
開所時間 （平日・土曜日）午前 7時 30分～午後 7時

想定入所者数 
（想定利用定員）※

0～2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計
― 3クラス 2クラス 2クラス ―
55人 45人 56人 60人 216 人

土 地※ 7,943.40 ㎡

建 物※ 

園
舎

幼児棟：鉄筋コンクリート造（一部木造、一部鉄骨造）平屋建て
乳児棟：木造 平屋建て 
延床面積：2,208.73 ㎡

倉
庫

木造 平屋建て 
延床面積：45.54 ㎡

その他 ・選挙時の投票所
注）同園は改築中のため、※令和 4年 4月 1日の見込みを掲載

２ 移管年月日
令和４年４月１日 



2 

Ⅲ 応募・選考 

１ 応募資格 
以下の条件をすべて満たすもの 
①現に認定こども園、幼稚園又は保育所を設置し、及び経営している学校法
人又は社会福祉法人であること 
②豊田市の保育の制度等を理解し、及び協力できること

２ 応募 
（１）受付期間 

令和２年 4月１３日（月）から 令和２年 4月１７日（金）まで 

（２）受付時間 
午前 9時から正午まで及び午後 1時から午後 5時まで 

（３）提出書類 
市ホームページ掲載の「豊田市立こども園 移管申込書類」のとおり 

（４）提出方法 
必ず事前に保育課へ連絡した上で、法人の代表者（代表者からの委任状（様
式任意）を有する代理人も可とする。）が移管申込書類を持参してください。
なお、移管申込書類の郵送による提出は認めません。 

（５）質問方法及び期間 
市ホームページ掲載の質問票にて、ＦＡＸ又は電子メールで提出してくださ
い。質問の受付期間は、令和２年 3月１６日（月）から令和２年 3月２３日（月）
までです。 
回答は令和２年 3月２７日（金）頃、市ホームページに掲載予定です。原則、
当該質問票以外のお問い合わせには対応いたしません。 

３ 選考 
豊田市保育園・幼稚園移管法人選考委員会（以下「選考委員会」という。）の意
見を踏まえ、令和２年 9月下旬頃に決定します。 
移管申込書類を提出した法人は、選考委員会から、経営する施設の見学及び意
見聴取の要請があった場合は、これに応じる必要があります。
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Ⅳ 応募に際しての注意事項 

１ 高嶺こども園の改築
老朽化により、以下のスケジュールで改築工事を予定しています。 

  平成 31年 2月～令和２年 2 月  新園舎建築工事 
令和 2年 3 月            引越し、供用開始 
令和 2年 3 月～令和 2年 8 月  旧園舎解体、園庭・駐車場整備
令和 2年 4 月            定員最大 250人にて受入開始 
令和４年 4 月            定員最大 289人まで受入可 

  ※定員は、公立こども園として運営する令和３年度までは最大 250 人とし、民
間移管して運営する令和４年度以降は最大 289人とすることができます。 

2 市の支援策 
市は、移管法人に対し、移管後の安定的かつ継続的な園経営に資するため、次
のとおり支援策を講じます。 

（１）財産 
ア 市は、「Ⅱ １ 移管するこども園」に記載の土地を原則無償貸与します。
イ 市は、「Ⅱ １ 移管するこども園」に記載の建物を無償貸与します。なお、
安定した運営が行われていることを条件に、移管後、概ね 10 年程度を経過し
たのちに、「豊田市学校法人助成条例」又は「社会福祉法人助成条例」に基づき、
無償譲渡をする計画です。ただし、譲渡建物には、建物譲渡契約の解除を条件
とする条件付所有権移転仮登記をします。 
ウ 市は、保育用備品（移管するこども園が所有し、及び管理している備品で市
が認めるもの。以下同じ。）を無償譲渡します。ただし、移管前年度と比較して、
移管年度にクラス数が増えることに伴い必要となる保育用備品は市が準備しま
すが、それ以外の消耗品等についてはすべて移管法人で用意してください。 
また、パソコンについて、移管前年度は市が貸与する物を使用していただき
ますが、移管後は移管法人で用意してください。 

