
                              

議案第３１号  

 

 

 

世田谷区公私連携幼保連携型認定こども園の設置及び運営に  

関する協定の締結  

 

 

 

上記の議案を提出する。  

 

 

 

令和元年７月２３日  

 

                        （提出者）  

                        世田谷区教育委員会  

                          教育長 渡部 理枝  

 

 

 

 

 

（提案説明）  

世田谷区公私連携幼保連携型認定こども園の設置及び運営に関する協定を

締結する必要があるので、世田谷区教育委員会事案決定手続規程に基づき、本

案を提出する。  



世田谷区公私連携幼保連携型認定こども園の設置及び運営に関する協定書（案） 

 

 世田谷区教育委員会を甲とし、社会福祉法人尚徳福祉会を乙とし、区立幼稚園用

途転換等計画に基づき、世田谷区立塚戸幼稚園を公私連携幼保連携型認定こども園

に用途転換を図るため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推

進に関する法律（平成 18 年法律第 77 号。以下「認定こども園法」という。）第 34

条第２項の規定に基づき、甲乙間で次の条項により協定する。 

 

（趣 旨） 

第１条 この協定は、認定こども園において、「世田谷区幼児教育・保育推進ビジョ

ン」に基づく先駆的な取組みや、これまで区立幼稚園が取り組んできた配慮を必

要とする子どもたちの受入れなど、甲及び世田谷区（以下「区」という。）が培っ

てきた特色を活かして、乙が質の高い乳幼児期の教育及び保育を実践することが

できるよう、必要な事項を定めるものとする。 

（名称及び所在地） 

第２条 本協定の目的となる認定こども園の名称及び所在地は次のとおりとする。 

（１）名 称 認定こども園世田谷ベアーズ 

（２）所在地 世田谷区千歳台六丁目 588番１の一部、614番２の一部、 

615番２の一部、616番１の一部、617番２の一部 

（住居表示 世田谷区千歳台六丁目７番） 

（開設年月日） 

第３条 認定こども園の開設年月日は、令和２年４月１日とする。 

（教育及び保育等に関する基本事項） 

第４条 乙は、教育保育計画の作成について、幼保連携型認定こども園教育・保育

要領（平成 29 年３月 31 日内閣府・文部科学省・厚生労働省告示）に基づき、教

育及び保育の内容及び子育ての支援等に関する全体的な計画等を作成し、教育及

び保育を実施すること。 

また、甲又は区の定める幼児教育・保育推進ビジョンや保育の質ガイドライン、

その他、関係規程を踏まえた教育及び保育を実施すること。 

２ 認定こども園の利用定員については、子ども・子育て支援法（平成 24年法律第

65号。以下「法」という。）第 19条第１項第１号に掲げる小学校就学前の子ども

に該当すると認められた者（以下「１号認定子ども」という。）60 人、法第１項

第２号に掲げる小学校就学前の子どもに該当すると認められた者 45人、法第１項

第３号に掲げる小学校就学前の子どもに該当すると認められた者 36 人とするこ

と。なお、１号認定子どもについては、利用定員を超えた申込みがあった場合は

世田谷区民を優先し、区立幼稚園と同等の抽選により選考すること。また、利用

定員を変更する場合は、必ず甲と協議すること。 

３ 認定こども園の開園日は、原則として、次に掲げる日を除く日とする。 



（１）日曜日 

（２）国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日 

（３）12月 29日から翌年１月３日 

（４）１号認定子どもの休園日については、区立幼稚園及び区立認定こども園を

参考に乙が定める。 

４ 認定こども園の基本開所時間は、11 時間（午前７時 15 分から午後６時 15 分）

とすること。なお、教育課程に係る教育時間は午前９時から午後２時までとする

こと。 

５ 乙は、認定こども園において、次の教育・保育事業を開設当初より行うことと

し、具体的な事業計画については、甲の指示に従うこと。 

（１）産休明け保育（生後 57日から） 

（２）延長保育（１時間以上） 

（３）一時預かり事業（幼稚園型） 

