令和元年度特別立入調査結果（設置者に対して文書による指導を行った施設一覧）
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1

設置場所

①大阪府大阪市
② 〃

施設名

①オリーブ保育園
②ヤドリギの森保育園

設置者

株式会社Bond

実施日

文書指導
実施日

令和元年7月29日

令和元年10月25日

対応

主な指摘・指導事項

①、②ともに
連携推進加算について、加算要件を満たしていなかった。
保育補助者雇上強化加算について、加算要件を満たしていなかった。

完了報告により返還予定。

・完了報告により返還。
・防火・防災に係る設備の設置について、認可外保育施設の指導監督基
準を満たしていることを確認した。
・返還済み
・本事業に係る助成交付要件を理解し適正な申請を行い、助成金の収支 ・改善報告書提出済み
について明瞭に経理をするよう指導した。
・児童育成協会より、改善報告書の提出を指示。
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大阪府大阪市

本町おひさま保育園

株式会社ユニクエスト

令和元年7月30日

令和2年6月12日

・
・
・
・
・
・
・

3

大阪府豊中市

そらやん保育園

株式会社ストリームジャ
パン

令和元年8月19日

令和2年4月21日

連携推進加算について、加算要件を満たしていなかった。
保育士配置数について、適正な申請がされていなかった。
保育補助者雇上強化加算について、加算要件を満たしていなかった。
在籍児童について、適正な申請がされていなかった。

防火・防災に必要な設備の設置が適切にされていなかった。
病児保育加算について、加算要件を満たしていなかった。
保育補助者雇上強化加算について、加算要件を満たしていなかった。
週開所日数について、助成要件を満たしていなかった。
連携企業との共同利用契約が適切に行われていなかった。
連携推進加算について、加算要件を満たしていなかった。
保育士配置数について、適正な申請がされていなかった。

完了報告により返還予定。
・改善報告書提出済み
児童育成協会より、改善報告書の提出を指示。
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①大阪府大阪市
② 〃

①ふり～保育園
②ふり～保育園四ツ橋園

株式会社フリーネイル

令和元年8月30日

令和2年2月3日

①、②ともに
処遇改善加算Ⅰ及びⅡについて、加算要件を満たしていなかった。
連携推進加算について、加算要件を満たしていなかった。
助成金の管理が適切に行われていなかった。

完了報告により返還予定。
新規に助成金専用の金融機関口座を設け、明瞭に助成金の経理をする
よう指導した。さらに、顧問税理士が、四半期に2回、助成金に関する経
理帳簿類の点検をすることとした。
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岡山県岡山市

あっぷる保育園

株式会社グッドライフ

令和元年9月6日

令和元年10月16日

助成要領 第１－１で規定する助成の対象に該当していなかった。
連携推進加算について、加算要件を満たしていなかった。
週開所日数について、助成要件を満たしていなかった。

経緯書の提出を指示。
完了報告により返還予定。
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①静岡県富士宮市
②静岡県富士市

①よつば保育園
②あおば保育園

ベスタズスタッフィング
株式会社

令和元年9月30日

令和元年12月12日

連携推進加算について、加算要件を満たしていなかった。
週開所日数について、助成要件を満たしていなかった。（②のみ）

完了報告により返還予定。
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①北海道小樽市
② 〃

① Orange STAR銭函保育園
株式会社総合子育て支
② Orange STAR銭函保育園
援塾IFC
本園

令和元年10月11日

令和2年2月28日

8

広島県広島市

チェルシー保育園

株式会社チェルシー

令和元年10月18日

令和元年10月30日

改善等の状況

①、②ともに
在籍児童について、適正な申請がされていなかった。
在籍職員について、適正な申請がされていなかった。
調理室への入退室について、適正な衛生管理がされていなかった。

保育士配置基準を満たしていなかった。
週開所日数について、助成要件を満たしていなかった。
給食提供および衛生管理が適切に行われていなかった。

・経緯書提出済み

完了報告により返還予定。
・改善報告書提出済み
児童育成協会より、改善報告書の提出を指示。

協会において、令和元年12月６日に以下の事由により、助成決定の取消
しを行った。
・実施要綱・助成要領等の定めに違反し、指導・勧告を受けても改善が
みられない等必要があると認めたため
・運営費の助成申込において不正を行っていたことが判明したため
助成金の返還請求中。

9

埼玉県所沢市

10 兵庫県神戸市

11 福岡県福岡市

オレンジタウン保育園

キンダーガーデン新神戸

医療法人元気会わかさ
クリニック

令和元年10月31日

株式会社プロダクトデザ
令和元年11月29日
イン

ちびっこランド博多呉服町園 株式会社ジョウジマ

令和2年1月17日

令和元年12月24日

令和2年6月3日

令和2年2月17日

連携推進加算について、加算要件を満たしていなかった。
調理員の労務管理が適切に行われていなかった。

病児保育加算について、加算要件を満たしていなかった。
保育補助者雇上強化加算について、加算要件を満たしていなかった。
週開所日数について、助成要件を満たしていなかった。
開所時間について、適正な申請がされていなかった。
保育利用契約が適切に行われていなかった。
連携推進加算申請について、適切な常勤換算がされていなかった。
預かりサービス加算申請に必要な帳票が不十分であった。
運営費助成金の収支管理が適切に行われていなかった。
賃金台帳が適切に管理されていなかった。
勤怠管理が適切に行われていなかった。
施設を企業主導型保育事業の補助目的外の用途で使用していた。

