
特定教育・保育施設の利用定員設定について 

 

 

１ 審議内容 

特定教育・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 31 条の定めにより、子ども・子育て会議におい

て意見を聴くこととなっています。 

つきましては、保育所の廃止及び新設に伴い利用定員に変更がありますので、以

下２及び３について、意見の有無及び意見を「別紙１ 意見書」へご記入ください。 

なお、海老名市では、利用定員を認可定員と同一としています。 

  

子ども・子育て支援法第 31 条２項 

 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、

あらかじめ、第 77 条第１項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあっては

その意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当

事者の意見を聴かなければならない。 

  

２ 廃止する園  

（１）海老名市立勝瀬保育園（公立） 

種 別：認可保育所 

設 置 者：海老名市 

利 用 定 員：60 名（２号認定：35 名、３号認定：25 名） 

所 在 地：海老名市勝瀬８-１ 

廃止予定日：令和４年３月 31 日 

そ の 他：公立保育園の民営化によるもの 

 

３ 新設する園 

（１）つげのきほいくえん（私立） 

種 別：認可保育所 

設 置 者：インフィニック株式会社 

利 用 定 員：90 名（２号認定：60 名、３号認定：30 名） 

所 在 地：海老名市中央 1-14-38 

開所予定日：令和４年４月１日 

 

（２）勝瀬保育園（私立） 

種 別：認可保育所 

設 置 者：社会福祉法人プレマ会 

利 用 定 員：60 名（２号認定：34 名、３号認定：26 名） 

所 在 地：海老名市勝瀬８-１ 

開所予定日：令和４年４月１日 

そ の 他：公立保育園の民営化によるもの 

議案１ 
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【説明資料】特定教育・保育施設の定員設定について 

  

〇 勝瀬保育園 

  現在は海老名市立ですが、令和４年度４月から民間事業者による運営（民営）と

なります。 

 

１ 民営化の流れについて 

  ・許認可の手続上、一旦公立保育園としては廃園し、改めて民間保育園として新

設の形をとります。（前後で 60 名定員は変わりません。） 

  ・建物は、しばらくの間はそのまま使用し、数年後に建て替える予定です。 

  ・民間保育園に移行するにあたり、令和３年４月１日から移管先事業者の保育士

を派遣してもらい、引継保育を実施しています。 

 

 ２ 移管先業者 

   社会福祉法人 プレマ会（大和市上草柳 164 番５） 

   ※海老名市扇町で「えびなの風保育園」を運営しています。 

 

３ スケジュール 

令和４年３月 海老名市保育所設置条例改正（公立保育園としての廃園手続） 

令和４年４月 民営化開始（民間園として新設） 

 

〇 つげのきほいくえん 

  待機児童解消のため、新たな保育園を設置するものです。 

 

  ・かしわ台駅付近で小規模保育園（＆KIDS ことのは保育園：定員 19 名）を運営し

ている事業者（インフィニック株式会社）が、認可保育所を新設します。 

  ・利便性の高い海老名駅周辺（魯園菜館跡地）で、90 名の定員増となります。 
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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 48 72 0 120 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 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 24 36 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 木下の保育園　海老名 22 28 0 50 変更なし

株式会社 木下の保育 木下の保育園　めぐみ町 23 27 0 50 変更なし

株式会社 木下の保育 木下の保育園　相模国分 28 42 0 70 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 変更なし

社会福祉法人 夢の成る木 ひなた保育園 34 45 0 79 変更なし

NPO法人 ひよこ保育園 ひよこ保育園 24 36 0 60 変更なし

社会福祉法人 新考会 キンダーガーデンえびな 31 45 0 76 変更なし

株式会社 インフィニック つげのきほいくえん 30 60 0 90 新設

社会福祉法人 プレマ会 勝瀬保育園 26 34 0 60 民営化

計 882 1,431 0 2,313

個人 鍵渡　香代子 海老名幼稚園 0 0 350 350 変更なし

個人 鍵渡　正徳 有鹿幼稚園 0 0 210 210 変更なし

計 0 0 560 560

学校法人 妙常学園 旭たちばな幼稚園 0 70 200 270 変更なし

個人 大貫　望 にっしん幼稚園 18 60 92 170 変更なし

計 18 130 292 440

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　香代子 海老名キッズルーム 18 0 0 18 変更なし

