
平成 28年度 第３回海老名市子ども・子育て会議 次第 

日 時 平成 28 年 12 月 20 日（火）   

午前 10 時から 

場 所 海老名市役所 全員協議会室   

１ 開 会 

２ 委嘱状交付 

３ 議 題 

【審議事項】  

（１） 平成 29 年度における特定教育・保育施設の定員設定について 

【資料１】 

【報告事項】 

(２) 海老名市ファミリー・サポート・センター援助活動報奨金支給

手続要領の制定について     【資料２】 

(３) ＨＵＧ ＨＵＧ えびな宣言について    

(４) 子ども・子育て支援事業計画の実績報告について（様式変更） 

【資料３】 

４ 閉 会  



氏　名 ふりがな 所属 職名

久　保　由　美 くぼ　ゆみ
（株）リコー

テクノロジーセンター

◎ 鍛　治　邦　彦 かじ　くにひこ 県中央地域連合 事務局長

鍵　渡　香代子 かぎわた　かよこ 海老名幼稚園 園長

小　島　良　之 こじま　よしゆき つちのこ保育園 理事長

櫻　井　慶一郎 さくらい　けいいちろう さくらい保育園 副園長

山　田　由美子 やまだ　ゆみこ チュンマclub 代表

木　村　伸　之 きむら　のぶゆき にこにこ保育園 代表

吉  川　昌  宏 よしかわ　まさひろ PTA連絡協議会
大谷中学校
PTA会長

増　田　芳　夫 ますだ　よしお 社会福祉協議会
事務局次長
兼総務課長

○ 鷲　野　昭　久　 わしの　あきひさ 中新田小学校 校長

亀　澤　ますみ かめざわ　ますみ
民生委員児童委員

協議会
主任児童委員

部会長

熊　澤　紀千代 くまざわ　みちよ
国際ソロプチミスト

海老名

田　島　紀　子 たじま　のりこ 公募市民

渡　部　理　子 わたなべ　みちこ 公募市民

村　田　　　愛 むらた　あい 公募市民

◎印は委員長　○印は副委員長

平成28年度　子ども・子育て会議　委員名簿



平成 29 年度における特定教育・保育施設及び 

特定地域型保育事業の定員設定について

１ 概 要 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設の利用定員は、市が定めることと

なっており、その設定に関しては、子ども・子育て支援法第 77 条の定めにより、

子ども・子育て会議の意見を聴くこととなっています。 

来年度に新設園の予定があることから、その利用定員設定について御審議をお

願いするものです。 

※ 海老名市では、利用定員を認可定員と同一としています。 

２ 新 設 

(１) 海老名キッズルーム 

種 別：小規模保育施設 

設 置 者：個人 

利 用 定 員：12 名（３号認定；12 名） 

所 在 地：海老名市さつき町１番地（22-104） 

開所予定日：平成 29 年４月１日 

構 造：鉄筋コンクリート造３階建（うち１階及び２階の１区画） 

(２) ナーサリースクールＴ＆Ｙ本郷 

種 別：認可保育所 

設 置 者：社会福祉法人さとり 

利 用 定 員：78 名（３号認定；33 名、２号認定；45 名） 

所 在 地：海老名市本郷字谷津 2695 番地の１ 

開所予定日：平成 29 年５月１日 

構 造：鉄筋コンクリート造３階建 

(３) ひなた保育園 

種 別：認可保育所 

設 置 者：社会福祉法人夢の成る木（設立準備中） 

利 用 定 員：72 名（３号認定；30 名、２号認定；42 名） 

所 在 地：海老名市国分北四丁目 11 番 

開所予定日：平成 29 年６月１日 

構 造：木造２階建 

※ ３号認定：０～２歳児、２号認定：３～５歳児 
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資料１
審議事項



