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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 
保育所 
１か所 

同左 
（モコ末広保育園） 

小規模保育事業３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１か所 
幼保連携型認定 
こども園 １か所 

同左 
（若竹こどもの森） 

小規模保育事業２か所 協議者なし  

静岡東南 小規模保育事業２か所 
小規模保育事業
Ａ型 １か所 

同左 
（まごころポッポ保育園） 

静岡西南 

教育・保育施設１か所 
保育所 
２か所 

同左 
（八幡おひさまの森保育園） 

（葵保育園） 

小規模保育事業２か所 
小規模保育事業
Ａ型 １か所 

同左 
（こらいと石田） 
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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 

静岡長田 教育・保育施設１か所 

幼保連携型認定 
こども園 １か所 

小規模保育事業 
A 型 １か所 

幼保連携型認定こども園 １か所 
（東新田ひばりこども園） 

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 
保育所 
１か所 

同左 
（渋川へいせい保育園） 

小規模保育事業２か所 
事業所内保育 
事業 １か所 

同左 
（えがおのうど保育園） 

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 29 年２月 15 日（水） 18 時 30 分から 21 時 10 分 

   平成 29 年２月 16 日（木） 18 時 30 分から 21 時 20 分 

（２）出席者 

   市職員：子ども未来局次長、子ども未来課長、幼保支援課長、こども園課長 

有識者：浅井委員、今村委員、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 

 

４ 静岡西南区域における認可について  

  子ども・子育て支援事業計画における幼児期の教育・保育の量の見込みと確保方策で

は、静岡西南区域において１か所の教育・保育施設の新設を確保方策に位置付けを行っ

ているところ、今回２か所の教育・保育施設の新設に係る協議があった。 

・うち１か所は、既に認可外保育施設として運営している葵学園・葵保育園から認可

保育所への移行の協議であったこと。 

・当該認可外保育施設の利用者のほとんどが市の保育認定及び認可保育所等の利用申

込をしておらず、計画における量の見込みに含まれていないこと。 

・認可外保育施設から認可施設へ移行した場合、事業者は施設型給付費等により安定

した運営が可能となり、利用者は応能負担による利用料で利用ができるなどメリット

が大きいこと。 

・当該認可外保育施設が認可施設へ移行した場合、又は、認可施設へ移行せずに認可

外保育施設を廃止した場合は、静岡西南区域における量の見込みの増大が想定され、

計画上の１か所の教育・保育施設の新設による確保では不足が見込まれること。 

  以上の理由により、静岡西南区域において、２か所の教育・保育施設を認可すること

としたい。  
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５ 事前調査会議の結果（概要）  

（１）静岡中央区域 

① モコ末広保育園 

施設種別 保育所 

施設の所在地 葵区末広 97-1、97-13 

設置者 株式会社リプレス 代表取締役 杉村和哉 

定員 90 人（0 歳児 12 人、1・2 歳児 30 人、３歳以上児 48 人） 

開設予定年月日 平成 30 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、土地賃借料１年分及び

1,000 万円） 

・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 15 人、調理員３人、事務職員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 

○ 近隣の同意、反対の状況について。 

 → 過去２回の説明会を開催している。全体的に断固反対しているということで

はないとの認識だが、ほとんどの方から同意をいただけていない。反対する方

の中では前面道路の交通量が増えることを懸念する声が多い。 

○ 今後も近隣の同意を得るように努めるのか。 

 → 近隣住民と信頼関係を築くには時間がかかると思うが、同意を得られるよう

に努めていく。 

〇 ３歳以上児の保育経験がないが、保育計画はどのように策定するのか。 

 → 園長と幼稚園で 20 年以上の勤務経験がある主任保育士とで策定していく。 

主な指導・助言事項 

○ 地域住民への説明会の開催や近隣住民への戸別訪問により、地域の同意が得ら

れるように努められたい。 

○ 法人として初めて３歳以上児の保育を行うにあたり、０～２歳と３～５歳の活

動や狙いの違いを理解し、園全体及び歳児別の保育計画の策定に努められたい。 
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（２）静岡東区域 

