
花園保育園の民間移管に係る三者協議会（第 2 回）概要

令和 3年 11 月 30 日（火）

14 時 30 分～16 時 00 分

場所：花園保育園 遊戯室

【出席者】（敬称略）

■保護者代表

家田 裕子、畑中 純里

■半田市

健康子ども部 幼児保育課 課長 竹内 健、指導保育士 寺澤 恵み、冨塚 直樹

花園保育園 園長 礒谷 詩保子

■ライクアカデミー株式会社

営業部 古小路 義貴

運営部 金井 慎平、（東海営業所常駐）廣瀬 さつき

■ariadesign 株式会社

村上 佐恵子

【配布資料】

 １、花園保育園の民間移管に係る三者協議会（第 2回）概要と詳細（前回の確認、回答事項）

 ２、半田市立花園保育園民間移管に係る三者協議会議題（例）

 ３、花園保育園新園舎図面修正案

１、挨拶

  （１）半田市

  （２）ライクアカデミー株式会社、ariadesign 株式会社

２、議題

 （１）三者協議会について（再案内）

 （２）前回の確認と確定したい事項、保留事項等

    ①園名、クラス名の確定（前回の④項目）

    ②園名、クラス名、給食の提供について、アレルギー対応、食材業者等

    ③ariadesign 株式会社より図面修正箇所の説明

    ④質疑等

 （３）今後の三者協議会の予定について

    ①令和 4 年 02 月度 ： 2 月 9 日（水） 14 時 30 分～ 場所：花園保育園 遊戯室  ⇒確定。

②令和 4年 05 月度 ： ご希望調整の上決定。



＜議題詳細＞ ※前回からの変更箇所を青字としております。

④園名、クラス名、給食の提供について、アレルギー対応、食材業者等

 ◇園名候補 ： にじいろ保育園花園  ⇒ 確定とさせて頂きたい。

   当社運営園については、「にじいろ」を冠した園を運営しておりその内容に準じたいと考えております。

 ◇クラス名 ※現組別と当社クラス名比較と変更時期案

年齢別 組別（現運営） クラス名（当社使用名） 変更時期

0歳児 なし だいち 令和 5年 4月より

1 歳児 赤１ そよかぜ 令和 5年 4月より

2 歳児 赤２ ふたば 令和 6年 4月より⇒「令和 5年 4 月より」に変更

3歳児
黄緑

うみ 令和 7年 4月より⇒「令和 5年 4 月より」に変更
桃

4歳児
黄

そら 令和 8年 4月より⇒「令和 5年 4 月より」に変更
緑

5歳児
白

たいよう 令和 9年 4月より⇒「令和 6年 4 月より」に変更
青

  ・0 歳児 ： 令和 5年度より新しく入園される為、「だいち」とさせて頂きたい。

  ・1 歳児 ： 令和 5年度より新しく入園される為、「そよかぜ」とさせて頂きたい。

  ・2 歳児 ： 令和 5年度から入園された 1歳児クラス持ちあがりとなる為、現組別「赤２」とさせて頂きます。

令和 6 年度以降は、令和 5年度に 1 歳児として入園されている為、「ふたば」とさせて頂きたい。

  ・3 歳児 ： 2 歳児と同様の考え方。令和 5年より 1 歳児で入園されたお子様がご卒園されるまでは現組別を利用。

  ・4 歳児 ： 2 歳児と同様の考え方。令和 5年より 1 歳児で入園されたお子様がご卒園されるまでは現組別を利用。

   ⇒上記はすべて令和 5年 4 月より変更させて頂きます。

  ・5 歳児 ： 2 歳児と同様の考え方。令和 5年より 1 歳児で入園されたお子様がご卒園されるまでは現組別を利用。

   ⇒5 歳児のみ令和 6 年 4 月より変更させて頂きます。

【帽子について】

 ・現在の色（納入業者様含め）をそのまま踏襲させて頂ければと思います。

 ・当社クラス名は現在の組別と異なる為、扉の色で識別する方法を検討しております。

※但し 3 歳児については、部屋を 3 つに分けている為別途検討が必要。（保留事項）

 ◇給食の提供

   前提 ： 自園調理（当社にて、栄養士・調理師を直接雇用し調理実施）

   献立 ： 本社統一献立 行事食・イベント食は各園で工夫を凝らし提供

