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奈良市子ども政策課

社会福祉法人子どものアトリエ

No. 年齢 分類 分類２ 保護者より（原文） 法人より回答

1 2 実費徴収 リュック

「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。」と回答がありますが、それは現在２歳児も同じで、

リュックの用意が必要だったので、既に持っています。そのリュックが１年だけの使用で、まだ使えるの

に、また新しいリュックを買うのはもったいないです。年少になる３歳児も同じように希望者のみの対応

していただきたいです。車での送り迎えに、リュックの背負いやすさはあまり必要性を感じないですし、

休日や小学生になっても使用していただけるとありますが、きっと使わないです。

2 1 実費徴収

リュック

ナイロン

バッグ

実費徴収：園指定リュックについてですが、無地のものであれば、個人個人で自身のものと判断がつきに

くくなり、他の子のリュックを取ってしまったりするおそれもあるのではないでしょうか？自分のものを

自分で管理する力を養うにしても、まず、混乱がおき成長の妨げにならないでしょうか？自身での管理す

る能力を養うためにも、自分の気に入っているものや、個人の使いやすいリュックを使用するべきではな

いかと思われます。まず、そのリュックが自分のものと認識させることも優先するべきではないでしょう

か？ナイロンバッグについても、中に使い捨てのビニール袋を入れて使用するのであれば、ナイロンバッ

グを使う意味がそんなにないように思われます。はっきり言って二度手間です。無駄に保護者に負担をか

けたいのでしょうか？

3 2 実費徴収 リュック

園リュックは絶対なんでしょうか。5,500円は高すぎるので買いたくないです。

4 4 実費徴収 リュック

リュックサックも子どもが気に入ったので十分じゃないですか？園指定のものと、子どもが気に入ってい

るものとの差はなんですか。園指定のリュックを使うとそんなにメリットがあるのですか？子どもが気に

入っている方が自分で持ってくれるし、自分のもの（リュック）として特別感があるのではないのでしょ

うか。

5 4 実費徴収 リュック

指定リュックをかいたくないと思っている方への対応はどうされますか？

6 0 実費徴収 リュック

リュックも、希望者購入でいいと思います。子どもにお気に入りのリュックがあるだろうし、そこまで強

制する必要があるのでしょうか。

7 2 実費徴収 絵本

給食費とは別に月額600円（衛生・教材費）月額400円（絵本代）、取りすぎじゃないでしょうか？保育

料以外に、他にかかる費用が上がると保育料が変更なくてもお金の負担が大きく変わるので、もう少し考

えていただきたいです。

8 2 実費徴収 絵本
絵本代はいらない。

9 4 実費徴収
絵本

教材費

第1回の分では教材費440円/月（絵本代）でした。なのに、600円/月（教材費）がプラスされれるのは保

護者の負担軽減のためと書いていますが、全く負担減にはなっていません。今までどおりでいいです。と

りあえず、お金がかかりすぎです。本当に困ります。（7,200円/年）絵本代も440円/月に徴収して、どん

な本を買ったのか何冊買ったのかなど、毎月ちゃんと収支を出してくださるのですか？なぜ１人440円/月

も必要なのか、詳しく説明してください。（具体的にいくらの本を毎月こんだけ買うから１人につき440

円/月いるというようにお願いします。）

10 0 実費徴収 絵本

教材費毎月440円も使わないときは返金してほしいです。「よくわからないまま、毎月徴収される」のっ

て気分良くないです。かかった実費を徴収してほしいです。（440円以上かかる月があってもそれは構わ

ないので。）

11 2 実費徴収
ナイロン

バッグ

ナイロンバッグどうしているんですか。今までどおりビニール袋でいいと思います。

12 4 実費徴収
ナイロン

バッグ

ナイロンバッグは中にビニール袋を入れて使用するとありましたが、それならナイロンバッグはいりませ

ん。ビニール袋で充分です。リュックも不要です。市販のリュックでも十分使いやすいです。下の子も通

うのですが、上の子が使っていたものを使えるなら使いたいです。

13 4 実費徴収 衛生費

４の衛生・教材費は幼児５歳児も徴収されますか？エプロン等は必要ない月齢かと思いますが。歯ブラシ

等の口腔衛生用品を園で購入する形にするのはどうでしょうか？

教材費の項をご参照ください。

14 4 実費徴収 延長

５の延長保育料も他園では100円ですが。本当に必要な方に利用していただくため、また保育士確保にも

必要な料金かとは思いますが、例えばせめて夜間食（おやつ）を出す等も検討されてはどうでしょうか？

これまで市立春日保育園として提供してきた時間帯の保育はこれまでどおり延長保育料を据え置きしてお

り、民間移管に伴うサービスアップで開園時間が伸びた時間帯のみを特別延長料金としています。たとえ

特別延長時間にお預かりお子様がお一人であっても、保育士を最低二人以上配置し、冷暖房・換気を完備

し、充実した教育・保育を行います。

15 4 実費徴収
タオルエプ

ロン

衛生・教材費について、下の子も通いますが乳児用エプロンは今までどおりが良いです。タオルエプロン

にメリットを感じない。園で皆のと一緒に洗濯されるのは気になります。道具箱は、小学校に上がっても

ほぼ同じ内容で使用するので園でも今までどおり個人持ちのままでお願いしたいです。

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。一人一人の体の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。園には、看護師が常駐しており、洗濯はもとより乳児が口に

