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資料 １ 

公立保育所の平成２８年４月民営化園の選定について 

１ 平成２８年４月民営化園の選定について 

「川崎市新たな行財政改革プラン」に基づき、また、「第２期川崎市保育基本計画」を

踏まえ、将来的においても継続的な保育需要が見込まれる地域であること、建替えの条

件が整っていることを考慮し選定した。 

２ 民営化４園の手法及び概要について 

（１）民営化の手法 

建替えによる民営化：近隣の土地に仮設園舎を建設し、公立保育所として運営して

いる間に、社会福祉法人等により新設保育所を建設し、民営化を図る。

（２）平成２８年４月民営化園の概要 

№ 区 園 名 計画概要 備 考 

１ 川崎区 
新 町 

（Ｓ４６年築）

仮設園舎の場所：市有地

定員：１２０人⇒１３０人（１０人増）
概要１参照 

２ 幸 区 
小 向 

（Ｓ５３年築）

仮設園舎の場所：市有地

定員： ９０人⇒１２０人（３０人増）
概要２参照 

３ 高津区 
野 川 

（Ｓ４３年築）

仮設園舎の場所：民有地

定員： ９５人⇒１２０人（２５人増）
概要３参照 

４ 麻生区 
下麻生 

（Ｓ５６年築）

仮設園舎の場所：民有地

定員： ９０人⇒１００人（１０人増）
概要４参照 

（３）保育サービスの拡充 

ア ７時から２０時までの長時間延長保育の実施（全園） 

イ ３歳以上児への主食提供の実施（小向は新規、新町・野川・下麻生は継続実施） 

ウ 一時保育事業の実施（新町・小向・野川） 

３ 民営化に向けた主なスケジュール 

（１）平成２５年１１月１日  市民委員会「平成２８年４月民営化園（４園）」選定報告 

当該保育園保護者へお知らせ 

（２）平成２５年１１月～   当該保育園保護者説明会開催（定例的に開催） 

（３）平成２６年４月～９月  設置・運営法人の募集、選考 

（４）平成２６年９月～     設置・運営法人と民営化移行に向けた協議等開始 

（５）平成２７年３月     仮設園舎へ移転 

（６）平成２７年６月     当該保育園廃止議案提出 

（７）平成２７年１０月～   現保育園職員と設置・運営法人職員との共同保育開始 

（８）平成２８年４月１日   新園舎へ移転、運営移行（民営化） 



資料 ２

概要 １

新町保育園〔建替えによる民営化〕計画

１ 住 所    川崎区渡田４－９－４

２ 敷地面積    １，２５６．９５㎡

３ 定 員    【現 行】 １２０人

⇒【民営化後】 １３０人

４ 実施する保育サービス 

          (1) ７時から２０時までの長時間延長保育 

        (2) ３歳以上児への主食提供（現行から継続実施）

  (3) 一時保育事業

５ 【案内図】

現園舎  ：ＪＲ「川崎駅 」から市営バス 

「渡田三丁目 」下車  徒歩５分  

仮設園舎：新町小学校敷地内 

（現園舎からの距離：（直線）約３００ｍ）



概要 ２

小向保育園〔建替えによる民営化〕計画

１ 住 所    幸区小向西町３－５２－３

２ 敷地面積    １，１８１．５９㎡

３ 定 員    【現 行】  ９０人

⇒【民営化後】 １２０人

４ 実施する保育サービス 

          (1) ７時から２０時までの長時間延長保育 

        (2) ３歳以上児への主食提供

  (3) 一時保育事業

５ 【案内図】

現園舎 ：ＪＲ川崎駅から東急バス 

「東芝小向工場前」下車 徒歩２分 

仮設園舎：西御幸小学校敷地内 

（現園舎からの距離：（直線）約３００ｍ）



概要 ３

野川保育園〔建替えによる民営化〕計画

１ 住 所    高津区野川３９０６－４

２ 敷地面積    １，２２３．１３㎡

３ 定 員    【現 行】 ９５人

⇒【民営化後】１２０人

４ 実施する保育サービス 

          (1) ７時から２０時までの長時間延長保育 

