
 

 
 



平成 29 年 12 月 19 日 

保育園事業への新規参入表明に関するお知らせ 

 

 医療法人嚶鳴会は内閣府の企業主導型保育事業での助成決定を受け、東海市富貴ノ台に保

育園を設置する事になりましたのでお知らせ致します。 

 

1. 新規保育事業に関する計画案 

(1) 当該事業を担当する部門 

運営委託 株式会社リノヴェ/株式会社英語保育所サービス（別紙参照） 

(2) サービス開始時期 

来年４月開園予定 

(3) 当該事業の目標ユーザー獲得数 

定員数 30 名（うち企業枠 16 名、地域枠 14 名） 

(4) 資金調達等について 

資金調達主体は医療法人 嚶鳴会、手段は設置助成金、運営助成金と銀行借入等の有利子負債

にて行います。 

(5) 当該事業に関する具体的な見通し 

英語サービスと医療サービスの主軸を基に今までにない保育園を運営。今後の更なる少子高齢

化も考慮した上で、生き残れる事業運営をする。 

(6) 当院グループの業績に与える見込み 

当該事業を行う事により当院グループへの業績に与える見込みは多くないと考えるが、当院の

既存患者のみならず新規患者の開拓に繋がると想定している。 

 

2. 今後の予定 

下記のとおり、予定に従って必要な申請を行います。 

(1) 契約企業 1 次募集（～H29.4 末） 

(2) 助成金 決定 10 月中旬 10/19 決定済み 

(3) 保育所整備（工事）（4 ヶ月程の期間）着工 11 月 

(4) 契約企業２次募集・事前打合せ 

(5) 利用協定（契約）締結 

● 契約法人との契約締結開始：事前打合せ済みの法人様より随時契約 

● 契約定員の空きがある場合のみ、地域の待機児童・保留児童との直接契約（上限定員の 50％

未満） 

(6) 保育園開所(H30.4～)  

(7) 東海市へ認可外保育施設届出（開所後 10 日以内） 

  



3. 保育事業概要 

名称 Kids Land まほろば 

建設場所 愛知県東海市富貴ノ台 3-206-1 

設置者 医療法人嚶鳴会 如来山内科・外科クリニック 

運営受託会社 株式会社リノヴェ/株式会社英語保育所サービス 

施設の概要 定員 30 名（少人数の保育所となります） 

工事期間 平成 29 年 11 月～平成 30 年 3 月 

開所予定 平成 30 年 4 月 

建築様式 鉄筋１階建 

4. 保育施設概要（運営） 

開所日 週 6 日（日曜日休み） 

開所時間 7:00 - 20:00 (13 時間開所) 

入所年齢 0 歳～未就学 

送迎ルール 徒歩、自転車、自動車 

駐車場所 所有地の中に設け、道には停めない 

5. 料金について 

年齢 基本保育料 英語代 合計 

４歳児以上 ￥27,100 ￥53,400 ￥80,500 

３歳児 ￥30,600 ￥50,500 ￥81,100  

２歳児 ￥35,700 ￥45,800 ￥81,500  

１歳児 ￥35,700 ￥45,800 ￥81,500 

０歳児 ￥35,900 ￥45,700 ￥81,600 

 

一時預かり料金、オプション料金については現在精査中（別紙参照） 

  



