
第 7回一宮保育所の民間移管に関する三者協議会 議事録 

 

 

       平成 29年 7 月 25日（火）午後 1時 30分～ 

於：一宮どろんこ保育園 

            

１．開    会  

出席者 

  町  ：町長（会長）、福祉健康課長（課長）、保育所長（所長） 

  事業者：㈳どろんこ会運営部２人（法人）、一宮どろんこ保育園長（園長） 

  保護者：一宮どろんこ保育園 保護者代表２人 ※１名欠席 

  事務局：福祉健康課子育て支援係長、係員１人 

２．議    題 

（１）保護者アンケート結果を踏まえた今後の課題・協議事項について 

会 長：4月 27日の第 6回協議会では、従来の協議事項を再度確認するとともに、4

月に開園してからの様々な事柄について認識を共有し、対応等について協議

した。今回は、前回の協議内容を保護者に配布し、挙がってきた質問や意見

について園から回答いただく。細かな協議については今回限りとするが、

様々なニーズをすくい上げるためには、少し期間を空けて今後も行ったほう

がよいのかもしれない。 

法 人：8月に法人主体で保護者アンケートを行う予定である。細かい部分について

のご意見は、そこで頂ければと思う。 

会 長：今回は保護者から挙がってきた質問・意見等に対して協議し、その方針を共

有したい。この三者協議会については、先般の 6月議会において、議員から

当協議会の役割について期待を寄せている旨の発言があった。委員の皆様の

一層のお力添えを頂きたい。 

◇移管全体 

【給食について】 

保護者：現在は南魚沼産の米を使用しているが、地元産の米や野菜の納入・使用につ

いての進捗状況はいかがか？ 

法 人：7月から野菜は安藤青果より仕入れている。野菜から始めて、米についても

徐々に地元米を取り入れるよう調整中である。 

保護者：保護者負担は変わりそうか？ 

法 人：保護者負担は現状のままで考えている。 

保護者：給食のバイキング形式は、園児たちで配膳することは良いことだと思うが、



先日、保育参加した際、自分の給食が揃うと皆を待たずに食べ始め、また、

食べ終わっていなくても「もう要らない」と捨てている光景を目にした。

園で「いただきます」「ごちそうさま」を言わなくなったせいか、家庭でも

先に食べ始め、勝手に下膳するようになった子もいると聞いている。全員

揃ってから「いただきます」をして食べ始め、全体で「ごちそうさま」を

するという対応はしていただけないか？ 

園 長：既に実施している。 

    年度当初は、4～6 歳は年齢別の定量で盛り付けており、一宮保育所の頃と

比べると薄味になり、食材も自然の物が多いため、なかなか食が進まなかっ

た。そのため、給食を残す量が多かった。「もう少し食べてみようね」など

と声掛けはしていた。いずれは園児たちの好きなところで、好きなお友達と

食べ始めるようにしたいが、その段階まで到達できないので、まずは先週か

ら異年齢で食事するテーブルを決め、大きい子が小さい子の面倒を見ながら

グループで食べることにした。グループ毎に「いただきます」の挨拶をして

食べ始めている。 

会 長：「いただきます」「ごちそうさま」は、主要国の中でも日本だけしか言わない

ようである。先般、中国の小学生が一宮小学校を視察のために訪れた際、団

長の先生が「いただきます」「ごちそうさま」の光景を見て、「大変素晴らし

い、自国でも是非行っていきたい」と仰っていた。良い礼節であると思うの

で、是非続けてほしい。 

事務局：今は年長児を数人リーダーとして、グループ毎に給食を食べており、今後は

児童たちの好きなところで、好きなメンバーで集まって食べるとあったが、

好きなところとは具体的にどのような場所か？ 

園 長：例えば縁側や、園庭で食べてみようとなれば、職員と園児とでテーブルを出

し、5～6人位揃ったら「いただきます」をして食べることを考えている。 

事務局：その場合でも、「いただきます」の挨拶は行ってもらえるのか？ 

