
西尾久保育園の民営化に係る説明会 議事要録 

令和３年１２月１４日（火） 
                     
１ 出席者   
    （区）   子ども家庭部保育課長 野村 

保育管理係長 櫻井 
保育指導係長 中野 
施設計画担当係長 新沢 

          西尾久保育園園長 濱邊 
  （事業者）   社会福祉法人三樹会 ４名 

（法人理事、保育部長、民営化後の園長予定者、法人本部職員） 
（保護者）   １０名 

 
２ 挨  拶    子ども家庭部保育課長 
  
３ 選定結果報告  施設計画担当係長 
 
４ 事業者説明   社会福祉法人三樹会 
 
５ 当日質疑応答 

№ 質問・意見 回答 回答者 
１ 引継ぎに来る保育士は、他の

園に所属しながらこちらの園

に来る形になるのか。 

・保育士の引継ぎは１０月以降となるため、法人が運

営する他園に所属した上で、引継ぎのためお伺い

し、週に数回保育に参加するほか、避難訓練や保護

者会等にも参加させていただきたいと考えておりま

す。 
・引継ぎの回数等、具体的な内容については、今後荒

川区と相談の上、決めていきたいと思います。 

三樹会 

２ 法人配付の資料３に記載のあ

る４，５歳のクラス担任につ

いて、それぞれ１人ずつの配

置となっているが、これはク

ラスリーダーという理解でよ

いか。 

・法人として考えている最低人数を記載しておりま

す。法人で運営している他園の実績でも、同様の規

模のクラスでは担任は２名配置しておりますので、

西尾久保育園民営化後の園でも同様に２名配置を考

えております。 
・他のクラスについても、こちらに記載の人数は最低

人数としており、プラスαの人数を配置したいと考

えております。 

三樹会 

３ 法人配付の資料３では、４，

５歳児のクラス担任数が園児

２６人に対し１人となってい

る。２人だったとしても、現

在は園児１７人に対し２人の

保育士が担任となっており、

・同じ資料３にある職員体制をご覧いただきたいので

すが、法人独自に配置する保育士もおりまして、

４，５歳児についてはプラス１人、計２人体制と

し、現在の担任数は維持します。 
・園児１人あたりの担任数が減ることについては、人

数が減ることで必ずしも保育の質が下がることには

三樹会 



人数が減ることになる。保育

の質が下がるのではないか。 
ならないと考えています。 

・現状から変わることについて、ご不安を感じられて

いることと思います。実際にどのような保育が実施

されているか、お時間がないかと思いますが、ご覧

いただければと思いますので、南千住地域で法人が

運営する「にじの森保育園」にぜひお越しくださ

い。こちらの園は、西尾久保育園民営化後の人数と

同規模の園となります。お越しいただくことが難し

い場合は、当法人のホームページからも同園の様子

をご覧いただけます（社会福祉法人三樹会のトップ

ぺージ左下、「ニュース」という項目からご覧いた

だけます）。 
※にじの森保育園の見学をご希望される方は、にじの

森保育園に直接お電話いただき、訪問希望日等をお

伝えください。 

 【電話】０３－６８０６－７９００ 

４ 法人内から異動する保育士は

６人とのことだが、その他の

保育士はすべて新規採用とな

るのか。 

・現時点で予定している法人内異動者は、園長、主

任、リーダー保育士６人の計８人です。 
・また、来年度の異動希望調査を１２月中に実施する

予定で、園長予定者を公表した上で異動希望を取り

ます。その他は新規採用になるかと思いますが、採

用は１年間行っており、年度途中で経験者が来られ

る場合もあります。 

三樹会 

５ 保育士は責任感が強く、今の

クラスをやり切ってから、と

考える方が多いのではないか

と思う。年度途中で応募して

くる人はいるのか。 

・どの園も意向調査というものを行っており、保育士

が自身の今後を考える機会がございます。このタイ

ミングで採用試験を受けに来ることは多くありま

す。ご指摘のように、最後までやり切ってからとい

うお考えで来る方については４月採用という形には

なりますが、採用前にも研修等を行い、法人の考え

方等の他、西尾久保育園にも来てもらう機会を作り

たいと考えています。 

三樹会 

６ 給食について聞かせてほし

い。 
・自園調理をする予定です。子どもたちは味の変化に

も敏感ですので、給食についても、しっかりと引継

ぎをしていきたいと考えています。 
三樹会 

・公募要項で定める引継ぎの内容には、調理師と栄養

士も必要に応じて出勤することとしております。今

回の説明会で、保護者、事業者の双方から引継ぎに

ついてご意見がありましたので、しっかりと検討

し、対応していきたいと考えております。 

荒川区 

７ 歯科検診については、病院が

かわるのか。 
・歯科検診についても、嘱託医を引き継ぎたいと考え

ています。 
三樹会 

８ 看護師はどうなるのか。 ・法人で採用します。 三樹会 
９ 引継ぎのスケジュールについ ・保育は４月から１年かけて実施するものですので、 荒川区 



て、区の要項では１０月から

となっているが、保育は１年

をとおして実施するものなの

で、４月から引継ぎを実施

し、保育に参加するようにし

てほしい。 

１年間の保育の様子を引継ぎで見ていくことが重要

であるとのご意見はしっかりと受け止めさせていた

だきます。 
・現状の引継ぎ予定は、保育士は１０月から週１～２

回程度、クラスリーダーは１月から３月まで週２～

３回程度としておりますので、これを基本といたし

ます。 
・１年間の保育の引継ぎについては４月から引継ぎに

入る園長、副園長の方で実施できればと考えていま

す。 
・また、園とも調整した上で、全体の回数も踏まえ、

