
春日保育園の民間移管に係る第２回三者協議会　資料

R3.11

奈良市子ども政策課

社会福祉法人子どものアトリエ

◇対象アンケート：春日保育園　第１回三者協議会実施後　保護者アンケート（令和３年１０月５日配布分）

◇回答者数：９７件（35世帯/135世帯）

◇分類別回答数

◇具体的な意見内容

①公私連携型保育所（仮称）春日よつば保育園について

番号 学年 分類 保護者アンケートにおける意見（原文） 法人からの回答

1 - 給食費

給食費が月極になっていますが、お休みをした日の給食費はどうなりますか。現

在は事前にお休みを伝えると引いていただいていますが…。

2 - 給食費

給食費が現在より高くなりますが、7,500円は決定でしょうか。高いです。（通園

日数も月によって違うと思いますが…）

3 4 給食費

給食費の負担が公立園に比べてかなり増えるように思います。なぜでしょうか。

例えば19時までの開園とすることで5～6時台のおやつが付加される等事情がある

のでしょうか。

4 4 給食費

給食費がなぜ倍にもなるのでしょうか。全く単価が今と違うのですか。なぜで

しょうか。

5 4 給食費

給食費今まで高くなくすごく助かっていました。それなのに、なぜこんなに高く

なるのですか。公私連携型なら今まで通りでいいのでは。びっくりです。

6 0 給食費

給食費も高すぎます。家でも子ども一人に7,500円も使いません。（仮に副食費が

免除になっても休むこともまだ多い年でもあるのに、月極はどうかと思う）

番号 学年 分類 原文 法人からの回答

7 0 施設整備 駐車場増設の件はありがたいです。

8 1 施設整備 駐車場の台数が増えるのはありがたいです。

9 0 施設整備

園舎のリフォーム予定と記載がありましたが、耐震性等防災面への改善、整備予

定はありますか。

現在の園舎も、耐震基準を満たしています。改築の際には、劣化等がみつかれば補強する予

定です。

10 4 施設整備

施設整備の際、送迎がトラックなどの往来大丈夫か。子ども達が工事などしてい

る場所が増え制限される保育園生活にならないか心配。

11 4 施設整備

施設整備中の子ども達の環境はどうなりますか。園庭が使えなくなったり、狭く

なったり、保育室が仮設の部屋になったりしないか不安です。

12 5 施設整備

改修、整備の計画があり、工事などが行われることと思いますが、工事中も子ど

も達や近隣住民が安全に、健やかに過ごせるような配慮をくれぐれもお願いしま

す。

番号 学年 分類 原文 法人からの回答

13 - 実費徴収

園リュックが指定になっていますが、次年度5歳児は1年しか使用しないためもっ

たいないです。

14 2 実費徴収 リュックは現状のものを使用できるか。使用したい。（現状のもの）

15 3 実費徴収

残り1年2年の園生活のためにわざわざ既定のリュックサックを自費購入する必要

があるのでしょうか。

16 4 実費徴収

幼児のリュックなどは在園している園児についてはそのままだとありがたい。残

り少ない年数で購入は好ましくない。

17 4 実費徴収

姉もこの春卒園して1年だけの保育になるため、リュックを今まで使っていたもの

のままで行きたいのですが、皆買わないといけないですか。

18 4 実費徴収

物品の強制購入には反対です。5歳児のみ既存のリュック可としていただきたいで

す。

19 4 実費徴収

リュック全く意味が分かりません。私のところは後1年だけでなんで買う必要があ

るんでしょうか。新しく入園された方や、欲しい方が購入するなど、もう少し考

えてください。園のリュック買いたくありません。

20 4 実費徴収 来年度5歳児も園リュックを購入するのでしょうか。

21 4 実費徴収

1年で5,500円を出して購入するのはどうかと思うので、個人で使っているものを

そのまま使わせて欲しい。

22 4 実費徴収

保育用品の園リュック、子どもは後1年で卒園するのに、お誕生日に新しいリュッ

