令和元年度第 1 回 認可部会
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部会長
(伊藤委員)

議事内容の記録

開会

定刻より少し前ですが、皆様がお揃いですので、ただいまから、明石市社
会福祉審議会児童福祉分科会保育所等認可部会を開催させていただきます。
よろしくお願いします。
まずは、事務局の方から本日の部会に関しての連絡事項がありますので、
お願いします。

事務局
(加藤課長)

事務局の明石市こども局こども育成室施設担当課長の加藤でございます。
私の方よりご連絡をさせていただきます。
本日は、部会委員 5 名全員の方がご出席されておりますので、明石市社会
福祉審議会規則第 4 条第 3 項及び第 6 条第 4 項の規定に定める会議の成立要
件を満たしていることをご報告申し上げます。
本日の意見聴取は、新設の小規模保育事業所が 1 件となっております。
配布資料の方ですが、配布資料の主なものは事前にお渡ししているので、
お持ちいただいているかと思います。当日、机上に配布している資料ですが、
本日の次第、名簿、申請者側の名簿、本日の会場レイアウト、お持ちいただ
いていると思いますが本日の認可部会の資料です。皆さん、お揃いでしょう
か。
それでは、審議のほど、お願いいたします。

部会長

はい、ありがとうございました。

(伊藤委員)

では早速意見聴取に移りたいと思います。事務局から、ニチイキッズ大久
保北保育園についての概要について説明をお願いします。

２ 意見聴取（ニチイキッズ大久保北保育園）
（１）認可申請予定案件の概要説明
部会長
(伊藤委員)
事務局

事務局から、ニチイキッズ大久保北保育園についての概要について説明を
お願いします。
―ニチイキッズ大久保北保育園の概要について説明―

(加藤課長)
部会長
(伊藤委員)

ありがとうございました。ここまでの説明について、何かご質問があれば、
お願いしたいと思います。
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部会長
(伊藤委員)

連携施設（2020 年４月にニチイが江井ヶ島に設置予定の認可保育所）が
まだできていないということで、万が一、連携先施設が認可されないという
ことになると、どのようになりますか。

事務局
(藤城室長)
部会長

利用調整の段階で、小規模保育施設からの連携を利用する子どもに対して
は加点をしますので、どこか別の連携施設に入れることになります。
その際に存在する既存の連携先施設に入るということですね。

(伊藤委員)
事務局
(加藤課長)

ちなみに連携先としているニチイの保育所については、8 月か 9 月に開催
する認可部会でご審議いただくことになりますのでよろしくお願いいたし
ます。

部会長
(伊藤委員)

他によろしいですか。それでは申請者の方々にお入りいただきたいと思い
ます。
（申請者入室）

（２）申請者からの説明
申請者

ニチイ学館神戸支店の門家(もんや)です。

(門家)
申請者

ニチイ学館神戸支店の田路(とうじ)です。

(田路)
申請者

施設長予定者の的埜(まとの)です。

(的埜)
部会長

今日は遅い時間にありがとうございます。

(伊藤委員)

では、申請者の方から、予定されている小規模保育所の運営方針などにつ
いて、5 分程度で説明をお願いできますでしょうか。

門家氏

本日はお時間頂戴いたしましてありがとうございます。私どもは、待機児
童解消のお役に立ちたいとの思いから、昨年、ニチイキッズ大久保駅前を開
園しております。開園当初から、たくさんの保護者の方から入園希望をいた
だきまして、9 月には定員いっぱいになりました。定員いっぱいにも関わら
ずたくさんの方に園見学においでいただきまして、入園できないことを残念
に思っている保護者の方々にたくさんお会いしました。大久保地区の保育ニ

2

ーズの高さを再認識し、同じ大久保駅前に、本園を開園したいと考えました。
保育の方針については、園長予定者の的埜から説明いたします。
的埜氏

失礼いたします。ニチイキッズの保育理念である「おもいっきり遊ぶ お
もいっきり学ぶ」
、子どもたちが「やってみたい、楽しそう」と思える環境
を整えていきたいと考えております。
安全で、子どもたちが保育士に見守られ、安心して過ごせる環境があって
こそ、好奇心をもって、おもいっきり、わくわく遊ぶことが出来ます。いろ
いろな遊びを通して、体験の中で、考える力や、自分以外の人に興味が出来
て、先生やお友だちと楽しく遊んだり共感することによって、優しい気持ち
であったり、また簡単なルール、社会性を学びます。
保育士が、ひとりひとりと応答的にかかわることによって、こどもの基本
的信頼感を築くことによって、子どもの心を安定させ、心も体もたくましく
育てたいと考えています。
また、地域に根差した保育を目指したいと考えています。子育て支援を通
し、月に 1、2 度、園を開放し、地域の方に、家庭とは違った、家庭では味
わえない経験の場を提供したいと思います。親子のふれあい遊び、季節の行
事への参加、または育児相談に対応し、育児の悩みやストレスが解消できる
場となるよう、地域に貢献したいと考えております。