園 長：自身も日本人として生きてきて、日本独特の礼儀というのは守っていかなく

てはならないと思っているので、無くす方向は全く考えていない。 

    ただし、開園当初は職員に余裕がなく、「いただきます」を忘れてしまうと

いう状況もあった。今ようやく落ち着いてきたところであり、ひとつひとつ

を確実に行っていければと思っている。 

    やはり「いただきます」の意味を考えなければならない。作ってくださった

方に感謝するなど、意味が沢山込められているので、日本人としてそれを受

け継いでいかなければならないと考えている。そこは守っていきたい。長ら

くお待たせして申し訳ない。 

【バスについて】 

保護者：現在はバスの利用は 2年間となっているが、町と協議し、2年以降も続けて

いこうという考えはあるか？ 



法 人：保護者からの意見等を踏まえて再検討する可能性はあるが、現在は 2年間と

いう予定で変更ない。 

保護者：2年でバスが無くなると承知して入園したが、送迎が負担になっており、出

来れば 3 歳になったらバスを利用したいという保護者がいる。保育施設へ

の入所を検討している方からは、バスがあれば、どろんこ保育園まで通え

るといった声も聞くので、バス継続について検討いただきたい。 

◇年間行事・デイリープログラム・持ち物 

【年間行事について】 

事務局：保護者アンケートで「一宮保育所の行事を取り入れる事で、どろんこの方針

や特色が発揮できなくなることが心配」との意見があった。特に新規入園

の方から寄せられている。これに対し、法人から「公立保育所からの民営

化ですので、最初の 1 年間は方針や特色を十分にお伝えできないかもしれ

ません。ですがバランスよく取り入れていきたいと考えております。」との

回答を頂いた。 

    町として補足させていただく。開園前の三者協議会の中で、「引継可能な行

事のうち３／４はどろんこでも行っているもので一宮でも是非行いたい

（第４回三者協議会）」とご回答いただいており、双方の保育の魅力ある部

分を生かしていくよう模索しながら努力いただいている。開園初年度とい

うことで、ご利用の皆様には温かく見守っていただき、また、ご不安な点

は園や町にご意見をお寄せいただくようお願いしたい。 

会 長：この意見は主に新規入園の方からとの説明であったが、ともすれば一宮保育

所の保育についてご存じないかもしれない？ 

事務局：おそらく新規入園の方の中には、「一宮保育所の移管」という当町の保育所

整備計画自体をご存じでない方もいらっしゃるのかもしれない。どろんこ

保育園の保育内容を支持されて入園した方にすれば、然るべきご意見とも

いえる。 

【避難訓練・裸足の対策】 

園 長：靴を履いて逃げる練習をした。理由を申し上げると、第一避難所は「ちきん

えっぐ」の前付近なので、裸足で移動できるが、第二・第三避難所となる

と安全確認が取れず裸足では危険なので、そこから先は靴を履くようにし

た。とりあえず職員が園児の靴を集めてきて、第二避難所へ移動するとい

う判断になった場合、靴を履いて避難する。 

    用務員が元消防署員であり、救命の資格も有している。避難の練習をするだ

けでなく、公立で行っている消防署員の講話と同様に、防災に関する情報

が職員にしっかり入るようになっている。 

保護者：いつも裸足で過ごしており、靴下が靴に入っていないので、避難の際、靴擦

れが心配。靴に靴下を入れておくか、牛乳パックなどで箱を作り、靴下を

入れて靴箱付近に置くなどしてはどうか？ 



    ガラスが割れにくい素材だと以前説明があったと思うが、保護者が一番心配

しているのは、室内に居るときに災害が起きた際、もしガラスが割れてし

まったら、靴が室内にない状況で、裸足では危険ではないかという点だと

思う。 

法 人：ガラスについては通常使用するうえでは簡単には割れないが、有事の際に割

れないという保証はない。靴下の置き場については検討可能だが、有事の

