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運営事業者募集要領

２０１８年７月１３日
江 東 区

１ 趣旨
江東区の喫緊の課題である待機児解消を図るため、２０２０年４月１日に認可保育所を開設する事業者を募
集します。
ついては児童福祉法第３５条第４項（以下「法」という。）に基づく認可の取得、及び「江東区特定教育・保
育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（以下「区条例」という。）」を遵守し、子ど
も・子育て支援法第３１条第１項に基づき特定教育・保育施設の確認を受けることを前提として、プロポーザ
ル方式（企画立案方式）により選定します。
※区での選定後、東京都との事前協議・計画承認申請・設置認可申請の手続きを行う必要があります。
２ 募集地域等
募集地域等
（１） 募集地域
① 白河地域
② 富岡地域

（森下１～５丁目、平野１～３丁目、三好１～４丁目、白河１～３丁目、高橋）
（深川２丁目、冬木、門前仲町２丁目、富岡１・２丁目、牡丹１～３丁目、
古石場１～３丁目、越中島３丁目）
③ 豊洲地域 （塩浜１・２丁目、豊洲１～６丁目、東雲１・２丁目、有明１・２丁目、
辰巳１丁目）
④ 小松橋地域 （千石１～３丁目、石島、千田、海辺、扇橋１～３丁目、猿江１・２丁目、
住吉１・２丁目、毛利１・２丁目）
⑤ 東陽地域 （東陽１～７丁目、木場１～６丁目）
⑥ 亀戸地域 （亀戸１～５丁目、亀戸７～９丁目）
⑦ 大島地域 （大島１～８丁目）
⑧ 砂町・南砂地域（北砂１～７丁目、南砂１～５丁目）
※重点地域（豊洲３～６丁目、東雲１丁目、有明１丁目）
※提案場所の応募の可否については 280500@city.koto.lg.jp あてに「①案内図」、「②物件の平面図」、「③
物件の外観及び周辺状況（目の前の道路等）がわかる写真」を添付し、お問い合わせください。また、
定員設定、相談時点での整備スケジュールもお示しください。
※募集地域以外の提案であっても、募集地域周辺の場合または重点地域の待機児童解消に繋がるような提
案の場合であれば応募対象とすることも検討いたしますので、上記アドレスあてにご相談ください。

（２） 募集数
１０施設程度（合計定員約１，０００名）

３ 応募資格等
応募資格等
（１） 応募資格
① 東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県・長野県・新潟県のいず
れかで、応募書類提出時点で認可保育所を１園以上運営し、かつ当該応募案件の開設予定日時点で
認可保育所を２年以上継続して運営することが見込まれる法人。
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または、上記地域以外において、応募書類提出時点で認可保育所を１年以上継続して運営してお
り、区が既存園を視察済みである法人。もしくは、江東区内で、応募書類提出時点で東京都認証保
育所を３年以上継続して運営しており、区が既存園を視察済みである法人。
※東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県以外の地域における実績のみの法人は、開園後に十分なフォ
ローができるように東京本部を設け、かつ同本部専任職員を配置することを条件とする（設置は
選定後で構いません）。
※グループ法人等の関連会社に上記地域内において５年以上の認可保育所運営実績がある場合にも
応募資格有りとみなします。
※小規模保育事業所の運営実績のみの場合は、応募資格無しとなりますのでご了承ください。
② 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（以下「国基準」という）、東京都児童福祉施設の設備
及び運営の基準に関する条例（以下「都条例」という）、東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準
に関する条例施行規則（以下「都規則」という。）、保育所設置認可等事務取扱要綱（以下「都要綱」
という。）、江東区私立保育所等補助要綱（以下「区補助要綱」という。）及び区条例に規定する設置
者の要件を満たすこと。
※上記関係法令については、ホームページでご確認ください。
※上記応募資格に該当する場合でも、応募物件、法人の状況等により応募をお断りさせていただく
場合もあります。
（２） 欠格事項
① 民法上の行為能力を有しない者
② 破産者で復権を得ない者
③ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項（同項を準用する場合を含
む。）の規定により本区における一般競争入札等の参加を制限されている者
④ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「自治法」という。）第２４４条の２第１１項の規
定による指定の取消しを受けたことがある者
⑤ 指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に、自治法第９２条の２、同法第１４２条（同条
を準用する場合を含む。）又は第１８０条の５第６項の規定に抵触することとなる者
⑥ 国税及び地方税を滞納している者
⑦ 暴力団（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
号に規定する暴力団をいう。）又はその構成員の統制下にある法人
⑧ 会社更生法、民事再生法に基づき更生又は再生手続きをしている法人
⑨ 法人全体の財務状況について、直近の会計年度の決算において債務超過を生じている法人