設置者区分 設置者 施設名称 ３号認定 ２号認定 １号認定

市町村 海老名市 柏ケ谷保育園 33 87 0 120 変更なし

市町村 海老名市 門沢橋保育園 24 36 0 60 変更なし

市町村 海老名市 下今泉保育園 32 58 0 90 変更なし

市町村 海老名市 中新田保育園 82 118 0 200 変更なし

市町村 海老名市 勝瀬保育園 25 35 0 60 変更なし

市町村 海老名市 上河内保育園 37 83 0 120 変更なし

社会福祉法人 妙常会 たちばな保育園 51 69 0 120 変更なし

一般財団法人 春秋会 さがみ愛子園 30 90 0 120 変更なし

一般財団法人 春秋会 ふたば愛子園 45 135 0 180 変更なし

社会福祉法人 寿会 つちのこ保育園 30 30 0 60 変更なし

社会福祉法人 ケアネット 保育所すこやかハウス 30 30 0 60 変更なし

社会福祉法人 あゆみ会 かしわ台あおぞら保育園 27 33 0 60 変更なし

社会福祉法人 慶泉会 さくらい保育園 24 36 0 60 変更なし

社会福祉法人 スプラウトユニティー 虹の子保育園 29 31 0 60 変更なし

社会福祉法人 スプラウトユニティー 虹の子保育園分園 12 18 0 30 変更なし

社会福祉法人 青い草の会 にんじん村保育園 27 33 0 60 変更なし

株式会社 木下の保育 小田急ムック海老名園 22 28 0 50 変更なし

株式会社 ステーション 社家ゆめいろ保育園 36 54 0 90 変更なし

社会福祉法人 プレマ会 えびなの風保育園 48 72 0 120 変更なし

株式会社 カスタムメディカル研究所 おひさま保育園 24 36 0 60 変更なし

社会福祉法人 さとり ナーサリースクールＴ＆Ｙ本郷 33 45 0 78 5/1新設

社会福祉法人 夢の成る木 ひなた保育園 30 42 0 72 6/1新設

計 731 1,199 0 1,930

個人 鍵渡　嘉正 海老名幼稚園 0 0 350 350 変更なし

個人 鍵渡　嘉正 有鹿幼稚園 0 0 210 210 変更なし

計 0 0 560 560

小規模保育事業

個人 木村　伸之 にこにこ保育園 19 0 0 19 変更なし

個人 鍵渡　嘉正 海老名キッズルーム 12 0 0 12 4/1新設

計 31 0 0 31

762 1,199 560 2,521

備考

特定保育施設

平成29年度における特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の定員設定について

特定教育施設

特定地域型保育事業

計
利用定員教育・保育施設

特定保育施設

特定教育施設

総計

地域型保育事業
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市内保育施設位置図 

認可保育所 

公立保育園(●) 

①柏ケ谷保育園 

②門沢橋保育園 

③下今泉保育園 

④中新田保育園 

⑤勝瀬保育園 

⑥上河内保育園 

私立保育園(○) 

⑦たちばな保育園 

⑧さがみ愛子園 

⑨ふたば愛子園 

⑩つちのこ保育園 

⑪保育所すこやかハウス 

⑫かしわ台あおぞら保育園 

⑬さくらい保育園 

⑭虹の子保育園 

⑮虹の子保育園分園 

⑯にんじん村保育園 

⑰小田急ムック海老名園 

⑱社家ゆめいろ保育園 

⑲えびなの風保育園 

⑳おひさま保育園 

 （仮）ナーサリースクール

Ｔ＆Ｙ本郷 

 （仮）ひなた保育園

地域型保育施設 

小規模保育施設(■) 

 にこにこ保育園

 （仮）海老名キッズルーム

認可外保育施設(◇) 

（１）ひよこ保育園 

（２）ワーカーズ・コレクティブ 

 ポケット

①柏ケ谷保育園 

⑤勝瀬保育園 

③下今泉保育園 

④中新田保育園 

②門沢橋保育園 

⑯にんじん村保育園 

⑬さくらい保育園 

⑫かしわ台あおぞら保育園 

⑨ふたば愛子園 

⑧さがみ愛子園 

⑥上河内保育園 

⑦たちばな保育園 

⑩つちのこ保育園 

⑭虹の子保育園 

⑪保育所すこやかハウス 

⑮虹の子保育園分園 

 にこにこ保育園

（１）ひよこ保育園 

⑰小田急ムック海老名園 

⑱社家ゆめいろ保育園 

海老名市役所 

厚木駅 

海老名駅 

かしわ台駅 

さがみ野駅 

社家駅 

門沢橋駅 

厚

木

市 

座 間 市 

綾 瀬 市 

藤 沢 市 

⑳おひさま保育園 

⑲えびなの風保育園 

高座郡寒川町 

 （仮）ナーサリースクール

Ｔ＆Ｙ本郷 

 （仮）ひなた保育園

 （仮）海老名キッズルーム

（２）ワーカーズ・コレクティブ ポケット 
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海老名市ファミリー・サポート・センター援助活動報奨金支給手続 