際は、靴下は履かず、そのまま靴を履いて避難するのではないか。 

保護者：一宮保育所では、靴下を履いて靴を履く練習までしてくれていた。 

園 長：災害時、靴下を履いてから避難するのか？ 

所 長：わざわざ履くことはしない。 

法 人：法人としては、乳児がおんぶ紐でさっと避難できるよう、そのような練習は

続けているが、靴下を履いてから避難という点については、まだ検討して

いなかった。 

保護者：一宮保育所では、保育室内に代用靴を用意してくれていたので、それを履い

て避難する練習もしていた。 

所 長：保護者等から寄付していただいた靴を災害用に置いていた。それぞれのサイ

ズに合わせて児童の名前をテープで靴に貼っている。 

会 長：この建物は今の時代であるから、震度６程度であっても耐震性を確保してい

るのでは。その場合、外へ避難する災害というのは、火災の際だけでは？ 

    地震で倒壊する恐れがないのであれば、外に出るのはかえって危険。 

細田の堰が決壊することも考えられるので、ここに留まるほうが安全かと思

う。施設自体の安全性がどこまで確保されているのかを前提として考えなく

てはならない。 

保護者：ガラスが割れたときにどう避難するかが保護者は一番心配かと思う。 

事務局：強化ガラスと貼ってあるが、どの程度の強度なのか？ 

法 人：以前データをいただき、幼児がぶつかる程度では割れないとあったが、もう

一度確認する。 

事務局：地震の際、昼寝布団を敷き、その上を園児が歩いて避難させた保育所があっ

たと聞いたことがあるので、それも一つの手段ではないか。 

保護者：ガラスが割れた際と、外に避難する際の対応を検討していただければと思う。 

【他保育所との交流】 

事務局：ちょうど今週末、年長児の地引網体験が予定されている。今回このようなご

意見を頂いたので、今後、施設長会議で検討していただければと思う。 

【保育参観】 

園 長：9月上旬の平日に行う予定である。日程を今後掲示する。実施が遅くなり申

し訳ない。 

保護者：一斉ではなく、年齢別に日時を設定して行うのか？ 

園 長：一宮の場合は駐車場の関係があるため、幼児クラスは一クラス毎に実施する



方向で進めている。保護者の休暇申請の関係があるので、早めにお知らせ

する。 

【お泊り保育】 

園 長：初年度という点と、広い敷地・園舎があるという点から、今年度は年長児の

みで園にて行う。8月 25日（金）の朝に園児をお預かりして、明朝の 8時

頃までお泊りする。夏場ということで、お風呂の問題があると思うが、温

水シャワーで対応する予定。 

    キャンプ的なものを考えているので、現在、テントを手配している。テント

で寝たり、カレーを作ったりという内容を考えている。 

保護者：翌朝の 8時に迎えが難しい方や、翌日の土曜保育を希望される方もいると思

うので、日時と実費について早めに知らせてほしい。 

【生活発表会】 

園 長：インフルエンザ等の流行が懸念されることから、12 月 9 日（土）に中央公

民館にて実施することとなった。 

【午睡】 

園 長：年中児は通年行う。年長児については就学前ということを考慮し、体調をみ

ながら後半は実施しない方向で考えている。 

【外部への習い事】 

園 長：現在、英会話教室についてリサーチ中である。 

◇アプリ・配布物・掲示 

保護者：アプリのバージョンアップが多く、通信量がかかってしまうという方がいる。 

   頻回に行うのではなく、ある程度まとまってからのバージョンアップは出来な

いか。実行してもＯＳ環境によってはバージョンアップできないことにつ

いては、あらかじめ運営会社で把握できないのか。アプリが全機種に対応

しているのであれば問題ないが、完璧な状態になってから保護者に渡して

もらうことはできないか。 

法 人：アプリに対し、様々なご意見を頂戴している。すぐに改善できるものは週単

位で対応すべく動いているが、難しいものは 1か月～3か月のスパンで対応