４ 選定スケジュール
以下のスケジュールで随時審査を行います。
※募集を締め切った地域についてはホームページに掲載し、お知らせいたします。
（１） 区にメールで提案予定物件の応募の可否につき相談
※「①案内図」、「②物件の平面図」、「③物件の外観及び周辺状況（目の前の道路等）がわかる写真」
を添付してください。
また、定員設定、相談時点での整備スケジュールもお示しください。
（２） 財務関係書類の提出
※直近３年間の決算報告書（監査証明又は当該決算報告書を作成した公認会計士、税理士等により
適正な会計基準に則って処理されたことを証する書類を付したもの）を提出してください。
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（３） 審査書類を保育計画課保育計画係に持参
※提出する場合は、１週間以上前に係あてに連絡し、提出日の日程調整を図ってください。
（４） 区職員による応募物件の現地確認（施設・近隣環境についての確認）
※書類提出前に訪問する可能性もあります。
（５） 応募法人が運営する既存園を区職員が訪問
※書類提出前に訪問する可能性もあります。
（６） 書類審査及びヒアリング（提案事業者によるプレゼンテーション及び審査委員による質疑応答）
※ヒアリング日時については、別途通知します。
（７） 審査結果通知（ヒアリング終了後、原則１ヶ月以内）

５ 募集する認可
募集する認可保育所の要件
認可保育所の要件
以下の事項を全て満たした計画を提案してください。
（１） 設置予定物件
① 現に事業者が所有又は貸借しているか、保育所設置認可申請前までに取得又は、貸借することが可
能であること。なお、原則
なお、原則として、
原則として、区
として、区で選定された後に行われる東京都との事前協議及び計画承認の
手続きが終わるまで本契約は行わない
手続きが終わるまで本契約は行わないこと。
まで本契約は行わないこと。
② 建築基準法に基づく建築時の建築確認申請書の写し、建築確認済証の写し及び検査済証の写し（検
査済証を紛失している場合は台帳記載事項証明書）の提出が可能であること。
③ 施設面積、構造及び設備等について、保育所として建築基準法など建築基準法令、バリアフリー法
及び国基準、都条例、都規則、区補助要綱に適合する施設であること。
④ 次に掲げる要件のいずれかに該当することとし、イに該当するものにあっては、当該事実を客観的
に証明できる書類を提出すること。
ア 建築基準法における新耐震基準（昭和５６年６月１日施行）により建築された建物
イ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（平成１８年国土交通省告示第
１８４号）に定める方法により行った耐震診断により、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コ
ンクリート造の建築物にあってはＩｓ値が０．７以上かつｑ値が１．０以上若しくはＣｔｕＳｄ値
０．３以上、木造の建築物にあってはＩｗ値が１．１以上であることが確認された建築物、施設等
（２） 施設内容・規模
① 建物については、最低限、次に掲げる部屋等を準備すること。
ア 乳児室 (０歳児室 必要面積：児童１人あたり３.３㎡以上 有効面積 ※０歳児保育を実施
する場合のみ)
※区の誘導基準としては、児童１人あたり５㎡以上。ただし、暫定的なものであり、区要綱等の
改正により変更する場合があります。
イ ほふく室(１歳児室 必要面積：児童１人あたり３.３㎡以上 有効面積)
ウ 保育室 (２歳児～５歳児室 必要面積：児童１人あたり１.９８㎡以上 有効面積)
エ 遊戯室 (必置ではない)
※乳児室及びほふく室、保育室及び遊戯室から出る避難経路は、２か所２方向を確保すること。
オ 調理室
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カ 医務室 （カーテン等で仕切ることにより事務室と兼用可）
キ 調乳室（０歳児保育を実施する場合のみ）
ク 沐浴室（０歳児保育を実施する場合のみ）
ケ 保育士室
コ 廊下等
サ 園庭(必要面積：２歳児以上の定員×３.３㎡以上)
※近隣の代替遊戯場でも可
② 食材搬入等のための一時駐車場、保護者用の一時駐輪場、ごみ集積所については任意ではあるが、
近隣住民の住環境保全の観点から設置を検討すること。
③ 騒音対策・不審者対策及びシックハウス対策の安全対策等を行うこと。
（３） 運営内容
① 原則１歳児開始園とするが、やむを得ず０歳児を実施する場合には、定員は６名以下とし、１歳児
からの受入れ人数をできるだけ多くすること。なお、定員の下限
なお、定員の下限は
の下限は４５名以上とするが、
４５名以上とするが、６０
名以上とするが、６０名以上
６０名以上
が望ましい。
が望ましい。
※応募書類を審査し、定員が４５名を下回ることが発覚した場合、応募対象外とします。
② ２０１８年４月１日現在、３歳児の待機児童数が多いこと及び小規模保育事業所との連携（卒業後
の受け皿、代替保育含む）のため、３歳児の定員を２歳児の定員から
３歳児の定員を２歳児の定員から５名以上
２歳児の定員から５名以上多く
５名以上多く設定
多く設定することを必
須とし、４・５歳児は３歳児と同数以上とすること。
③ 既存及び新設予定の小規模保育事業所との連携（卒業後の受け皿、代替保育含む）について、応募
案件の近隣（概ね半径５００ｍ圏内）に該当する園がある場合には連携を必須とします。連携に係る
手続き等については、別途、協議させていただきます。
なお、近隣に既存及び新設の小規模保育事業所がない場合でも、今後、本区から連携の依頼をする
可能性もありますので、ご承知おきください。
④ 開所時間は１１時間開所とし、２時間以上の延長保育を実施すること。
⑤ 以下の特別保育事業を実施すること。
ア 産休明け保育（０歳児保育を実施する場合のみ）
イ 延長保育（２時間以上とし、受託児童数に応じた適正な職員配置のもとに、需要に応じて弾力
的に対応すること。江東区延長保育事業費補助要綱に基づき補助を行う。）
ウ 障害児保育（江東区私立保育所障害児加算認定要綱に基づき補助を行う。）
エ 緊急一時保育（江東区私立保育所等緊急一時保育実施要綱に基づき補助を行う。）
オ その他上記以外で予定する園負担の自主事業（スポット延長保育等）を提案すること。
⑥ マイ保育園ひろば事業への参加を検討すること。

