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家庭的保育事業等（小規模保育事業）の認可について 

 

１ 家庭的保育事業等について 

  目的：地域における多様な保育ニーズにきめ細かく対応できるよう、質が確保さ 

 れた保育を提供し、子どもの成長を支援する。 

 

事業の類型 

     事  業  人数 場所 

家庭的保育事業  ５人以下 家庭的保育者の居宅スペース 

小規模保育事業 

Ａ型 ６人以上 

１９人以下 多様なスペース Ｂ型 

Ｃ型 ６人以上１０人以下 

居宅訪問型保育事業  １対１ 利用する保護者・子どもの居宅 

事業所内保育事業 
保育所型 ２０人以上 

事業所等のスペース 
小規模型 １９人以下 

 

２ 家庭的保育事業等の認可 

（１）市町村長の許可（児童福祉法第３４条の１５第２項） 

    認可とは・・・「行政機関が第三者の行為に同意を与え，その行為を法律上有 

効に完成させる行政行為。」 

例）保育所の認可、法人設立の認可 

 

（２）子ども・子育て会議の意見（児童福祉法第３４条の１５第４項） 

 

（３）認可の基準 

   ○流山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

     基準 ①設備（保育室等の設置・子ども１人当たりの面積基準、建築物の 

耐火基準、消防設備等） 

        ②職員（保育士等の配置人数） 

        ③保育所等の連携 

        ④その他、衛生管理、食事の提供、健康診断等 

   ○児童福祉法 

     基準 ①経済的基盤、経営者等の社会的信望 

        ②実務を担当する幹部職員担当者が、社会福祉事業に関する知識又 

は経験を有する 

        ③刑法上の刑（禁固刑以上の刑）など 

【資料１－１】第８回子ども・子育て会議 

（平成３０年２月７日） 
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３ 認可申請の概要 

＜１＞【（仮称）オハナゆめキッズハウスおおたかの森】 

（１）事業者について 

  ①事業類型 小規模保育事業Ａ型 

  ②事業所名 （仮称）オハナゆめキッズハウスおおたかの森 

  ③所在地  流山市新市街地地区Ｂ５８街区１３～１６画地 

  ④設置者  株式会社マザープラネット 

        柏市若柴１７８番地４ 柏の葉キャンパス１４８街区１ 

パークシティ柏の葉キャンパスザ・ゲートタワーウェスト３Ｆ 

        運営実績 

        ■ 小規模保育事業所 

        ・オハナゆめキッズハウス（流山市） 

        ■ 認可外保育施設等 

        ・オハナ☆キッズケア（松戸市（病児保育事業）） 

        ・オハナ☆シッターズ（松戸市（ベビーシッター事業）） 

  ⑤代表者   代表取締役 藪本 敦弘 

  ⑥施設面積  ９７.９８㎡ 

  ⑦認可定員  １９人（０歳児 ３人、１歳児 ８人、２歳児 ８人） 

  ⑧開設予定日 平成３０年４月１日 

 

（２）施設設備の状況 

  ①居室 乳児室２・保育室１・幼児用トイレ・職員用トイレ・調理室・沐浴設備 

  ②安全対策 消火設備（消火器）、火災報知機、誘導灯、避難車、避難口２ヶ所 

      建物（耐火建築物・耐震基準） 

 

（３）職員の配置状況 

   保育士１０名（常勤５名、非常勤５名）、調理員２名、施設長１名 

 

（４）連携施設 

   かやの木保育園・Kanade流山セントラルパーク保育園 

   連携内容：卒園児（３歳児）の受入れ 
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＜２＞【（仮称）エンゼルみらい保育室南流山】 

（１）事業者について 

  ①事業類型  小規模保育事業Ａ型 

  ②事業所名  （仮称）エンゼルみらい保育室南流山 

  ③所在地   流山市南流山１－９－１４ 

  ④設置者   有限会社キリオン 

         柏市千代田１丁目２－４８アネックス柏３階 

         運営実績 

         ■ 小規模保育事業所 

・エンゼルゆめの保育室南流山（流山市） 

・エンゼルナーサリー初富（鎌ヶ谷市） 

         ・みのり台エンゼル保育園（松戸市） 

         ■ 認可外保育施設等 

         ・なかよし☆キッズ（松戸市） 

         ・ロンパールーム松戸園（松戸市） 

  ⑤代表者   代表取締役 岡本 聡子 

  ⑥施設面積  ９８.９６㎡ 

  ⑦認可定員  １９人（０歳児 ３人、１歳児 ８人、２歳児 ８人） 

  ⑧開設予定日 平成３０年４月１日 

 

（２）施設設備の状況 

  ①居室 乳児室２・保育室１・幼児用トイレ・職員用トイレ・調理室・沐浴設備 

  ②安全対策 消火設備（消火器）、火災報知機、誘導灯、避難車、避難口２ヶ所 

      建物（耐火建築物・耐震基準） 

 

