
令和２年度　施設指導監査結果一覧（保育所・一般指導監査）
（「文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項）」があった施設）

年 月 日 法人等種別 運営法人等名

令和２ 10 2 鶴見区 ベネッセ菊名保育園 株式会社 ベネッセスタイルケア

令和２ 10 15 神奈川区 白楽あいいく保育園 社会福祉法人 母子育成会

令和２ 11 19 神奈川区 保育園こりす 社会福祉法人 愛

令和２ 12 4 神奈川区 スターチャイルド≪岸根公園ナーサリー≫ 株式会社 ヒューマンスターチャイルド

令和２ 11 16 中区 伊勢佐木町保育園 特定非営利活動法人 白百合の会伊勢佐木町保育園

令和２ 11 19 南区 クラ・ゼミ保育園　吉野町 株式会社 クラ・ゼミ

令和２ 10 9 港南区 上大岡はるかぜ保育園 社会福祉法人 伸愛会

令和２ 10 15 港南区 ＳＵＮはるかぜ保育園 社会福祉法人 伸愛会

令和２ 10 22 港南区 育美保育園 有限会社 育成会

令和２ 9 11 保土ケ谷区 りとる・ルーナ保育園 社会福祉法人 あおい会

令和２ 9 28 保土ケ谷区 学校法人初音丘学園PICCOLINO 学校法人 初音丘学園

令和２ 10 2 保土ケ谷区 合歓の木保育園 社会福祉法人 神奈川厚生福祉会

令和２ 10 2 保土ケ谷区 明神台保育園 社会福祉法人 神奈川厚生福祉会

令和２ 10 29 保土ケ谷区 ゆめの樹保育園ほどがや 社会福祉法人 フィロス

令和２ 10 30 保土ケ谷区 ベネッセ保土ケ谷保育園 株式会社 ベネッセスタイルケア

令和２ 9 25 旭区 あゆみ保育園 社会福祉法人 恵泉会

令和２ 10 5 旭区 旭はるかぜ保育園 社会福祉法人 伸愛会

令和２ 12 3 旭区 キッズガーデン横浜鶴ヶ峰 株式会社 Ｋｉｄｓ Ｓｍｉｌｅ Ｐｒｏｊｅｃｔ

令和２ 12 18 旭区 横浜あさひ中央保育園 社会福祉法人 横浜育愛会

令和２ 9 23 磯子区 やべのファミリールーム 特定非営利活動法人 ファミリールーム

令和２ 10 15 磯子区 屏風ヶ浦はるかぜ保育園 社会福祉法人 伸愛会

令和２ 10 22 磯子区 杉田幼児園 ―（個人） ―

令和２ 12 7 磯子区 キッズガーデン横浜磯子 株式会社 Ｋｉｄｓ Ｓｍｉｌｅ Ｐｒｏｊｅｃｔ

令和２ 12 2 金沢区 きらら子どもの家 社会福祉法人 みどり会

令和２ 9 7 港北区 ケンパ高田 特定非営利活動法人 ケンパ・ラーニング・コミュニティ協会

令和２ 9 14 港北区 はなまる保育園 株式会社 ケイ・キッズエイト

令和２ 9 18 港北区 天才キッズクラブ楽学館大倉山園 株式会社 ＴＫＣ

令和２ 10 2 港北区 菊名愛児園 宗教法人 日本基督教団横浜菊名教会

令和２ 10 5 港北区 ベネッセ綱島台保育園 株式会社 ベネッセスタイルケア

令和２ 10 5 港北区 ベネッセ日吉保育園 株式会社 ベネッセスタイルケア

令和２ 10 8 港北区 リトルスカラー妙蓮寺保育園 株式会社 北友建設

令和２ 12 18 港北区 スターチャイルド≪新吉田ナーサリー≫ 株式会社 ヒューマンスターチャイルド

令和２ 11 18 緑区 スターチャイルド≪中山ナーサリー≫ 株式会社 ヒューマンスターチャイルド

令和２ 11 27 緑区 スターチャイルド≪長津田ナーサリー≫ 株式会社 ヒューマンスターチャイルド

令和２ 9 18 青葉区 天才キッズクラブ楽学館あざみ野園 株式会社 ＴＫＣ

令和２ 10 9 青葉区 ベネッセ市ヶ尾駅前保育園 株式会社 ベネッセスタイルケア

令和２ 10 9 青葉区 ベネッセ青葉台保育園 株式会社 ベネッセスタイルケア

令和２ 10 26 青葉区 サンキッズ荏田西保育園 社会福祉法人 惠伸会

令和２ 11 18 青葉区 小桜愛児園 社会福祉法人 小桜会

令和２ 11 30 青葉区 スターチャイルド≪荏田北ナーサリー≫ 株式会社 ヒューマンスターチャイルド

令和２ 10 1 都筑区 シープ保育所 特定非営利活動法人 横浜草の実会

令和２ 10 26 都筑区 ピッコリーノ保育園 株式会社 ピエロタ

令和２ 11 19 都筑区 エンジェルプラネット 株式会社 チャイルドランド

令和２ 11 30 都筑区 スターチャイルド≪川和ナーサリー≫ 株式会社 ヒューマンスターチャイルド

令和２ 10 28 戸塚区 ベネッセ東戸塚保育園 株式会社 ベネッセスタイルケア

令和２ 11 16 戸塚区 銀杏保育園 社会福祉法人 くすの樹会

令和２ 10 30 栄区 ベネッセ本郷台保育園 株式会社 ベネッセスタイルケア

