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第２回橋本こども園指定管理者選定委員会 

 

１．日  時 平成２５年１０月２０日（日） 

        午後１時 ９分 開会 

        午後６時４４分 閉会 

 

２．場  所 橋本市民会館 ２階 第１会議室 

 

３．出席委員 １８名 

 

４．議  事 

 

○司会○司会○司会○司会  それでは、皆さん、お待たせいたしました。おそろいとなりましたので、こ

れより第２回選定委員会を開催させていただきます。 

 本日は、休日にもかかわらず、お忙しい中、また天候の悪い中ご出席いただき、ありが

とうございます。 

 本日は、各法人が運営しておりますこども園と保育園の様子についてビデオを見ていた

だき、各法人からのプレゼンテーション及び質疑応答、意見交換の後、採点を行い、橋本

こども園の指定管理者候補者を決めていただく大変重要な委員会となっております。長時

間となりますが、最後までよろしくお願いいたします。 

 それでは、最初に、委員長より一言ご挨拶をお願いしたいと思います。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  まず先に、お詫びを申し上げなければなりません。申し訳ありません。自

宅を２時間ほど前に出たんですが、どの道も非常に混雑しておりまして、途中で真っ青に

なりました。委員長は先に来てちゃんと準備しなければいけなかったんですが、本当に申

し訳ありませんでした。以降、しっかりと役目を果たせるように頑張ってまいりますので、

どうぞよろしくお願いします。 

 本日は、橋本こども園指定管理者の選定委員会です。３つの法人が応募してくださって

いますので、その中から、橋本市の子育て・保育行政に貢献していただける法人を皆さん

のお力を借りながら一緒に選んでいきたいと思います。どうぞ一日よろしくお願いいたし

ます。 
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 簡単ですが、ご挨拶とさせていただきます。 

○司会○司会○司会○司会  ありがとうございました。 

 それでは、皆さんのお手元にお配りしております会議資料の確認をさせていただきます。 

 最初に、１枚目、会議次第。１枚めくっていただきますと、応募法人の一覧表。次に、

本日のプレゼンテーションの参加者の名簿でございます。それから、右上に資料１と書い

てございます橋本こども園収支計算書比較表になっております。それから、参考資料とし

まして、前回ご要望がございましたすみだこども園の指定管理者候補者の選定の結果とな

っております。その次に、すみだこども園の運営法人の理念、教育方針等の資料でござい

ます。その後、橋本こども園の計画図面を３枚用意してございます。その最後に採点表の

見本ということで載せさせていただいてございます。 

 以上が今日配付した資料でございます。前回配付いたしました資料とあわせて今日の審

査会を行ってまいりたいと思います。資料は全てそろっておりますでしょうか。 

 なお、本日は運営法人を選定いただくための委員会となりますので、参考資料と、配付

いたしております計画図面については今回の議題となりませんので、よろしくお願いいた

します。 

 それでは、次に採点表の記入の方法を事務局からご説明させていただきます。 

○事務局○事務局○事務局○事務局  それでは、採点表の記入の仕方についてご説明させていただきたいと思い

ます。 

 お手元に、Ａ３の２つ折りにしました用紙を２枚配付させていただいているかと思いま

す。一番上に採点表、もう１枚は採点用メモ用紙ということで、記載している内容につい

ては同じものを記載してございます。皆様には、この採点表のほうに３法人載っておりま

すので、こちらに採点いただきまして事務局に提出していただくことになります。プレゼ

ンテーション、質疑応答がこの後ありますので、その時のメモ用にこの採点用メモ用紙を

利用していただいたらと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 お手元に採点表は配付されておりますでしょうか。一番右上に皆様委員さんの番号とお

名前を記載させてもらっています。間違いないかどうか、ご確認をよろしくお願いします。

大丈夫でしょうか。 

 採点表ですけれども、一番左の項目が７つございます。これは前回ご審議いただきまし

た審査の基準項目となっております。その基準項目の右に小項目がありまして、全部で12

個の小項目があります。採点についてはこの小項目ごとに採点していただきたいと思いま
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す。それぞれ配分点を記入しておりますけれども、合計で100点となっております。 