クも買ったところやし、高すぎるし、買いません。

園舎の工事は、保育にできるだけ支障がないように、まずピロティに新しく保育室を増設

し、1学年ずつ順に移動しながら改修をすすめたいと考えており、詳細は奈良市と調整中で

す。そのため仮設園舎は必要ありません。駐車場は、中学校グランド側に整備し、園庭は子

どもたちの外遊びが維持できるように計画的に3年程度かけて子どもの遊びを保障しながら

ゆっくりと整備していきます。また昼寝中は音の出る工事をしないなど、騒音対策に細心の

注意をはらいます。

園リュックについては、2022年度3歳児クラスに進級する園児以降を対象としており、2022

年度の4・5歳児クラスに進級する園児については希望される方のみの購入とさせていただき

ます。幼児期は、小学校入学までに育みたい姿として、自立心や規範意識の芽生えがありま

すが、指定リュックは幼児のために設計された、幼児の体形に背負いやすく、また開口部が

広いために自分で出し入れしやすい構造となっています。幼児が自分のことを見通しをもっ

て自分でできるように、使いやすい道具による物的環境は、教育的なねらいからも、大切な

教育環境のひとつです。また、キャラクターなどのデザインがないすっきりとした無地で、

水濡れにも強い素材であることで、3年間の使用に充分耐えるものを選んでいます。園名の

記載はありませんので、休日のおでかけや、小学校になっても使用していただけます。

①回答数　合計：７５

　給食費：６、施設整備：６、実費徴収：３８、職員体制：５、保育・運営：１３、その他：７

②回答数　合計：２２

　施設整備：７、実費徴収：５、保育・運営：６、職員体制：１、その他：３

子どもたちにとって、食事は身体のために栄養が満たされるだけでなく、健やかな精神や人

との信頼関係を育むためにも、とても大切です。当法人では、現在の2週間周期の献立では

なく、1か月間毎日異なる季節感あふれるバリエーション豊かな献立による食事と、おやつ

も土曜日以外はすべて手作りで提供します。お米をはじめ食材はできるだけ奈良県産を提供

いたします。また、アレルギー児には、すべてのアレルゲンについて個別に代替食を用意し

ます。行事食も豊富にとりいれ、食育に力を入れ、食事を話題にする子、一緒に食べたい人

がいる子など、食事を教育の一貫として大切にします。お誕生日の園児には、特別のお誕生

日プレートを用意しみんなでお祝いをするなど、文化や生活の彩りとしての食事を、あらゆ

る人格の基礎が築かれる乳幼児期の育ちのひとつとて大切にしています。

ー



23 4 実費徴収

幼児の保育用品の園リュック5,500円程度とのことですが、（娘が来年の4月で年

長になりますが）残り1年だけなので今まで使用しているリュックを使用したいで

す。やはりあと1年だけでもう1度リュックを再購入するというのはもったいない

と思います。娘もずっと使っていたリュックなので色々思い入れもありますし、

本人にも聞いたら「嫌だ」と言っていました。リュックの値段も安くはないの

で、希望としては今在園している園児さんは今まで使用しているリュックを使わ

せていただきたいです。妹も通わせてもらっていますが、今使っているリュック

を無駄にはしたくないです。考えなおしていただきたいです。よろしくお願いし

ます。

24 4 実費徴収

幼児のリュックですが、今使っているものを使い続けてもいいのですか。来年度5

歳児で1年だけのために購入するのはもったいないように感じます。

25 3 実費徴収 また、園リュックも現状の形のままではなぜダメなのでしょうか。

26 4 実費徴収

また、園リュックも現状の形のままではなぜダメなのでしょうか。次回の資料な

どでも詳細よろしくお願いいたします。より良く見通しの良い環境の保育園にな

ることを願っております。

27 4 実費徴収

保護者負担の保育用品のリュックは、高額であり現在使われているリュックで十

分と思いますので、購入希望しません。