令和２ 9 25 瀬谷区 ティンクル瀬谷保育園 社会福祉法人 星槎

令和２ 12 18 瀬谷区 瀬谷中央保育園 社会福祉法人 横浜育愛会

監査実施年月日
所在区 施設名

施設の設置経営主体

※一般指導監査対象施設は「施設の所在区～各所在区内における監査実施日」の順に掲載しています。
※指導監査結果情報の「改善状況」は、令和３年６月末時点で施設から提出のあった報告書により確認したものです。



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 ベネッセ菊名保育園 

運営主体 株式会社ベネッセスタイルケア 

所在区 鶴見区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年 10 月２日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 保育所に備える緒帳簿について、貸借対照表に計上されている財

産等を確認できる会計帳簿が無かった。 

 保育所は、会計に関する諸記録、財産、収支の状況を明らかにす

る帳簿を整備、保存すること。 

改善取組中 

  

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 白楽あいいく保育園 

運営主体 社会福祉法人母子育成会 

所在区 神奈川区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年 10 月 15 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 年度末において、保育所委託費を財源とする拠点区分間の資金貸

付があった。 

 拠点区分間の資金貸借は、年度内に清算すること。 

改善取組中 

  

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 保育園こりす 

運営主体 社会福祉法人愛 

所在区 神奈川区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年 11 月 19 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 延長保育時間について、保育士の人数が認可基準を満たしていな

い日があった。 

 認可基準を満たすよう必要な保育士を配置すること。 

改善済 

 計算書類に誤りがあった。 

 計算書類は、当該会計年度末における施設のすべての資産、負債

及び純資産の状態並びにすべての純資産の増減の内容等を明瞭に

表示するよう作成すること。 

改善済 

 年度末において、保育所委託費を財源とする拠点区分間の実質的

な資金貸付があった。 

 拠点区分間の資金貸借は、年度内に清算すること 

改善済 

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 スターチャイルド≪岸根公園ナーサリー≫ 

運営主体 ヒューマンスターチャイルド株式会社 

所在区 神奈川区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年 12 月４日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 法人本部へ繰り入れている金額（租税公課）が、施設の負担額と

して適正に按分された金額ではなかった。 

 法人本部の経費に対する支出は、施設の運営に関する経費として

適正に按分した金額とすることとし、繰り入れた資金を返還するこ

と。 

改善済 

 法人本部経費（租税公課）の繰入において、保育所運営に関係の

ない支出に係る資金の繰入が認められた。 

 法人本部への繰入は、保育所の運営に要した人件費及び事務費の

範囲内とし、合理的な基準により各拠点に按分すること。 

 また、当該資金について、保育所に返還すること。 

改善済 

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 伊勢佐木町保育園 

運営主体 特定非営利活動法人白百合の会伊勢佐木町保育園 

所在区 中区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年 11 月 16 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 決算書類の数値に、当該保育所以外の拠点に属するものが含まれ

ていた。 

 当該保育所の決算書類を適切に作成すること。 

改善済 

  