 右の欄の一番上に各委員さんのお名前を記載しております。番号とお名前に間違いはご

ざいませんでしょうか。 

 その名前欄の下に説明書きがありますけれども、３つの法人の小項目ごとに１から５の

いずれかの数字を記入していただきたいと思います。１が「劣る」、順番に上がっていき

まして、５が「優る」になっております。例えば○○会さん、一番左ですけれども、１番

目の項目に仮に３を入れますと、ここは配分が20点になっておりますので、４倍しまして

12点、仮に５ですと20点という配分点になっております。委員の皆様にはあくまで１から

５の数字のみをご記入いただきます。採点については後ほど事務局でこの配分点の合計を

いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 採点表については以上です。 

 それと、採点表への記入ですけれども、記入については、プレゼンテーションが終わっ

て最終に採点の時間を設けておりますけれども、事前に記入出来るものについては記入し

ていただいても結構です。採点の時間が終わって、最後になりますけれども、集計いたし

ますので、事務局にお渡しいただきたいと思います。 

 それと、採点結果につきましては、個人名あるいは応募法人名は伏せますけれども、情

報公開の対象になりますので、客観的に見て疑義を招くことのないような公平な採点をよ

ろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○司会○司会○司会○司会  質問につきましては後ほど一括してお受けさせていただきます。 

 続きまして、本日の資料にもありますが、審査基準５の（１）の運営の収支計画につい

て、各法人から橋本こども園の収支計算書を提出していただいておりますので、これも事

務局からご説明させていただきます。 

○事務局○事務局○事務局○事務局  先ほど配付させていただきました次第にホチキスでとじてありますＡ４の

資料ですけれども、これを３枚めくっていただきますと資料１、橋本こども園収支計算書

比較表というのがありますので、そちらを見ていただけますでしょうか。 

 先ほどの採点表にもありますけれども、審査基準の５の（１）ですが、こども園運営の

収支計画についてというのが配分点５点となっています。これにつきましては、各法人か

ら収支計画書を提出していただいております。それぞれの申請書の中で（３）のインデッ

クスが付いている資料です。○○会の収支計画書につきましては、第１回目の選定委員会
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が終わってから差し替えの申し出がありましたので、差し替え分を事前に郵送させていた

だきました。赤色のインデックスのほうになります。よろしいでしょうか。 

 この収支計画書の収入の部ですけれども、収入については、各法人ばらばらですと比較

が難しいということで、こちらから記入例を示して、それに基づいて提出していただいて

おります。 

 市から指定管理者に対して運営費を支払いますが、それについては国のほうで単価が決

められておりまして、０歳児１人当たり月幾ら、５歳児も月幾らといった単価がありまし

て、その単価に実際に園児数を掛けて委託料として支払うわけです。 

 例えば、黄色の○○会さんの冊子を見ていただけますか。こちらの（３）のインデック

スのところをめくってご覧いただけますでしょうか。（３）の収入の部のところを見てい

ただきたいんですが、指定管理料収入という項目があります。これの内訳を見ていただき

ますと、０歳児が16万2,470円、それに定員人数の６人を掛けて12カ月ですので、1,169万

7,840円といった数字になっております。この単価と人数については、こちらからこの単

価と人数で計算してくださいと例で示した数字でそれぞれの法人に収入を計算していただ

いております。 

 それとプラスして、１歳児加配分ということで、橋本市の場合は１歳児保育、国の基準

ですと６人に対して１人の保育士ですけれども、市の基準で４対１、４人の子どもさんに

１人の保育士を配置するという加配を行っておりますので、それの収入として203万7,000

円。こういった収入を書いていただいております。 

 それと、障がい加配として、仮に１人の加配があると仮定しまして203万7,000円、地域

子育て支援の拠点事業費として435万5,000円、それと主食費の徴収で合計１億300万円余

りの収入、これを例で示しまして、これに基づいて各法人さんに計算してくださいという

形で収支の計画書をつくっていただいております。 

 ここでポイントといいますか、収入に見合った職員が配置されているかというところを

見ていただきたいんですが、今日お配りしている資料１をご覧いただけますでしょうか。

資料１に収支計算書比較表がありまして、収支計算書に基づく職員数という表があります。

一番左から２つ目の欄に仕様書等に基づく職員数という欄があるかと思います。仕様書と、

先ほど提示しました収入に見合った職員数をここに書いているわけですけれども、まず園

長が専任で１人、主任保育士が１人と、それぞれ子どもの数に応じた保育士の数ですけれ

ども、合計で17人ということで計算しております。 
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 その内訳としまして、保育に欠ける子どもの保育士の内訳は、０歳児は６人で、３対１

