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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２か所 

小規模保育事業 

１か所 

同左 

（鳩の子保育園川辺園） 

事業所内保育事業

１か所 

同左 

（ヤクルト清閑町保育所） 

静岡東 小規模保育事業１か所 
小規模保育事業 

２か所 

同左 

（ゆうなのき保育園） 

静岡西南 小規模保育事業１か所 
小規模保育事業 

２か所 

同左 

（小規模保育園むすび） 

清水庵原 小規模保育事業１か所 
小規模保育事業 

１か所 

同左 

（ヒッポ保育園） 

 

３ 事前調査会議の開催状況  

（１）開催日時 

   平成 30年 10月 16日（火） 18時 30分から 20時 30分 

   平成 30年 10月 19日（金） 19時 00分から 20時 00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、松本委員 

（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、順位付け 
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４ 事前調査会議の結果（概要）  

（１）静岡中央区域 

 鳩の子保育園川辺園 

施設種別 小規模保育事業Ａ型 

施設の所在地 葵区川辺町一丁目 1-4 ZUM SANCTUS1F 

設置者 株式会社鳩のつえ 代表取締役 中村友香利 

類似施設の運営実績 藤沢型Ｃ型認定保育施設 

定員 18人（０歳児６人、１・２歳児 12人） 

開設予定年月日 平成 31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 園長等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、主任保育士１人、保育士６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 

○ 施設長就任予定者の資格取得について。 

 → 直近の保育士試験を受験し、11月には施設長研修を受講する予定でいる。 

○ 職員採用について。 

  → 協議書提出以降、新たに２名確保。引き続き知人の紹介等で必要な人数を確

保する。 

○ 専用の園庭がないことについて。 

 → マンションの１階部分に施設を設置するため、十分なスペースがなく専用の

園庭を設けられないため、近隣にある常盤公園の活用を考えている。子どもの

足でも３～４分で行ける距離にあり、日常的な使用に支障はない。 

主な指導・助言事項 

○ 園長就任予定者は保育及び施設長の経験がないため、開設までの間、保育施設

の施設長としての資質向上のための研修を十分に実施されたい。 

○ 職員確保が困難な状況が続いており、必要な職員の確保について計画的に進め

られたい。 

○ 保育室の配置等について、発達の連続性を踏まえ検討されたい。 

○ 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や年間計画を策定

し、開園までに職員間で共有されたい。 
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（２）静岡中央区域 

 ヤクルト清閑町保育所 

施設種別 事業所内保育事業 

施設の所在地 葵区清閑町 2-4 

設置者 中央静岡ヤクルト販売株式会社 代表取締役 中村貞夫 

類似施設の運営実績 ヤクルトみずほ保育所等の認可外保育施設 

定員 
18人（0歳児６人、１・２歳児 12人） 

（うち地域枠 ０歳児２人、１・２歳児４人） 

開設予定年月日 平成 31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 園長等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 

○ 認可施設の設置に向けた準備について。 

→ 現在は１歳児からの受入としているため、新たに０歳児を受け入れるための

研修を始めている。 

○ 園長就任予定者の職歴について。 

 → 産休代替での勤務を希望していたため、期間限定の勤務が多かった。また、

様々な経験を積めるよう保育施設以外に、障害者支援施設や小児科など複数の

職場で勤務した。 

主な指導・助言事項 

○ 送迎時のルール設定や混雑時の交通整理等により保護者の車が路上に滞留しな

いよう努められたい。 

○ 駐車場からの送迎に支障がないよう保護者の動線等を検討されたい。 

○ 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。 
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（３）静岡東区域 

 ゆうなのき保育園 

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 1115-3 

設置者 
株式会社ゾーン・アーキテクト・スタジオ 

代表取締役 小田巻義人 

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 31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 園長等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 

○ 職員確保について。 

→ 協議書提出以降、保育士・栄養士各２名と面接を行い採用の可否を検討中。

今後も複数の確保方法にて必要となる職員を確保したい。 

○ 施設長研修の受講予定について。 

 → 以前勤務していた園では受講希望者が多く受けられていないが、今回は受講

する予定でいる。 

○ 園長を補佐する職員の確保について。 

→ 協力して園運営できる人材を既に確保しており、今後具体的に話をしていく。 
主な指導・助言事項 

○ 送迎時のルール設定や混雑時の交通整理等により送迎に支障が出ないよう努め

られたい。 

〇 職員確保が困難な状況が続いており、必要な職員の確保について計画的に進め

られたい。 

【順位付け（評価のポイント）】 

 職員確保、近隣住民の同意、教育・保育内容の提案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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（４）静岡西南区域 

 小規模保育園むすび 

施設種別 小規模保育事業Ａ型 

施設の所在地 駿河区宮竹一丁目 13-6 

設置者 塩澤 玲子 

類似施設の運営実績 ひまわり保育園（認可外保育施設） 

定員 18人（0歳児６人、1・2歳児 12人） 

開設予定年月日 平成 31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 園長等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、主任保育士１人、保育士６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 

○ 現在運営している園の課題について。 

→ 障害を持つ子どもの入園希望が多くあるものの、十分な職員配置ができず入

園を断らなければならないことがあった。職員確保は常に課題だと考えている。 

○ 職員確保ついて。 

 → 現在運営する認可外保育施設から常勤職員３名はそのまま残る予定。その他

必要となる職員は、今後、養成校への声掛けや保育士・保育所支援センターへ

の登録、人材紹介会社の活用等の複数の方法にて確保していきたい。 

○ 事務室を２階に配置することに対する安全面の確保について。 

→ 職員は１階の保育室に常駐し、２階で作業することはあまり想定していない。

今後、防犯カメラ等を活用し、安全面に配慮しながら運営していきたい。 
主な指導・助言事項 

○ 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。 

○ 職員確保が困難な状況が続いており、必要な職員の確保について計画的に進め

られたい。 

○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。 

【順位付け（評価のポイント）】 

 保育所等の運営実績、施設長等の勤務経験、教育・保育内容の提案に関する事項

において、他の事業者よりも優れていたため。 
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（５）清水庵原区域 

 ヒッポ保育園 

施設種別 小規模保育事業Ａ型 

施設の所在地 清水区江尻台町 4-3 

設置者 （仮称）一般社団法人一勉一歩の会 代表者 木村緯歩子 

類似施設の運営実績 ヒッポ保育園（認可外保育施設） 

定員 18人（0歳児６人、1・2歳児 12人） 

開設予定年月日 平成 31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 園長等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、主任保育士１人、保育士５人、栄

養士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 

○ 近隣の同意の状況について。 

→ 隣接する分譲マンション（25世帯が入居）の一部住人から同意が得られてい

ない。同意しない方から寄せられた意見に対し、改善策を記載したチラシを配

布し、その後２件の同意が得られた。引き続き理解が得られるよう努めている。 

○ 災害対策ついて。 

 → 開園予定地の近くを巴川が流れているが、過去に川が氾濫した際の状況等は

把握している。また、予定地は少し高いところに位置しており、建物も２階建

てのため、浸水時には上に避難することも可能。 

○ ランチスペースの活用について。 

→ 保育室で食事をするのが基本だが、制作活動の最中に食事の時間となる場合

等、保育室の状況をそのままにしたい場合等にランチスペースを活用する。 
主な指導・助言事項 

○ 近隣住民への説明会の開催や戸別訪問により、同意が得られるよう努められた
い。 

 