６ 特別支援教育及び障害児保育を積極的に実施し、この場合、区立幼稚園におけ

る取組みと同様に、ノーマライゼーションの考え方を基に配慮を必要とする子ど

もを受け入れること。その場合において、幼児教育及び保育活動への参加にあた

って、人的な支援が必要な場合は乙は支援を担当する職員を加配し、その子の発

達段階に合わせた教育及び保育内容についての支援を行うこと。また、乙の要配

慮児の受入れを支援するため、予算の範囲内で必要な補助が行われるよう甲は区

と協議することとする。 

７ 認定こども園を世田谷区立塚戸小学校敷地内に整備することを踏まえ、同校と

の連携や認定こども園と小学校との接続の取組みを積極的に行うこと。また、こ

の接続の取組みとして、甲の定めるアプローチカリキュラムを活用すること。 

８ 認定こども園の施設長は、認定こども園、幼稚園、認可保育所のいずれかの勤

務経験が豊富で、マネジメント能力の高い人材を配置すること。また、主幹保育

教諭を２人確保すること。 

９ 認定こども園の保育士等の配置について、世田谷区保育所等運営費助成金交付

要綱（平成 27 年８月１日 27 世保育第 342 号）に定める基準及び加算にかかる要

件を満たし、職員一人当たりの平均勤続年数４年以上の体制を整えること。 

10 認定こども園において、開設後の職員の異動は極力避け、特に施設長について

は、やむを得ない事情を除き、開設後５年までの異動は行わないこと。やむを得

ず施設長を異動させる場合は、乙は甲と協議すること。 

11 認定こども園を利用する保護者の車両（自転車、ベビーカーは除く）による送

迎は、近隣住民等への配慮から厳禁とし、入園前に保護者に十分に説明し理解を

得ること。 

12 乙は、幼児教育及び保育の質の向上のため、東京都福祉サービス第三者評価を

３年に１回以上受審し、評価結果を公表すること。また、甲及び区が行う幼児教

育及び保育内容等に関する助言指導を積極的に受け入れ、改善に努めること。 



13 乙は、甲及び区が実施する研修等に、認定こども園の教職員を積極的に参加さ

せ、幼児教育及び保育の質の向上に努めること。 

14 乙は、認定こども園に給食調理室を整備し、全入園児を対象に給食を実施する

ことを基本とする。なお、認定こども園における給食の提供にあたっては、乙は、

子どもの健康状態やアレルギー食等への特別な配慮を行うこと。 

15 乙は、運営にあたり、法令及び条例、関係規程を遵守すること。 

（必要な設備等の貸付け） 

第５条 甲は、甲が管理する土地を 20 年間の事業用定期借地権設定契約を締結し、

有償で乙に貸し付ける。 

２ 前項の貸付けに係る土地の賃料は、事業用定期借地権設定契約公正証書におい

て定める。 

３ 建物は、甲から乙が借り入れた土地に、乙が整備する。 

４ 乙は、認定こども園を整備するにあたり、厚生労働省及び文部科学省が年度ご

とに定める保育所等整備交付金及び認定こども園施設整備交付金を財源とする、

区が定める認定こども園の整備に関する補助要綱に基づき、補助を受けるものと

する。 

（協定の有効期間） 

第６条 協定の有効期間については、協定締結日から令和７年（2025 年）３月 31

日までとする。なお、その後の協定の内容及び有効期間については、同日までに

甲及び乙が協議の上決定する。 

（協定に違反した場合の措置） 

第７条 甲は、認定こども園の運営を適切に行わせるため必要があると認めるとき

は、認定こども園法第 34条第７項の規定に基づき、乙に対して必要と認める事項

の報告を求め、立入り検査を行うことができる。 

２ 甲は、乙が正当な理由なく本協定に従って教育及び保育等を行っていないと認

めるときは、認定こども園法第 34条第 10項の規定により勧告を行う。 

３ 甲は、前項の規定により勧告を受けた乙が、その勧告に従わないときは、乙に

対して指定を取り消すことができる。 

４ 乙は、前項の規定による指定の取消しの処分を受けたときは、当該処分に係る

公私連携幼保連携型認定こども園について、認定こども園法第 17条第１項の規定

による廃止の認可を申請しなければならない。 

５ 乙は、廃止の規定による廃止の認可を申請したときは、必要な教育及び保育等

が継続的に提供されるよう、他の幼保連携型認定こども園及びその他関係者との

連絡調整、並びにその他の便宜の提供をしなければならない。 