28 0 実費徴収 子どもに指定のリュックは必要ないです。今までどおり自由で充分です。

29 1 実費徴収

リュックなどのデザインなどは事前に実際に見て触ったりすることはできるので

しょうか。

実物を春日保育園に置いておきますのでご覧ください。

30 3 実費徴収

保護者負担について、教材費（絵本）は何に使われて、必ずいるものなのでしょ

うか。

31 3 実費徴収

保育料以外保護者負担における教材費440円/月　月間絵本とは具体的にどのよう

なものでしょうか。

32 3 実費徴収 保護者向けの月刊誌等のようなものであれば不必要ではないかと思う。

33 4 実費徴収

教材費440円/月って書いているところ、毎月1冊440円払って本を買うってことで

すか。詳しく説明をしてください。

34 4 実費徴収 月間絵本は全員購入ですか。希望者のみ又は、希望する月のみ等選べますか。

35 5 実費徴収 絵本袋は自由なのでしょうか。購入でしょうか。各自で作成でしょうか。

36 1 実費徴収 月間絵本が強制なのはなぜですか。

37 0 実費徴収 教材の月間絵本もいらないです。

38 0 実費徴収

0・1歳児保護者の保護者負担のエプロンは手ぬぐいで作らないといけないという

ことですか。

39 1 実費徴収 保育料以外のエプロンは必ず購入が必要なのでしょうか。

40 0 実費徴収

現在使用しているタイプではなくわざわざタオルエプロンにする意味があまり分

かりません。以前他の園でタオルエプロンを1年だけ使用しましたが、服にしみや

すかったり夏場臭いがきつくなったりカビやすくてあまり使用のメリットを感じ

ませんでした。（その後民間移管でナイロン？のエプロンになり汚れても取り換

えやすく便利でした。）

41 1 実費徴収

ナイロンバッグや月間絵本などの追加の用品は購入が義務化されているのでしょ

うか。

42 4 実費徴収

後、汚れ物の持ち帰りのバッグ620円いらない。いつもどおりビニール袋でいいで

す。

43 2 実費徴収

ナイロンバッグ、ネームプレート、リュックは入園の時に用意して購入している

ので、来年から入園される方からの購入でいいのでは。

44 1 実費徴収 リュックやナイロンバッグ、タオルが指定なのはなぜですか。

45 5 実費徴収

保育での布団はどうなるのでしょうか。このままコットベッド使用でしょうか。

リース布団の導入でしょうか。

46 4 実費徴収 制服なしはありがたいです。 ー

47 4 実費徴収

月の支払いが多くなるように見受けられる。必要なものを揃えてくださるのはあ

りがたいが、出費についてもう少し考慮していただきたい。

48 4 実費徴収 全く納得できない内容です。負担が多すぎます。

49 4 実費徴収

オートロックに伴うＩＣカードは一家庭何枚ですか。（父母以外に送迎できる身

内がいます。）

毎日送迎者が違う場合は、ICカードを2枚ご購入ください。たまに祖父母の方がこられる場

合などは、インターホンを押していただければ対応いたします。

50 4 実費徴収

幼児クラスで使う備品の購入はいらないとありましたが、このコロナの時代自分

のものがあった方が良いと思います。園で自由に使えるとありますが、だれか使

うたび消毒とかちゃんとしてくれているのですか。自分のものは必要だと思いま

す。今までの流れをもっと大事にしてください。自分のものだから自由に使える

のでは。

保育室には、常設の造形コーナーをつくり、お子様がいつでも使いたいときに、自由にクレ

パスやマジック、造形材料が使えるようにいたします。

0～2歳児の子どもたちは、自我が育つことで、生活の中で少しずつ自分でできることをしよ

うとするようになります。一人一人の体大きさにあわせたエプロンは、子どもにとって使い

やすく、自分でしようとする意欲を育みます。また、集団の中では清潔であることも重要で

す。白無地のエプロンはカビや汚れに気付きやすく、清潔に保つことができます。法人とし