できるよう努めている。通信量については、声をあげさせていただく。 

保護者：月末になると通信量の制限がかかる方もおり、アプリが開けない方もいるの

ではないか。園のＷｉ-Ｆｉ環境を利用できないか。他園では通信量につい

ての意見は出ていないのか。 

法 人：現在、第 3フェーズで全体の 1/3 にアプリが導入されている。通信量につい

ての意見は出ていなかったので、さっそく社に持ち帰り検討したい。 

保護者：アプリの不具合など問題は出ていないか。 

法 人：一宮どろんこ保育園などの新園にてご迷惑をおかけした分、改善された内容

が他園で導入されているので問題は生じていない。 

【シーツ・下着の水洗い】 



法 人：どろんこ会として、着替えとビニル袋の用意をお願いしている。基本はその

ままビニル袋に入れた状態でお持ち帰りいただいている。 

保護者：泥が付いた服や食べこぼしで汚れた服のことではなく、おもらしした際の対

応について統一してほしいという内容だと思う。そのまま返してくれる先生

と、水洗いしてくれる先生とがあった。 

会 長：事例としては、一日どれ位あるのか。 

園 長：沢山ある。ずっと手洗いしてきた経験者としては、臭いのこともよくわかる

ので、今の対応は非常に心苦しい。職員を十分配置していただいているので、

洗う時間がないとも、手間だとも言ってはならないと思う。 

    便、嘔吐、血液は感染防止のため、洗わずに返却している。 

保護者：一宮保育所では脱水までしてくれていたので、移管児はそれが当たり前にな

っているのかもしれない。 

    布パンツが濡れる気持ち悪さを経験することでオムツが外れていくのに、水

洗いされずに返されたら、またオムツに戻そうという保護者がいるかもしれ

ず、それは悪循環でよくないことだと思う。実際、午睡のときだけオムツに

なっている子もいる。当初、布団は園で管理するという説明であったが、い

ざ始まると持ち帰りは自由となっていた。 

園 長：年に 2回、布団の乾燥が入るが、寝汗の問題が生じてしまったので、そのよ

うな対応に変更した。 

保護者：当初、布団はリースという話があったが、移管児は午睡用の布団を持ってい

ることから、一宮においてはリースを導入しなかった経緯がある。 

    移管児の保護者の中には、今からでもリースにしたいという人もいる。 

法 人：この点も本社に持ち帰り、検討させていただきたい。 

（２）その他 

保護者：歯磨きの時間、園児を保育士が見ているか？保育参加した際は、園児のみで

行っており、自身の歯ブラシを絵柄のみで認識しているため、他の子の歯

ブラシを手にしている子もいた。 

園 長：現在は職員が付いている。場所も縁側から鏡の前に移動し、歯ブラシコーナ

ーとした。 

会 長：例えば「築山に職員を配置してほしい」といった内容のように、これまでも

議論を重ねてきた内容について、いつまでも質問が挙がってきてしまう。周

知徹底のための方法はないか。 

事務局：開園前は町ホームページにて Q&Aを掲載してきた。今回の協議内容につい

ても会議録とともに公開するので、その旨を周知したい。 

保護者：保護者はどろんこ会の運営自体に反対しているわけではない。ただ、保護者

から挙がってきた質問に対し、ただ「検討します」ではなく「今年度は難

しいが来年度に向け現在動いている」という形で詳細に回答頂いたほうが、

同じ質問が繰り返されないのではないか。 



法 人：年間行事もほぼ固まっているので、内容と併せて早めの周知を徹底したい。

園児の身長・体重、出欠の記録を連絡帳のような形で残したい、という内

容については、ご意見を沢山頂戴しており、社内で検討中である。 

園 長：保育士の手作りでも良いのか。 

保護者：それでも良いが、保育士の負担になるのは申し訳ない。 

法 人：保育士が手作りするのであれば、園会議にて職員同士で話し合い、全員が納

得する必要がある。検討する。 

事務局：先週末に開催された、どろんこ祭りのご報告をいただきたい。 