申請された保育士比率に誤りがあった。
連携推進加算について、加算要件を満たしていなかった。
病児保育加算について、加算要件を満たしていなかった。
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完了報告により返還予定。
全職員の毎月の勤務時間及び残業時間を正確に点検し、労働関係法令
に違反していないかチェックをすることとした。

完了報告により返還予定。
保育利用契約、開所時間、連携推進員加算、預かりサービス加算、助成
・改善報告書提出済み
金収支管理、賃金台帳の各項目について是正命令を行った。
児童育成協会より、改善報告書の提出を指示。

完了報告により返還予定。

ＮＯ

設置場所

12 京都府京都市

施設名

保育園NOAH KIDS

設置者

株式会社創和

実施日

文書指導
実施日

令和2年1月24日

令和2年3月30日

対応

主な指摘・指導事項

連携推進加算について、加算要件を満たしていなかった。
保育士配置数について、適正な申請がされていなかった。
処遇改善加算Ⅰ及びⅡについて、加算要件を満たしていなかった。
病児保育加算について、加算要件を満たしていなかった。

完了報告により返還予定。
・改善報告書提出済み
児童育成協会より、改善報告書の提出を指示。

乳幼児の人権に対する配慮に欠けた行為があったことを受け、改善指導
を実施。
株式会社成和キッズア
カデミー

13 広島県広島市

成和キッズアカデミー

14 東京都葛飾区

ちびっこランド新小岩駅前園 株式会社エレナ

15 東京都小金井市

プリンセスプリンス保育園小 株式会社プリーマ
金井
ヴェーラ

令和2年1月31日

令和2年2月14日

令和2年2月21日

令和2年3月11日

令和2年3月3日

令和2年4月28日

（主な指導内容）
・園長、施設長、統括マネージャーの３名は、保育業務に携わらないこと
・保育士の配置基準を維持すること
・再発防止策を策定すること
・保護者説明会を開催すること
・保護者が児童の転園を希望する場合に適切に対応すること

申請された保育士比率に誤りがあった。
連携推進加算について、加算要件を満たしていなかった。
保育補助者雇上強化加算について、加算要件を満たしていなかった。
保健所等への適切な報告がされていなかった。

連携推進加算について、加算要件を満たしていなかった。
運営費助成金の管理が適切に行われていなかった。

児童育成協会からの改善報告書の提出を指示。

①広島県広島市
② 〃

①ニックストゥモローランド西
②ニックストゥモローランド佐 株式会社ニックス
伯

令和2年3月13日

令和2年5月20日

①、②ともに
連携推進加算について、加算要件を満たしていなかった。

令和2年7月15日

連携推進加算について、加算要件を満たしていなかった。
保育補助者雇上強化加算について、加算要件を満たしていなかった。
在籍児童について、適正な申請がされていなかった。
保育士配置数について、適正な配置がされていなかった。

・改善報告書提出済み
児童育成協会より、改善報告書の提出を指示。

完了報告により返還予定。
助成金専用の金融機関口座を設け、明瞭に助成金の経理をするよう指
導した。

完了報告により返還予定。

完了報告により返還予定。
17 神奈川県横須賀市

よこすか保育園

学校法人 大津学園

令和2年3月19日

開所全時間帯において、保育従事者・保育有資格者の適正な配置人員
数を遵守するよう、是正命令を行った。
（児童育成協会より、改善報告書の提出を指示予定）

〇 完了報告により返還予定。
18 神奈川県横須賀市

リーベリー保育園

社会福祉法人 恵徳会

令和2年3月19日

令和2年7月27日

連携推進加算について、加算要件を満たしていなかった。
保育補助者雇上強化加算について、加算要件を満たしていなかった。
在籍児童について、適正な申請がされていなかった。

〇 本事業に係る助成金の交付目的に従い、適正な運営費助成申請を行
うよう指導した。
（児童育成協会より、改善報告書の提出を指示予定）
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・改善報告書提出済み
（主な改善報告内容）
・園長、施設長、統括マネージャーの３名は、保育業務に携わらない
こと
・保育士の配置基準を維持すること
・以下の再発防止策を講じること
・虐待・体罰防止マニュアルの整備
・児童虐待、体罰にかかる管理職に対する研修の実施
・通報体制の整備
・会社におけるガバナンスの確保
・改善報告受理後、速やかに保護者説明会を開催すること
・保護者が児童の転園を希望する場合に適切に対応すること

完了報告により返還予定。

児童育成協会より、改善報告書の提出を指示。

16

改善等の状況

・改善報告書提出済み