ては、保護者の皆様のご負担を軽減し、子ども達のより一層の成長を助けるため、月600円

定額で衛生・教材費を提案させていただきます。

0～2歳児：タオルエプロン・おしぼりの材料費、作成費及び洗濯を含む管理費 ＋ 教材費

3～5歳児：教材費

新たに必要となる用品については、2022年度4月に3歳児クラスになるお子さまから使用しま

すので、すでに幼児クラスの方は、現在のものをそのままご使用ください。ベッドは、コッ

トベッドをひき続き使用いたします。布団のリースは必要ありませんので、バスタオルをご

持参ください。

リュックについては既に幼児クラスのお子様はお持ちであるという考えのもと、移行措置と

して現在幼児クラスのお子様は購入の必要がありません。当法人として子どもたちのより良

い成長を助けられるような教育保育を提供したいと考えておりますので、何卒ご理解くださ

いますようお願い申し上げます。

園リュックについては、2022年度3歳児クラスに進級する園児以降を対象としており、2022

年度の4・5歳児クラスに進級する園児については希望される方のみの購入とさせていただき

ます。幼児期は、小学校入学までに育みたい姿として、自立心や規範意識の芽生えがありま

すが、指定リュックは幼児のために設計された、幼児の体形に背負いやすく、また開口部が

広いために自分で出し入れしやすい構造となっています。幼児が自分のことを見通しをもっ

て自分でできるように、使いやすい道具による物的環境は、教育的なねらいからも、大切な

教育環境のひとつです。また、キャラクターなどのデザインがないすっきりとした無地で、

水濡れにも強い素材であることで、3年間の使用に充分耐えるものを選んでいます。園名の

記載はありませんので、休日のおでかけや、小学校になっても使用していただけます。

絵本は、保育環境のひとつとして大変重要です。厚生労働省の保育所保育指針においても、

乳児保育では絵本は一人の保育士が一人の子どもに読み聞かせをすることが、精神的発達の

ために重要であり、自分への肯定感や人への信頼感を育むとされています。幼児保育では、

絵本を通してクラスで一体感を感じたり想像をふくらませることが、教育の五領域・言語で

も重要とされています。当法人では、012歳児は、毎日1対１で絵本の読み聞かせを行いま

す。幼児は、現在の春日保育園さんと同様に、良質な絵本を大切に保育を展開していきま

す。子どもは自分の絵本に愛着をもち、大切にします。読解力は今後ますます大切な力とな

ります。乳幼児期の絵本との豊かな出会いは読解力や想像力、豊かな心情をを育み、小学校

以降の学びに向かう力の基礎となります。



番号 学年 分類 原文 法人からの回答

51 1 職員体制

コストカットの影響で経験が浅い保育士ばかりになる可能性はあるのでしょう

か。

当法人には、応募人数を大幅に超える保育士の応募があり、国の基準を超える保育者の雇用

がすでに決まっております。奈良市の元公立職員や養成校の教員もふくめ、保育士の平均年

齢は40歳を超えています。経験者だけでなく、新卒者も奈良教育大学出身者はじめ優秀な人

材が集まっています。看護師も、複数の応募がありましたので、看護師でありかつ保育士免

許も所持している人の正職員としての雇用が決まっています。

52 1 職員体制
保育士の方々の休憩時間はしっかりと確保されるのでしょうか。先生方の心身の

状態が保育の質に関わってくると思うのですが。

53 5 職員体制

職員の働き方に関する記載がなかったのですが、私立保育園は職員の離職率が高

いように感じています。（データは知りません）

54 5 職員体制
職員の勤務体制や給与面はどのようになっていますか。職員がコロコロ変わるよ

うな事態は避けていただきたいです。

55 5 職員体制

支援が必要な乳幼児に対して加配がついたり、そうじや消毒等で職員の数が確保

され負担軽減が図られることも合わせて願います。

番号 学年 分類 原文 法人からの回答

56 0 保育・運営