要領の制定について（報告） 

１ 概 要 

海老名市ファミリー・サポート・センター事業について、援助会員の活動促進及

び会員増を図るため、援助活動実施後に援助会員に報奨金を支給し、子育て支援の

更なる充実を図るため、海老名市ファミリー・サポート・センター援助活動報奨金

支給手続要領を制定する。 

２ 主な内容 

・ 援助会員が援助活動の実施後に１時間あたり 300 円（制限なし）を報奨金とし

て支給する。 

・ 申請者は事業実施後（月毎）に海老名市ファミリー・サポート・センター援助

活動報奨金実績報告書及び海老名市ファミリー・サポート・センター援助活動報

奨金交付請求書を提出する。 

３ 施行日 

平成 28 年 10 月１日 
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資料２

報告事項



基本目標 １　新たなえびなの子育て計画

基本施策 （１）子ども・子育てに対する市民の意識醸成

掲載頁 事業の説明
実績指
標

平成26
年度実
績値

平成27
年度実
績値

平成27年度実施状況
次年度以降に向けた改善点

等
目標指
標

平成28
年度目
標値

平成29
年度目
標値

平成30
年度目
標値

平成31
年度目
標値

所管課

65

海老名市の未来を支える子どもたちを健や
かに育めるよう、海老名市で暮らし・育つ子
どもたちとその子育て家庭を、市民、地域
全体で支える市民の意識づくり、さらには、
子どもも大人もともに理解し合い、お互い
がいきいきと暮らせる社会づくりに向け、
「子ども憲章」を定め、その普及・啓発を図
ります。

数値目
標なし

（仮）海老名市子育て応援宣
言として実施するべく検討。
保護者向けにアンケートを実
施した。

平成27年度は保護者向けア
ンケートを実施したが、平成28
年度は小中学生向けアンケー
トを実施しながら検討を進め、
市制施行記念式典において
公表する予定。

数値目
標なし

子育て支援課

65

海老名市の明日を担う“えびなっ子”誕生を
海老名市全体でお祝いするため、出生届
の受け付け時にお祝いの品を贈呈します。
お祝いは、「お宝一生米」と銘打ち、米１升
とします。これは、「子どもが一生元気です
こやかに過ごせるように」との願いを込め、
名づけたものです。米は、郷土愛をはぐく
むため、県下有数の米どころである海老名
市産の米や、姉妹都市である白石市のあ
る宮城県産の米を優先して用います。

配布数 1,100箱

市民が出生届を提出した際
に「お宝一生米」としてお米１.
５キログラムを贈呈した。
なお、平成２７年度は「子ども
の年」であったため、配付を
行っていましたが、単年度事
業のため廃止とする。

平成２７年度をもって事業廃
止

数値目
標なし

子育て支援課

65

赤ちゃんの必需品であるおむつは、出産直
後の家庭の経済的負担ともなります。産後
うつにもなりやすいこの時期に、市で紙お
むつを支給することで、海老名市全体で育
児をサポートし、精神的にも経済的にも子
育て世帯をサポートします。

配布数 6,050袋

市民が出生届を提出した際
及び４か月検診の際に紙お
むつを３袋ずつ計６袋贈呈し
た。

引き続き実施し、４か月検診
への円滑な案内、家庭の経済
的負担の解消に努める。

数値目
標なし

健康づくり課
子育て支援課

海老名市子ども・子育て支援事業計画達成状況

事　業　名

子ども憲章の
制定

数値目標なし

お宝一生米事
業

数値目標なし

紙おむつ支給
事業

数値目標なし

子ども・子育て会議コメント

資料１-１（案）

追加項目
※ 基本施策ごとに子ども・子育て会議にて審議いただいた内容を掲載。
　 平成２８年度実績報告（２９年４月作成予定）から実施予定

資料３

報告事項
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