となりますので職員が２人、１歳児は12人定員で、橋本市の場合は４対１となりますので

職員は３人、２歳児は18人定員で、６対１となりますので職員は３人、３歳児は26人定員

で、20対１となりますので職員が２人、４歳児と５歳児の計は54人で、４・５歳児につい

ては30対１になりますので職員が２人の、計12人。保育に欠けない子どもの内訳は、３・

４・５歳児の計が40人で、保育に欠けない子どもの場合は35対１になっていますので職員

が２人。合計14人、それと障がい加配が１人、子育て支援に２名以上ということで、合計

17人の保育士が必要となります。 

 これが仕様書に基づく職員数ですけれども、それに対して各法人が上げてきた職員の数、

歳出のほうで人件費を組んでおりますけれども、その職員数をまとめたのがこの表となり

ます。○○会さんは応募書類の中に職員数の記載がありませんでしたので、事務局のほう

で○○会さんに確認を行っております。仕様書によると、合計で17人の保育士が必要とな

りますが、おおむねどの法人も17人以上の保育士が配置されているということになってい

ます。ただ、職員の雇用形態には差がありますが、人数的にはどの法人もクリアしている

と見てとれるということでございます。 

 それと、調理師のところですけれども、調理師については特に国の最低基準というもの

はないんですが、国の通知がありまして、そこに、調理師は、園の定員が151人以上の場

合は３人雇用するようにという決まりがあります。それを参考すると、どの法人さんも３

人以上の調理師を配置しているということになっております。 

 職員数についてはこういった形で、おおむねどの法人もクリアしており、収入に見合っ

た職員数を配置していると言えるかと思います。 

 次に、支出の比較表でございますが、下の表になりますけれども、各法人の支出額を比

較した表となっております。人件費、主に管理経費となる事務費、それと給食材料費や保

育材料費などの事業費、これについては職員数のように特に最低基準は設けられておりま

せんので、法人それぞれの考え方、方針で予算が作成されております。比較は非常に難し

いですけれども、国の保育単価の中に、子ども１人当たりの給食材料費、あるいは保育材

料費、光熱水費の額はある程度示されておりまして、ここで言いますと事業費の欄になり

ますが、その示された額に基づいて積算いたしますと、1,260万円ぐらいになります。こ

の金額を目安に比較いたしますと、○○会さんが若干少なく、○○会さんは倍近くの予算、

○○会さんがその中間という予算組みをされていることが見てとれます。 
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 以上、収支計算書についての説明を終わらせていただきます。 

○司会○司会○司会○司会  今、前段の採点方法と、それから収支計算書の説明をさせていただきました。

何かご質問があればお聞きしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしいで

しょうか。採点表等につきましては後ほど採点のときにもう一度、ご質問がございました

らお受けしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、これよりビデオを見ていただきたいと思います。これからご覧いただくビデ