夏のプールの件、タライを使って個々に水浴びをするのは感染症対策のためで

しょうか。お友達と水遊びの楽しさを共有することができたら尚いいなあと思い

ます。

排泄の自立が確立していない01歳の子どもは、一人一つのプールを使用することが、認可保

育園で決められている衛生の基準です。水遊びの楽しさは、夏の遊びを楽しんだり、お友達

と共に過ごす心地良さを感じることとして、指導計画に基づいておこないます。

57 0 保育・運営

春日保育園を利用するようになりまだ日が浅いので、あまり深くわかりません

が、子どもにとって安心して楽しく過ごせる場であって先生方にとっても（開園

時間が延びるようなので）働きやすい職位場であれば良いなあと思います。

これからも、お子様が安心して楽しく過ごせる園となれるようにいたします。早い時間、遅

い時間の勤務の保育士も、残業ではなくシフト制による勤務です。

59 1 保育・運営

３歳児からのマスクについて、春日保育園では３歳児クラスからマスクが必須と

伺いました。ＷＨＯでは５歳児以下の子どものマスク着用は必ずしも必要ないと

していましたが、小５男児が体育の授業中、マスクの着用で死亡した事故もあり

ました。苦しくても自己表現まだまだできない年齢の子たちに必須にするのは危

険すぎます。どうか子どものためにもマスク着用についてもう一度先生方で話て

いただきたいです。実際、私自身マスクが苦しく呼吸がしづらくなった経験が何

度もあります。

当法人では、厚生労働省からのガイドラインに基づき、乳幼児にマスクの義務化はしており

ません。

60 1 保育・運営

ワークなどの勉強もするのでしょうか。 乳幼児期は、特定の教育的なねらいだけをとりだして身に付けていく時期ではなく、自発的

な遊びを通して興味や関心を育んでいく時期です。数の概念や文字などは、卒園までに、遊

びのなかに子どもの必要感に基づいた課題を環境として用意することで、子どもたちが自ら

学んでいけるようにしています。卒園までには小学校入学までに育ってほしい、数量や図

形、標識や文字などへの関心・感覚を育むとともに、アクティブラーニングといわれる、自

分で課題をみいだし解決にむけてお友達と協力していく学びに向かう力を総合的に育みま

す。

61 1 保育・運営 子ども個人のマークは変わりますか。 検討中です。

62 3 保育・運営 保育園の行事ごとにできるだけ参加し経過を見ていきたいと思います。 ー

63 4 保育・運営

資料にも書いていましたが、今までの先生方がいらっしゃらなくなることが、何

より子どもも親も不安で新しく変わる保育園に気持ちがまだまだついていけてい

ません。

ご不安お察しいたします。正職員さんは、奈良市の雇用のため法人の関与できないところで

すが、幸い１２名の職員が残り採用が決まっています。

64 3 保育・運営 年末年始はいつからいつまでですか。

65 4 保育・運営
開園時間が延長されますが、保育時間も7:00～19:00になるのでしょうか。職場が

遠くなる可能性があるので、早くから預かってもらえると助かります。

66 4 保育・運営 延長保育料30分・300円は高すぎる。100円でいつもどおり

300円となるのは、民間移管に伴うサービスアップにより延長された最大開園時間の前後の

30分のみで、それ以外の時間は現状のまま100円です。早朝や遅い時間は人件費も高く園児

がたとえ1名であっても、お子様の安全のために職員は最低2名を配置いたします。

67 4 保育・運営

現在、上の子がアレルギーを持っていて、毎日給食の除去会議を行っています。

アレルギー対応のこに対する面談等どのようになりますか。正直月1回5～10分程

度のために仕事を抜けて出席していますので、大変な面があります。特別な対応

は否定しませんが他の方法も検討していただきたいと思います。

アレルギー対応会議については、国が定める認可保育園の基準に準じる範囲で、できる限り

保護者の方のご意向に添うようにいたしますので、個別にご相談ください。

