
　平素は奈良市の教育・保育行政にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。

　令和2年1月25日（土）に開催いたしました説明会の概要を以下のとおり、まとめましたの

でご報告いたします。

(１)民間移管の取組について（奈良市）

・ 右京保育園の民間移管に関する取組については、前回10月24日、11月1日に主に移管先法人の希

望の会より移管後の園運営内容について説明させていただきました。その後、三者協議会において、

保護者代表の方々のご意見をいただき協議を重ねてきたところでありますが、その内容については、

開催報告書という形で配布させていただいております。

・ 本年1月6日より共同保育を実施しており、実際に保育に入っていただきながら右京保育園の園運営

や子ども達との信頼関係の構築を行っております。今後も4月に向け両園職員が現在の保育をベース

に、よりよいものとするため共同保育を進めていきたいと考えております。

・ 移管後の引継ぎについては、引き続き勤務いただく先生と新しい先生とで保育を進めていくととも

に、公立園の運営や保育等の指導を行う保育総務課の元市立園長経験者や保育士資格・幼稚園教諭

免許を有する指導担当者による巡回、聞き取り等を定期的に行う予定をしております。

・ 今後も公私連携の取組において、よりよい教育・保育を提供できるよう引き続き移管先法人と連携

を密にしながら進め、現在の共同保育を確実なものとし、民間移管を迎えたいと考えておりますの

で、引き続きご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

(２)民間移管後の園運営内容について（希望の会・奈良市）

① 前回説明会から三者協議会を受けて

・ 給食費について

→ 希望の会： 給食については、現在玄関にメニュー表や献立、写真を置いておりますが、見ていた

だいただけでは伝えきれない部分もあるので、今後4月以降に試食会を企画させていただければと

考えております。給食費に関しては、三者協議会においても説明させていただいておりますが、実

際に食材費は月額7,500円以上掛かっているところでありますので、お示しさせていただいている

月額7,500円でご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

なお、給食費ですが、年収が360万円未満の方や第三子以降の方においては、主食費2,000円のみ

の徴収となります。

→ 奈良市　： 今までの説明の中で公立園と今後民間移管した際の差額についてご意見・ご質問いた

だいておりました。大きく違う点を申し上げますと市はお米の購入に際して入札を行っており、年

間をとおして入札で決まった単価で購入する方法を取っています。比較的たくさんの園があります

ので、安価に抑えて金額を決めているというところがあります。また、主食については、お米以外

にもパン・麺類と種類がありますが、比較的パン・麺類は価格が抑えにくいものであり、市では予

算も限られておりますので、なるべく価格を抑えるためお米を使った主食を多くしている部分もあ

ります。そういったところと、メニューのバリエーションや行事食・季節を感じさせるメニューな

ど食育に力を入れておられるという部分での差が出てきていると考えております。

・ 警報発令時の保育について

→ 希望の会： 警報発令されている中で、絶対に安心ですと言えない状態での保育はできないという
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ことで、ご無理を言いますが前回の説明どおり警報発令時は家庭保育をお願いさせていただきたい