(2) ３歳以上児への主食提供（現行から継続実施） 

        (3) 一時保育事業

５ 【案内図】

現園舎 ：ＪＲ「武蔵小杉駅」から市営バス・ 

東急バス「妙法寺下」下車 徒歩１分 

仮設園舎：民有地（高津区久末１１他） 

（現園舎からの距離：（直線）約２３０ｍ）



概要 ４

下麻生保育園〔建替えによる民営化〕計画

１ 住 所    麻生区下麻生２－１４－１

２ 敷地面積    ２，００７．９３㎡

３ 定 員    【現 行】  ９０人

         ⇒【民営化後】 １００人

４ 実施する保育サービス 

          (1)７時から２０時までの長時間延長保育 

          (2)３歳以上児への主食提供（現行から継続実施）

５ 【案内図】

現園舎 ：小田急線「新百合ヶ丘駅」から小田急バス 

「大谷」下車 徒歩３分 

仮設園舎：民有地（麻生区下麻生 1005 番 1 他） 

（現園舎からの距離：（直線）約１３０ｍ）
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保育所名 定員増 受入年(月)齢 所在地 設置・運営法人 保育所名 定員増 受入年(月)齢 所在地 設置・運営法人

1
小学館アカデミーかしまだ保育園

　（平成２５年５月１日開設）
90 ５か月～ 　幸区鹿島田１－１０－２２ （株）小学館集英社プロダクション 20 （仮称）はじめの一歩保育園 90 ５か月～ 　麻生区上麻生７－５０－１ （仮称）（福）共遊の会

2
　アスク新百合ヶ丘保育園
　（平成２５年６月１日開設）

60 １歳～ 　麻生区古沢１９７－６ （株）日本保育サービス 21 （仮称）麻生ゆりのき保育園 60 ５か月～ 　麻生区千代ヶ丘１－１７－２ （福）セイワ

定員増 150 22 （仮称）ポピンズナーサリースクール百合ヶ丘 60 １歳～ 　麻生区百合丘１－２４－９ （株）ポピンズ

23 （仮称）クレアナーサリー新百合ヶ丘
　（「(仮称)キッズスクウェア新百合ケ丘」から変更）

60 １歳～ 　麻生区上麻生３－１ （株）アルファ・コーポレーション

平成２６年４月１日開設予定の認可保育所 定員増 1,170

保育所名（仮称） 定員増 受入年(月)齢 所在地 設置・運営法人 ※　有馬１丁目地内保育所は、工事の遅延により平成２６年６月開所予定です。（民営化、定員増、長時間延長保育は４月実施予定。）

1
（仮称）かんのん町保育園
【観音町保育園民営化】

25
（95 ⇒120）

５か月～ 　川崎区観音１－１０－３ （福）神奈川県社会福祉事業団

2 （仮称）小倉にこにこ保育園 60 ５か月～ 　幸区小倉４－８１５－１４ （福）幸友会

3 （仮称）日生鹿島田保育園ひびき 60 １歳～ 　幸区下平間１４３－１６　２・３階 （株）日本生科学研究所 保育所名 定員増 受入年(月)齢 所在地 設置・運営法人

4 （仮称）日生夢見ヶ崎保育園ひびき 60 １歳～ 　幸区南加瀬１－２２１０－１ （株）日本生科学研究所 1 　らいらっく保育園
10

（100⇒110）
１歳～⇒５か月～ 　中原区木月伊勢町６－１ （福）リラ福祉会

5 （仮称）わらべうた幸町保育園 30 １歳～ 　幸区幸町１－７４９－２　１階 　長谷川ナーシングパートナー（株） 定員増 10

6
（仮称）社会福祉法人けいわ会
　上小田中保育園【上小田中保育園民営化】

25
（95 ⇒120）

５か月～ 　中原区上小田中１－２８－２５ （福）けいわ会 ※　らいらっく保育園は、平成２６年４月から受入年（月）齢についても変更予定です。

7 （仮称）小杉もりのこ保育園 60 ５か月～ 　中原区市ノ坪３８６－４ （株）こどもの森

8
（仮称）子母口地内保育所
【子母口保育園民営化】

10
（120⇒130）

５か月～ 　高津区子母口３７８ （福）神奈川民間保育園協会

9 （仮称）にじいろ保育園武蔵新城 70 ５か月～ 　高津区新作５－１３０－３ （株）サクセスアカデミー 保育所名 定員増 受入年(月)齢 所在地 設置・運営法人

