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平成２９年１１月２７日  

福 祉 部 児 童 課 

保育園統合民営化に係るご意見、ご質問  

 

 これまでの説明会等でいただいたご意見ご質問と、それに対する市の考え方等をまとめました。 

№  ご意見・ご質問  市の考え方  

１  
市民プールはなぜ廃止したので

すか。  

施設の老朽化による改修に多額の費用負担が

発生するため廃止しました。  

２  
なぜ民設民営で新しい保育園を

つくるのですか。  

保育園の老朽化対策と小規模園を解消し ,子ど

もたちに適正な集団形成を与えることが必要

と考えました。また、民間保育所に国県補助

金が交付されることも大きいです。  

３  
民間事業者が見つからない場合

はどうするのですか。  

今回の民営化にあたり、信頼と実績のある市

内幼稚園にお願いしたいと考えています。幼

稚園連盟との情報交換会では、子どもたちの

ために一肌脱がなくてはと前向きなご意見を

いただいています。  

４  
もえの丘のような運営形態にな

るのですか。  
指定管理ではなく、民設民営となります。  

５  

私立幼稚園が保育を運営するの

なら、地元の幼稚園にやっても

らいたい。  

事業者は公募で決定します。  

６  園の名称はどうなりますか。  
保護者意見を基本に、事業者、市で調整して

決める予定です。  

７  

将来、近隣の保育園に入所を希

望していましたたが、民間にな

ると聞き困惑しています。民間

保育所は信頼が持てません。他

にも民営化する公立保育園はあ

りますか。  

全国的に見ても私立保育園への移管は増えて

いますし、民営化後も保育の内容が大きく変

わらないように、様々なご意見を踏まえ、内

容を決定していきます。将来的にも民営化を

進めていきたいと考えていますが、決まって

いません。  

８  

他市では民間の保育士が集団辞

職しています。民営化すること

は良いですが、民営化後の市と

法人との関わり方が重要だと思

います。  

市が運営を「丸投げ」するつもりはありませ

ん。現在、市内に９園ある民間小規模保育園に

は定期的に訪問して、保育に寄り添う形をと

っています。新保育所についても同様に関わ

りを持って参ります。  

９  

園舎は２階建てか。駐車場は広

いですか。送迎時に保護者の車

で混雑しませんか。  

現在建設中の九之坪保育園は 2 階建てで、敷

地面積 3８００㎡で駐車場まで賄います。市

民プール跡地は４，０００㎡弱あり路上駐車

場で近隣の皆様にご迷惑をかけることはない

と想定していますが、場合によっては、登降

園経路の自主規制など、現在公立保育園で行

っている手法を検討するなど、事業者と協議

し、周辺対策を行います。  
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№  ご意見・ご質問  市の考え方  

10 

現在の保育園は駐車場が無いの

でとても不便です。送迎者用の

駐車場を確保するよう計画段階

から検討して欲しい。  

新施設は土地の面積から職員用を含め３０台

程度駐車場は確保出来ると見込んでいるが、

民間事業者の公募要項の中に駐車場の確保に

ついて明記できるか検討します。  

 

11 

薬師寺から新しい保育園に向か

う際の道路には歩道がありませ

ん。整備してください。  

関係部署と、検討します。  

12 

施設の建設で熊野神社の参道を

含め、周辺道路への影響が大き

いですが、対策はありますか。  

  市が行う市民プール解体工事期間中のトラ

ックのルートや迂回路は今後、交通量・時間

帯・道幅など十分検証し、安全に実施します。 

周辺民家や通学路への影響を十分考慮した内

容を検討することを考えている。工事車両の

進入経路やガードマンの配置等安全性を最優

先にすることを、事業者と協議し、学校とも十

分調整を行います。  

13 

建設予定地は小学生の通学路で

す。工事期間中の登下校につい

て、学校との協議は行っていま

すか。  

14 

施設からの音に対する対処に加

えて、外遊びの時間帯を設ける

等、周辺住宅に配慮して欲しい

です。  

建物の配置や防音壁の設置等、事業者と協議

を行い設計段階で周辺への配慮は十分検討し

ます。  

また、開園後につきましても、適切に対応して

いきます。  15 

園児の声や送迎の車両等、住環

境に影響が出ます、何か対策は

考えていますか。  

16 
民営化によって通園区域が変更

されますか。  

現在、小学校区は目安となっていますが、従

前の指定通園区域はありません。  

17 
保育園が新しくなると子どもは

ハッピーになりますか。  

老朽化が解消され安全な環境の提供ができる

と考えています。  

18 
熊之庄、薬師寺保育園の在園児

は民営化で転園するのですか。  

在園児で希望するお子さんは、全て新しい保

育園への移行を確約します。  

19 

熊之庄保育園は年長になると師

勝北小学校のプールを使ってい

ます。民営化後もこの様な交流

は継続されますか。  

現在保育園で行っている行事や地域交流等に

ついては、引き続きき行うことを前提とする

ことを公募要領に明記し、ご要望にお応えし

たいと考えています。  

20 

２歳まで薬師寺（に新しく整備

する施設）に預けていた子ども

は３歳から新設の保育所に入所

できますか。薬師寺地区の住人

は優先的に新設の保育所に入所

できるのか。  

その予定で計画を進めています。  
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№  ご意見・ご質問  市の考え方  

