
○第１回三者協議会における主な質問やご意見のまとめ

項目 意見・質問 発話 考え方・回答 発話

他の区立園に勤務している保育士が、平日に行くのはなかなか難し
い状況です。もちろん、休日等に自主的に訪問するのは拒みませ
ん。 区

法人としても、新園にお越しいただくのは大丈夫です。
法人

現在の園長・副園長は移管まで異動しないで大山西町保育園
にいて欲しいです。 保護者

当課には人事権がないため、担当課の方に、最大限の配慮を要望し
ていきます。 区

現園舎が老朽化していて、最近震災があったので心配です。新
園舎を前倒しで建設できませんか。また、落下防止のネット等、
区にも対策を考えてもらいたいです。 保護者

東京都との関係で、建設工事スケジュールを前倒すのは難しいで
す。
建物は、耐震基準を満たしているため基本的に安全と考えており、危
険個所等が見つかれば対応いたします。

区

修理個所を定期的にチェックはしないのですか。

保護者

子育て支援施設課職員が、一定時期に全園を回り不具合等の確認
をしています。また、緊急性があれば、すぐに園長から連絡が入り、
対応しています。

区

保育園の上に誰も居住者がなく、状態がわからないので心配で
す。点検をしていても、冷房機が故障しており、もう少し配慮し
て欲しいです。

保護者

予算の制限もあり、園運営への影響を考慮し、優先順位を決めて対
応しています。震災後、コンクリート壁の調査も行い、危険個所は対
応しています。居住者がいないことの老朽化の部分についても、例え
ば雨漏りが生じていれば即対応しています。何かあれば園長にご連
絡して、ご相談のうえ対応させていただきます。ご理解をお願いしま
す。

区

永寿荘の職員の採用について、「良い人材」とは何を重視して
決めるのですか。 保護者

素直さや子どもを愛する気持ち、そこに惜しまない努力をする部分が
一番大事で、それに加えて知識、経験があればもちろん良いと考え
ます。

法人

さいわい保育園の職員が異動する可能性があるとしたら、その
異動の方と新規採用の割合はこれから決めるのですか。 保護者

大山西町保育園とさいわい保育園の採用も今から始め、両園ともバ
ランスを考えて配置していきます。 法人

民営化後の保育士は全員が新規採用ではないということです
か。 保護者

全員が新規採用ではないです。
法人

平成３０年の１１月頃から採用を実施していくのは、何か理由が
あるのですか。基本的に１１月以降はあまり採用が動かないよ
うに思います。 保護者

新卒の場合は大体決まっている時期ですが、中途採用については、
秋の大きな行事である運動会が終わり、転職を意識しだす方もいる
ので、この時期に採用活動を打ち出していければと考えています。 法人

保護者

現在の施設

区職員

民営化後、現大山西町保育園の先生方が新園に遊びに来るこ
とは可能ですか。

職員の採用について
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項目 意見・質問 発話 考え方・回答 発話

認可を取得するということは、資格所有者の数・採用基準・資格
所有者等、一定ラインがありますか。（職員配置基準が）「（○○
人）以上」とあるのは、無資格者もいるのですか。 保護者

認可保育園には保育士資格所有者の配置基準等について、明確に
決まっています。基本的にその基準で採用していただきます。ただ
し、基準どおりの人数だと運営が回らないため、補助員等の採用に
ついては、永寿荘の判断になります。

区

「大山西町保育園の現況」３４ページに、職員の勤続年数の割
合の記載があり、ベテランの方が多くかなり安定しているように
思います。一方、永寿荘の資料２ページに「リーダー職を配置し
て」とありますが、その職種はある程度勤続年数のある職員な
のですか。

保護者

さいわい保育園に保育士が３０数名いる中で、現場において園長や
主任のマネジメント側の負担が相当あるため、技術的・精神的にもサ
ポートできる人物をリーダー職に配置していきます。 法人