10 （仮称）明日葉保育園武蔵新城園 60 １歳～ 　高津区千年１０２６ 　葉隠勇進（株） 1
　浜町２丁目地内保育所
　【川崎愛泉保育園改築】

10
（60⇒70）

５か月～ 　川崎区浜町２－２２－１６ （福）神奈川県社会福祉事業団

11 （仮称）溝の口もりのこ保育園 60 １歳～ 　高津区坂戸１－５５２ （株）こどもの森 定員増 10

12
（仮称）有馬１丁目地内保育所
【西有馬保育園民営化】　※

10
（120⇒130）

５か月～ 　宮前区有馬１－８－６ （福）寿会

13 （仮称）アスク宮崎台保育園 60 １歳～ 　宮前区宮前平１－１－１５ （株）日本保育サービス

14 （仮称）まなびの森保育園宮前平 60 １歳～ 　宮前区土橋２－５－１ （株）こどもの森 保育所名 定員増 受入年(月)齢 所在地 設置・運営法人

15 （仮称）明日葉保育園鷺沼園 60 １歳～ 　宮前区鷺沼１－６－３ 　葉隠勇進（株） 1 （仮称）ココファン・ナーサリー川崎 （40） １歳～ 　幸区南幸町２－４－２　１階 （株）学研ココファン・ナーサリー

16 （仮称）グリーンフォレスト神木保育園 60 １歳～ 　宮前区神木本町２－５－５ （福）ちとせ交友会

17
（仮称）三田１丁目地内保育所
【三田保育園民営化】

10
（120⇒130）

５か月～ 　多摩区三田１－１８－３ （福）かしのみ福祉会

18 （仮称）アスク生田保育園 60 １歳～ 　多摩区生田３４４５ （株）日本保育サービス 1,270

19 （仮称）小学館アカデミー　西いくた保育園 60 １歳～ 　多摩区西生田３－１３ （株）小学館集英社プロダクション 1,330 ※　平成２６年９月１日に定員変更予定の「浜町２丁目地内保育所」を除く。

平成２５年度途中開設の認可保育所

既存施設の定員変更（平成２６年４月１日予定）

平成２５年度途中開設及び平成２６年度開設・定員増予定の認可保育所一覧

第２期川崎市保育基本計画による定員増

平成２６年４月定員増（前年比）※

既存施設の定員変更（平成２６年９月１日予定）

平成２６年４月１日の開設が中止となった保育所

資料 ３



公設民営保育所の譲渡方式の導入による民設民営化への転換について 

３ 公設民営保育所の民設化（民間移管）について １ 本市における認可保育所の運営の方向性 

１ 川崎市の認可保育所の設置運営状況（平成25年10月現在） 

 [運営主体別設置数] 