68 5 保育・運営

公私連携型保育所という名の保育所は未経験でアトリエ様と市と関係性がうまく

とれるのかが心配です。他の保護者様たちも心配されている方も多いと感じてお

ります。

奈良市の保育内容である、バンビーノプランは、当法人の保育と同じ内容であり、奈良市様

との連携を密にしながらいっそうの保育の質の向上に努めてまいります。奈良市さんは、

様々な面で大変ていねいにご教示くださっており、私たち法人も全力で奈良市さんから学ん

でまいります所存です。

番号 学年 分類 原文 法人からの回答

69 1 その他 保育園の場所は変わるんですか。 かわりません

70 2 その他 特になし ー

71 4 その他

名称については春日保育園で変えないでほしい。（元園児からの希望です。） 園名への愛着がおありのこととお察しいたします。奈良市さんの運営移管法人の募集要項

に、春日〇〇保育園という園名を使用することが認められておりますのでご理解お願いいた

します。

72 4 その他

いきなりあれやこれやと言われても納得できません。長年春日保育園でお世話に

なってきたからこそ、あまり流れを変えないでください。いきなりではなく、

徐々に「子どものアトリエ」のカラーにしたらいいんじゃないんですか。

春日保育園と法人の保育観には、共通点が多く、目指す保育教育の在り方や理想像にも共通

点が多いので、ご安心ください。駐車場の整備、園舎の改修や保育環境の改善、おもちゃや

家具の購入、園庭整備、保育時間の延長、ICT化など、保育環境や保護者の利便性の向上な

どが、公私連携型保育所には求められております。

当法人には、働きやすい環境で東京はじめ全国から応募があります。質の高い保育を提供す

るためには、職員の心身の健やかさが非常に重要です。当法人では、子どもと離れてゆっく

りと休憩をとることを保障しており、書式の作成のための時間も確保することで、持ち帰り

仕事はありません。支援が必要な園児さんに加配がつくことは、認可の保育園では当然のこ

とであり、すでに職員も確保しています。また保育士の負担軽減のために保育補助者を採用

の予定です。

もちろんです。ご活用ください。



番号 学年 分類 原文 法人からの回答

73 5 その他 資料どおり運営されれば素晴らしいと思います。 ー

74 5 その他
特にありません。子どもがストレスなく楽しく過ごせる環境であれば良いです。

ー

75 5 その他

移管に伴って園名が変わることに異論はありませんが、名づけの思いや理由など

は知りたいと思いました。

春日の名前は、地域で愛された愛着のある名前ですので残します。そのうえで、よつばのク

ローバーは幸福の象徴ですのでお子様の豊かでしあわせな未来をねがって春日よつば保育園

といたします。

②保護者アンケートへの法人からの回答（４月２０日実施分）

番号 学年 分類 原文 法人からの回答

76 3 施設整備 駐車場について、西側の駐車場の出入り口は広くなりますか。 2台がすれ違える幅を考えています。

77 3 施設整備

駐車場について、ひよこの目印の改善はお考えでしょうか。 中学校側の園庭に、駐車場を整備しますのでひよこの目印は必要がなくなる予定です。駐車

場が満車かどうかを表示する方法は検討中です。

78 4 施設整備

駐車場について増設のご検討ありがとうございます。混雑の軽減は嬉しいのです

が出入りは園北側でしょうか。

はい。北側（プール横）から進入路をとり、中学校グランドに面した西側に増設予定です。

79 4 施設整備

駐車場について、住宅前が狭いため、車のすれ違い、待機場所、近隣へのご迷

惑、園児の通り道（園庭から靴箱に通り抜けられるか）等が気になります。

駐車場への進入路は、2台がすれ違える幅を予定しています。駐車場から園舎へは、オート

ロックのゲートを設置し、直接園庭から登園いただけるように検討中です。

80 4 施設整備

駐車場整備について、近隣の方への説明等はどの段階でいつ実施される予定で