と考えております。保育中に警報が出た場合に、すぐにお迎えにこられない場合もあると思います

が、その時は安全に子ども達を保護者の皆様に帰せるように保育をしっかり行っていきたいと思っ

ておりますので、ご協力をお願いしたいと考えております。今後国の防災のガイドラインが改訂さ

れるということも聞いておりますので、万が一公立の小学校の警報時発令時の対応が緩和されるこ

とになれば、それに準じて対応していきたいと考えております。

→ 奈良市　： 警報発令された際は家庭保育をお願いするというお話がありました。公立園では今ま

で預かってもらえたということですが、公立園においても基本は家庭保育をお願いしているところ

です。しかしながら、その中でどうしても家庭保育が困難なご家庭の場合はお預かりをしてきた経

緯があります。昨今大きな災害が発生しており、国でも議論が進んでおりますが、これまで小学校

や幼稚園では基準がありましたが、保育については国からそういう基準は提示されていませんでし

たので、今議論が進んでいると聞いております。保育の必要性というのはもちろんございますが、

それと大事なお子様の命をお預かりするという部分で、警報時は今後公立園についても家庭保育を

より一層求めていく、むしろ避難の準備をしていただくという方向性で国から新たな基準が示され

るのではないかと考えております。そうなりましたら、公立もあらたな方向性を示すことになりま

すので、また広く皆様にお知らせしていくことになると思います。そのため、子どもを預かれない

場合に代替で公立でということではなく、公立園としても家庭保育、避難の準備をしていただきた

いという方向でお知らせしていきたいと考えております。

・ 体操服について

→ 希望の会： 1号認定利用で入園される方については体操服の購入をお願いしていますが、現在の

在園児の方には体操服の購入は自由とさせていただいております。その中でどちらかに統一したほ

うがよいのではないかというご意見もいただきましたが、1号認定利用で入園希望の方については、

体操服の導入について期待されている方が多いです。神功こども園でも体操服を導入されているこ

とから、そこに準じて1号認定利用の方から導入させていただきたいと考えております。園の中で

色々な服を着ているお子さんがいらっしゃるのと一緒で、体操服を着ているお友達や好きな洋服を

着ているお友達がいてもよいと思っております。もし途中で購入したい場合は随時注文できますし、

まったく体操服はいらないという選択肢もあると思いますので、自由に選択していただくという形

を取りたいと考えております。

・ 写真代について

→ 希望の会： 写真代が高くなるので安くできないかというご意見をいただいておりました。今回イ

ンターネット販売をしているということを第1条件として、公立小学校にも入っている業者をあた

ってみたところ、Lサイズが当初140円でお伝えしていましたが100円で、集合サイズは800円

を700円で、当初お伝えした価格よりお安くなりました。インターネット販売となった場合は、

今までは自宅での受取のみで送料が発生していたのですが、今回の業者では保育園受取を選択で

き、この場合は送料が無料になりました。保育園で撮撮した写真はコドモンのアプリケーション

を通しての購入となります。なお、購入されなくても閲覧は自由にできるようにさせていただき

ます。

・ 教材費及び諸経費について

→ 希望の会： 保護者会費でご用意されていた行事でのプレゼントを今後は教材費・諸経費の中から

お渡しするような形にできればと考えております。また、現在ティッシュやビニール袋などは、

保護者の皆様にご用意されたり、寄附していただいたりしていますが、園のほうで賄っていきたい

と考えております。また、ロッカーで使用しているカゴについても、今後皆様に用意していただく

必要はありません。

・ 共同保育について

→ 希望の会： 現在1月から共同保育に参加させていただいております。2月からは早出、遅出とも

う少し変動して保護者の方とも顔を合わせる機会を増やしていきたいと考えております。またひ

とつのクラスに入り、特定の子どもとの信頼関係を構築するだけでなく、できるだけ職員が様々な

クラスに参加し右京保育園が大事にされてきた繋がりのある保育を学ぶとともに、子ども達のため

によい保育を提供していけるように話し合いながら進めていきたいと考えております。引継ぎの様

子は階段下のスペースにドキュメンテーションを張り出されてうますが、どのような引継ぎが行わ

れているのかもしっかりと伝えていきたいので、今後コドモンのアプリケーションを通して、共同

保育の様子を発信できるような方法も考えております。詳細については改めてお手紙等でお知らせ

させていただきます。
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② 園庭整備について

→ 希望の会より、園庭整備の概要について整備イメージを投影し説明を行いました。

・ 現在の園庭ですが、遊具点検を行っている業者にも見ていただきましたが、傷みの見える遊具があ

り、園児数も少し増加するということから、子ども達が主体的にのびのびと遊べる園庭環境に改良

させていただきたいと考えております。

・ プールの横にジャングルジムなどの遊具があるのですが、そちらについては現在の遊具の機能を備

えた大型の木製複合遊具を設置させていただこうと考えております。

・ 砂場があるスペースについては、今ある築山の土を活用して、乳児も幼児も楽しめる大きな築山に

変えていこうと考えております。また築山には一番上から水が流れるように手押しポンプの取り付

けを考えております。