6. 保育サービス概要（案） 

決定/検討中 サービス内容 

決定 登園降園時間の定めなく、保護者が自由に設定できるものとする。（昼食・昼寝

時間は含まない） 

決定 乳幼児突然死症候群（SIDS）対策の導入。 

決定 オートロックの電子セキュリティに監視カメラ、ペンダント型通報ボタン、そし

て保育室の２４時間録画等を導入。 

決定 基本保育園内での使用言語は英語とする。ただし、保護者とのコミュニケーショ

ンは日本語とする。 

決定 英語を母国語とする外国人を一名以上採用する。 

決定 プログラミングの導入。 

決定 保護者との保育日誌、連絡帳は ICT 化。スマートフォンでの利用とする。 

決定 看護師一名の常駐、予防接種スケジューリング無料、インフルエンザワクチン集

団接種、無料健康相談など。 

決定 私服を汚さないよう体操着・制服の導入。（夏服・冬服） 

決定 当園にて洗濯代行。（オプション） 

決定 私服のお預かり。（オプション） 

決定 使用済おむつを事業用ごみとして廃棄（お持ち帰りなし）。 

決定 保護者に対するケアを用意 

①身体のメンテ：ヨガ・骨盤矯正、先輩ママの育児相談、カルチャースクール 

②スキルアップ：対人関係、仕事と家庭のバランス、リフレッシュ等。 

決定 帰宅前のシャワーサービス（オプション） 

決定 朝食・夕食サービス（オプション） 

否決 クリーニング代行の導入（オプション） 

決定 配達サービスの導入・配達・受取り等（オプション） 

決定 如来山内科・外科クリニック－既存患者さんのお子様一時預かり 

（余裕活用型）（要予約）（無料） 

決定 提携企業様－従業員さんのお子様、お客様のお子様、一時預かり 

（余裕活用型）（要予約） 

検討中 病後児保育の運営 

検討中 おむつの代理購入 

決定 保育中の急な体調不良等には看護師が対応、直接クリニックに診察へ。診察後、

保護者の迎えあり。保育・医療のワンストップ化。（事前同意書作成の必要あり） 

  

  

  

 



 

7. 利用企業枠の契約について 

【利用契約の場合のメリット】 

(1) 福利厚生および採用面での優位性 

求人票へ“事業所内保育有り”と記載、他社との差別化を図れます。 

(2) 離職率の低下による就業定着化へ効果的な制度 

晩婚化が進む中、他社にない制度を持つことにより従業員の長期のキャリア形成と育成・確保

を図れます。 

(3) 従業員満足度の向上 

仕事と育児のバランスを保てるようフォローアップする為に従業員に対するケアを多数用意

しています。 

①身体のメンテ：ヨガ・骨盤矯正、先輩ママの育児相談 

②スキルアップ：対人関係、リフレッシュ等。） 

(4) 保育所整備、運営のコストが不要 

契約は二種類あり、 

①定員枠が空いている場合に利用出来る契約（無料） 

②一定数の枠の確保を前提として利用出来る契約（有料）とあります。 

いずれも利用契約を結んでいるので「事業所内保育あり」と求人等で記載する事が可能です。

また、どちらの契約にも整備費や運営費の負担はありません。 

(5) 利用にあたり必要なのは、利用児童の利用料 

月額の保育料+英語保育料は基本的に従業員の負担となります。その中で負担割合を決定して

頂きます。 

(6) 認可保育園と同等以上の保育サービスの提供 

当園では英語保育の他、プログラミングや医療サービスを付加価値としております。さらに保

護者の負担を出来る限り無くし、仕事も子育ても両立出来る形をとっております。医療レベル

の安心で今を、ネイティブレベルの英語教育で先を見据えた保育です。 

(7) 姉妹保育園有り 

中村土木建設様が設置主となる「なかよし保育園」（加木屋エリア 定員 30 名 運営委託：リ

ノヴェ）と姉妹保育園として提携しております。従業員の皆様には住んでいるエリアや通勤経

路等を考慮して預ける園を選ぶ事が出来ます。 

 

 

  



8. 運営委託会社について 

運営会社 株式会社リノヴェ 

代表者 柏木 陽佑 

設 立 2011 年 3 月 23 日 

顧問 古里社会保険事務所、ひまわり会計事務所、 

税理士法人トーマツ、トーマツベンチャーサポート、株式会社サーキュレーション 

資本金 ５８９０万円（資本準備金を含む） 

事業内容 語学教室運営（英会話・中国語）・法人語学研修・子ども子育て支援事業・事業所内保

育所及び学童保育施設の運営代行受託運営・保育園開設コンサルティング・外国人労

務管理 

運営施設一覧 

一般英語教室（２カ所） 

①阿南教室（徳島県阿南市） 

②徳島教室(徳島県徳島市) 

 

事業所内英語教室（6 カ所） 

①新日本電工内英語教室 

②日亜化学工業内教室 

③徳島商工会議所内教室 

④藤崎電機教室 

⑤阿波製紙教室 

⑥大塚製薬工場内教室  

事業所内英語保育園（9 カ所 準備中含む） 

①徳島 5Star インターナショナル保育園 

②松山 三福 5star プリスクール和泉北 

③松山 三福 5star プリスクール中村 

④松山 フジ保育園（2018 年 2 月開園予定） 

⑤愛知 Kids Land まほろば（2018 年 4 月開園予定） 

⑥愛知 なかよし保育園（2018 年 4 月開園予定） 

⑦埼玉 （仮）メディカルブレイン保育園（2018 年 3 月開園予定） 

⑧福岡 （仮）丸信保育園（2018 年 9 月開園予定） 

⑨富山 （仮）さんわ保育園（2018 年 3 月開園予定） 

 

認可保育園-（全国初英語保育を取り入れた認可保育園） 

①三福 5star インターナショナル保育園（29 年 4 月開園で認定決定済み） 

行政委託型英語学童-（全国初行政委託型英語学童保育） 

①阿南市    27 年 6 月開園 

 

以上 