オにつきましては、第１回の選定委員会の後、参加いただける委員さんと事務局で各法人

さんを訪問いたしまして撮影したものでございます。１法人につき８分間にまとめており

ます。各園とも10時半から11時半までの間を撮影しておりますが、全て同じ場面を撮影す

るのは非常に難しく、あくまでも書類やプレゼンテーションではわかりにくい、園の雰囲

気を感じ取っていただくものとして見ていただければと思います。 

 それでは、事務局から若干説明させていただいた後、上映させていただきます。 

○事務局○事務局○事務局○事務局  それでは、これから、各法人様の様子をビデオ撮影してきましたので、皆

様に見ていただきます。座って失礼します。 

 前回の選定委員会でぜひ給食の部分を入れて欲しいとの強い要望がありましたので、３

法人同じ時間で、０・１・２歳児の様子、３・４・５歳児の様子、戸外遊び、室内遊びの

様子、そして給食の様子等を紹介します。その中で、子どもの様子や職員のかかわり方、

援助の仕方等を見ていただけたらと思います。 

 それでは、よろしくお願いします。 

（ビデオ鑑賞） 

○事務局○事務局○事務局○事務局  以上です。ありがとうございました。 

○司会○司会○司会○司会  以上、３つの法人のこども園と保育園の様子をご覧いただきました。施設の

様子、子どもたちの様子、給食の様子を中心にビデオを撮影させていただきました。これ

からプレゼンテーションがありますが、その参考にしていただければと思います。 

 次に、本日の議事録署名委員の指名をさせていただきます。８番委員さん、15番委員さ

ん、よろしくお願いいたします。 

 また、この後、質疑がございますが、前回同様に、発言の際には番号を添えて発言をよ

ろしくお願いいたします。２時からプレゼンテーションをスタートしたいと思いますので、

それまで若干休憩をとらせていただきます。よろしくお願いします。 

（休憩） 
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○司会○司会○司会○司会  それでは、ただいまからプレゼンテーションを行っていただきます。プレゼ

ンテーションの時間は20分となっております。途中、15分ぐらいまで来ましたら、あと５

分の合図をさせていただきます。また、あと１分ぐらいになりましてもまた合図をさせて

いただきますので、20分になりましたら、説明の途中でもこちらから止めさせていただき

ます。ご容赦ください。その後30分間で質疑応答という段取りになっております。 

 それでは、ただいまからプレゼンテーションをよろしくお願いします。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人理事長理事長理事長理事長  皆さん、こんにちは。○○会の理事長の○○といいます。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人園長園長園長園長  こんにちは。○○園の園長の○○です。どうかよろしくお願い

します。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人主任保育士主任保育士主任保育士主任保育士  ○○園の主任をしています○○です。よろしくお願いし

ます。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人主任保育士主任保育士主任保育士主任保育士  こんにちは。○○市の○○園の主任をしています○○と

いいます。よろしくお願いします。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人理事長理事長理事長理事長  今日は時間をとっていただいて、ありがとうございます。資

料を提出しておりますので、今日はその補足といいますか、一番強調したいところという

ことで幾つかお話しさせていただきます。最初に保育方針に関しての補足説明と、次に、

今、○○園を運営させていただいておりますので、その○○園のことを少しお話しさせて

いただこうかと思っています。 

 私どもは、子どもたちを育てるにあたって３つの方針を掲げておりますけれども、１つ

は、保育を変えようということを上げております。これは、それほど大きな意味はないん

ですけれども、今までの保育を振り返ってみまして、大人が子どもに仕掛けていくこと、

しつけと称してやらせていることがあまりにも多過ぎるのではないかと。例えば、ちょっ

と遊んで、クラス活動に入る。ちょっと遊んで、給食を食べる、昼寝をする。ちょっと遊

んで、帰るというプログラムが多くありますけれども、ちょっと遊んでというのが、もっ

と遊びたいよね、遊ばせてやりたいよねというのがもともとの発想で、それについてはプ

ログラムを少し変えていかねばならない。あまりにも窮屈過ぎる。やるべきことが多過ぎ

る。これでは子どもの自主性が育たないのではないだろうか。自立した、自分で考えられ

る子どもにと言いながら、このプログラムでは、自分で決めて自分でするということがあ

まりにもなさ過ぎるというので、これはちょっとうそやでと。もう少し子ども寄りになっ

て、子どものことを考えてプログラムをつくり変えようというのが最初の目標です。なの
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で、デイリープログラムを出しておりますけれども、広く大まかなものになっていると思