しょうか。

2022年4月の移管後でなければ、工事をはじめることができませんが、奈良市さまとご相談

のもとできるだけ早い段階でご説明をし、整備をしたいと予定しています。

81 5 施設整備

駐車場ですが、新園庭を駐車場にするということだと思うのですが、新園庭の道

は狭く対向するのは難しいように思います。竜背さん家の前で渋滞が起こること

が考えられると思います。駐車場が空いているかどうか、など分かる方法は何か

しら取られるのでしょうか。

駐車場への進入路は、2台がすれ違える幅を予定しています。駐車時間がなるべく少なくて

すむように、駐車場から直接登園できるような動線を考慮中です。駐車場の空き状況がわか

る方法について、検討中です。

82 5 施設整備 今の奥野4台の駐車場はそのまま活用でしょうか。 北側プール横の駐車場は、園敷地内に整備する駐車場への進入路となる予定です。

番号 学年 分類 原文 法人からの回答

83 4 実費徴収

来年4月から、5歳児と2歳児になります。2歳児は構いませんが、5歳児に対して

保育用品を買い足すのは少し負担に感じます。残り1年ですし、免除期間等で対応

していただきたいと思います。（特にリュックの必要性をあまり感じません…）

新4歳児、新5歳児さんは、お手持ちの用品をお使いください。2022年4月新3歳児さんから、

リュック・ナイロンバッグを採用いたします。

84 1 実費徴収

汚れもの持ち帰り用のナイロンバックを都度使いまわすのは衛生的にどうかと思

います。例えばナイロンバッグの中に使い捨てられる袋を別に用意し、ナイロン

バッグ自体が汚れないようにできないでしょうか。

ご提示の通り、ナイロンバッグの中に、使い捨てのビニール袋を入れて使用します。

85 4 実費徴収

特に5歳児での保育用品の新たな購入は再検討をお願いします。（ナイロンバッグ

も不要と考えます。）

新4歳児、新5歳児さんは、今お使いのものをそのままご使用いただくか、希望購入としま

す。

86 4 実費徴収

年長さんまであと1年しか通うことができないが、園リュックを購入を必ずしなけ

ればならないのですか。

新4歳児、新5歳児さんは、お手持ちの用品をお使いください。2022年4月新3歳児さんから、

リュック・ナイロンバッグを採用いたします。

87 4 実費徴収

食事用エプロンはタオルの白無地のエプロンとありますが、こぼした時にシミと

して目立ちやすく、洗濯してもおちなかったらシミが気になります。また、タオ

ルだと水分が多いものだと服も汚れてしまいます。希望者は市販のものでもいい

ですか。

エプロンは、タオルエプロンは園で昼食用とおやつ用を園で作成し、毎日の洗濯も園でおこ

ないます。これまで法人でも様々な素材の布を使ってみましたが、タオル地を2重にしたも

のが厚さがあり洋服へのしみこみが少ないです。白無地は、カビなどの発生がわかりやすく

衛生的で、傷んだ場合はその都度、園で新しいものを作ります。

番号 学年 分類 原文 法人からの回答

88 0 保育・運営

衛生に精通した方の配置を検討されているとのことですが、移管後は現在より衛

生面に配慮した保育（特に送迎時）をされますか。

登降園時には、現在コロナウィルス感染拡大防止の観点から、職員はじめすべての保護者様

に、毎日手指の消毒と検温を実施しています。衛生管理マニュアルに基づき衛生管理を徹底

するとともに、正職員の看護師（保育士免許もあり）が常勤します。

89 4 保育・運営

近隣進学先への小学校との交流は必ず年1回以上継続していただきたいです。園児

のスムーズな就学に繋がりますし、安心感が変わります。

継続いたします。認可の保育園は、保幼小連携が重要とされておりますので、当法人でも子

どもたちのスムーズな就学のための連携を重視しております。

90 4 保育・運営

外遊びを午睡中にもしていただけることは非常に嬉しく思います。 ありがとうございます。外遊びは午睡後にもいたします。園庭を整備し、子どもたちの健や