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 クラ・ゼミ保育園 吉野町 

運営主体 株式会社クラ・ゼミ 

所在区 南区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年 11 月 19 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 資金収支計算分析表に誤りがあった。 

 資金収支計算分析表は、当該会計年度における施設のすべての支

払資金の増加及び減少の状況を反映し、適切に作成すること。 

改善済 

 貸借対照表に誤りがあった。 

 貸借対照表は、当該会計年度末における施設のすべての資産、負

債及び純資産の状態を明瞭に表示するよう作成すること。 

改善取組中 

 保育所に備える帳簿について、貸借対照表に計上されている財産

等を確認できる会計帳簿に不備があった。 

 保育所は、会計に関する諸記録、財産、収支の状況を明らかにす

る帳簿を整備、保存すること。 

改善取組中 

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 上大岡はるかぜ保育園 

運営主体 社会福祉法人伸愛会 

所在区 港南区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年 10 月９日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 前期末支払資金残高の取扱いについて、保育所拠点からの繰入金

支出の合計額が、本部の人件費及び事務費の合計金額を超過してい

た。 

 私立保育所に対する委託費の経理等についての通知を確認し、委

託費の弾力運用に十分留意するとともに、適正な委託費の使途範囲

等となるよう是正すること。 

改善済 

  

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 ＳＵＮはるかぜ保育園 

運営主体 社会福祉法人伸愛会 

所在区 港南区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年 10 月 15 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 前期末支払資金残高の取扱いについて、保育所拠点からの繰入金

支出の合計額が、本部の人件費及び事務費の合計金額を超過してい

た。 

 私立保育所に対する委託費の経理等についての通知を確認し、委

託費の弾力運用に十分留意するとともに、適正な委託費の使途範囲

等となるよう是正すること。 

改善済 

  

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 育美保育園 

運営主体 有限会社育成会 

所在区 港南区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年 10 月 22 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 物品の購入、業務委託、修繕工事等の契約手続について、稟議書

等を活用し随意契約を締結するための合理的な理由を客観的な書

面により明確にすること。また、見積を徴する際は、公平性、透明

性の確保に十分留意すると共に、適正な契約事務の維持に努めるこ

と。 

  なお、特定の法人との業務委託契約を随意契約で行うこととなっ

た合理的な理由について、書面等により提出すること。 

改善取組中 

  

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 りとる・ルーナ保育園 

運営主体 社会福祉法人あおい会 

所在区 保土ケ谷区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年９月 11 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 前期末支払資金残高の取扱いについて、保育所拠点からの繰入金

支出の合計額が、本部の人件費及び事務費の合計金額を超過してい

た。 

 私立保育所に対する委託費の経理等についての通知を確認し、委

託費の弾力運用に十分留意するとともに、適正な委託費の使途範囲

等となるよう是正すること。 

改善済 

  

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 学校法人初音丘学園 PICCOLINO 

運営主体 学校法人初音丘学園 

所在区 保土ケ谷区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年９月 28 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 職員配置について、保育士の人数が要綱に定める基準を満たして

いない日があった。 

 基準を満たすよう必要な保育士を配置すること。 

改善済 

  

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 合歓の木保育園 

運営主体 社会福祉法人神奈川厚生福祉会 

所在区 保土ケ谷区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年 10 月２日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 前期末支払資金残高の取扱いについて、保育所拠点からの繰入金

支出の合計額が、本部の人件費及び事務費の合計金額を超過してい

た。 

 私立保育所に対する委託費の経理等についての通知を確認し、委

託費の弾力運用に十分留意するとともに、適正な委託費の使途範囲

等となるよう是正すること。 

改善済 

  

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 明神台保育園 

運営主体 社会福祉法人神奈川厚生福祉会 

所在区 保土ケ谷区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年 10 月２日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 前期末支払資金残高の取扱いについて、保育所拠点からの繰入金

支出の合計額が、本部の人件費及び事務費の合計金額を超過してい

た。 

 私立保育所に対する委託費の経理等についての通知を確認し、委

託費の弾力運用に十分留意するとともに、適正な委託費の使途範囲

等となるよう是正すること。 

改善済 

  