川崎市 
社会福祉 
法人 

公益財団 
法人 

株式 
会社 

学校 
法人 

NPO 
法人 

宗教 
法人 

合計 

公
立

公営 57 57

民営 10 1 4 15

民設民営 72 2 67 5 4 1 151

合計 57 82 3 71 5 4 1 223

比率 25.6 ％ 38.1％ 31.8％ 4.5％ 100％ 

２ 公設民営保育所の現況 

◎平成17年度の公立保育所の民営化の手法として、指定管理者制度の導入。指定期間は５年間。 

◎平成22年度の導入が最後であり、平成26年度末で全指定管理者が5年以上の運営実績を持つ。 

建物が保育所単体（公立保育所の民営化）  １１園 

他の公立施設と合築   ４園 

（教育委員会所管3か所、健康福祉局所管1か所）

≪民設化（民間移管）の手法≫ 

１ 建物が保育所単体の場合（対象園１１園） 

（1）現園舎等を譲渡し、土地の貸付により民設民営化（民間移管）を図る。 

＜民間移管する場合の財産の取扱い＞ 

①建物、工作物・・・・・有償譲渡 

不動産鑑定評価額を基本とし、1/4の価格に減額する。

（川崎市財産条例第5条第2項）

社会福祉法人が保育所を整備する場合の割合（市・国負担3/4、法人負担1/4）に準ずる。 

②土地・・・・・無償貸付（川崎市財産条例第6条第2号） 

③備品・・・・・譲与（川崎市財産条例第9条第1号） 

④建物・土地等については、保育所用途以外に使用しないよう条件を附す。 

（2）譲渡先の募集は公募とする。 

＜譲渡先法人の募集について＞ 

※募集の時期は、資料５「公設民営保育所の設置状況」参照 

①平成25年度に法人募集を行う５園：大師、下作延中央、坂戸、宮崎、宿河原 

譲渡先法人については、譲渡価格の減額、将来の建替え時の施設整備費補助の仕組み等の条

件が法律等で整備されている社会福祉法人、公益財団法人、公益社団法人に限定する。 

②平成27年度以降に法人募集を行う６園：塚越、小田中・小田中乳児、南平間、宮前平、白鳥 

今後、多様な主体の参入を推進する、国の「子ども・子育て支援新制度」（平成 27 年度～）

の制度設計を踏まえ、株式会社に対する譲渡についても、課題や条件を整理した上で、株式会

社も譲渡先の対象とする方向で検討する。（譲渡先法人の規制緩和） 

※    は、現在の指定管理者が株式会社である保育所 

（3）民設化への移行プロセス 

現行の指定管理期間（５年）中、４年目に総括評価・譲渡先法人の募集及び選定、５年目に譲渡

契約（公有財産売買契約）を実施、その翌年度に民設化を図る。

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 

運営開始   

総括評価 

法人募集・選定 

譲渡契約 民設化 

２ 建物が他施設との合築の場合（対象園４園：かわなかじま、みぞのくち、たちばな中央、くじ）

指定管理者制度を継続していく中で、国の「子ども・子育て支援新制度」の制度設計を踏まえ、 

関係局と調整の上、園舎の貸付等、民設化の手法を検討する。

資料４ 

１ 「第４次行財政改革プラン」「第２期川崎市保育基本計画」における認可保育所運営の方向性 

  民間活力を積極的に導入することにより、市民が求める質の高いサービスを効率的かつ多様に提供

することを目指す。 

～保育サービスの提供主体～ 

「民間でできることは民間で」 

民間保育所 

★保育受入れ枠の量的拡大 

★公立保育所の民営化 

★多様な保育ニーズへの対応 

～「新たな公立保育所」の機能強化～ 

各区３か所、計２１か所 

公立保育所

★地域の子ども・子育て支援 

★民間保育所等への支援 

★公・民保育所人材の育成 

支援・連携

★運営費（国基準・市単独助成）の交付による保育サービスの確保 

★児童福祉施設指導監査の強化 

行 政

指導 
・ 
監督

本市の認可保育所運営の方向性を踏まえ、指定管理者制度を導入し公設民営化し

た保育所についても、保育の継続性を確保し、より民間が主体的に保育サービスを

提供できるよう民設民営化（民間移管）を図る。 

２ 本市の認可保育所の設置状況 



≪政令市の公立保育所の譲渡方式の導入状況（土地・建物の移管方法）≫

川崎市
社会福祉法人
公益財団法人
公益社団法人

無償貸付 有償譲渡 資産評価額の1／4 有

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市
社会福祉法人
公益財団法人
公益社団法人

無償貸付 有償譲渡 資産評価額の1／4 無

相模原市 社会福祉法人 無償貸付 無償譲渡 無償 無

新潟市

静岡市

浜松市 社会福祉法人 無償貸付 無償譲渡 無償 無

名古屋市

京都市
社会福祉法人
宗教法人
個人

有償貸付 有償譲渡 資産評価額の1／4 無

大阪市 社会福祉法人
定期借地権設定契約
有償（減額）

＊10年間は無償
有償譲渡 資産評価額 無

堺市 社会福祉法人 無償貸付 有償譲渡
資産評価額

（評価額を最低価格とし、
競争有）

有

神戸市 社会福祉法人 有償貸付（50年間）
無償譲渡

（資産価値０とみなしている）
無償 無

岡山市

広島市 社会福祉法人 無償貸付
　・1年間は無償貸付
　・その後、有償譲渡
　・建替えが条件の場合は無償譲渡

資産評価額の1／4 無

北九州市
社会福祉法人
公益財団法人
公益社団法人

有償貸付
（10円／㎡）

無償譲渡 無償 無

福岡市 社会福祉法人 無償貸付 無償譲渡 無償 無

熊本市
社会福祉法人
学校法人

有償貸付 無償譲渡 無償 無

建物

財産の取扱い

対象法人 土地 建物譲渡価格
譲渡価格
の競争

資料５川崎市の公設民営保育所の設置状況／政令市における公立保育所の譲渡方式の導入状況／今後のスケジュール

≪平成25年度～平成27年度の主なスケジュール≫

平成２５年１１月 市民委員会（報告） 保護者へ周知・説明

平成２６年２～３月 譲渡先法人の募集・選定

平成２６年６月 川崎市保育園条例の改正

平成２６年７月以降 公有財産（建物）売買契約

平成２６年１０月 業務引継ぎ（共同保育）　　※運営主体が変更となる場合

平成２７年４月 民設民営による運営開始


