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事前調査会議の結果について 

 

１ 事前調査会議の役割  

  子ども・子育て会議の意見聴取の対象となる事業者の情報を整理するため、各分野の

有識者の知見を得て、事業者の計画の詳細等について、協議書類及び事業者へのヒアリ

ングにより、次の項目について事前調査を行う。 

 ① 事業者の計画の適格性等の確認 

   事業者から提出された協議書類及びヒアリングにより、次の項目について計画の適

格性等の確認を行う。 

   ・子ども・子育て支援事業計画との整合 

   ・法令等で定める要件への適合 

   ・条例で定める基準への適合 

 ② 確認内容を踏まえた指導・助言 

   事業開始後のよりよい教育・保育の提供に資するよう、ヒアリングの場を活用し、

教育・保育の内容に関する詳細を聴き取り、事業者に対して教育・保育内容等に関す

る指導・助言を行う。 

 ③ 計画で定める需要を超える場合の順位付け 

   計画で定める需要を超える認可の協議があった場合には、確認内容を踏まえて順位

付けを行う。 

 

２ 協議及び意見聴取対象の状況  

 

区域名 整備の目安 
協議のあった 
施設・事業 

子ども・子育て会議で意見聴取の
対象とする施設、事業及び園名 

静岡中央 

教育・保育施設１か所 協議者なし － 

小規模保育事業３か所 協議者なし － 

静岡北 小規模保育事業１か所 協議者なし － 

静岡城北 

教育・保育施設１か所 協議者なし － 

小規模保育事業１か所 協議者なし － 

静岡東 

教育・保育施設２か所 協議者なし － 

小規模保育事業２か所 
小規模保育事業
Ａ型 １か所 

同左 
（にじいろ保育園） 

静岡西北 小規模保育事業１か所 
小規模保育事業
Ａ型 １か所 

同左 
（羽鳥めばえ保育園） 

静岡東南 小規模保育事業２か所 協議者なし － 
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区域名 整備の目安 
協議のあった 
施設・事業 

子ども・子育て会議で意見聴取の
対象とする施設、事業及び園名 

静岡西南 

教育・保育施設１か所 協議者なし － 

小規模保育事業３か所 
小規模保育事業
Ａ型 １か所 

同左 
（キッズハウスひかり） 

静岡長田 

教育・保育施設１か所 協議者なし － 

小規模保育事業１か所 
小規模保育事業
Ａ型 １か所 

同左 
（東新田めばえ保育園） 

清水羽衣 小規模保育事業１か所 協議者なし － 

清水有度 

教育・保育施設２か所 協議者なし － 

小規模保育事業２か所 協議者なし － 

清水庵原 

教育・保育施設１か所 協議者なし － 

小規模保育事業３か所 協議者なし － 

 

３ 事前調査会議の開催状況  

（１）開催日時 

   平成 28 年 10 月 14 日（金） 18 時 30 分から 20 時 30 分 

（２）出席者 

   市職員：子ども未来局次長、子ども未来課長、こども園課長 

有識者：浅井委員、徳浪委員、水上委員、宮下委員 

（３）内容 

   協議書類及びヒアリングによる事業者の計画の確認 

 

  



3 

４ 事前調査会議の結果（概要）  

（１）静岡東区域 

① にじいろ保育園 

施設種別 小規模保育事業Ａ型 

施設の所在地 葵区長沼三丁目７－１ 

設置者 有限会社アクシス 代表取締役 宮城一郎 

定員 18 人（0 歳児６人、1・2 歳児 12 人） 

開設予定年月日 平成 29 年４月１日 

計画の適格性 適 

 

資金の状況 ・保有資金（年間運営費の 1/12 及び建物賃借料１年分） 

・決算の状況（直近の会計年度での３年以上連続しての損

失計上なし） 

・開設後の収支計画 

上記いずれの状況等も適切である・ 

幹部職員の経験等 園長が保育所等において２年以上の勤務経験 

職員配置の状況 園長１人、保育士７人、調理員２人、嘱託医２人 

施設の状況 設置する設備及び面積については、基準を満たしている 

確認事項等 

○ 配置する職員の保育経験の有無。 

 → 現在確保できている職員は 20～60 代で、保育経験は３年から 40 年と若手か

らベテランまでの職員を配置する予定である。 

○ 園長就任予定者としてどのような保育を行うのか。 

 → 保護者の視点を大切にし、家にいる以上に子どもにとって良質な生活環境を

提供したいと考えている。０～２歳ではできることも限られているが、自己肯

定感を持てる子を育てていきたい。 

○ 線路が隣接しているが防音の対策は。 

 → 外壁は遮音効果のある素材とし、窓はペアガラスとするなど、できるだけ外

の音の影響が少なくなるようにしていきたい。 

主な指導・助言事項 

○ 保育理念の中にある「自己肯定感」という表現を、０～２歳児に合った言葉に

置き換えて日々の保育で実践できると良い。 

○ 乳児は担当制とし、子どもが保育士に愛着を抱くまで同じ職員が関わることが

大切なため、職員配置に留意すること。 

○ 事務室と調理室について、運営に支障がないよう配置等を検討されたい。 
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（２）静岡西北区域 

① 羽鳥めばえ保育園 

施設種別 小規模保育事業Ａ型 

施設の所在地 葵区羽鳥一丁目 710－13 

設置者 医療法人社団幸のめばえ 理事長 内田玄祥 

定員 18 人（0 歳児６人、1・2 歳児 12 人） 

開設予定年月日 平成 29 年４月１日 

計画の適格性 適 

 