いれるおもちゃや、家具なども適切に消毒をおこない、厚生労働省のガイドブックに基づいた衛生管理マ

ニュアルにより衛生的に管理しております。

16 ー 実費徴収

衛生・教材費は２人目以降は免除等に出来ないでしょうか？また、素敵な移管先が選ばれたことに感謝い

たします。今回のアンケートの回答を詳しく読みましたが、子どもたちには多くの変化を受け入れること

となり大丈夫かなと心配です。現在の春日保育園を選んで入園したのに、市の都合で移管となり、保育方

法の変更と実費の増加など少し一方的すぎる気もします。良い保育方法になるかは経過を見ないと分から

ないですが、実費分などはもう少し保護者の意見を聞きながら検討していただくことはできないのでしょ

うか。タオルエプロンではなく今までどおり個人のエプロン使用や教材（クレヨンなど）も個人持ちの方

が安心できます。

17 4 実費徴収

丁寧な説明資料ありがとうございました。リュック・ナイロンバッグ等についての柔軟な対応とてもあり

がたいです。

18 2 実費徴収 リュック、ナイロンバッグの購入は全員希望購入にすべき。現在使用しているものがもったいない。

19 2 給食費 日割り

給食について、月極7,500円は土曜保育されている方、していない方も同じなのでしょうか？年末年始や

ＧＷなどの祝日が多い月もあります。月ではなく、日割りで計算はできないのでしょうか？急に休みに給

食がキャンセルできないのは分かりますが、前もってわかっている休みはキャンセルできるようにしてほ

しいです。

20 2 給食費 日割り 給食費は、一律5,500円～6,000円にすべき。また休園する際は日割りにすべき。

21 4 給食費 日割り

給食費は月極になってますが、前もって休みが分かっている日は引いてもらえたりはないですか？公立の

時は２日前までにキャンセルを出したら１日分引いてもらえましたが、そういうのは無いのですか？

　現在、2歳児クラスの方も通園用のリュックをすでにご購入し、使用されている旨伺いました。これを

受け、リュックの採用は、令和５年度の３歳児クラス（令和３年度の１歳児クラス）の方からとさせてい

ただきます。現在2歳児クラス以上の方は、希望者のみの購入としますので、お持ちのリュックがござい

ましたら、そのままご使用いただいて問題ありません。なお ご購入いただきました園リュックは、きょ

うだい等がいる場合はお下がりで対応いただいても結構です。

園リュックは教育の一貫として大切です。地域を知る、地域を歩くことになれるなど、遠足だけでなく地

域の公園にでかけたりするときに、活用します。幼児にとって、生活の用品は扱いやすいことは非常に大

切な視点です。子どもの発達に適したリュックを選ぶことは案外難しいものです。また、園外活動のとき

に、地域の方からも同じ園の子どもたちであることがわかりやすいという利点もあります。

園指定のリュックは、以下の教育的な観点からとりいれております。

①自律心を育む

自分の持ち物を自分で管理できるようにします。（自分の名前とマークを記載するところがあります）

②扱いやすさ

園リュックは、幼児のために設計されたものであり、開l口部が大きくタオルや着替えなどの出し入れが

幼児に扱いやすいようになっています。

③持ちやすさ

肩紐がずれにくくなっているために歩きやすくなっています。また、背中にふれる側がメッシュ構造と

なっており、歩くときの汗の不快感を防ぎます。

④重さ負担の軽減

リュック自体が軽い素材でできているため、遠足にもっていっても園児の負担が軽減されます。

⑤気持ちの切り替え

キャラクターなどの絵柄がなく、家庭から園への気持ちの切り替えとなります。

以上のことから、導入には何卒ご理解をいただいただきますようお願いします。

　絵本代は、お子様お一人お一人に毎月ご家庭に持って帰っていただく月刊絵本の実費ご負担分のみをい

ただきます。

　絵本は、保育所・幼稚園・認定こども園に共通の、教育の五領域「言葉」として非常に重要です。乳幼

児期の絵本との豊かな出会いが、小学校以降の学びに向かう力や人格形成の基礎となります。当法人で

は、０～２歳児クラスでは一人の保育士が一人のお子様に絵本をゆったりと読む時間を大切にいたしま