21 

現在、保育園に１歳児を預けて

います。その子が３歳未満の間

に下の子を出産した場合は、退

園となりますか。  

３歳未満であれば、下のお子様の育児休業中

は、ご家庭での保育をお願いすることとなり

ます。  

22 合同保育の期間、手法は。  

久地野保育園分園を民間委託する際に、引継

保育として委託先法人の職員が、委託開始の

３か月前から分園で保育に携わり、園児、保

護者と関係を築いた実績があり、他市の例を

参考に、保護者意見を踏まえ決定します。  

23 

職員合同保育について、他市で

は、３年かけて職員移行を行っ

ているところもあります。開園

前１年の合同保育では業務の引

き継ぎは難しく保者も不安では

ないですか。  

保護者のご意見をお聞きし、本市にあった手

法を検討します。  

24 
民営化によって保育料はどうな

りますか。  

基本的には変更はありません。習い事や持ち

物による追加料金等の変更が発生する場合

は、保護者・市と事業者間で協議を図りなが

ら決めていきます。  

25 

給食は自園調理ですか。給食セ

ンターからの外部搬入は検討し

たのですか。  
保育園の給食については、3～5 歳児は外部

搬入が可能ですが、０～２歳児は「自園調

理」以外認められません。公立保育園につい

ては、国の特区認定を受け給食センターから

の搬入方式で実施しています。  26 

給食は、小学校入学時のスムー

ズなアレルギー対応移行が望ま

しく、給食センター方式が良い

と思います。  

27 

弁当給食では無く、自園調理で

温かい汁物なども提供して欲し

いです。摂取量もより調節でき

るようになりますか。  

自園調理は、作り立ての温かい食事の提供が

可能で子ども達の摂取量にも合わせられるも

のと考えております。公募要領に条件・内容

を明記し、ご要望にお応えできるよう配慮し

ます。  

28 

食に対する意識は年々高まって

います。公的管理の行き届いた

給食に比べ、自園調理となると

チェック体制の厳格化が必要で

す。  

公営給食の安全性についてご理解いただいて

きありがとうございます。市内幼稚園も、給食

には経験や実績もあり信頼性も高いと考えて

います。今後は、更に情報交換をする等、密接

に関わりを持って参ります。  

29 

熊之庄、薬師寺保育園の保育士

は、民営化後はどうなります

か。  

民営化後は、法人職員が保育を行いますの

で、現在の職員は各自の希望により、他の市

立園に異動となります。なお、市の職員が、

民営化後の法人に雇用されるなど保育に携わ

る場合も多いようです。  



4 

№  ご意見・ご質問  市の考え方  

30 
現在の熊之庄保育園跡地は、有

効利用してほしい。  

熊之庄自治会と十分調整させていただきた

い。  

30 

熊之庄保育園の跡地に障害のあ

る子どもの施設を作ってくださ

い。  

32 

通園バスの運行を求める声があ

ると聞きますが計画しています

か。  

薬師寺地区の意見を考慮し、必要であれば、公

募要領に盛り込みます。  

33 

薬師寺に設置予定の小規模保育

施設について、０－２歳児の定

員は何人ですか。  

小規模保育は、平成２７年度から新たに設置

された施設で、市内に９施設あります。少人数

で家庭的な保育を行っています。定員は最大

１９人です。  

34 

薬師寺保育園の跡地を要配慮者

のために防災機能を備えた施設

として建て替えませんか。  

今後も 0～2 歳児の保育需要の増加が見込ま

れるため、地域の方と調整し、地域の催事が

行え防災機能を備えた、乳児保育施設の設置

を予定しています。  

35 

薬師寺地区は、保育園以外に公

共施設がありません。久地野地

区にある保育と高齢者のコラボ

施設や都市公園など、地域に公

共施設を整備してほしい。  

跡地には、保護者ニーズの高い０～２歳児対

象の保育施設を考えているが、盆踊りなどに

活用できよう、薬師寺自治会と協議し決定す

る。  
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 子ども・子育て会議での審議過程で「新しい施設は、保育園ではなく、幼保連携型