（その他公私連携幼保連携型認定こども園の設置及び運営に関し必要な事項） 

第８条 乙は、甲の定める実績報告書を作成し、甲の指定する期日までに提出する

こととする。 

２ 認定こども園の保育料については、区が条例で定める利用者負担額とする。 



３ 乙は、保育料以外の費用徴収（上乗せ徴収、実費徴収及び給食費等）を行うに

あたっては、事前に甲と協議の上定めることとする。 

（補則） 

第９条 この協定で定めるもののほか必要な事項は、甲及び乙が協議して定めるも

のとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その

１通を保有する。 

 

 

令和元年 ７月  日 

            

東京都世田谷区世田谷四丁目 21番 27号 

甲  世田谷区教育委員会  

代表者 教育長 渡 部  理 枝 

 

   鳥取県米子市榎原 1889番地６ 

乙  社会福祉法人尚徳福祉会 

   理事長 谷 本  要 

 



令和元年７月２３日 

幼児教育・保育推進担当課 

 

区立塚戸幼稚園の敷地を活用した私立認定こども園の整備について 

 

１．主旨 

区立塚戸幼稚園については、平成２６年８月に策定した「区立幼稚園用途転換等計画」

に基づき私立認定こども園に用途転換することとした。用途転換後の認定こども園は「世

田谷区幼児教育・保育推進ビジョン」に基づく先駆的な取組みを進めるとともに、これま

で区立幼稚園が取り組んできた配慮を必要とする子どもたちの受入れを継続する必要が

ある。このため、区と運営事業者があらかじめ認定こども園における教育及び保育等に関

する基本的事項や運営に関し必要な事項などについて、協定を締結する仕組みとされてい

る「公私連携幼保連携型認定こども園」へ用途転換する。 

 

２．整備地（裏面参照） 

（１）所在地：世田谷区千歳台六丁目７番の一部（区立塚戸幼稚園跡地の一部） 

（２）敷地面積：１，６００㎡程度 

 

３．整備の概要 

（１）整備する施設：私立認定こども園（公私連携幼保連携型認定こども園） 

（２）定員：１４１人（０～５歳児） 

 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計 

２号認定 

３号認定 
６人 １５人 １５人 １５人 １５人 １５人 ８１人 

１号認定  ２０人 ２０人 ２０人 ６０人 

計 ６人 １５人 １５人 ３５人 ３５人 ３５人 １４１人 

（３）開園予定：令和２年４月 

 

４．施設整備・運営 

土地を公私連携幼保連携型認定こども園として貸与（定期賃貸借）することにより、

民間事業者が認定こども園を整備・運営する民設民営方式 

 

５．整備・運営事業者 

（１）名 称  社会福祉法人 尚徳福祉会 

（２）所在地  鳥取県米子市榎原 1889番地 6 

（３）代表者  理事長 谷本 要 

 

６．協定の締結 

私立認定こども園において実施する教育・保育の内容等について、教育委員会と整備・

運営事業者は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に

基づき、協定を締結する。 

（１）協定の目的となる公私連携幼保連携型認定こども園の名称及び所在地 

（２）公私連携幼保連携型認定こども園における教育及び保育等に関する基本的事項 

（３）市町村による必要な設備の貸付け、譲渡その他の協力に関する基本的事項 

参考資料 



（４）協定の有効期間 

（５）協定に違反した場合の措置 

（６）その他公私連携幼保連携型認定こども園の設置及び運営に関し必要な事項 

 

７．経過 

  平成２９年 ７月   「区立塚戸幼稚園用途転換移行計画」策定 

       １２月～  整備・運営事業者募集、選定委員会 

  平成３０年 ５月   整備・運営事業者の決定 

  平成３１年 ３月   区立塚戸幼稚園閉園 

 

８．今後のスケジュール（予定） 

  令和元年  ７月   協定書締結 

        ８月   工事着工 

  令和２年  ２月   工事竣工 

        ４月   開園 

 

 

※整備地 

 

 

 

千歳台６丁目 

祖師谷６丁目 認定こども園予定地 

千歳通り 

塚戸小学校 

千歳中学校 