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 ゆめの樹保育園ほどがや 

運営主体 社会福祉法人フィロス 

所在区 保土ケ谷区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年 10 月 29 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 年度末において、委託費を財源とする資金貸付があった。 

 拠点区分間の貸付は年度内に清算すること。 

未改善 

 貸借対照表に誤りがあった。 

 貸借対照表は、当該会計年度における施設のすべての資産、負債

及び純資産の状態を明瞭に表示するよう作成すること。 

改善取組中 

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 ベネッセ保土ケ谷保育園 

運営主体 株式会社ベネッセスタイルケア 

所在区 保土ケ谷区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年 10 月 30 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 保育所に備える緒帳簿について、貸借対照表に計上されている財

産等を確認できる会計帳簿が無かった。 

 保育所は、会計に関する諸記録、財産、収支の状況を明らかにす

る帳簿を整備、保存すること。 

改善取組中 

  

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 あゆみ保育園 

運営主体 社会福祉法人恵泉会 

所在区 旭区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年９月 25 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 法人本部経費の繰入において、保育所拠点からの繰入金の合計額

が、本部の人件費及び事務費の金額を超過していた。 

 繰入合計額は、保育所の運営に要した人件費及び事務費の範囲内

とし、合理的な基準により各拠点に按分すること。 

 また、超過分について、保育所に返還すること。 

改善済 

 年度末において、保育所委託費を財源とする拠点区分間の実質的

な資金貸付があった。 

 拠点区分間の資金貸借は、年度内に清算すること。 

改善済 

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 旭はるかぜ保育園 

運営主体 社会福祉法人伸愛会 

所在区 旭区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年 10 月５日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 前期末支払資金残高の取扱いについて、保育所拠点からの繰入金

支出の合計額が、本部の人件費及び事務費の合計金額を超過してい

た。 

 私立保育所に対する委託費の経理等についての通知を確認し、委

託費の弾力運用に十分留意するとともに、適正な委託費の使途範囲

等となるよう是正すること。 

改善済 

  

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 キッズガーデン横浜鶴ヶ峰 

運営主体 株式会社Ｋｉｄｓ Ｓｍｉｌｅ Ｐｒｏｊｅｃｔ 

所在区 旭区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年 12 月３日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 当期の計算書類に、前期数値との連続性がなかった。 

 計算書類は、前期の数値を引き継いで作成すること。 

 なお、前期の計算書類に修正があった場合は速やかに修正版を提

出すること。 

改善済 

  

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 横浜あさひ中央保育園 

運営主体 社会福祉法人横浜育愛会 

所在区 旭区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年 12 月 18 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 法人本部へ繰り入れている金額が、施設の負担額として適正に按

分された金額ではなかった。 

 法人本部の人件費及び事務費に対する支出は、施設の運営に関す

る経費として適正に按分した金額とすること。 

改善済 

  

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 やべのファミリールーム 

運営主体 特定非営利活動法人ファミリールーム 

所在区 磯子区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年９月 23 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 年度末において、保育所委託費を財源とする拠点区分間の資金貸

付があった。 

 拠点区分間の資金貸借は、年度内に清算すること。 

改善取組中 

  

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 屏風ヶ浦はるかぜ保育園 

運営主体 社会福祉法人伸愛会 

所在区 磯子区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年 10 月 15 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 前期末支払資金残高の取扱いについて、保育所拠点からの繰入金

支出の合計額が、本部の人件費及び事務費の合計金額を超過してい

た。 

 私立保育所に対する委託費の経理等についての通知を確認し、委

託費の弾力運用に十分留意するとともに、適正な委託費の使途範囲

等となるよう是正すること。 

改善済 

  

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 杉田幼児園 

運営主体 個人 

所在区 磯子区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年 10 月 22 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 前期末支払資金残高の取り崩しについて、事前に横浜市に協議を

行っていなかった。 

 私立保育所に対する委託費の経理等についての通知等を確認し、

前期末支払資金残高の取扱いについて十分留意するとともに、今後

取り崩す場合の必要な事務手続が行われるよう是正すること。 

改善取組中 

  

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 キッズガーデン横浜磯子 

運営主体 株式会社Ｋｉｄｓ Ｓｍｉｌｅ Ｐｒｏｊｅｃｔ 

所在区 磯子区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年 12 月７日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 当期の計算書類に、前期数値との連続性がなかった。 

