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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、各分野に

おける有識者の知見を得ながら、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 小規模保育事業３か所 協議なし － 

静岡東 小規模保育事業２か所 
小規模保育事業 

１か所 

同左 

（こらいと千代田） 

静岡東南 小規模保育事業１か所 協議者なし － 

静岡西南 小規模保育事業１か所 協議者なし － 

清水羽衣 小規模保育事業１か所 協議者なし － 

清水有度 小規模保育事業１か所 
小規模保育事業 

１か所 

同左 

（モコ草薙保育園） 

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２か所 
小規模保育事業 

１か所 

同左 

（ちゅーりっぷ保育園） 
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３ 事前調査会議の開催状況  

（１）開催日時 

   平成 29年 10月 12日（木） 18時 30分から 20時 15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、木村委員、徳浪委員、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 認可予定事業者の辞退について  

 次の施設・事業の認可予定事業者から辞退届の提出があったため、これらの施設・事業

について、再度協議対象として事業者の募集をすることとした。 

（１）高松みのりナーサリー 

  ア 施設種別     小規模保育事業Ａ型 

  イ 所在地      静岡西南区域：駿河区高松二丁目 25-18 

ウ 設置者      学校法人みのり学園 理事長 森川洋子 

エ 定員       18名 

オ 開設予定年月日  平成 30年４月１日 

  カ 意見聴取の年月日 平成29年度第１回児童福祉専門分科会（平成29年５月17日） 

（２）たかはしひかり保育園 

  ア 施設種別     保育所 

  イ 所在地      清水庵原区域：清水区高橋五丁目 729 

ウ 設置者      特定非営利活動法人まつのあかり 理事長 川島貴美江 

エ 定員       90名 

オ 開設予定年月日  平成 30年 10月１日 

  カ 意見聴取の年月日 平成29年度第３回児童福祉専門分科会（平成29年７月31日） 
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５ 事前調査会議の結果（概要）  

（１）静岡東区域 

① こらいと千代田 

施設種別 小規模保育事業Ａ型 

施設の所在地 葵区上土一丁目 17-95 

設置者 株式会社アース 代表取締役 杉山 薫 

類似施設の運営実績 
事業所内保育事業１か所（こらいと島田：島田市）、認可

外保育施設１か所（こらいと石田） 

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、土地建物賃借料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 

○ 駐車場の確保について。 

 → 敷地内に３台分確保しているものの、それでは不足すると考えているため、

現在、近隣で更に確保できるよう進めている。 

○ トイレ内の設備機器について。 

  →手洗い器を保育室内に設置し、トイレ内に汚物流しの設置を検討している。 

○ 保育の質を高める研修について。 

 → 島田市の既存園では、今年度に入り保育の質の向上に資する外部研修に５回

参加している。新園でも同様に保育の質を高める研修を実施及び参加していき

たい。 

主な指導・助言事項 

○ 園の円滑な運営及び近隣住民との良好な関係構築のため、運営上支障のない駐

車場の台数の確保に努められたい。 

○ トイレ内の設備機器について、運営に支障がないよう設置等を検討されたい。 

○ ０～２歳児は、年齢や月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や保育環境の設定が重要であることに留意されたい。 
○ ０～２歳児の発達段階の違いを踏まえ、より綿密な保育過程を作成し、開園ま

でに職員間で共有されたい。 

○ 園長就任予定者は施設長経験がないため、求められる役割を十分に認識し、施

設長としての資質向上に努められたい。 
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（２）清水有度区域 

① モコ草薙保育園 

施設種別 小規模保育事業Ａ型 

施設の所在地 清水区草薙一丁目 308 

設置者 株式会社リプレス 代表取締役 杉村 和哉 

類似施設の運営実績 
小規模保育事業４か所（モコ幸町保育園、モコ山崎保育園、

モコ押切保育園、モコ宮脇保育園：掛川市） 

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、土地建物賃借料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８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 

○ 保育理念・方針について。 

→ 法人として複数の園を運営しているが、全園が同じ保育理念・方針に基づき

保育することを基本としつつ、各園の園長の保育に対する思い、特色が出せる

ようにしている。 

○ 法人の全体研修について。 

 → 内部研修においては、今年度、０歳児の担当保育士を集めて乳児との関わり

方やヒヤリ・ハット等のテーマで研修を実施した。また、外部研修では、法人

本部で全国の保育関連の研修を探し、全保育士が参加できるよう計画している。 

○ 開園時間について。 

→ 11時間開園としているが、運営後に開園前後の時間帯のニーズが高まってく

れば、開園時間の延長を検討したい。 

主な指導・助言事項 

○ 内部研修においては、保育の質を高めるため、特に子どもの発達に関する研修

の充実に努められたい。 

○ 引き続き、近隣住民へ建設計画等について説明し、同意が得られるように努め

られたい。 
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（３）清水庵原区域 

① ちゅーりっぷ保育園 

施設種別 小規模保育事業Ａ型 

施設の所在地 清水区下野東 1-49 

設置者 株式会社ワイズケアサービス 代表取締役 芳村 博雄 

類似施設の運営実績 なし 

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、土地建物賃借料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８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 

○ 駐車場の確保について。 

→ スペースは狭いが、敷地内に２台分確保している。運営開始後に不足するよ

うであれば、近隣で更に確保することを検討している。 

○ 園庭ついて。 

 → 敷地内に専用の園庭がないため、近隣の公園を代替地として利用する予定で

いる。また、基準は満たしていないものの、敷地内に遊べる場所があり、プー

ルの設置等を検討したい。 

○ 職員確保について。 

→ 半数以上は確保できているが、運営上必要となる職員全員の確保はできてい

ない。 
主な指導・助言事項 

〇 園の円滑な運営、近隣住民との良好な関係構築のため、運営上支障のない駐車

場の台数の確保に努められたい。 

○ ０～２歳児の発達段階の違いを踏まえ、より綿密な保育過程を作成し、開園ま

でに職員間で共有されたい。 

〇 既存施設の改修により実施するために一定の制約はあるものの、できる限り安

全な保育環境が確保されるよう開園までに職員間で検討されたい。 

〇 保育の質を高めるため、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、外部の研修にも参加されたい。 

〇 保護者との連携について、連絡帳のやり取りだけでなく、送迎時などに保護者

とコミュニケーションを取り、良好な関係構築ができるよう意識されたい。 

 