・市が準備する備品
園児用机・椅子、空気清浄機、オルガン

（２）補助金等 
ア 市は、移管の前年度に、「豊田市こども園民間移管準備交付金交付要綱」に基
づき、職員の研修を始め、移管の準備に要する経費の助成を行います。
イ 市は、移管法人に対し、「豊田市私立幼保連携型認定こども園運営費補助金交
付要綱」により、運営費の補助を行います。
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ウ 市は、移管法人に対し、「豊田市私立幼保連携型認定こども園施設整備費補助
金交付要綱」により、施設整備費の補助を行います。

【参考】補助制度の概要
補助制度 交付年度 主な補助内容

民間移管準
備交付金 令和３年度

○民間移管に伴い必要となる準備金の一部を助成
（３（３）カに記載の共同保育、職員研修等に充当）
交付金額 3,500 万円（定額）

運営費補助
金

令和４年度
以降

①市保育師と同等の給与が支払われるよう、施設型給
付費中人件費との差額を補助 
②産休・病休代替職員の雇用、嘱託医報酬に要する経
費を補助 
③休日保育、一時預かり事業（幼稚園型）に要する経
費の一部を補助

施設整備費
補助金

令和４年度
以降

①大規模修繕、増築等は、国の制度に基づき、施設整
備費の 3/4 を補助 
②1件50万円以上の修繕等に要する経費の3/4を補助

（３）会計年度任用職員への説明 
市は、現在の高嶺こども園で勤務する会計年度任用職員（フルタイム保育士・
早朝延長パート・加配保育士・看護師・調理員・公務手）に、移管後も継続して
就労を希望していただけるよう、移管法人から会計年度任用職員への説明の場を
整えます。

3 移管条件 
市は、移管園において、良質な教育・保育の確保、保育サービスの拡充等を図
るため、移管法人に対し、次のとおり移管に伴う条件（以下「移管条件」という。）
を設定します。 
なお、特に記載のないものについては、こども園に準じることとします。 
また、移管条件については、移管時に移管法人と市の間で覚書を締結します。 

（１）経営 
ア 移管園の経営（保育内容、行事、保護者及び地域関係者との連携など）は、
原則、移管前のこども園の方法を引き継ぎ、保護者ニーズに即した適切な教育・
保育を実施してください。変更する場合は、保護者ニーズを考慮し、慎重に対
応してください。 
イ 幼保連携型認定こども園となる移管園について、法令、条例、通知等を遵守
し、移管法人自らが経営してください。 
ウ 移管園の名称は、「幼保連携型認定こども園○○こども園」とし、「○○」の
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全部又は一部に、「高嶺」又は「たかね」を用いてください。なお、名称は、市
と協議の上決定してください。 
エ 移管を受けた土地、建物及び保育用備品等は、豊田市内における教育・保育
以外の目的に使用しないでください。 
オ 移管を受けた土地、建物及び保育用備品等の維持・管理に要する費用の一切
は、移管法人が負担してください。ただし、建物の無償貸与期間中に躯体構造
部の破損、亀裂等が生じた場合は、その補修に係る費用を市が負担します。
カ 移管決定後は、応募時に移管法人自らが設置し、及び経営する認定こども園、
保育所又は幼稚園を直ちに廃止しないでください。 
キ 市の指示に従い、第三者評価を受審してください。 
ク その他市の行政方針を理解し、積極的に協力してください。