 計算書類は、前期の数値を引き継いで作成すること。 

 なお、前期の計算書類に修正があった場合は速やかに修正版を提

出すること。 

改善済 

  

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 きらら子どもの家 

運営主体 社会福祉法人みどり会 

所在区 金沢区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年 12 月２日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 貸借対照表に誤りがあった。 

 貸借対照表は、当該会計年度における施設のすべての資産、負債

及び純資産の状態を明瞭に表示するよう作成すること。 

改善済 

  

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 ケンパ高田 

運営主体 特定非営利活動法人ケンパ・ラーニング・コミュニティ協会 

所在区 港北区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年９月７日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

前期末支払資金残高の取り崩しに際し、市に事前協議を行ってい

なかった。 

 取崩額が事業活動収入予算額の３％を超過する場合は、取崩しの

事前に、本市に協議を行うこと。 

改善取組中 

  

  

  

  

  

 



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 はなまる保育園 

運営主体 株式会社ケイ・キッズエイト 

所在区 港北区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年９月 14 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 認可保育所の運営に関係のない経費を、保育所委託費より支出し

ていた。 

 保育所運営と関係のない支出は行わないこと。 

 また、当該資金について、保育所に返還すること。 

改善取組中 

 年度末において、保育所委託費を財源とする法人外への資金貸付

があった。 

 法人外への資金貸付は一切認められないので、速やかに解消する

こと。 

改善取組中 

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 天才キッズクラブ楽学館大倉山園 

運営主体 株式会社ＴＫＣ 

所在区 港北区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年９月 18 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 資金収支計算分析表に誤りがあった。 

 資金収支計算分析表は、当該会計年度における施設のすべての支

払資金の増加及び減少の状況を反映し、適切に作成すること。 

改善済 

  

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 菊名愛児園 

運営主体 宗教法人日本基督教団横浜菊名教会 

所在区 港北区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年 10 月２日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

前期末支払資金残高の取り崩しに際し、市に事前協議を行ってい

なかった。 

 取崩額が事業活動収入予算額の３％を超過する場合は、取崩しの

事前に、本市に協議を行うとともに、取崩額の戻入を行うこと。 

改善済 

  

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 ベネッセ綱島台保育園 

運営主体 株式会社ベネッセスタイルケア 

所在区 港北区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年 10 月５日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 保育所に備える緒帳簿について、貸借対照表に計上されている財

産等を確認できる会計帳簿が無かった。 

 保育所は、会計に関する諸記録、財産、収支の状況を明らかにす

る帳簿を整備、保存すること。 

改善取組中 

  

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 ベネッセ日吉保育園 

運営主体 株式会社ベネッセスタイルケア 

所在区 港北区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年 10 月５日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 保育所に備える緒帳簿について、貸借対照表に計上されている財

産等を確認できる会計帳簿が無かった。 

 保育所は、会計に関する諸記録、財産、収支の状況を明らかにす

る帳簿を整備、保存すること。 

改善取組中 

  

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 リトルスカラー妙蓮寺保育園 

運営主体 北友建設株式会社 

所在区 港北区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年 10 月８日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 職員配置について、保育士の人数が認可基準を満たしていない日

があった。 

 認可基準を満たすよう必要な保育士を配置すること。 

改善済 

  

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 スターチャイルド≪新吉田ナーサリー≫ 

運営主体 ヒューマンスターチャイルド株式会社 

所在区 港北区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年 12 月 18 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 法人本部へ繰り入れている金額（租税公課）が、施設の負担額と

して適正に按分された金額ではなかった。 

 法人本部の経費に対する支出は、施設の運営に関する経費として

適正に按分した金額とすることとし、繰り入れた資金を返還するこ

と。 

改善済 

 法人本部経費（租税公課）の繰入において、保育所運営に関係の

ない支出に係る資金の繰入が認められた。 

 法人本部への繰入は、保育所の運営に要した人件費及び事務費の

範囲内とし、合理的な基準により各拠点に按分すること。 

 また、当該資金について、保育所に返還すること。 

改善済 

  

  

  

  

 



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 スターチャイルド≪中山ナーサリー≫ 

運営主体 ヒューマンスターチャイルド株式会社 

所在区 緑区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年 11 月 18 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 法人本部へ繰り入れている金額（租税公課）が、施設の負担額と