認定こども園にしてはいかがとの」意見がありました。 

№  ご    意    見  回      答  

36 

現在の子育て支援制度は、保育所保育

指針の改正や既存の枠組みの改定等、

民営化の流れに沿いながら目まぐる

しく変化しています。諸制度を十分吟

味し、質の良い施設の運営を望むとこ

ろです。  

民間保育園の運営が将来の北名古屋

市の子育て支援事業にとって望まし

いのでしょうか。民営の認定こども園

が、幼稚園と保育園の架け橋にもなり

統合民営化の目的でもある民間の持

つ柔軟性や効率性を活かし、保育の質

の向上につながると考えます。保育園

にこだわらず幼保連携型認定こども

園を検討してはいかがか。  

認定こども園も視野にいれて検討しま

す。  

37 

基本的にこども園には反対です。1

号認定と 2 号認定の設備や遊具使用

に制限がありませんか。  

保護者にアンケートを採るなど情報

を整理し、検討すべきと思います。  

様々なご意見をいただきながら民営化

を進めます。  

38 
統合民営化計画の具体的な説明と経

費比較について教えてください。  

地元自治会、市内幼稚園と課題調整を

しながら、保育サービスの充実を検討

しています。また、子ども・子育て会

議審議過程の中で、認定こども園とし

て保育と教育を一体的に行うことも検

討しています。公民の経費比較として

は、民間であれば国県の補助金等が見

込まれます。  

39 

北名古屋市に幼保連携型認定こども

園をおくことは、市全体の保育教育

力向上に多大な意義があります。着

実にそのようなこども園を開設する

にあたって、やはり有能で幼保を軸

に保育教育全体を見渡そうとする教

職員を安定的に確保することがきわ

めて重要であると考えます。  

全般に保育士は「人手不足」である

厳しい雇用環境の中、これまでの北

名古屋市の保育の実績を教職員の雇

用を通じて継続し発展させるため

に、教職員人事の面においてこそ、

事業者任せにすることなく、公民の

新たな連携、地域と学校（認定こど

どのような手法が望ましいか、今後検

討します。  
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№  ご    意    見  回      答  

も園は学校の面も持つ）の〈連携〉

をはかることを市に要望します。  

40 

 「認定こども園」となった場合、

保育士と幼稚園教諭では資格が異な

ると思いますが、新たに職員を募集

するのですか。  

認定こども園となれば、「保育教諭

（幼稚園教諭保育士の両方の資格を持

つ者）」が必要となり、事業者が採用

します。現在の幼稚園教諭・保育士の

ほとんどが両方の資格を持っています

が、事業者が新たな募集をする可能性

があります。    

41 

市の想定する認定こども園は、定員１

９０名の内、０～２歳児６０人の比率

が大きいように感じます。何クラスを

想定していますか。  

０歳児は６人２クラス、１歳児は２５人

５クラス、２歳児は３０人５クラスで計

６１人となります。事業者の裁量もある

ので６０人程度としています。  

42 

事故防止策について、預かる子ども

が１～３号の多岐に渡ることから、

感染症や損害補償に関してどの様に

考えていますか。  

感染症予防や保険適用事項等は、公立保

育園の現状を踏まえ検討して参ります。 

43 
近隣の私立幼稚園の園長と認定こど

も園の園長の兼務は可能ですか。  
兼任は認めない方向で考えています。  

44 

公私間の連携、保育園と認定こども

園との連携について。馴染みのない

この制度を今後、市民にどのように

説明していくのですか。  

認定こども園法の改正によって、文科

省・厚労省の垣根が撤廃され内閣府が

施策の促進を図る見直しがされ。導入

時の縦割りの弊害は減っています。特

定教育・保育施設として幼保連携型認

定こども園についても丁寧に説明して

参ります。  

45 

子育ての方針により保育園に預け、

幼児教育を望まない保護者にとって

は、保育園の機能を残して欲しいと

願っても選択できないのですか。  

認定こども園は、学校と保育園を併せ

た施設であり保育機能があります。認

定こども園にも、子どもたちを明るく

伸び伸びと育み、運動面・生活面な

ど、「幼児期の終わりまでに育って欲

しい姿」という教育・保育に共通の目

標像が設定されています。また、保育

園においても新しい保育指針で幼児教

育施設としての位置づけが強化された

ところです。  

現在、市内の幼稚園と公立保育園職員

間の勉強会進めており、民営化後の円

滑な運営を図りたいと考えています。  
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46 

親が退職したら、子どもは保育園を退

園となりますが、民営化後もこの方針

は変わらないのですか。  

児童福祉法等において、保育園でお子様

を預かるには、保護者の就労等の条件が

あります。公立私立は関係ありません。

仮に認定こども園となった場合、定員に

余裕があれば、２号から１号に認定変更

してお預かりできることも、認定こども

園のメリットです。  

 