（２）教育・保育内容 
ア 保育時間は、こども園に準じた上で、午前 7時 30分から午後 7時までの 11
時間 30分以上としてください。 

 【1号認定】 

≪早朝≫ 
一時預かり事業
（幼稚園型） 
7：30～8：30 

基本保育（月～金曜日） 
8：30～15：00 ≪延長≫

一時預かり事業 
（幼稚園型） 
15：00～19：00 

≪土曜日、長期休暇≫
一時預かり事業（幼稚園型） 

8：30～15：00

【2号認定及び 3号認定】 

早朝保育 
7：30～8：30 

基本保育（月～金曜日）
8：30～15：00 延長保育

15：00～19：00 土曜日保育 
8：30～15：00

イ 生後 6か月児からの乳児保育を実施してください。 
ウ 障がい児保育に理解を持ち、家庭及び豊田市こども発達センターとの連携に
より、障がいの種類、程度等に応じた適切な保育を実施してください。また、
市の受入要請にも応じてください。 
エ 市から要請がある場合は、保育時間の延長、休日保育（祝日のみの保育も含
む。）などを実施してください。 
オ 一時預かり事業（一般型）は、こども園に準じて実施してください。なお、
一時預かり事業（幼稚園型）の実施は、移管法人の判断に委ねますが、料金は
市と協議の上、決定してください。 
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カ 保育内容は、「豊田市教育・保育課程指導計画」に準じてください。 
キ 特別な教育（体操、英会話等）は、保護者と協議し理解を得た上で導入して
ください。 

（３）職員 
ア 職員は、法令、条例、通知、補助金交付要綱等に基づき配置してください。 
イ 園長及び主任（主幹保育教諭）は、幹部職員としての能力及び経験を有する
者であるとともに、移管園の専任としてください。 
ウ 保育教諭は、経験年数が 5年以上ある者が 3分の 1以上含まれ、未経験者は
3分の 1以下としてください。 
エ 看護師を 1名以上配置してください。なお、看護師は、巡回等、他の施設と
の兼任も可とします。 
オ 職員の資質向上を図るため、市が主催する定例の園長会、主任会、研修、会
合等に参加してください。 
カ 移管前年度において、移管するこども園の職員と移管法人の職員が共同で保
育等を行い、保育の内容等に関する事項の引継ぎを行います。そのため、移管
前年度の 1年間、以下の職員 7名を移管するこども園に派遣してください。そ
の職員の一部は、クラス担任に就いていただきます。なお、当該職員に要する
人件費は、移管法人の負担としますが、市は「２（２）補助金等」のアのとお
りの支援策を講じます。 
①移管園の園長又は主任予定者 1名（共同保育では主任の職を担う。） 
②経験年数 5年以上の職員  2 名 
③経験年数 1年以上の職員  4 名 

キ 共同保育に参加する職員以外も、移管法人決定後、市の指示に従い、移管す
るこども園の行事や保育に参加するなど、移管するこども園の状況を把握する
ことに努めてください。 
ク ウの経験年数は移管年度の 4月 1日現在において、また、カの経験年数は移
管前年度の 4月 1日現在において、認定こども園、幼稚園又は保育所に 1日 6
時間以上かつ月 20日以上勤務した累計月数で計算してください。
ケ 内科医及び歯科医は、豊田市を通じて豊田加茂医師会から紹介される園医と
してください。 
コ 愛知県内に法人本部が無い場合は、共同保育期間から高嶺こども園専属の事
務職員を配置してください。 
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（４）クラス数等 
令和４年 4月時点のクラス数等は、以下のとおりとなります。なお、各学齢のク
ラス数は、各学齢の入園希望者数により変動しますので、毎年度市と協議を行い決
定します。 

乳児（0～2歳児） 3～5歳児
想定 50人 7クラス
（最大） （55人） （10クラス）

（５）保護者及び地域との関係 
ア 移管の決定後は、保護者及び地域関係者との話合いの要請に応じ、地域に根
ざした経営を行ってください。
イ 地域活動事業及び子育てひろば事業は、こども園に準じて実施してください。 
ウ 市内のこども園、小学校等との交流・連携を積極的に図ってください。

（６）保護者負担 
ア 保育料及び給食費は市が決定しますが、徴収は移管法人が行ってください。
イ 実費徴収は、保護者の理解を得るとともに、過度の負担が生じないようにし
てください。 
ウ 上乗せ徴収は、特別な教育（体操、英会話等）のみを認めます。入園料、寄
附金、施設整備費等の徴収は認めません。なお、実施する場合は、保護者の理
解を得るとともに、その内容及び金額を事前に市へ報告してください。
エ 移管前のこども園から引き続き在園する園児及びその弟妹については、制服、
かばん等の購入について新たな保護者負担が生じないようにしてください。 