         ※但し、現園にて実施されている献立等の踏襲が必要な場合はそれに準じ対応致します。

   アレルギー ： 基本除去食とします。除去が難しい場合は代替食の提供の場合もございます。

   ⇒上記の通り確定させて頂きたく思います。

   食材業者 ： 出来る限り地元業者様の活用を検討しております。コスト面と安定供給の面より一定量は既存事業

者様からの納入も検討しております。（すべて国産となります。）

   ⇒食材業者様については、もう少し検討のお時間を頂きたく思っております。（次回で確定させたいと考えております。）



 ◇保育料以外の負担費用について

項目 負担金額（現園） 負担金額（当社）税込 備考

かばん 1,700 円 なし⇒1,700 円予定

（希望者様を想定）

各自ご家庭でご準備願います。

⇒現納入業者様を踏襲させて頂き、その

協議により変動の可能性あり。

スモック
2,800 円（３L 以外）

2,980 円（３L）

なし

なし
各自ご家庭でご準備願います。

帽子 780 円 694 円⇒780 円予定 現納入業者様との協議により変動の可能

性あり。

写真
50 円

500 円

生活スナップ写真（希望者）

クラス集合写真（希望者）

当社にて写真販売システムを準備。希望

者様より直接購入して頂く。※１

父母の会費 2,400 円 なし ※２

主食費 800 円 800 円（予定） 基本現状から変更しない予定※３

副食費 4,500 円 4,500 円（予定） 基本現状から変更しない予定※３

独立行政法人日本スポー

ツ振興センター共済金
240 円 なし 当社にて加入している保険で賄う予定※４

おむつ定額サービス ― 3,000 円/月額 ご希望者のみ

シーツレンタル代 ― 700 円/月額 ご希望者のみ

連絡帳 ― 57 円（0～2 歳は無料） アプリ未利用の場合ご購入の場合あり

フェリカカード代 ― 110 円（1 枚目無料）

安心伝言カード代 ― 330 円（1 枚目無料）

※１ 当方提供予定の写真価格は以下とさせて頂いております。

＜写真価格（税込）＞

Ｌ版

（プリント/データ）

２Ｌ版（帯入り）

（プリント/データ）

保育士撮影 ９０円/１５０円 ６００円/９５０円

カメラマン撮影 １２０円/２００円 ８００円/１，３００円

＜決済方法（集金）＞

 ・クレジット決済（手数料無料）

 ・コンビニ決済（手数料実費を保護者様ご負担）

＜送料（納品）＞

 １００円（税込）/１回購入につき

 １回の購入が２０枚以上の場合、送料無料（予定）

 ⇒詳細調整中となります。確定ではございませんが、データ費用は値下げさせて頂く様努力しております。

 （但し最終確定は来年度の夏場ぐらいを想定しております。）

※２ 父母の会費については、何か決まりごとの催事があればその内容に応じ、費用徴収は検討させて頂きたく思っておりま

す。

※３ 主食・副食費については、基本現状から変更予定はございません。

※４ 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済金につきまして、当社にて同等内容の保険に加入しており保護者様への

負担は実施しておりません。但し、補償内容等ご確認の上、不足があるとの判断があれば共済金の徴収を予定しております。

 ⇒変更箇所以外は記載内容で確定させて頂きたいと思っております。



 【11 月度議題】

◇園の行事

 ⇒現在実施の行事の引継ぎ方法（基本的に引き継ぐ方向で調整）

 ⇒当社にて実施する内容のご確認（概ね現在と大きな違いはないと思慮）

②保護者との連携（保護者会等）

 ⇒保護者会の設定予定

 ⇒コロナの状況を鑑み、対面＋リモートを想定した対応可否

 ⇒通常は連絡帳アプリを利用した情報配信を予定

   （安心伝言版システムも導入予定。一方通行の通知となりますが、不審者情報等速やかに告知できるシステムとなり有事

の際の連絡ツールとしている。）