① 若竹こどもの森 

施設種別 幼保連携型認定こども園 

施設の所在地 葵区瀬名川三丁目 1152 

設置者 学校法人補陀学園 理事長 山村伊津子 

定員 90 人（0 歳児 12 人、1・2 歳児 30 人、３歳以上児 48 人） 

開設予定年月日 平成 30 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）※学校法人のため、要

件なし 

・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）※学校法人のため、要件なし 

・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 学校法人のため、要件なし 

職員配置の状況 
園長１人、教頭１人、保育教諭 18 人、調理員２人、嘱託

医３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 

○ 幼稚園から認定こども園に移行し、保護者から評価された点、評価されなかっ

た点について。 

 → 幼稚園の時は、両親ともフルタイム勤務で開園日、開園時間が合わず入園を

断念した方が認定こども園に移行し入園できるようになったことは評価され

た。また、保護者からの意見ではないが、認定こども園に移行したことで、長

時間労働の保護者が増え、祖父母が近隣に居住していないケースも増えたこと

から、園児に何かあった場合に保護者と連絡が取りづらくなった。 

○ 特別支援コーディネーターの役割について。 

 → 特別な支援が必要な子に対して外部の専門機関と連絡調整を行う職員で、既

存園のベテラン職員を充てる予定でいる。 

主な指導・助言事項 

○ 子どもの発達に関すること、気になる子のこと等を園全体で共有する研修時間

の確保に努められたい。 

○特別支援コーディネーターを担う職員を含め、必要な職員の確保について、計画

的に進められたい。 

○ 部屋の配置等が教育・保育に支障がないよう、職員の意見を取り入れ検討され

たい。 
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（３）静岡東南区域 

① まごころポッポ保育園 

施設種別 小規模保育事業Ａ型 

施設の所在地 駿河区小鹿 82-4 

設置者 株式会社たくみ本舗 代表取締役 佐藤友紀 

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８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、副園長１人、保育士６人、調理員２人、事務職

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。 

 → 図面を持参し同意を得に行ったが、認可の内定前では事業を実施する確証が

ないため、現段階では同意できないと回答があった。後日改めて話をしに行く

ことになっている。 

○ 設置場所、前面道路の交通量について。 

 → 設置場所が交差点付近であり、競輪場も近いことから交通量が多いことが予

想されるが、駐車場の台数を多く確保しているため、駐車待ちの車が路上に止

まり交通状態を発生させることはないものと考えている。また、敷地内で方向

転換し、安全に道路へ出ることができるようにしている。 

○ 障害児保育について。 

 → 前回の協議書提出時は園の運営が軌道に乗ってから障害児保育を実施するこ

ととしていたが、今回は事前に専門機関へ話に行き、開園時から実施できるよ

う受け入れ態勢を整えた。 

主な指導・助言事項 

○ 近隣住民への同意が得られるように努められたい。 

○ 保育士が保育業務に専念できるよう、設置者として就労環境の整備に努められ

たい。 
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（４）静岡西南区域 

① 八幡おひさまの森保育園 

施設種別 保育所 

施設の所在地 駿河区八幡二丁目 15-1、15-17 

設置者 
株式会社女性イキイキカンパニー  

代表取締役 五十嵐義行 

定員 90 人（0 歳児 12 人、1・2 歳児 30 人、３歳以上児 48 人） 

開設予定年月日 平成 30 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、建物賃借料１年分及び

1,000 万円） 

・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 22 人、調理員３人、事務職員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 

○ 各園の異動について。 

 → 保育事業に参入してまだ年数も短く、職員に理念や保育方針等を共有してい

くことが大切であると考えている。新園にも新規採用の職員のみを配置するの

ではなく、既存園の幹部職員を異動させる予定。 

○ 複数園運営することについて。 

 → 各園の施設長の保育方針等を統一させるために、園長会議でケース討議の時

間を設けたり、各園の保育内容を見合う機会を設けたりしている。 

○ 毎月ある行事の参加要請について。 

  → 必ず参加しなければならないわけではなく、都合のつく範囲で参加してもら

えばよいと考えている。 

主な指導・助言事項 

○ 開設場所の特性を理解し、既存園の経験を活かしながら園の特色が出せるよう

努められたい。 

○ 園長就任予定者は３歳児以上の保育経験が少ないため、開設までの間、３歳児

以上の保育経験や研修を十分に実施されたい。 

○ 行事について、乳児と幼児では活動や狙いが異なるため、各行事に参加する歳

児について改めて検討されたい。 
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② 葵保育園 

施設種別 保育所 

施設の所在地 駿河区有東二丁目 2－22 

設置者 
一般社団法人葵学園 

代表理事 渡邉加津枝 

定員 90 人（0 歳児 12 人、1・2 歳児 30 人、３歳以上児 48 人） 

開設予定年月日 平成 30 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、建物賃借料１年分及び

1,000 万円） 

・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 15 人、調理員３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 