例えばイベントを中心に前倒しで引継ぎを行いたい

などの意見が挙がれば、協議をした上で前向きに検

討していきます。 
10 足立区では４月からクラスの

引継ぎを行っていたとのこと

だが、荒川区で実施できない

理由は。 

・荒川区での過去の民営化の事例を踏まえ、今回の西

尾久保育園の引継ぎの基準を設定いたしました。具

体的には、直近で民営化した東日暮里保育園の事例

を参考にしております。 

荒川区 

11 引継ぎを早めることは可能な

のか。 
・全体の回数も踏まえた上で、協議をしていきたいと

考えています。 
荒川区 

12 保育園の名称変更の予定はあ

るのか。 
・区と協議の上、事業者が決定することとしておりま

す。アンケートも実施しておりますので、事業者と

協議して決定していきたいと考えています。 
荒川区 

13 今後は公設民営となるのか、

民設民営となるのか。 
・公設民営（指定管理）ではなく、公私連携型保育所

という形で、民設民営の私立保育園となり、区が所

有している建物を事業者に無償貸付する形で設置し

ます。公設民営（指定管理）も区の施設を無償で活

用して運営するものですので、財産形態としては同

様となります。 

荒川区 

14 今後のスケジュールはどうな

るのか。 
・現時点で、説明会の実施時期などは未定です。引継

ぎをスムーズに進めていくため、区からの情報提供

や、保護者の方からご意見を頂戴する場を設定した

いと思います。 

荒川区 

15 説明会の開催時間や実施方法

を検討してほしい。小さいお

子さんがいる家庭は参加がで

きないと思う。保護者会等の

場で説明することも検討して

ほしい。 

・いただいたご意見については、次回の説明会や情報

提供の方法を検討する際の参考にさせていただきま

す。 
荒川区 

 
 
 
 



 
６ アンケート結果 
   

№ 質問・意見 回答 回答者 

１ 

保育士の引継ぎが 10 月から

となることについて、具体的

な説明がない。例えば保育士

から「4 月からでなくても引

継ぎは可能」というような説

明はできないか。 

・１年間を通しての行事や保育の流れについては、先

発で引継ぎに入る園長・主任予定者が中心に行い、

職員予定者に共有していきます。 
・10 月からの引き継ぎの目的は、西尾久保育園職員

の方々から現在の保育の進め方、園児の自主性を育

くむための環境設定を学ばせていただくことです。

1 月からは、令和 5 年度に職員予定者が担任となっ

た時の保育のイメージを明確に持つことになりま

す。このことが園児との信頼関係をつくり、園児や

保護者が不安なく三樹会の保育者が来ることを楽し

みにしていただけると考えています。 

三樹会 

２ 

既存園の見学について、訪問

することは、保護者・園の双

方にとって負担である。動画

で公開してもらえないか。 

・他園の方に公開するための動画撮影の同意を既存園

（にじの森保育園）の保護者にいただくことが難し

いため、申し訳ございませんが、動画をお見せする

ことは予定しておりません。また、入園希望などの

園見学においでになる方は常におりますので、気軽

においでください。162 定員なので令和 5 年度の日

常の様子が描けるのではないかと思います。 
・令和 5 年度 4・5 月は進級児６5 人、新入園児が７5

人となるため、園全体が慣れるまでの期間となるこ

とが予測されます。 

三樹会 

３ 

民営化後の職員体制につい

て、募集しても集まらなかっ

た場合、どのような対応をと

るのか。 

・人員確保については、荒川区の公募にエントリーす

る時点で必須事項と承知しております。 
・ご提案した人材の確保については、令和５年度の民

営化後を念頭においてすでに採用を開始していま

す。また、法人内での異動も含めて調整し、必ず人

員数をそろえて令和５年４月の民営化後の園の運営

をスタートいたします。 

三樹会 

４ 

引継ぎ職員について、子ども

たちへの紹介はもちろん、保

護者にも紹介してほしい。 

・引継ぎに入る職員については、園児や保護者の方々

にお伝えしていきます。 
・クラス担任になる保育者については、決まり次第、

集中的にそのクラスで園児と関わっていきたいと思

います。お知らせできる時期がきましたら、保護者

の方にお伝えいたします。 

三樹会 

５ 

給食について、どんな特徴が

あるのか、またメニューの一

部や写真等も見てみたい。 

・給食の引継ぎについては、荒川区や西尾久保育園と

打合せをしていく予定になっています。後日、内容

をお知らせすることになると思います。 
・三樹会も区立園と同様の厚生労働省から出ている

「食物アレルギー対応マニュアル」に基づいて行っ

三樹会 



ています。令和 4 年度末には該当する保護者と個別

に園長・主任・担任・看護師・栄養士予定者でアレ

ルギー会議をします。西尾久保育園で行っている手

順通りに進めてまいります。 

６ 

説明会の位置づけがわからな

いため、絞ってもらわないと

何を話したらよいかわからな

い。短時間で、ということで

あれば例えば事前にテーマを

決めて説明会の回数を増やす

等、工夫してほしい。 

・いただいたご意見については、次回の説明会や情

報提供の方法を検討する際の参考にさせていただ

きます。 
荒川区 

７ 

前回（5 月）の説明会で、公

園と保育園の境界について、

セキュリティの面から質問が

出ていたが、いつ頃完成する

のか。 

・現在実施している宮前公園整備工事の中で、公園と

保育園の境界に高さ 1.5m 程度のフェンスを設置し

ます。現在ある門扉はそのまま残し、そこから出入

りする形となります。 

・なお、公園整備は令和４年３月末までに終了する予

定です。 

荒川区 

 