（７）その他 
ア 園児の募集及び入園調整は、市が行います。
イ 満３歳児の受入れの要否は、市と別途協議としてください。 
ウ 通園は、保護者による送迎とし、通園バスによる送迎は認めません。 
エ 0～2歳児の給食は、市が作成する献立に基づき、自ら食材を調達し、施設内
で調理してください。なお、大量調理施設衛生管理マニュアル及び学校給食衛
生管理基準に基づき、衛生管理を徹底して実施してください。
オ 3～5歳児の給食は、市が指定する給食センター等を利用してください。
カ 選挙時の投票所とされているため、移管後も投票所としての運用を引き継い
でください。 
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4 スケジュール
民間移管に係るスケジュールは、概ね以下のとおりを予定しています。

移管法人選考 
令和２年度

4月 移管法人の募集

5～9月 

移管法人の選考、決定 
保護者に対するヒアリング 
経営施設調査（園長予定者も同席）
法人に対するヒアリング（園長予定者も同席）
選考

10月～ 保護者説明会の開催 ※10月 16日（金） 
以降必要に応じて随時開催、移管法人も同席

3月 共同保育に参加する移管法人職員との調整

移管準備 
令和３年度

4～3月 共同保育に参加する移管法人職員の派遣
7月～ 移管法人職員の募集、採用

10月～ 園児の募集 
広報とよたへの掲載

2月 入園説明会
3月 設置認可に向けた事務手続

移管 1年目
令和４年度

4月～ 移管法人による運営開始
4月～ 保育内容の確認、助言、指導等（毎月）
時期未定 公開保育の実施（1回）
12月 保護者アンケートの実施

移管 2年目
令和５年度

4月～ 保育内容の確認、助言、指導等（隔月）
時期未定 公開保育の実施（1回）
時期未定 第三者評価の受審
12月 保護者アンケートの実施

移管 3年目
令和６年度 4月～ 保育内容の確認、助言、指導、公開保育の実施等

こども園と同様のスケジュールで実施
 ※令和２年 10 月 16 日（金）の保護者説明会の日程は確定ですので、選考された
移管法人は必ず出席してください。なお、事情により日程を変更する可能性があ
ります。 
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5 その他 
ア 「第 2次豊田市立こども園民間移管計画」「豊田市子ども条例」を熟読の上、
申し込んでください。 
イ 移管申込書類等は、市のホームページからダウンロードできます。なお、「豊
田市教育・保育課程指導計画」「高嶺こども園経営案」は、豊田市子ども部保育
課にて配付します。 
ウ 移管するこども園の見学を希望する場合は、必ず事前に豊田市子ども部保育
課まで連絡してください。 
エ 法人選考に関与する豊田市保育園・幼稚園移管法人選考委員会委員や豊田市
職員等に対する直接及び間接の働きかけは、公正な審査を阻害する恐れがある
ため、一切行わないでください。何らかの働きかけが行われたことが判明した
場合は、当該法人の移管申込みを却下します。 

オ 市街化調整区域に立地しているため、都市計画法第 43 条の許可の再取得が
必要となります。申請費用、行政書士への依頼費用等は、移管法人にて負担し
てください。 
カ 現在、市有地以外を駐車場や教材園（畑など）として借用している土地もあ
りますが、移管後の取扱いについては、移管法人決定後の協議とします。（移管
法人負担による借地契約料が発生することがあります。）

問合せ・連絡先 
                   〒471－8501 豊田市西町 3－60 
                   豊田市子ども部保育課 岩元・櫻井 
                   電 話 0565－34－6809 
                   ＦＡＸ 0565－32－2088 
                   電子メール hoiku@city.toyota.aichi.jp 