６ 開設時期
２０２０年４月１日（厳守）
０２０年４月１日（厳守）
７ 開設準備経費の補助
（１） 施設整備補助
江東区私立保育所施設整備費補助要綱に基づき、補助を行います。
※補助金額については、下記「８ 定員、職員配置と補助金」の金額を目安にご検討ください。なお、
要綱が改正された場合は、改正後の要綱に従い補助します。
（２） 融資
社会福祉法人の場合には、以下の①、②の両制度が、その他の法人の場合には①の制度が利用可能です。
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① 独立行政法人福祉医療機構の融資を受けることが可能。なお、融資条件及び融資上限については、
直接法人へ問い合わせること。また、社会福祉法人、社会福祉事業を行うことを目的として設立され
た一般社団法人若しくは一般財団法人及び日本赤十字社の場合、この融資から発生する貸付利子につ
いて、公益財団法人東京都福祉保健財団から原則として全額の利子補給が受けられる。なお、手続き、
補給上限等詳細は、直接法人へ問い合わせること。
② 区の私立保育所等施設整備資金融資基金を活用し、みずほ銀行より最大５，０００万円の融資を受
けることが可能。なお、融資に際しては、区及びみずほ銀行の審査がある。また、この融資から発生
する貸付利子については、区が全額負担する。ただし、以前に当制度を利用した法人については、返
済が終わっていることが利用条件となる。