（３）職員の配置状況 

   保育士７名（常勤６名、非常勤１名）、調理員１名、栄養士１名、施設長１名 

 

（４）連携施設 

   ピオーネ流山保育園・みやぞの保育園・南流山幼稚園 

   連携内容：卒園児（３歳児）の受入れ 
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＜３＞【（仮称）スタービスケ】 

（１）事業者について 

  ①事業類型  小規模保育事業Ａ型 

  ②事業所名  （仮称）スタービスケ 

  ③所在地   新市街地地区Ｃ５３街区１画地 

  ④設置者   グッドスターキッズハウス株式会社 

         流山市市野谷６６０－１ 新Ａ－４街区－１ 

         運営実績 

         ■ 小規模保育事業所 

・スターキッズおおたかの森園（流山市） 

         ■ 認可外保育施設等 

         ・スター☆ギフト（松戸市） 

  ⑤代表者   代表取締役 飯干 健太郎 

  ⑥施設面積  ９５.０１㎡ 

  ⑦認可定員  １９人（０歳児 ３人、１歳児 ８人、２歳児 ８人） 

  ⑧開設予定日 平成３０年４月１日 

 

（２）施設設備の状況 

  ①居室 乳児室２・保育室１・幼児用トイレ・職員用トイレ・調理室・沐浴設備 

  ②安全対策 消火設備（消火器）、火災報知機、誘導灯、避難車、避難口２ヶ所 

      建物（耐火建築物・耐震基準） 

 

（３）職員の配置状況 

   保育士６名（常勤４名、非常勤２名）、調理員１名、栄養士１名、施設長１名 

 

（４）連携施設 

   こころおおたかの森保育園・けやきの森保育園おおたかの森園・けやきの森保 

育園第二・けやきの森保育園西初石園 

   連携内容：卒園児（３歳児）の受入れ 
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＜４＞【（仮称）チャレンジキッズおおたかの森園】 

（１）事業者について 

  ①事業類型  小規模保育事業Ａ型 

  ②事業所名  （仮称）チャレンジキッズおおたかの森園 

  ③所在地   流山市十太夫１０７番６（新Ｃ６０街区９） 

  ④設置者   株式会社Ｃ・Ｂ・Ｈ 

         柏市あけぼの４－１－３ あけぼのビル２階 

         運営実績 

         ■ 小規模保育事業所 

・チャレンジキッズ長原園（東京都大田区） 

・チャレンジキッズ雪谷大塚園（東京都大田区） 

・チャレンジキッズ北千束園（東京都大田区） 

         ■ 認可外保育施設等 

         ・三橋の森保育園（埼玉県さいたま市） 

  ⑤代表者   代表取締役 早川 和宏 

  ⑥施設面積  １１５.３９㎡ 

  ⑦認可定員  １９人（０歳児 ３人、１歳児 ８人、２歳児 ８人） 

  ⑧開設予定日 平成３０年４月１日 

 

（２）施設設備の状況 

  ①居室 乳児室２・保育室１・幼児用トイレ・職員用トイレ・調理室・沐浴設備 

  ②安全対策 消火設備（消火器）、火災報知機、誘導灯、避難車、避難口２ヶ所 

      建物（耐火建築物・耐震基準） 

 

（３）職員の配置状況 

   保育士６名（常勤５名、非常勤１名）、調理員２名、施設長１名 

 

（４）連携施設 

   そらまめ保育おおたかの森・流山こばと保育園 

   連携内容：卒園児（３歳児）の受入れ 
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＜５＞【（仮称）キッズフィールドおおたかの森園】 

（１）事業者について 

  ①事業類型  小規模保育事業Ａ型 

  ②事業所名  （仮称）キッズフィールドおおたかの森園 

  ③所在地   新市街地地区Ｂ７１街区６・７画地 

  ④設置者   株式会社ＪＦＡ 代表取締役 佐藤 康久 

         宮城県柴田郡大河原町大谷字町向１９９－３ 

         運営実績 

         ■ 小規模保育事業所・認可外保育施設等 

・開園及び運営コンサルティング ６１園 

  ⑤代表者   代表取締役 佐藤 康久 

  ⑥施設面積  １１２.００㎡ 

  ⑦認可定員  １９人（０歳児 ３人、１歳児 ８人、２歳児 ８人） 

  ⑧開設予定日 平成３０年４月１日 

 

（２）施設設備の状況 

  ①居室 乳児室２・保育室１・幼児用トイレ・職員用トイレ・調理室・沐浴設備 

  ②安全対策 消火設備（消火器）、火災報知機、誘導灯、避難車、避難口２ヶ所 

      建物（耐火建築物・耐震基準） 

 