かな運動発達の支援や、季節を感じられる戸外の遊びを大切にいたします。

91 4 保育・運営

保護者の意向に最大限配慮していただき、最終学年で法人・先生が変わることに

対する保護者の不安・子どもへの不安を最小限になるようご尽力ください。

92 4 保育・運営 最後の年なので、なるべくおおくの先生方が残られることを願っています。

93 4 保育・運営

非正規職員の方があまり残れなかったら。多くの保育士さんが残られる保障はな

いですよね。結局しわよせは子どもに来ますよね。

法人では、できるだけ現在春日保育園におられる保育士さんが残っていただけるように努力

し、非常勤職員さんのうち12人の保育士さんが、ご希望により残っていただけることが決

まっております。また、法人であらたに採用する保育士さんの中には、元奈良市公立保育園

の正職員さんや、かつて春日保育園に勤務されていた方、元春日保育園保護者さんなど、春

日保育園にゆかりのある方もきてくださいました。

ご不安いかばかりかとお察しいたします。春日保育園さんに勤務の先生方は、奈良市正規職

員さんは行政にもどられますが、非正規職員さんは12名が残られます。一日も早く安心して

いただけますよう尽力いたしますとともに、さらなる保育の向上に努めてまいります。



番号 学年 分類 原文 法人からの回答

94 5 職員体制

回答を読ませていただいた限り、的確な回答されてると思いましたが、保育士の

配置についての考え方で、やはり民間運営になるということで、正職員たちは

「他園に異動になるとありますが、全員異動になることは避けられないのでしょ

うか。

正職員の先生方は、奈良市の公務員さんのご身分であられますため、法人の関与の及ばない

ところです。非常勤職員さんに関しては、法人では、できるだけ現在春日保育園におられる

保育士さんが残っていただけるように努力し、非常勤職員さんのうち12人が、ご希望により

残っていただけることが決まっております。また、法人であらたに採用する保育士さんの中

には、元奈良市公立保育園の正職員さんや、かつて春日保育園に勤務されていた方や、保護

者さんだった方など、春日保育園にゆかりのある方もきてくださいました。

番号 学年 分類 原文 法人からの回答

95 2 その他 特になし ー

96 5 その他

大阪の法人であることを気にされている方がいました。私は県内県外のこだわり

は特になく、今回の法人は高い専門性をお持ちで研修等にも意欲的なようなので

保育の質にも期待できるように思っています。

ありがとうございます。春日保育園さんが築いてこられた、保育を継承するとともに、いっ

そう質の高い保育に尽力してまいります。よろしくお願いいたします。

97 5 その他

一方でこれまで奈良でお勤めされてきた先生方は研修だけでなく、実地経験によ

り奈良の地域性、県民性なども熟知した保育を実践されているのではないかと思

います。ぜひこれから地域との交流など大切にしていただけたらなと思います。

保育所は、地域とともにある施設ですので、地域性や大切に伝承されてきた文化などを、地

域の皆様との交流を通して教えていただきながら、地域に必要とされる園となれますよう、

尽力してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

[ 担当課 ]　奈良市子ども政策課

[ TEL ] 　　0742-34-4792

[ 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]

https://www.city.nara.lg.jp/site/youho-saihen/50142.html

[ 移管先法人 ]　社会福祉法人　子どものアトリエ

[ 担当者 ]　藤谷（園長予定者）

[ TEL ] 　  06-6963-0428

春日保育園の民間移管に関する問い合わせ先

問い合わせ先

移管後の園運営に関する問い合わせ先