現状のさいわい保育園の職員の勤続年数の平均はどのくらい
ですか。 保護者

現状のさいわい保育園の勤続年数の平均は、４年です。
法人

保育士に産休や育休はありますか。復帰後に、また勤められま
すか。 保護者

産休も育休もあります。現在も１名が取得しており、もちろん復帰して
勤められます。 法人

区立では、年度毎の保育士の入れ替わりが多いですが、永寿
荘ではどうですか。また、１年ごとに異動する場合があります
か。 保護者

現状では園を超えて異動することは実施しておらず、理想としては、
（さいたま市の保育園は交えず）さいわい保育園と大山西町保育園
の２園の異動程度で済むスタンスで運営したいと考えています。ま
た、異動はそれほど頻繁ではないようにしていきたいです。

法人

さいわい保育園が始まったときは、職員が完全に基準どおり配
置されていたのですか。その当時も、今回の大山西町保育園と
同様に、前もって保育園を見に来て慣れてもらったのですか。

保護者

もちろん基準どおり揃っていました。さいたま市の既存園からは５人
が異動してきました。今回の大山西町保育園と同様に合同保育を
行っています。

法人

引継ぎはその期間（合同保育４ヶ月間）で十分だったのですか。

保護者

４か月の合同保育は的確であると思っています。長ければ良いという
ものでもないですし、これより短い形でも良いとも思います。４か月間
毎日合同保育をするというのは、他の自治体と比べても板橋区は相
当手厚いと思います。

法人

合同保育の４か月は、従事する保育士も異動することを知った
うえで従事するのですか。また、そのことを保護者、子ども達も
知る事ができるのですか。 保護者

保育士も異動することを知ったうえで合同保育に従事します。保護者
の方にも、子ども達にもお知らせいたします。

法人

現在の大山西町保育園の運営を全て引き継げるとは限らず、
今後は今までどおりではないと思っています。また、永寿荘の
考え方を伝えていってほしいと思いますが、移管後の運営をど
のようにすりあわせていくのですか。

保護者

さいわい保育園の時も、８年前に同じように進めてきました。初年度
はほとんど保育内容を変えず、通常の保育や子ども達と担任の先生
の信頼関係がしっかりできて、そこから少しずつ段階を踏んでやらせ
ていただきました。

法人

２園での話し合いは、これからになります。園だよりなどでご報告させ
ていただきます。 法人

今後の三者協議会においても、進捗状況等を説明していただきたい
と考えます。 区

さいわい保育園と大山西町保育園の２園での話し合いは始まり
ますか。また、その内容は公表されるのですか。

保護者

職員配置・異動・
勤続年数

引継ぎ
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項目 意見・質問 発話 考え方・回答 発話

さいわい保育園の時は、地域の方との運動会も同じく、最初は
変えずに、少しずつ変えていったのですか。

保護者

（園長予定者）まだ大山西町保育園の運動会を拝見していないので
すが、伝統や大山西町保育園が大事にしているものを引継いでやっ
ていきたいです。
（副理事長）全てを変えていくという思いは全くなく、良いものはずっと
残して引き継いでいきたいと考えています。法人の方針理念も「地
域」というキーワードが入っており、地域とのかかわりを非常に重要
視して、それぞれの事業も行っているので、大山西町保育園も同様
に、そのような園になれば素晴らしいと思います。

法人

園で飼育しているカメックス（亀）は引き継がれますか。
保護者

ぜひ、飼わせていただきたいです。
法人

園内の植物（ミカンの木等）も移植できますか。

保護者

学校工事の例では、植え替えで弱り根付かないことが多いため、新
たな木を選び育てていくほうが確実かも知れません。

区

民営化後に初めて実施する延長保育や新たな子どもたちの活
動などは、民営化後にいきなり実施するのですか。それとも引
継ぎを行うのですか。

保護者

大山西町保育園で実施していない０歳児保育や延長保育は、実施し
ている区立園で、引継ぎを実施する予定です。 区

民営化後、ネイティヴの外人さんの英会話や、音楽・ダンス等、
保護者の方から何か新しい取組の導入の要望が出たら検討さ
れますか。

保護者

（園長予定者）保護者からのご要望があれば、検討させていただきま
す。
さいたま市の園でも実施しています。保育中は全員で、夕方は希望
者だけクラスでやっています。
（法人本部長）新しいことをどんどんやるのは難しいかも知れないで
すが、子どもの育ちも変わっていくので、良い方向に持っていくという
のが一番良いと思います。ぜひ、ご要望をお寄せください。