○ 認可外保育施設から認可保育所への移行について。 

 → 認可保育所への移行にあたり、保育内容は従前のものとできるだけ変えない

でいきたい。しかし、今までは園の保育方針に共感した人が入ってきていたが、

今後は利用調整で入ってくる子もいるため、対応を変えなければならないこと

もあると認識している。 

○ 仮設園舎の整備計画について。 

 → 近隣の２階建ての空き物件を改修し、７～８カ月使用する予定でいる。土地

が広いため、園庭や駐車場も確保できる。また、厨房を設け自園調理にて給食を

提供する予定でいる。 

主な指導・助言事項 

○ 認可保育所への移行にあたり、より支援が必要な家庭に対して適切に対応され

たい。 

○ 利用調整で入所する園児もいるため、丁寧な説明を行い、保護者に園の保育方

針を理解してもらえるよう努められたい。 

○ 内部研修等を実施し、園長の考える保育理念や活動の狙い等を職員も共通認識

として持てるよう努められたい。 
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③ こらいと石田 

施設種別 小規模保育事業Ａ型 

施設の所在地 駿河区石田三丁目 16－39 

設置者 株式会社アース 代表取締役 杉山薫 

定員 18 人（0 歳児６人、1・2 歳児 12 人） 

開設予定年月日 平成 30 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 

○ 園庭設置場所に隣接する住民の同意について。 

 → 現在、認可外保育施設の園児と高齢者が使用している場所であるため、近隣

の理解は得られていると考えている。 

○ 島田にある事業所内保育事業の在園児数と保育室の使用方法について。 

 → ０～２歳で 14 人の在園児がいる。保育室が１部屋しかなく仕切りもないた

め、各歳児の生活リズムの違いを考慮して活動の時間や場所をずらしている。 

○ 従業員の子どもの受入について。 

 → 静岡の認可外保育施設は従業員の利用ニーズがないため、従業員枠の設定は

しない。 

主な指導・助言事項 

○ ０～２歳児は、年齢による発達の違いが大きいため、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。 

○ 園庭設置場所に隣接する住民へ小規模保育事業を実施する旨の説明を適切に実

施されたい。 

〇 園長に求められる役割を十分に認識し、早急に対応できる体制を検討されたい。 

  



9 

（５）静岡長田区域 

① 東新田ひばりこども園 

施設種別 幼保連携型認定こども園 

施設の所在地 駿河区東新田三丁目 708-10、708-17 

設置者 学校法人水元学園 理事長 樺澤智生 

定員 90 人（0 歳児 12 人、1・2 歳児 30 人、３歳以上児 48 人） 

開設予定年月日 平成 30 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、土地賃借料１年分及び

1,000 万円）※学校法人のため、要件なし 

・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）※学校法人のため、要件なし 

・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 学校法人のため、要件なし 

職員配置の状況 
園長１人、副園長１人、保育教諭 16 人、調理員２人、事

務職員２人、嘱託医３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 

○アレルギー対応について。 

 → 個々に聞き取りを行い、連絡ノート等に記載してもらった内容を調理員に伝

えている。提供時には食器に札を付けて、他の食器と離すようにしている。 

○園長就任予定者について。 

 → 候補者は２名おり、両名ともひばり幼稚園で 20 年以上の勤務経験がある。

施設長経験がないため、現園長が顧問として支援していく予定でいる。 

○幼稚園から認定こども園に移行しての保護者との接し方支援方法について。 

  → 以前と比べ、より支援が必要な家庭も入園しており、園での様子を細かく伝

えたり、送迎時の時間を活用してコミュニケーションを取ったりしている。 

主な指導・助言事項 

○ アレルギー対応については、保護者と書面を交わし、園で適切に実施されたい。 

○ 園の教育・保育方針等を保護者に積極的にＰＲできるよう内容の整理をされた

い。 

〇 園長就任予定者は施設長の経験がないため、開設までの間、施設長の資質向上

のための研修を十分に実施するとともに、施設長経験者の適切な関与に努められ

たい。 

【順位付け（評価のポイント）】 

 保育所等の運営実績、待機児童解消の効果、施設種別、３歳以上児の受入先に関

する事項において、他の事業者よりも優れていたため 
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（６）清水有度区域 