して適正に按分された金額ではなかった。 

 法人本部の経費に対する支出は、施設の運営に関する経費として

適正に按分した金額とすることとし、繰り入れた資金を返還するこ

と。 

改善済 

 法人本部経費（租税公課）の繰入において、保育所運営に関係の

ない支出に係る資金の繰入が認められた。 

 法人本部への繰入は、保育所の運営に要した人件費及び事務費の

範囲内とし、合理的な基準により各拠点に按分すること。 

 また、当該資金について、保育所に返還すること。 

改善済 

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 スターチャイルド≪長津田ナーサリー≫ 

運営主体 ヒューマンスターチャイルド株式会社 

所在区 緑区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年 11 月 27 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 法人本部へ繰り入れている金額（租税公課）が、施設の負担額と

して適正に按分された金額ではなかった。 

 法人本部の経費に対する支出は、施設の運営に関する経費として

適正に按分した金額とすることとし、繰り入れた資金を返還するこ

と。 

改善済 

 法人本部経費（租税公課）の繰入において、保育所運営に関係の

ない支出に係る資金の繰入が認められた。 

 法人本部への繰入は、保育所の運営に要した人件費及び事務費の

範囲内とし、合理的な基準により各拠点に按分すること。 

 また、当該資金について、保育所に返還すること。 

改善済 

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 天才キッズクラブ楽学館あざみ野園 

運営主体 株式会社ＴＫＣ 

所在区 青葉区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年９月 18 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 職員配置について、保育士の人数が認可基準を満たしていない日

があった。 

 認可基準を満たすよう必要な保育士を配置すること。 

改善済 

 資金収支計算分析表に誤りがあった。 

 資金収支計算分析表は、当該会計年度における施設のすべての支

払資金の増加及び減少の状況を反映し、適切に作成すること。 

改善済 

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 ベネッセ市ヶ尾駅前保育園 

運営主体 株式会社ベネッセスタイルケア 

所在区 青葉区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年 10 月９日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 保育所に備える帳簿について、貸借対照表に計上されている財産

等を確認できる会計帳簿がなかった。 

 保育所は、会計に関する諸記録、財産、収支の状況を明らかにす

る帳簿を整備、保存すること。 

改善取組中 

  

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 ベネッセ青葉台保育園 

運営主体 株式会社ベネッセスタイルケア 

所在区 青葉区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年 10 月９日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 保育所に備える帳簿について、貸借対照表に計上されている財産

等を確認できる会計帳簿がなかった。 

 保育所は、会計に関する諸記録、財産、収支の状況を明らかにす

る帳簿を整備、保存すること。 

改善取組中 

  

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 サンキッズ荏田西保育園 

運営主体 社会福祉法人惠伸会 

所在区 青葉区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年 10 月 26 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 保育所の開設に要する経費に、保育所委託費が充当されていた。 

 保育所委託費は、児童の処遇や職員給与等、保育所開所後の支出

に充当するものであるため、開設に要する資金は設置者の負担とす

ること。 

未改善 

  

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 小桜愛児園 

運営主体 社会福祉法人小桜会 

所在区 青葉区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年 11 月 18 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 職員配置について、保育士の人数が認可基準を満たしていない日

があった。 

 認可基準を満たすよう必要な保育士を配置すること。 

改善済 

  

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 スターチャイルド≪荏田北ナーサリー≫ 

運営主体 ヒューマンスターチャイルド株式会社 

所在区 青葉区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年 11 月 30 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 法人本部へ繰り入れている金額（租税公課）が、施設の負担額と

して適正に按分された金額ではなかった。 

 法人本部の経費に対する支出は、施設の運営に関する経費として

適正に按分した金額とすることとし、繰り入れた資金を返還するこ

と。 

改善済 

 法人本部経費（租税公課）の繰入において、保育所運営に関係の

ない支出に係る資金の繰入が認められた。 

 法人本部への繰入は、保育所の運営に要した人件費及び事務費の

範囲内とし、合理的な基準により各拠点に按分すること。 

 また、当該資金について、保育所に返還すること。 

改善済 

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 シープ保育所 

運営主体 特定非営利活動法人横浜草の実会 

所在区 都筑区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年 10 月１日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 事前にエネルギー量の計算をしていなかった。 