株式会社 ソーシエ ぽとふ海老名 19 0 0 19 変更なし

株式会社 ソーシエ ぽとふ上今泉 19 0 0 19 変更なし

株式会社 ソーシエ ぽとふ柏ケ谷 12 0 0 12 変更なし

株式会社 インフィニック ＆KIDSことのはほいくえん 19 0 0 19 変更なし

株式会社 ライブフィールドピース ほほえみさくら保育園 19 0 0 19 変更なし

株式会社 戸大建設工業 さがみ野保育園 12 0 0 12 変更なし

株式会社 キッズトライ スクルドエンジェル保育園海老名駅前園 19 0 0 19 変更なし

計 156 0 0 156

1,056 1,561 852 3,469総計

備考

特定教育・保育施設（保育所）

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・保育施設（幼稚園）

特定地域型保育事業（小規模保育事業）

計
利用定員教育・保育施設

特定教育・保育施設（認定こども園）
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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上河内保育園 

私立保育園(○) 

⑥たちばな保育園 

⑦さがみ愛子園 

⑧ふたば愛子園 

⑨つちのこ保育園 

⑩保育所すこやかハウス 

⑪かしわ台あおぞら保育園 

⑫さくらい保育園 

⑬虹の子保育園 

⑭虹の子保育園分園 

⑮にんじん村保育園 

⑯木下の保育園 海老名 

⑰木下の保育園 めぐみ町 

⑱木下の保育園 相模国分 

⑲社家ゆめいろ保育園 

⑳勝瀬保育園 

㉑えびなの風保育園 

㉒おひさま保育園 

㉓ナーサリースクールＴ＆Ｙ本郷 

㉔ひなた保育園 

㉖ひよこ保育園 

㉖キンダーガーデンえびな 

㉗つげのきほいくえん 

 

認定こども園（△） 

  Ⅰ旭たちばな幼稚園 

  Ⅱにっしん幼稚園 

 

地域型保育施設 

小規模保育施設(■) 

➊にこにこ保育園 

❷海老名キッズルーム 

❸ぽとふ海老名 

❹ぽとふ上今泉 

❺ぽとふ柏ケ谷 

❻&KIDS ことのはほいくえん 

❼ほほえみさくら保育園 

❽さがみ野保育園 

❾スクルドエンジェル保育園 

海老名駅前園 

 

認可外保育施設(◇) 

（１）ﾜｰｶｰｽﾞ･ｺﾚｸﾃｨﾌﾞﾎﾟｹｯﾄ 

（２）ハートフル保育所 

（３）ほほえみ保育園 

（４）ベストキッズ海老名保育園 

（５）ブリティッシュ 

    インターナショナルスクール 

（６）ほほえみたいよう保育園 

（７）てりは保育園えびな 

①柏ケ谷保育園 

⑳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 

⑮にんじん村保育園 

⑫さくらい保育園 

⑪かしわ台あおぞら保育園 

⑧ふたば愛子園 

⑦さがみ愛子園 

⑤上河内保育園 

⑥たちばな保育園 

⑨つちのこ保育園 

⑬虹の子保育園 

⑩保育所すこやかハウス 

⑭虹の子保育園分園 

❶にこにこ保育園 

㉕ひよこ保育園 

⑯木下の保育園 海老名 

⑲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 

㉒おひさま保育園 

㉑えびなの風保育園 

高座郡寒川町 

㉓ナーサリースクールＴ＆Ｙ本郷 

㉔ひなた保育園 

❷海老名キッズルーム 

（１）ワーカーズ・コレクティブポケット 

❸ぽとふ海老名 

（２）ハートフル保育所 
⑰木下の保育園めぐみ町 

❹ぽとふ上今泉 

（３）ほほえみ保育園 

Ⅰ旭たちばな幼稚園 

（４）ベストキッズ海老名保育園 

（５）ブリティッシュ 
インターナショナルスクール 

㉖ｷﾝﾀﾞｰｶﾞｰﾃﾞﾝえびな 

❻&KIDS ことのはほいくえん 

Ⅱにっしん幼稚園 

❼ほほえみさくら保育園 

❺ぽとふ柏ケ谷 

❽さがみ野保育園 

❾スクルドエンジェル保育園海老名駅前園 

⑱木下の保育園 相模国分 

（６）ほほえみたいよう保育園 

（７）てりは保育園えびな 

㉗つげのきほいくえん 
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