・ ログハウスについても少し傷みが見えてきていますので、現在と同じ遊びができるような形で作り

直しをさせていただこうと考えております。今後看板に色を付けたりすることは、保護者の方や地

域の方にご協力いただきながら、最終的に色々な歴史があるログハウスにしたいと考えております。

・ 桜の木の周囲には、ウッドデッキを張る予定であり、色塗りなどは保護者の方や地域の方にご協力

いただければと考えております。またウッドデッキの両側には、思い切り表現遊びができる砂場を

作ろうと考えております。砂場については、質感の違いを楽しんでもらえるように、性質が違う砂

を入れた砂場を2か所設置します。また、現在園舎の横にしか水栓がないのですが、新たに砂場の

近くにも水道を通し水栓を設置します。

・ 玄関から園庭へ通じる通路部分については、日当たりがよいので、この場所に職員と子ども達で菜

園と花壇を作ってきたいと考えております。それにより現在の菜園がある場所は、広く遊べる空間

にしていきたいと考えております。

・ 園庭とは別になりますが、玄関の奥に絵本コーナーがありますが、この場所にハウスのような囲い

を設置し、子ども達が落ち着けるようなひだまりコーナー（案）というスペースを設置させていた

だきたいと考えております。

・ 整備にあたって、3月28日（土）～4月5日（日）の一週間の期間をいただいて、集中的に工事を

実施する予定をしております。もちろん園児・保護者の安全に配慮し、登降園にご迷惑を掛けない

ように時間帯についても配慮して実施させていただきます。子ども達に危険が起きないように園庭

はその期間利用できませんが、リズム室であったり、近隣の公園を活用しながら、遊びを確保させ

ていただきます。新年度から新しくのびのびと遊べる環境を提供していきたいと考えておりますの

で、ご理解とご協力をお願いいたします。

③ 今後の予定について

→ 希望の会： 来年度の進級にあたって毎年2月にされているクラス懇談会には本法人の職員も一緒

に参加させていただいて、来年度の諸事項について皆様にしっかりとお伝していきたいと考えて

おります。
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（１）いただいたご質問について

Q3
移管後に引き続き残っていただける右京保育園の先生方の人数は確定されているので
しょうか。確定されていないのであればいつ頃確定されるのでしょうか。残っていただ
ける人数によって希望の会の先生方の人数も変わってくると思います。

A3 希望の会：奈良市でも保育士が不足しているという状況の中、残っていただく先生を含
めて50人の先生を確保することができました。どの先生が移管後も残っていただける
のかということについては、現在1/3程度の先生方が残っていただける意向をいただい
ております。ただ、共同保育の様子を見てからという先生方もいると思っております
し、今後さらに増えていけばとも考えております。様々な状況がありますので、先生方
とも話し合いした結果、もうしばらく公表は控えたいと考えております。公立園でも3
月末頃に人事異動が発表されるので、その頃にお伝えできればと考えております。職員
一同、子どもを中心にして共同保育を進めておりますので、不安もたくさんあると思い
ますが、一緒に子ども達と右京保育園を支えていただければよりよいものになっていく
と思いますので、どうぞご理解・ご協力よろしくお願いします。

奈良市：多くの右京保育園の先生方が残っていただけるということで希望の会から説明
がありました。本市としては、公立園の運営や保育等の指導を行う保育総務課の公立の
園長経験者や保育士資格・幼稚園教諭免許を有する指導担当者による巡回保育を行い、
4月以降、移管後のアフターフォローを実施させていただきたいと考えております。

A2 奈良市：希望の会より2月からは、今よりも積極的に早出・遅出に入っていきたいとい
う事で説明がありました。共同保育の様子はお伝えしきれていない部分もあると思いま
すので、皆様のご安心に繋がるような情報提供の方法を検討していきたいと考えており
ます。

2 説明会でのQAまとめ

Q1
今日は参観ということで希望の会の職員が引継ぎに来ていただいていると思いますが、
保育室の中に入らず、部屋の外から見ているだけでしたが、それで引継ぎできているの
でしょうか。

A1 右京保育園：希望の会より参観への参加についてお声がありましたが、本日の参観は子
ども達の1年間の成長をご家族の方と一緒に楽しんでいただくということで、当方から
保育室の外から様子を見るという形でお願いさせていただきました。

希望の会：参観にも実際に入ることを考えていました、保護者の方もたくさん保育室に
入られることから、妨げにならないように保育室の外から保護者の方々とのふれあいの
様子を観察させていただくということで、右京保育園とも話し合った結果、本日はその
ように進めさせていただきました。

Q2
来月から早出・遅出に入られるということですが、4月まで時間がないので、しっかり
と現在の右京保育園の先生方の丁寧な対応を引継いでもらいたいです。
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Q6

写真販売について、前回の説明会で何か知っている業者などがあれば教えてくださいと
言われていましたので、調べたところ、コドモンで販売される写真については40円か
ら可能だと記載されていたので、50円での販売も可能なのではないかなと思っており
ます。他のサイトも見たところ50円からというところもあったので、100円が妥当か
どうかと思うところがありました。また条件もあったのですが、プロカメラマンも無料
派遣できるともありました。その辺り何故100円というところを教えていただきたいで
す。