 献立は、児童の健全な発育に必要な給与栄養量が確保されるよ

う、事前にエネルギー量の計算をすること。 

改善取組中 

  

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 ピッコリーノ保育園 

運営主体 株式会社ピエロタ 

所在区 都筑区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年 10 月 26 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 年度末において、同一法人内における他事業への資金貸し付けが

あった。 

 委託費を財源とする資金貸し付けは、当該年度内に返済が確実で

ある場合に限って認められるものであるため、会計処理を改めるこ

と。 

改善取組中 

  

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 エンジェルプラネット 

運営主体 株式会社チャイルドランド 

所在区 都筑区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年 11 月 19 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 保育所に備える帳簿について、貸借対照表に計上されている財産

等を確認できる会計帳簿がなかった。 

 保育所は、その他の事業の会計と区分した上で、会計に関する諸

記録、財産、収支の状況を明らかにする帳簿を整備、保存すること。 

改善取組中 

  

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 スターチャイルド≪川和ナーサリー≫ 

運営主体 ヒューマンスターチャイルド株式会社 

所在区 都筑区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年 11 月 30 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 法人本部へ繰り入れている金額（租税公課）が、施設の負担額と

して適正に按分された金額ではなかった。 

 法人本部の経費に対する支出は、施設の運営に関する経費として

適正に按分した金額とすることとし、繰り入れた資金を返還するこ

と。 

改善済 

 法人本部経費（租税公課）の繰入において、保育所運営に関係の

ない支出に係る資金の繰入が認められた。 

 法人本部への繰入は、保育所の運営に要した人件費及び事務費の

範囲内とし、合理的な基準により各拠点に按分すること。 

 また、当該資金について、保育所に返還すること。 

改善済 

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 ベネッセ東戸塚保育園 

運営主体 株式会社ベネッセスタイルケア 

所在区 戸塚区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年 10 月 28 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 保育所に備える緒帳簿について、貸借対照表に計上されている財

産等を確認できる会計帳簿が無かった。 

 保育所は、会計に関する諸記録、財産、収支の状況を明らかにす

る帳簿を整備、保存すること。 

改善取組中 

  

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 銀杏保育園 

運営主体 社会福祉法人くすの樹会 

所在区 戸塚区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年 11 月 16 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 貸借対照表に誤りがあった。 

 貸借対照表は、当該会計年度における施設のすべての資産、負債

及び純資産の状態を明瞭に表示するよう作成すること。 

改善済 

 旅費交通費に係る支出について、支払い根拠となる資料が一部確

認できなかった。 

 経費の支出は、保育所運営に要する経費について支払い根拠とな

る事実に基づいて行うこと。 

改善済 

 利用者からの徴収金について、管理帳簿の預かり金額合計と入金

金額が一致しなかった。 

 現金収入については、帳簿等に正しくく記録し、適切に管理する

こと。 

 あわせて、内部けん制組織を確立すること。 

改善済 

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 ベネッセ本郷台保育園 

運営主体 株式会社ベネッセスタイルケア 

所在区 栄区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年 10 月 30 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 保育所に備える緒帳簿について、貸借対照表に計上されている財

産等を確認できる会計帳簿が無かった。 

 保育所は、会計に関する諸記録、財産、収支の状況を明らかにす

る帳簿を整備、保存すること。 

改善取組中 

貸借対照表に誤りがあった。 

貸借対照表は、当該会計年度末おける施設の全ての資産、負債等の

状況を明瞭に表示すること。 

改善済 

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 ティンクル瀬谷保育園 

運営主体 社会福祉法人星槎 

所在区 瀬谷区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年９月 25 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 年度末において、保育所委託費を財源とする法人外への資金貸付

があった。 

 法人外への資金貸付は一切認められないので、速やかに解消する

こと。 

未改善 

  

  

  

  

  



令和２年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 瀬谷中央保育園 

運営主体 社会福祉法人横浜育愛会 

所在区 瀬谷区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和２年 12 月 18 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 法人本部へ繰り入れている金額が、施設の負担額として適正に按

分された金額ではなかった。 

 法人本部の人件費及び事務費に対する支出は、施設の運営に関す

る経費として適正に按分した金額とすること。 

改善済 
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