（３）質疑
部会長
(伊藤委員)

ありがとうございました。今から、各委員からご質問、ご意見をいただき
たいと思います。どなたからでも結構ですので、委員の皆さん、お願いしま
す。

松原委員

資料６では保育士の採用決定者が園長だけで他は空欄になっていますが、
現在の状況について確認します。またお話しいただいた保育理念を達成する
ためには、保育士さんがその理念を理解しているかが重要だと思うので、そ
のレベルの経験値をもつ保育士をどのくらい採用する予定なのかについて
伺います。

門家氏

採用状況については、現時点で規定の人数を確保出来ております。採用の
結果、常勤の方の採用が多くなり、非常勤の方の割合が少なくなりました。

松原委員

では、開園の９月からはその９名の先生方が揃うということですね。

門家氏

そうです。

松原委員

今７月で、９月からの開園というなかで非常に短い期間ですが、採用され
る方々に対しての研修計画というのはどうなっていますか。

門家氏

新規開設園ということで、オープニング研修というものを実施します。保
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育理念や方針、基本的な運営のルールといった安全な運営に関する内容を中
心に実施する予定です。
松原委員

採用者のうち経験者はどのくらい確保できていますか。

門家氏

ニチイの既存園からの異動と新規採用者とのバランスを取り、基本的な運
営のルールを知った者が、新しい者にその知識を周知していくかたちで経験
の共有を図りたいと考えています。

松野委員

調理員の採用はどんな状況ですか。職員一覧を見ると１名ですが、規約を
見ると、調理員は１．５名と書いてありますが。

門家氏

調理員については、近隣の他の保育施設からの採用で賄えました。

松野委員

園のスペースは少々狭いと思いますが、子育て支援事業を行うのに十分な
スペースはありますか。保護者、子どもさんと合わせると、スペースはかな
り小さいように感じますが。

的埜氏

季節の行事でしたら、スペース的に問題は無いと考えています。多くの人
が来るような行事の場合は、工夫が必要だと思います。クラス（保育をして
いるさなか）に入って、同じ内容で一緒に遊んでもらうことも考えています。
また、利用者の少ない土曜日に実施をすることも考えています。

松野委員

開園当初早速運動会等も書かれていましたが、どのように実施されるので
すか。

的埜氏

当初、４月開園を想定した行事計画だったため、現状の９月開園となった
状況を考えると、開園すぐに運動会というのは子どもたちの園への慣れとい
うことを考えると少し無理があるかなと思います。この点は、参観日等にす
るとか考えたいと思います。

松野委員

運動会は、近隣の公園等で行う想定ですか。

的埜氏

そうですね、近隣の公園とか、公民館とかを使わせていただくことを考え
ています。

吉川委員

近隣の公園を利用すると書かれていますが、園から公園までのルートは歩
いて確認しましたか。

的埜氏

はい、確認しました。

吉川委員

そのなかで、気が付いたことはありますか。危険とか、注意しないといけ
ないところとか。

的埜氏

歩いてみたなかで、公園までのルートが、西側の大きな道の抜け道になっ
ているところがありますので、そこをできるだけ通らない、通るにしてもそ
の距離を短くするのが必要だと思います。抜け道に隣接する道で、一方通行
路が有りますので、少し遠回りにはなるのですが、そこを通って公園まで行
こうと思います。

吉川委員

その抜け道は地元の方を中心に通行量が多く、車も多くスピードも速いで
す。最近信号待ちの園児に車が突っ込む事故があり、同様の事故が多発して
います。通行の際にはその点しっかり対策をして欲しいです。
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もうひとつ、送迎の関係で。駐車スペースの確保についてはどうなってい
ますか。０,１,２歳児はほとんどが車での送迎になると思いますが、どのよ
うに場所を確保しようと考えていますか。
門家氏

駐車場の確保については、現在協議中の物件が数件あり、正確にこの場所
というのは未定となっています。物件が確保出来ました後には、園として、
その場所から園までのルート上の危険個所の把握をしたうえで推奨ルート
の設定を行い、安全の確保と事故防止について保護者に周知を図りたいと考
えております。

吉川委員

駐車場は何台確保の予定ですか？

門家氏

２台です。

吉川委員

園の近隣は（送迎をする駐車スペースの面では）少し狭いと思いますから、
危険な感じはしますからしっかり対処してほしいと思います。
最後に、株式会社運営ということで、本来株式会社は収益を求める組織で
すが、福祉の分野の事業を広く手掛けるニチイ学館として、独自の社会貢献
という点について、どのような考え方をお持ちですか。