８ 定員、職員配置と補助
定員、職員配置と補助金
補助金
保育園の運営経費として、区が以下の①～③に定める経費を支払うものとします。ただし、要綱改正等によ
り、名称及び内容が変更になった場合には、変更後の要綱等に従い、経費を支払うものとします。
① 平成２９年内閣府告示第５３９号及び平成３０年度保育単価表に基づき算定した費用の額
② 区補助要綱に定める額
③ その他江東区私立保育所等緊急一時保育実施要綱、江東区延長保育事業費補助要綱等に定める事業を実
施した場合は、各制度に定める額
その他、東京都保育士等キャリアアップ補助金・東京都保育サービス推進事業補助金を、都が直接交付し、
都の直接補助の対象にならない施設については、区が補助金を交付します。
（１） 想定定員例
あくまでも一例であり、これ以外の定員の提案でも構いません。
内訳
想定定員 １歳児 ２歳児 ３歳児
４歳児 ５歳児
４８
４
５
１３ １３ １３
５８
５
８
１５ １５ １５
６２
６
８
１６ １６ １６
７２
８
１０ １８ １８ １８
８２ １０ １２ ２０ ２０ ２０
９２ １２ １４ ２２ ２２ ２２
１０２ １４ １６ ２４ ２４ ２４
１１２ １６ １８ ２６ ２６ ２６
１２２ １８ ２０ ２８ ２８ ２８
（２） 暫定職員配置人数
※職員配置人数は上記想定定員に基づき、計算しています。
※国通知に定める職員配置に加え、区では区補助要綱の中で別途職員配置の上乗せを規定しており、こ
れを「区の誘導基準」としています。人数は区の誘導基準を満たすための必要人数を暫定的に算出し
ています。ただし、算出された人数は、暫定的なもので、公定価格に関する通知等及び区要綱の改正
により変更することがあります。
※括弧内は、設置認可及び特定教育・保育施設の確認を受ける上での配置基準を満たす職員数を計算し
たものでありますが、国通知等の改正により変更になる可能性があります。
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想定定員
４８名
５８名
６２名
７２名
８２名
９２名
１０２名
１１２名
１２２名

施設長
保育士
調理員
常勤
常勤 非常勤 常勤
１（１） ８（５） ２（１） ２（２）
１（１） ９（６） ２（１） ２（２）
１（１） １０（６） ３（１） ３（２）
１（１） １１（７） ３（１） ３（２）
１（１） １２（８） ３（１） ３（２）
１（１） １３（８） ２（１） ３（２）
１（１） １４（９） ２（１） ３（２）
１（１） １５（１０） ２（１） ３（２）
１（１） １６（１１） ２（１） ３（２）

看護師 嘱託医
非常勤
０ １（１）
０ １（１）
０ １（１）
０ １（１）
０ １（１）
０ １（１）
０ １（１）
０ １（１）
０ １（１）

嘱託歯科医
非常勤
１（１）
１（１）
１（１）
１（１）
１（１）
１（１）
１（１）
１（１）
１（１）

（３） 施設整備費補助金
※施設整備補助金については、国及び都の方針が確定次第、区で補助できる金額も確定するので、下記
の金額はあくまで参考としてください。案件毎に適用できる補助金及び加算項目が異なるため、具体
的案件が出てきましたら個別にメールで保育計画課あて 280500@city.koto.lg.jp にご相談くださ
い。
【補助金算出例】 （定員は、８（１）想定定員例に基づき計算しています。）
① 自己所有物件の場合
想定定員
施設整備費基準額
想定整備内容
４８名
２４１，７２０千円
保育所本体
【加算】
５８名
２４２，０１０千円
設計料加算、保育所開設準備費加算、土地
６２名
２４２，１２６千円
借料補助加算、高騰加算
７２名
３００，６５２千円
８２名
３００，８８２千円
９２名
３０１，１１２千円
１０２名
３５２，８１５千円
１１２名
３５３，０１５千円
１２２名
３５３，２１５千円
※上記金額と補助対象経費の実支出額を比較し、いずれか少ない額の１６分の１５に相当する額が補
助されます。
② 賃貸物件の場合
想定定員
施設整備費上限額
想定整備内容
４８名
１４９，８５０千円
保育所本体（内装工事のみ）
５８名
１４９，８５０千円
６２名
１４９，８５０千円
７２名
１９４，５５０千円
８２名
１９４，５５０千円
９２名
１９４，５５０千円
１０２名
２３４，０００千円
１１２名
２３４，０００千円
１２２名
２３４，０００千円
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※上記金額と補助対象経費の実支出額を比較し、いずれか少ない額の１６分の１５に相当する額が補
助されます。
また、開設前賃料補助について、３，０７５万円又は実際に支出した賃料（工事着手から開所までの
期間の賃料及び礼金）の額（１月に満たない期間については、日割り計算で算出した額）の４分の３に
相当する額のいずれか少ない額が補助されます。
なお、江東区では施設整備費の補助において、開設後の賃料（開設後の賃料の前払い分を含む）は補
助対象外です。
（５） 年間運営費
※金額は上記想定定員及び職員配置に基づき計算しています。算出された金額は、暫定的なもので、公
定価格に関する通知等及び区要綱の改正により変更することがあります。
年間運営費（入所率100％）
想定定員 処遇改善等加算率７％を想定
想定実施事業等
公定価格適用：所長設置加算、３歳児配
４８名
９２，０２３千円
置改善加算、賃借料加算（都市部a地域）、
主任保育士専任加算、療育支援加算（Ａ）、
５８名
９４，５６４千円
事務職員雇上加算、処遇改善Ⅱ、冷暖房
６２名
１０８，１７５千円
費加算、施設機能強化 （１５万円）、入
所児童処遇（１，２００時間以上）、小学
７２名
１１５，７３２千円
校接続加算、栄養管理加算
区補助金：施設運営費加算（施設面積に
８２名
１２０，７５１千円
係る加算）を除く
標準時間児のみの入所を仮定
９２名
１３５，３２５千円
１１時間開所利用 定員の６割
１時間延長 月２０名
１０２名
１４１，６７０千円
２時間延長 月 ５名
１１２名
１４９，９２４千円
緊急一時保育 年２０日利用
特別児童扶養手当支給対象児童受け入れ
１２２名
１６３，５９８千円
月１名
※０歳児開始園の運営費については、具体的な定員設定が決まりましたら、個別にご相談ください。
歳児開始園の運営費については、具体的な定員設定が決まりましたら、個別にご相談ください。