（３）職員の配置状況 

   保育士７名（常勤６名、非常勤１名）、調理員２名、施設長１名 

 

（４）連携施設 

   流山おおたかの森きらきら保育園・暁の星保育園・流山さんぴこ保育園 

   連携内容：卒園児（３歳児）の受入れ 
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＜６＞【（仮称）生活クラブ虹の街小規模保育おおたかの森園】 

（１）事業者について 

  ①事業類型  小規模保育事業Ａ型 

  ②事業所名  （仮称）生活クラブ虹の街小規模保育おおたかの森園 

  ③所在地   流山市東初石５丁目２０番地２．３ 

  ④設置者   生活クラブ生活協同組合（千葉） 

         千葉市美浜区真砂５－２１－１２ 

         運営実績 

         ■ 小規模保育事業所 

・生活クラブ保育園ぽむ（東京都板橋区） 

※生活クラブ生活協同組合・東京による運営 

  ⑤代表者   代表理事 片桐 浩章 

  ⑥施設面積  １２６.８７㎡ 

  ⑦認可定員  １９人（０歳児 ３人、１歳児 ８人、２歳児 ８人） 

  ⑧開設予定日 平成３０年４月１日 

 

（２）施設設備の状況 

  ①居室 乳児室２・保育室１・幼児用トイレ・職員用トイレ・調理室・沐浴設備 

  ②安全対策 消火設備（消火器）、火災報知機、誘導灯、避難者、避難口２ヶ所 

        建物（耐火建築物・耐震基準） 

 

（３）職員の配置状況 

   保育士１１名（常勤５名、非常勤６名）、調理員３名、施設長１名 

 

（４）連携施設 

   流山こばと保育園・かやの木保育園・生活クラブ風の村わらしこ保育園 

・江戸川台保育所 

   連携内容：卒園児（３歳児）の受入れ 
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＜７＞【（仮称）ゆずのき保育おおたかのもり園】 

（１）事業者について 

  ①事業類型  小規模保育事業Ａ型 

  ②事業所名  （仮称）ゆずのき保育おおたかのもり園 

  ③所在地   流山市新市街地地区Ｂ２５街区４画地 

  ④設置者   株式会社リーディング・ラボ 

         愛知県名古屋市中区錦２丁目１９－１９ 

広小路センタープレイス５Ｆ 

         運営実績 

         ■ 小規模保育事業所等 

・なし 

  ⑤代表者   代表取締役 小島 誠司 

  ⑥施設面積  ８３.９４㎡（※ほか、園庭２６．４㎡あり） 

  ⑦認可定員  １９人（０歳児 ３人、１歳児 ８人、２歳児 ８人） 

  ⑧開設予定日 平成３０年４月１日 

 

（２）施設設備の状況 

  ①居室 乳児室２・保育室１・幼児用トイレ・職員用トイレ・調理室・沐浴設備 

  ②安全対策 消火設備（消火器）、火災報知機、誘導灯、避難車、避難口２ヶ所 

      建物（耐火建築物・耐震基準） 

 

（３）職員の配置状況 

   保育士９名（常勤５名、非常勤４名）、調理員２名、施設長１名 

 

（４）連携施設 

   暁の星保育園・流山おおたかの森きらきら保育園 

   連携内容：卒園児（３歳児）の受入れ 
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＜８＞【（仮称）アルタベビー流山園】 

（１）事業者について 

  ①事業類型  小規模保育事業Ａ型 

  ②事業所名  （仮称）アルタベビー流山園 

  ③所在地   流山市新市街地地区Ａ２２街区６画地 

  ④設置者   株式会社アルタナーサリー 

         埼玉県さいたま市緑区三室１０７２－１１ 

         会社概要 

         運営実績 

         ■ 小規模保育事業所 

・アルタベビー三橋園（埼玉県さいたま市） 

・アルタベビー田無園（東京都西東京市） 

  ⑤代表者   代表取締役 上田 厚作 

  ⑥施設面積  １０２.２７㎡ 

  ⑦認可定員  １９人（０歳児 ３人、１歳児 ８人、２歳児 ８人） 

  ⑧開設予定日 平成３０年４月１日 

 

（２）施設設備の状況 

  ①居室 乳児室２・保育室１・幼児用トイレ・職員用トイレ・調理室・沐浴設備 

  ②安全対策 消火設備（消火器）、火災報知機、誘導灯、避難車、避難口２ヶ所 

      建物（耐火建築物・耐震基準） 

 

（３）職員の配置状況 

   保育士７名（常勤５名、非常勤２名）、調理員２名、施設長１名 

 

（４）連携施設 

   アスクおおたかの森保育園・こころおおたかの森保育園 

   連携内容：卒園児（３歳児）の受入れ 

 

 

 

 

 

 

 