門家氏

私たちは介護、医療、保育という、広く福祉分野に関わる事業を根幹とし
ております。おっしゃられたように株式会社ですから収益を優先するのでは
ないかということですが、福祉分野はどの事業も収益性が低いです。今回の
分野である保育は、開始から５年目ですが、赤字が続いています。しかし赤
字だからやらないということではなく、社会貢献を社是に掲げておりますの
で、今後も保育事業を続けていきたいと考えています。

吉川委員

いろいろな事業を手掛けておられますので、ニチイ学館のいいところをぜ
ひ生かして地域貢献をしてほしいと思います。

門家氏

ありがとうございます。

瓜生委員

№６の職員一覧表のところですが、園長先生を含めて、常勤５名、非常勤
４名ということでよろしいですか。

門家氏

はい。予定と比べて常勤非常勤のバランスが変動しておりまして、常勤が
増え、非常勤がその分少なくなっております。

瓜生委員

№14 の、保育士の一日の勤務シフト表では、常勤が 4 名、非常勤が 3 名
の合計７名となっていますが、職員全体としては９名なのですね？

門家氏

園は月曜日から土曜日まで運営を行いますが、職員の勤務は週５日として
います。そのため休みの者が出てくる関係で、頭数として９名を確保してい
るということになります。

瓜生委員

１日の配置数は７名ということですね。

門家氏

そのとおりです。

部会長

№15 の、小規模保育事業計画書の「年間子育て支援計画」のなかで、これ

(伊藤委員)

は計画段階ということもあるのかもしれませんが、この活動内容で月に１回
３０分というのは短すぎて、もう少し掛かるのではないですか。相談にして
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も、地域に開かれているとは言え園児の親御さんを中心とした相談の場とな
りましょうが、じっくり行えますか。これらの点について、予測で構わない
のでどのようになりそうか、どのくらい力を入れられるつもりかをお尋ねし
ます。
的埜氏

時間的なことは、仰るように 30 分というのは短いと思います。いま考え
ているのは、相談で言えば全体で 1 時間程度を確保します。10 時からで言
えば 11 時まで、11 時というのは在園児の給食がそろそろ始まる時間なので
すが、最初の 30 分で親御さんの相談を聞かせていただきます。その間お子
さんは園にあるおもちゃか何かで遊んでいてもらいます。あとの 30 分で例
えばわらべ歌などの取組を出来たら良いのかなと考えています。

部会長

相談日以外も、随時相談はできると考えていいですか。

(伊藤委員)
的埜氏

もちろんです。

部会長

もうひとつ、№１の６その他特記事項に「連携する内容」とあるのですが、

(伊藤委員)

記載の内容は、誰がどこと連携するものとして書かれているのですか。

門家氏

これは、連携先施設との連携内容を指しています。

部会長

そうですか、地域のどこかの組織等と連携する内容かと思って勘違いして

(伊藤委員)

いました。失礼しました。
他に質問が無ければ、これで意見聴取を終わりたいと思います。ありがと
うございました。申請者の方はご退出をお願いします。
（申請者退室）
以上で本日の意見聴取、案件は終了しました。
全体を通して、また、個別でも結構ですが、追加でこういうことを伝えて
おいてほしいということも含めて、何でも結構ですが、ご意見をお出しいた
だきたいと思います。

吉川委員

駐車場がまだ決まっていなかったので、それだけ確認してもらっていた方
がいいかなと思います。その点はちょっと心配です。

部会長

目の前は結構大きな道ですか？

(伊藤委員)
松原委員

はい、幹線道路です。

吉川委員

横に走っている道は狭いんですよ。

松原委員

路上駐車も出来ない感じです。

部会長

このことはしっかり伝えるべきですね。

(伊藤委員)
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４
部会長
(伊藤委員)

閉会

そうしましたら、保育所等認可部会の意見聴取を終了させていただきま
す。事務局へお返しします。

事務局

本日もいろいろとご意見ご質問をありがとうございました。

(加藤課長)

本日いただきましたご意見等を踏まえまして、本件に係る認可等手続きを
進めてまいりたく存じます。何かほかにご不明な点がありましたら、後日で
も結構ですから事務局までお問い合わせください。
本日はこの前の分科会からの長時間に亘り、ご審議をいただきましてあり
がとうございました。

部会長

今日の施設に認可を出すのはいつくらいになるのですか。

(伊藤委員)
事務局
(加藤課長)
部会長
(伊藤委員)

認可と言うか「内示」となりますが、内示は今月中を目途に出したいと思
っております。
では、追加でご意見等がある場合は今月中が良いですね。今日はこれにて
終了といたします。ありがとうございました。
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