法人

希望者で実施する場合は、別料金がかかりますか。

保護者

（園長予定者）主に保育の中で、年間的に実施する内容については、
別料金の負担はないです。
（法人本部長）保育方針に載っているもので、特別料金をいただいて
いるものはないです。

法人

石井式国語教室とは何ですか。

保護者

漢字教育の一種で、文字や数に対して親しみを持ち、みんなで文字
や数に触れると心地良いなという感情もしっかり育んでいくという内
容です。 法人

英語教育や茶華道教室等の新たな取組みは、保育園側が実
施時期を決めるのですか。それとも保護者アンケートを取るの
ですか。 保護者

初年度からやりたいという気持ちはもちろんありますが、子ども達や
保護者の方々の意向を踏まえてペースを作るのは、法人の責務の一
つと考えています。 法人

運営内容
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項目 意見・質問 発話 考え方・回答 発話

子ども達の新たな活動は毎日実施するのですか。４年間、自由
に体を動かす時間が多いことに慣れてきて、急に負担が増えて
ストレスにならないか心配です。 保護者

毎日実施するということは、考えておりません。

法人

永寿荘の資料に「将来、卒園児や在園児兄弟の放課後お預か
り」とありますが、これは他の園で実施しているものですか。

保護者

さいたま市の園で実施しています。小学生の放課後お預かりです
が、夏休みの需要はありますが、平日はあまり利用がないです。

法人

さいわい保育園の夏祭りに行ったことがありますが、民営化後
は親も参加できるイベントが増えますか。

保護者

ご提案させていただいている行事の中にお祭りがあり、家族、兄弟、
みんなが集まる場を、ぜひ持ちたいと考えています。

法人

現在、永寿荘の保育園の保護者関連の行事はどのようなもの
がありますか。

保護者

年に２回、６月と２月の平日に各クラスで保護者会を実施していま
す。午前中が保育参観で、午後の午睡中に保護者会という内容で
す。今の大山西町保育園の運営に準じて、考えていければと思って
います。

法人

永寿荘の保育園の保育参観は、子ども達の活動を親が見てい
るスタイルのものですか。

保護者

現在の形は、一緒に楽しめる保護者参加型のものです。

法人

大山西町保育園で実施している「一日保育士体験」を、民営化
後もぜひ取り入れてほしいです。

保護者

ぜひ取り入れていきたいです。

法人

今後のスケジュールについて、計画承認、認可等が遅れる可
能性はありますか。

保護者

スケジュールについては余裕を持って組んでおり、遅れることは考え
ていないです。平成３２年４月に向けて、園舎の建設、認可の準備を
滞りなく行って参ります。 区

３月の保護者会の時にまだ未定であった新園舎の図面等は、
次回以降協議するのですか。

保護者

次回８月頃に予定している第２回三者協議会において、「施設の概
要」と「建設計画」を議題とする予定です。その中で議論をさせていた
だきます。 区

今回、第１回三者協議会前について、事前の意見・質問等はど
のくらいあったのですか。

保護者

今回、配付したものが、全体の質問とそれに対する回答です。

区

議事録は誰がどのくらいの期間で作成するのですか。

保護者

業者に委託して作成しますが、内容を修正して手直しがどうしても必
要になります。その後、永寿荘にも確認していただきます。保護者の
方々の発言内容について誤りがあった場合は、ご連絡をいただき、
訂正させていただきます。なるべく早くお送りしたいと考えています。 区

保護者関連行事

三者協議会・
スケジュール

運営内容
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