す。このように、身近な大人と絵本の楽しみを共有することで、人への信頼感を育み、言葉や身近な環境

への興味や関心が育まれます。幼児は、お友達と絵本の主人公に同化して想像をふくらませることで、言

葉に関する感性や豊かな心情が育まれます。お忙しい毎日、ご家庭で読み聞かせをする時間がもてなくて

も、園で子どもたちは絵本の世界を充分に楽しみます。持ち帰った絵本は、お子様が自分で開いてみるだ

けで、読んでもらった保育者の声がよみがえり、それは愛情の追体験となります。

　教材費は、お子様の心身の健やかな育ちを保障するための、おもちゃなどの教育環境や、食事など養護

のための材料として、お子様のために使用するものです。子どもは、具体的に物を操作しながら、様々な

力を獲得していきます。乳幼児期に、衛生的な環境で安心して過ごすことや、自発的な活動としての豊か

な遊びが保障されることで、生涯にわたる人格形成の基礎を培います。高い専門性を持つ保育者の支援の

もと、一人一人のお子様の発達に適した遊びの環境を用意することで、お子様の可能性は、どんどん広が

ります。

汚れものバッグには、コットベッド用のタオルシーツ等を入れていただきます。月曜日登園時に、ナイロ

ンバッグにタオルシーツを入れて保育室の前に置いてください。担任がコットベッドにセットいたしま

す。週末、担任がコットベッドからはずしお子様のナイロンバッグにいれますので、そのままお持ち帰り

いただき次週に洗濯したものをご持参ください。ナイロンバッグには、わかりやすく名前を書く場所があ

りますので、他児のものと混ざったり間違って持って帰ったりしてしまうことを防ぎます。入園からお昼

寝がなくなる年長秋ごろまで最長約5年半となりますが、その間の使用に耐えうるものです。なお、きょ

うだい等がいる場合はお下がりで対応いただいても結構です。

法人では、食事は教育の一貫として非常に大切にしています。給食費は、1ヵ月のなかで同じ献立になる

ことはなく、栄養バランスを考慮しながら、食事が一層楽しくなるバラエティー豊かな内容です。幼い子

どもたちにとって、食事は栄養を満たすだけでなく、食育はじめ、人との信頼関係を築くためにも大切な

時間です。豊かな行事食も、文化の継承や社会との関わりを育みます。給食は専門の業者に委託するた

め、月ぎめとなりますが、１ヵ月間喫食がない場合は、給食費はいただきません。（ただし、月途中では

なく当該月の、月初から月末の場合）

お子様にとって、お誕生日は特別な日です。お誕生日が、園の休園日と重なる場合は、保護者の方に、ご

希望をうかがい、お誕生日前か後のどちらかの平日に、お誕生日プレートで食事を提供いたします。ま

た、アレルギーをお持ちのお子様には、お一人お一人のアレルギーに応じて、代替食を提供いたしますの

で、現在の春日保育園さんよりも、いっそうていねいな対応となります。また、アレルギーをお持ちの保

護者様とは現在の春日保育園さんのように毎月アレルギー食対応についての打ち合わせが必要となります

が、保護者さまのお仕事の状況等によっては負担となってしまうことがあるという意見もございましたの

で、お迎え時間にあわせるなど、柔軟に対応させていただきます。

他

奈良市さんが実施されている「バンビーノ・プラン」は、大変質の高い乳幼児教育及び保育の実践であ

り、当法人も創設以来同じ方法で教育保育を実践してまいりました。保護者の方におかれましては、ご不

安も多々おありのことと存じますが、これまでの春日保育園さんと同じく、一人一人のお子様の成長をて

いねいに支援していくことへの思いは当法人も同じです。そのうえで、未来をになう子どもたちにのため

に、社会の変化に対応し、よりいっそう質の高い教育・保育を実践してまいります。衛生・教材費は、お

一人お一人のお子様のために活用するものですので、ご理解をお願いいたします。

保護者アンケート回答結果（12月8日実施分）



22 4 給食費 日割り

３の給食費は外部委託とのことですが、現在の給食室は活用されるのでしょうか？喫食の有無についての

返金条件を半月（例：15日以上利用で金額等）単位で設定されると、パートタイムの働き方をされている