① 渋川へいせい保育園 

施設種別 保育所 

施設の所在地 清水区渋川二丁目 78、79 

設置者 社会福祉法人きはだ会 理事長 永田紀子 

定員 90 人（0 歳児 12 人、1・2 歳児 30 人、３歳以上児 48 人） 

開設予定年月日 平成 30 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、土地賃借料１年分及び

1,000 万円）※社会福祉法人のため、要件なし 

・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）※社会福祉法人のため、要件なし 

・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 社会福祉法人のため、要件なし 

職員配置の状況 
園長１人、保育士 15 人、調理員３人、事務職員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 

○ 既存園との違いについて。 

 → 保育内容は変えないが、周辺の自然環境が異なっているため、新園の周辺状

況を把握するとともに、地域行事への参加など地域に溶け込んで地域と一緒に

なって運営していきたい。 

○ 内部研修について。 

 → 毎月全体会議を開催しており、その中で園児の情報共有や意見交換をしてい

る。他に各テーマに沿ったグループ研修や経験年数別の研修も開催している。 

○ 駐車場の確保について。 

 → 敷地内の６台分では足りないと考えているため、近隣で更に確保する予定。

それでも足りない場合は、送迎時のみ園庭に車を入れることを検討している。 

主な指導・助言事項 

○ 園の保育方針等を保護者に積極的にＰＲできるよう内容の整理をされたい。 

○ 駐車場の必要台数の確保や送迎時のルール設定を行うことにより、送迎に支障

がないように努められたい。 
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② えがおのうど保育園 

施設種別 事業所内保育事業 

施設の所在地 清水区長崎新田 291-2、291-3 

設置者 社会福祉法人恵和会 理事長 栗田和明 

定員 
24 人（0 歳児８人、1・2 歳児 16 人） 

うち地域枠 18 人（0 歳児６人、1・2 歳児 12 人） 

開設予定年月日 平成 30 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、土地賃借料１年分及び

1,000 万円）※社会福祉法人のため、要件なし 

・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）※社会福祉法人のため、要件なし 

・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 社会福祉法人のため、要件なし 

職員配置の状況 
園長１人、保育士８人、調理員５人、事務職員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 

○ 幹部職員の採用について 

 → 現段階ではまだ決まっていないが、20 年以上の保育経験がある現役の保育士

に声掛けをしており、管理者として正式に採用する予定で話を進めている。 

○ 乳児保育の実施に伴う環境整備について。 

 → 詳細を詰め切れていないため、今後、乳児保育の特性を理解した上で管理者

と協議し、乳児の保育環境を整備していきたい。 

○ 近隣にある特別養護老人ホームとのつながりについて。 

 → 様々な規制があるため日々の保育の中でつながりを持たせられるかわからな

いが、幼老の共生社会の実現に向けて取り組んでいきたい。 

主な指導・助言事項 

○ 管理者の確保を計画的に進め、園の保育方針等を策定されたい。 

○ 乳児保育を行う上で、研修体制の確立や発達の段階に応じた適切な環境整備、

人員配置等を計画的に策定されたい。 
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６ 認可に係る協議書の提出期限について  

  平成 27 年度の子ども・子育て支援新制度の施行以降、施設・事業の認可にあたっては、

子ども・子育て会議での議論を踏まえ、年間３回（６月末、９月末、１月末）の協議書

の提出期限を設定し、認可手続きを実施してきた。 

  しかしながら、施設・事業の新設の箇所数が、平成 28 年 10 月に改定した「幼児期の

教育・保育の量の見込みと確保方策」に基づく確保量に満たないことから、平成 30 年度

に年間を通じた待機児童の解消を着実に実施するため、平成 30 年４月に開園が可能とな

るよう、平成 29 年度に限り４月 14 日までの臨時的な提出期限を設定することとした。 

 