園 長：最初は内々でと話していたが、やはりどろんこ保育園、どろんこ祭りを知っ

てほしいということで、前々日ぐらいに町役場と駅前にポスターを掲示させ

ていただいた。 

会 長：情報を共有し、町サイドが伺うか否かについて方針を決めるべきではなかっ

たか。町から補助金が出ているうえ移管でもあるので、どろんこ保育園の行

く末については町として強い責任がある。重要な行事については正式に通知

いただくか、協議を申し入れて頂かなければ、これは受け入れられない。特

に対外的な行事については、「今回は内輪で行うので行政の参加は結構です」

とか、「行政からも参加いただきたい」などと案内いただけると有難い。 

    以前視察した別のどろんこ保育園では、地域の方を招き、盛大にどろんこ祭

りを開催されていたので、そのような印象がある。方針の変化があれば報告

願いたい。 

園 長：どろんこサポーターズを募集し、その方々に夕方集まっていただき、保育士

と話し合いを重ねながら、飾り付けや築山の向こうに「どろんこダイブ」を

作るなどの準備をした。 

法 人：初年度ということもあり、手探りの部分もあったので申し訳なかった。 

園 長：今回は保育士が 7割、保護者が 3割の計画性であったが、次年度以降は保護

者の割合を多くし、最終的には保護者主体で計画するという形を考えている。 

会 長：駐車場はどうであったか。 

園 長：園内と職員駐車場で各 30 数台、職員は近藤いちご園の広い駐車場に停めさ

せていただいた。駐車場の問題が解決できれば、もっと大体的に実施できる

と思う。 

会 長：園長はご存じないかもしれないが、開園前に議員側から駐車スペースをもっ

と広く取ったほうが良いのではないか、との声が挙がったことがある。しか

し、園庭を広く取りたいということで、駐車場は最低限という結論となった。 

法 人：なるべく地域の方々を巻きこんでと考えているので、来年度に向けて良い方

法を検討していきたい。 

園 長：地域の方々を巻き込んでといっても、駐車場には限度があり、都会・田舎に

関わらず非常に難しい部分であると思う。 

保護者：今回、乗り合わせするなどご協力いただき、駐車場は混乱がなかった。祭り



の内容も大変評判がよく、保護者も楽しかったと言っていた。祭りの準備も

楽しかった。 

事務局：次回の三者協議会は、8月に法人主体で行うアンケート調査にて何か諮る案

件が出てくれば開催する方向でよろしいか。 

    そのアンケート結果は、保護者に配られるものなのか。 

法 人：内容によっては意見した個人が特定されてしまう恐れもあるので、生データ

ではなく編集した状態で結果をお示しすることを検討している。 

保護者：先のアンケートで三者協議会の保護者委員に対する意見があり、ショックを

受けた。新規入園の方からのご意見も聞きたいので、委員に加わってもらえ

たらと思っている。 

会 長：委員の任期はあるのか。 

事務局：設定していない。 

会 長：任期を設定し、改選の際はどうするかについても設定しておくとよいのでは。 

事務局：元々三者協議会は、移管による急激な環境変化の緩和を目的としていたが、

どろんこ保育園が軌道に乗ってくれば、これまでの形のままではいけない。

今後の三者協議会の在り方を考えていく必要がある。 

園 長：保護者とのコミュニケーションも取れてきたように思う。まだ 3 ヵ月だが、

徐々に保護者の方々にご理解頂いているように感じる。保護者は大事なお子

さんを預けているので様々なご意見をお持ちだと思う。ここは移管であるの

で、これまで町が間に入って調和を取ってくれていたが、理想体系というか、

直にあるのは保護者・保育士・園児の三位一体であると思うので、町にはお

骨折りいただいたが、今後は保護者からご意見を直に頂ければと思う。 

会 長：個々についての対応はそれで良いと思う。詳細な部分についての協議は今回

までとし、今後の三者協議会については、もっと全体的・根本的な問題につ

いて扱う場としたい。 

 

３．閉    会 