資金の状況 ・保有資金（年間運営費の 1/12 及び建物賃借料１年分） 

・決算の状況（直近の会計年度での３年以上連続しての損

失計上なし） 

・開設後の収支計画 

上記いずれの状況等も適切である・ 

幹部職員の経験等 園長が保育所等において２年以上の勤務経験 

職員配置の状況 園長１人、保育士７人、調理員１人、嘱託医２人 

施設の状況 設置する設備及び面積については、基準を満たしている 

確認事項等 

○ 近隣住民の同意状況について。 

 → 近隣住民と町内会長を集めて説明会を行い、概ねご理解をいただけている。 

○ 既存園の園外研修について。 

 →大都市で行われるセミナーや市から案内されるセミナーへの参加及び職員へ

の周知をしている。また、職員自らが調べた外部の研修にも参加している。 

○ 調理士、看護師との連携について。 

  →調理師は、園児の食事の様子の確認、食育を実施。看護師は常駐しないが、園

児の様子が気になることがあれば、クリニックの看護師に連絡し相談できる体制

をとっている。 

○ 職員確保について。 

 →２園で 14 人の確保が必要になるが、養成校へのアプローチなど確保に向けて

進めている 。認可の内定後に複数の方法で職員の確保に努めたい。 

主な指導・助言事項 

○ 園が地域に溶け込み、地域で子どもを育てる関係作りができるよう、地域住民

への十分な説明を行うこと。 

○ 保育の質を高めるため、積極的に外部の研修に参加されたい。 

○ 母親だけでなく、父親も保育に参加しやすくなるよう配慮されたい。 
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（３）静岡西南区域 

① キッズハウスひかり 

施設種別 小規模保育事業Ａ型 

施設の所在地 駿河区南町 13－５ 

設置者 学校法人中村学園 理事長 中村徹 

定員 18 人（0 歳児６人、1・2 歳児 12 人） 

開設予定年月日 平成 29 年４月１日 

計画の適格性 適 

 

資金の状況 ・保有資金（年間運営費の 1/12） 

・決算の状況（直近の会計年度での３年以上連続しての損

失計上なし） 

・開設後の収支計画 

上記いずれの状況等も適切である・ 

幹部職員の経験等 園長が保育所等において２年以上の勤務経験 

職員配置の状況 園長１人、保育士９人、調理員２人、嘱託医２人 

施設の状況 設置する設備及び面積については、基準を満たしている 

確認事項等 

○ 部屋の仕切りがなく一体的な保育室だが、日々の活動ではどのような環境づく

りをしているのか。 

 → 歳児に応じた部屋の仕切りはないが、コーナー等を活用し活動に応じて部屋

を区切り、環境づくりをしている。 

○ 職員の打合せ（カンファレンス）の状況について。 

 →子どもの状況等について毎日のように話し合いを行っている。また、パート職

員が多いため、連絡ノートを活用して記録を残し、職員間の伝達漏れがないよう

にしている。 

○ 職員確保について。 

 → 認可の内定前であるため、本格的な採用活動はしていないが、法人内の養成校

の卒業予定者の取り込みや知人の紹介など複数の方法で確保したい。 

主な指導・助言事項 

○ 異年齢の関わりも大切ではあるが、特に乳児期は個々の発達段階に応じた保育

を行うことが重要であることに留意されたい。 

○ 乳児保育を行う上で、発達の段階に応じ、保育のねらい等を踏まえた環境づく

りが重要であることに留意されたい。 

○ 障がいのある子どもの円滑な受入ができるよう、保健センターや発達障害者支

援センターとの関係を構築することが重要である。 

○ 保育の資質を高めるため、特に子どもの発達に関する内容について、積極的に

園内の研修を実施するとともに、外部の研修に参加されたい。 
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（４）静岡長田区域 

① 東新田めばえ保育園 

施設種別 小規模保育事業Ａ型 

施設の所在地 駿河区東新田四丁目 938-11 

設置者 医療法人社団幸のめばえ 理事長 内田玄祥 

定員 18 人（0 歳児６人、1・2 歳児 12 人） 

開設予定年月日 平成 29 年４月１日 

計画の適格性 適 

 

資金の状況 ・保有資金（年間運営費の 1/12 及び建物賃借料１年分） 

・決算の状況（直近の会計年度での３年以上連続しての損

失計上なし） 

・開設後の収支計画 

上記いずれの状況等も適切である・ 

幹部職員の経験等 園長が保育所等において２年以上の勤務経験 

職員配置の状況 園長１人、保育士７人、調理員１人、嘱託医２人 

施設の状況 設置する設備及び面積については、基準を満たしている 

確認事項等 

○ 近隣住民の同意状況について。 

 → 今後、近隣住民と町内会長を集めて説明会を開催し、ご理解をいただけるよ

う努めていく。 

○ 既存園の園外研修について。 

 →大都市で行われるセミナーや市から案内されるセミナーへの参加及び職員へ

の周知をしている。また、職員自らが調べた外部の研修にも参加している。 

○ 調理士、看護師との連携について。 

  →調理士は、園児の食事の様子の確認、食育を実施。看護師は常駐しないが、園

児の様子が気になることがあれば、クリニックの看護師に連絡し相談できる体制

をとっている。 

○ 職員確保について。 

 →２園で 14 人の確保が必要になるが、養成校へのアプローチなど確保に向けて

進めている 。認可の内定後に複数の方法で職員の確保に努めたい。 

主な指導・助言事項 

○ 園が地域に溶け込み、地域で子どもを育てる関係作りができるよう、地域住民

への十分な説明を行うこと。 

○ 保育の質を高めるため、積極的に外部の研修に参加されたい。 

○ 母親だけでなく、父親も保育に参加しやすくなるよう配慮されたい。 

○ 職員の動線や沐浴室の奥行などについて、運営に支障がないよう配置等を検討

されたい。 
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