９ 提出書類・部数、提出にあたっての留意事項
提出書類・部数、提出にあたっての留意事項
◆提出書類◆
以下の全ての項目について記載及び提出してください。
※様式等は、江東区のホームページからダウンロード可能。
（１） 認可保育所運営事業者応募申請書（様式１）
（２） 法人等調書（様式２）及び添付書類
【添付書類に関する注意事項】
収支予算書・収支（損益）予算書・借入金等返済計画については、東京都通知（別紙３）の
作成方法に基づき、作成すること。
（３）現在運営する保育施設一覧表（様式３）及び添付書類
【添付書類に関する注意事項】
① 施設のしおり等（下記の優先順位に従って、原則３施設分提出すること。）
第１順位 認可保育所３施設分
※開設時期が直近のものから順に提出すること。
第２順位 認可保育所が３施設に満たない場合は、他の類型の保育施設のものを含めて３施設分
※開設時期が直近のものから順に提出すること。
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第３順位 保育施設が３施設に満たない場合は、全施設分
② 立入調査等の結果（東京都等自治体からの正式な通知文の写しを提出すること。下記の優先順位
に従って、原則３施設分提出すること。なお、立入調査等の結果、改善の状況及び計画を文書によ
り報告した場合は、その写しも提出すること。）
※その他、上記にあてはまらない場合は、区担当の指示に従ってください。
第１順位 認可保育所３施設分（各施設直近のもの１件）
※直近に調査を受けたものから提出すること。ただし、最近時に調査を受けた施設が３施設
を超える場合は、開設時期が直近の施設のものから順に提出すること。
第２順位 認可保育所が３施設に満たない場合は、他の類型の保育施設のものを含めて３施設分
（各施設直近のもの１件）
※直近に調査を受けたものから提出すること。ただし、都外に施設を有している場合は、都
内施設の調査結果を優先させること。また、最近時に調査を受けた施設が３施設を超える場
合は、開設時期が直近の施設のものを優先させること。
第３順位 保育施設が３施設に満たない場合は、１施設について複数年分（合計３件）
（例）
・２施設運営の場合（Ａ施設及びＢ施設）
＜Ａ施設：最近時２ヵ年分の調査結果＋Ｂ施設：最近時の調査結果＞
※認可保育所を運営している場合は、認可保育所の調査結果を優先して２か年分提出するこ
と。ただし、２施設とも同じ類型の保育施設の場合は、開設時期が直近の施設のものを優先
して２ヵ年分提出すること。
・１施設運営の場合（Ａ施設のみ）
＜Ａ施設：最近時３か年分の調査結果＞
第４順位 直近の調査から遡っても調査結果が合わせて３件に満たない場合は、調査結果全て
第５順位 調査未実施の場合は、提出無し
（４）法人自己資金申告書（様式４）及び添付書類
（５） 施設整備概要書（様式５）及び添付書類
【添付書類に関する注意事項】
※１ 原則、
原則、区で選定された後に行われる東京都との事前協議及び
区で選定された後に行われる東京都との事前協議及び計画承認
との事前協議及び計画承認の手続きが終わる
計画承認の手続きが終わるまで
の手続きが終わるまで
賃貸借契約の本契約は
賃貸借契約の本契約はしないでくださ
本契約はしないでください
しないでください。
※２ 選定された場合、建物の使用を確約する書類（賃貸借契約書等）の写しを、別途区が指定す
る期日までに提出してください。
※３ 案内図・配置図・平面図については、東京都通知（別紙２）の留意点及び作成例に基づき、
作成してください（ただし、作成例に記載されている丸数字の記載は不要です）。
（６） 運営企画書（様式６）及び添付書類