方等は助かると思います。（給食費が高いという意見が多いようでしたので。）

23 4 給食費 日割り

給食費が高くなるうえ月額なのは、やはり納得できないです。やめて日額で給食を利用しない日はキャン

セルできるようにして欲しいです。土曜保育の利用の有無等、利用回数は毎月違います。

24 1 給食費 日割り

給食費：月により通園日数の違いもありますが、個々の家庭によって土曜日も通園している園児と通園し

ていない園児で単純に４日の差が出ます。食事をしていない分の食費を支払うというのは納得し難いで

す。また、誕生日が祝祭日当休日や何かしらの理由で園が休みになった場合や園を休まなくてはいけなく

なった場合は特別な誕生日プレートの対応はどうなりますか？不公平性のない対応をしていただけるので

しょうか。※回答の中には、質問に対して回答されていないことが何件もあるように思われますが、質問

に対して明確な回答をお願いしたいです。

25 4 給食費 金額

色々と保護者の負担軽減と書かれていますが、結局お金が高くなっていますよね。給食も今まで通りでい

いし、誕生日プレートなんていりません。今までどおりケーキにろうそくを差して「ふ～」って消すので

全然いいです。食育は今までも調理士さん方が考えてくださってたと思うので、従来どおりでいいです。

（公立小学校で１食263円　20日間で5,260円、公立中学校区で１食300円　20日間で6,000円）毎日献立

が違います。どう考えても7,500円は高い。何度も書いていますが、お金の負担が大きすぎます。今一度

考え直してください。もうほんと春日保育園のままで良かったです。納得できないです。

26 0 給食費 金額

給食費毎付き7,500円は高すぎます。毎月のことなので、うちは高所得ではないので、本当に生活が圧迫

されます。保護者の声（高いと感じるか）「多数決」取って、反対が多数であれば少しでも値段を抑える

などの、納得できる対応をしていただきたいです。

27 0 給食費 金額

回答のところを呼んでも色々納得できませんでした。今の教育費・給食費でも春日保育園の先生方は工夫

を凝らして本当によくしてくださっているし、上の子も園で色んな学びをさせてもらいました。給食もお

いしかったと喜んでいました。値段が上がる「うちわけ」をもっと丁寧に具体的に教えていただかないと

理解はできないです。値段＝質の向上とはならないと思います。”食育”も今のままでも十分してくださっ

ています。

28 4 施設整備

駐車場が新園庭になるということで、近隣住民さんが納得してくださるかが心配です。園舎の工事の方も

子どもたちもですが、近隣住民さんにも迷惑がかかるので、苦情などがないような形でしたら工事しても

らってもいいと思います。一度ひよこの４台停める駐車場のところにパトランプをつけるという案も出ま

したが、ひよこのところの駐車場はどうなるんですか？

29 4 施設整備
駐車場がふえるのはありがたいですが、子どもたちの園庭が狭くなるのが気になります。

30 1 施設整備

園庭を１つなくして保護者用の駐車スペースにしなくても１人１人の保護者がルールを守ることで子ども

たちの遊ぶスペース減らすのはおかしいと思います。現実的にルールを守っていない人が多く見えるから

仕方がないことではあるが、保育園側的にもっと強く言っていいと思います。

31 1 施設整備
プールを取り壊して１人１人入るたび水交換の費用がかかるし、無駄やと思います。みんなで入るから楽

しさもあると思うので、もっと子どもたちのために考えて欲しいです。

32 3 保育・運営 意見 閉園時間が19時まで伸びるのはありがたいです。 保護者の皆様が、安心して就労していただけますよう子育て支援にとりくんでまいります。

33 4 保育・運営 ベッド

土曜のみ昼寝布団を持参するのをコットベット+シーツ（月～金の対応と同様の対応）をしていただける

と助かります。また、人員の問題もあるかと思いますが、土曜日こそ園児が少ないのでのびのびとせめて

園庭で遊ぶ時間を設けていただけたら嬉しいです。（天気でも1日中中で遊んでいると聞くので。）

月～土まで、コットベッド＋バスタオルで大丈夫ですので、布団を持参いただく必要はありません。ま