A6 希望の会：コドモンシステム利用料の一部を写真の販売・閲覧などのサービス利用料に
含んでいるため、1枚100円での販売となるということでお願いしたいと考えておりま
す。本来、写真販売は保育業務ではないため、今後はできる限り減らしていきたいとも
考えております。普段の様子はアプリを通じて配信させていただきます。また、行事写
真や生活の様子などはプロカメラマンに撮影をお願いしていきたいと考えていますの
で、コドモンと提携を結んでいる業者によるプロカメラマン派遣をお願いしていきたい
と思います。価格は、園のしおりにてお知らせいたします。

A4 奈良市：主食費についてはそれぞれ食材費と提供数から実際に掛かっている費用を算出
しており、おそらくそういった部分で差が出ているのだろうという説明をさせていただ
きました。公私連携ということで給食費などの費用については、希望の会とも積極的に
調整を行い、三者協議会においてもご意見をいただきながら進めてきたところでありま
すが、まずはこの内容で実施していきたいと考えております。

希望の会：主食についてはお米だけでなく、栄養価の高いアマランサスご飯や麦ご飯な
ど、主食と言いつつも白米だけでなく色々な食材を取り入れております。またパンや麺
類にもこだわりがありそういった部分で差が出てきていると考えております。子ども達
にはできるだけ色々な食材に触れていただき、目にして口にしてほしいということで、
食材にバリエーションを持たせております。

A5 希望の会：通路については、花壇と菜園を日当たりのよいフェンス側に設置し、緊急車
両等の通行ができるように考えております。

Q5
園庭について、菜園と花壇を移設するとのことですが、移設先の場所は車両が通行でき
るスペースがあるのでしょうか。あの場所はウキウキカーニバルなどで荷物の出し入れ
を行っているのですが、防災の観点からも車両が通行できた方が安心かなと思います。

Q4

給食費について、主食費のお米やパン、麺類というところで差額が出やすいという事で
したが、主食費が月額600円から移管後月額2,000円と3倍以上の価格差が出るものな
のでしょうか。その価格差について検証はしているのでしょうか。公私連携であるか
ら、それをどのように抑えるか、公立のつもりで入園された方が不満を抱えないように
するのが行政の役割ではないのでしょうか。
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（２）その他ご意見について

[ 担当課 ]　 奈良市　子ども政策課　（市役所中央棟3階）
（担当）　山本　・　北野　・　髙野

[ TEL ] 0742-34-4792 [ FAX ] 0742-34-4798
[ MAIL ] kodomoseisaku@city.nara.lg.jp
[ 市立幼保施設の再編に関する市のホームページ]

http://www.city.nara.lg.jp/www/genre/0000000000000/1366066836305/index.html

2

共同保育の期間や引継ぎをどのようにしていくかということについては、外部の専門家
が入って検討されたわけではなく、奈良市が決められたということで伺ったていたので
すが、様々な事例がある中で臨時職の保育士を引き続き雇用していただくという方法を
奈良市が決めたことについて、皆さんご不安に思われているので、今後こういったこと
が起こらないように行政に考えていただきたいです。右京保育園については、実績のあ
る希望の会が来ていただいたことで、保育士も確保できたと思いますが、そうでなけれ
ば保育士を確保できないということもあるかと思うので、そのあたりご意見を申し上げ
させていただきます。

Q7

配布された前回の三者協議会の開催報告書に、地域で決める学校予算の内容があり、そ
こで右京地域からのお声がけがありということで、運営委員会を立ち上げる必要がある
ため保護者代表の方にも参加いただきたいということが記載されていました。運営委員
会の代表の方に右京地域でない方が入られるという事は右京地区自治連合会は了承され
ているのでしょうか。

A7 奈良市：地域で決める学校予算事業については、中学校区を単位として、地域全体で子
どもを育てる体制をつくり、子ども達の教育活動の充実を図るとともに、地域との連携
共同した活動、地域コミュニティの活性化を図ることを目的とした事業であり、事業の
立案等については、各中学校区に設置された地域教育協議会が検証・審議を行うことと
なっております。今回右京保育園については、民間移管及びこども園移行にあたり、平
城西中学校区地域教育協議会より、お声がけがあったところです。ご質問の件につきま
して、配布資料の右京地域との記載につきましては、右京地区自治連合会から直接お声
掛けがあったということではございません。運営員会の組織や立ち上げに関しまして
は、来年度の事業が決定した後、改めて希望の会よりお知らせさせていただきます。

1
警報発令時の預かりが厳しいという話でしたが、無理という事は承知の上で要望とし
て、どうしても出勤しないといけないということがありますので、預かってもらえない
と大変困る状況であるとお伝えしたいです。

右京保育園の民間移管に関する問い合わせ先
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