（７） 宣誓書（様式９）
（８） 提出書類一覧兼チェックリスト（様式１０）
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◆提出部数◆
原本１部・写し８部 ※必要に応じて、別途書類を提出していただく場合があります。
◆提出にあたっての留意事項◆
・ 様式１０「提出書類一覧兼チェックリスト」に掲げる書類の順番にＡ４版Ｄリングファイルに綴じ、
Ｎｏ.１～８のインデックスを付した白紙ページを挿入の上、上記の必要部数を提出すること。
・ 用紙は、原則Ａ４版縦とすること。ただし、図面関係についてはＡ４版横でも構わない。
・ 印刷の際は、書類毎に両面印刷とすること。（図面や証明書等の発行物は除く）
・ ファイル名は、「認可保育所開設提案書＋法人名」とし、表紙及び背表紙に明記すること。なお、原本
のファイルには、その旨がわかるように明記すること。
・ 提出された書類等は返却しません。
１０ 評価方法
評価方法
得点の計算方法については、以下のとおりとします。
① 審査を行った全委員の得点を合計し、平均得点を算出（小数点第一位四捨五入）する。審査の結果、配
点の「８割以上の場合はＡ」、「６割以上はＢ」、「６割未満はＣ」と評価する。
② 「Ａ」もしくは「Ｂ」評価を受けた事業者を選定事業者とし、Ｃ評価の場合、不選定とする。
※同一物件での応募で、かつ複数事業者が「Ａ」評価もしくは「Ｂ」評価だった場合は、高得点の事業者を
選定事業者とする。
１１ その他注意事項
の他注意事項
・ 施設整備費及び運営費等の費用の補助については、関係法令を確認すること。
・ 応募に際して要した費用については、応募者の負担とする。
・ 応募書類の内容に事実と反する箇所があった場合は、選定結果を取り消すことがある。
・ 提出された計画書で、計画項目の記載に不足がある場合、平面図等の資料不足及び、安全な避難経路が
確保されていないと考えられる場合等には、減点または不選定となるので特に注意すること。
・ 開設予定地については、審査の中で現地調査を実施します。その際、建築中の建物以外は全て、開設予
定地の内部を確認するので、所有者への確認を忘れずに行うこと。
・ 応募に関する問い合わせは、
問い合わせは、原則として
は、原則としてメール
原則としてメールで行うこと。
１２ 書類提出締切
随時受付を行うこととします（書類提出日が確定次第、区に連絡してください）
① 第一次締め切りは２０１８年１２月１４日（金）午後
次締め切りは２０１８年１２月１４日（金）午後３時まで
２０１８年１２月１４日（金）午後３時までとする。
② 第二次締め切りは２０１９年
次締め切りは２０１９年 ３月 １日（金）午後３時まで
日（金）午後３時までとする。
※第一次締め切りにて選定法人があった地域については、対象外となる可能性があります。
③ 第三次締め切りは２０１９年
次締め切りは２０１９年 ５月３１日（金）午後３時まで
５月３１日（金）午後３時までとする。
※第一次及び第二次締め切りにて選定法人があった地域については、対象外となる可能性があります。
※第三
※第三次締め切りは、既存物件を活用した整備案件（賃貸）のみを受付対象とします
次締め切りは、既存物件を活用した整備案件（賃貸）のみを受付対象とします。
します。
１３ 問い合わせ及び応募書類
問い合わせ及び応募書類提出先
応募書類提出先
江東区こども未来部保育計画課保育計画係
〒１３５－８３８３ 東京都江東区東陽４－１１－２８
問合せ先：E-mail 280500@city.koto.lg.jp
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