た、平日午後も含め土曜日も、外遊びをおこない十分な運動時間を確保いたします。

34 4 職員体制 意見

保護者会の役員で三者協議会にも参加させていただきましたが保育の内容や先生方の勤務で持ち帰り残業

などが無い等とてもいいと思いました。子どもが１人１人主体的に遊べそうで楽しそうだとは思いまし

た。

お一人お一人のお子様の健やかな成長のために、職員一同持てる力の全力でとりくんでまいります。よろ

しくお願い申し上げます。

35 4 その他 その他
子どもたちにとって、よりよい園になればいいなとは思いますが、経済的負担が大きいです。 絵本、教材、食費は、すべてお子様の教育・保育に活用されます。ご理解とご協力をお願いいたします。

36 5 その他 その他
特にありません。

その他、春日保育園にお寄せいただいた意見について奈良市より補足

奈良市より回答

1

幼児教育・保育の無償化により３～５歳児クラスについては保育料が無償化の対象となります。そのため

３～５歳児クラスの子どもについては、給食費を保育料とは別に徴収することとしています。なお、０～

２歳児クラスは保育料に給食費が含まれているため、給食費を別途徴収することはありません。

2
保育料については、条例等に基づいて市が決定しておりますので、運営主体が奈良市から民間法人に変

わったとしても、保育料が変わることはありません。

[ 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

保育料が高くなるのでしょうか。

保護者より

施設整備

駐車場や園舎、プール等の施設整備につきましては、第一にお子様の負担をできるだけ軽減できるように

計画をいたします。また、近隣の方につきましてもあらかじめ計画をていねいにご説明し、ご理解とご協

力を得ながら、できるだけご負担を軽減できるように進めてまいります。駐車場や園舎の計画につきまし

ては、雨の吹込みを防ぐなど、子どもたちがより快適に過ごせるような、より良い計画となるように慎重

にすすめてまいりいますので、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

なお、プールにつきましては排泄が自律していないお子様につきましては、衛生面と感染防止のために、

お子様１人ずつの入水が国の基準で決まっておりますので、現在の春日保育園さんも同様のとりくみをな

さっておられます。幼児につきましては、夏に組み立て式のプールを設置し適切な人数で入水し、夏期の

教育の一貫として水遊びの楽しさを共有します。プールを解体することで、園敷地内に駐車場を整備して

も園庭面積をできるだけ確保できるようにいたします。

法人では、食事は教育の一貫として非常に大切にしています。給食費は、1ヵ月のなかで同じ献立になる

ことはなく、栄養バランスを考慮しながら、食事が一層楽しくなるバラエティー豊かな内容です。幼い子

どもたちにとって、食事は栄養を満たすだけでなく、食育はじめ、人との信頼関係を築くためにも大切な

時間です。豊かな行事食も、文化の継承や社会との関わりを育みます。給食は専門の業者に委託するた

め、月ぎめとなりますが、１ヵ月間喫食がない場合は、給食費はいただきません。（ただし、月途中では

なく当該月の、月初から月末の場合）

お子様にとって、お誕生日は特別な日です。お誕生日が、園の休園日と重なる場合は、保護者の方に、ご

希望をうかがい、お誕生日前か後のどちらかの平日に、お誕生日プレートで食事を提供いたします。ま

た、アレルギーをお持ちのお子様には、お一人お一人のアレルギーに応じて、代替食を提供いたしますの

で、現在の春日保育園さんよりも、いっそうていねいな対応となります。また、アレルギーをお持ちの保

護者様とは現在の春日保育園さんのように毎月アレルギー食対応についての打ち合わせが必要となります

が、保護者さまのお仕事の状況等によっては負担となってしまうことがあるという意見もございましたの

で、お迎え時間にあわせるなど、柔軟に対応させていただきます。

民間移管後には０～２歳児も給食費を支払う必要があるのでしょうか。

春日保育園の民間移管に関する問い合わせ先

移管後の園運営に関する問い合わせ先

問い合わせ先