いますが、それは子どもの基本的な遊びを保障してやりたいということで、細かくああせ

い、こうせいというふうに仕切ってはいないという意味で理解していただけたらありがた

いと思います。 

 ２番目に子どもの理解ということを上げていますけれども、もちろん子どもの理解は

色々な意味がありますけれども、細かく子どもの発達をとらまえて、出来ている、出来て

いないという評価の基準の対象にするのをもうやめようと。それよりも、深く考えて、そ

れがどういう意味なのか、子どものすること、言うことには全て意味があるんだよという

ことで、そこから子どもをもっと理解していこうと。何歳でこれが出来る、４歳でこれが

出来る、出来ていないという相対的な評価は、少なくとも、乳幼児ですから、やめようと

いうふうに考えを変えました。 

 例えば、挨拶を教えるのはとても大事で、私たちは挨拶も教えますけれども、小さな子

どもたちは、「おはようございます」と言って挨拶をしても、「おはよう」と言ってくれる

子もいますし、「おはようございます」と言ってくれる子もいますし、先生のお尻をぽん

とたたいて恥ずかしそうに入っていく子どももいます。全てを挨拶として認めてやろうよ

と。言葉で言えるようになるのはやがて出来るだろう。まずは心を開いて。特に小さな子

どもは「おはようございます」と言うと突然「ゾウさん見た」みたいな挨拶を返す子ども

もいます。「ゾウさん見た」というのは朝の挨拶ではないんですけれども、これも挨拶と

受けとめようよというのが私たちの考えです。そこから子どもが「ああ、この大人だった

ら大丈夫だ」というので心を開いて本音を見せてくれるだろうというので、幅広く深く子

どもを受け入れようというのが私たちの考え方です。 

 それに基づきますので、あれが出来る、これが出来ないということで子どもを決め付け

ることはしませんので、基本的には、今もそうですし、これから取り組もうとしているこ

ども園もそうですけれども、何かを教えるお稽古事であったり、そういった課業といいま

すか、そういったものは一切やらない。それにも理由がありまして、子どもは教えたら何

でも、英語だろうと、文字だろうと、それこそ音楽だろうと覚えるんですけれども、すぐ

に覚えたことはすぐに忘れてしまうということも子どもの事実で、すぐに忘れるようなこ

とに力を入れる暇もないよねと。なので、私たちは子どもたちがすぐに忘れないことをや

ろうというふうに取り組んでおりますので、見ていただいて、読んでいただいたらわかっ

ていただけたと思いますけれども、基本的に、お稽古事、何かを教えること、よく言われ
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ますけれども、運動会等で皆さんに喜んでいただけるような子どもたちのパフォーマンス

を教え込むというのは取り組むことはありません。 

 ３番目に考えておりますのが子育て支援ということですけれども、子育て支援も言われ

て久しくなりますし、私たちも○○という子育て支援の場所を○○で持っておりますので、

今も活動しておりますけれども、お母さん・お父さんの中には、一生懸命子育てをなさっ

ていて、思いどおりに中々ならない、子どもが言うことを聞かない、どないなっとるんや

と。忙しいし大変だけれども、一生懸命であっても結果が中々出ないということで困って

いらっしゃる、苦しんでいらっしゃる方たちがたくさんいらっしゃいます。この方たちに、

じゃ、こうしましょうと。言うことを聞かない子どもはいないんだよ、理由があるんだよ

と。これは子ども理解につながりますけれども、そういったことを一緒に考えていこうと

いうのが１つ目。 

 それと、最近の傾向としまして、保育園に預けておけば、こども園に預けておけば何と

かしてくれるだろうというふうに、子育てを、家庭の問題というよりは、家庭の問題もで

すけれども、園にお任せしたいというふうな若い保護者の方たちも散見されるような時代

になってきております。例えばお箸の持ち方を教えて欲しいと。教えましょうと。お箸は

道具ですので、出来ればおうちで使うのと同じようなもので教えたいので、重さもありま

すので、おうちではどんなものを使っていらっしゃいますかとお聞きすると、「うちでは

面倒くさいのでスプーンでええんや。こういうのは園で教えて欲しい」とおっしゃる方た

ちもいらっしゃいます。これは、お母さん・お父さんが横着とか悪いとか、そういう意味

では全くなくて、保育園の役割、家庭の役割というので少し勘違いがあるのではないか。

これは誰が悪いというわけではなく、時代に応じてそういった傾向が生まれてきている。 

 先達ても、他の園ですけれども、２人のお母さんが苦情を言いに来られまして、子ども

が泥遊びをしまして、お洋服が汚れますよね。それを先生は水洗いをしてビニールに入れ

てお返ししました。そうすると、次の日お２人の方が見えて、こういうものは園で洗濯を

してくれと。夜持って帰って干すだけにしてくれとおっしゃいます。ところが、先生は子

どもにずっと付き添って色んな活動をしますので、それから、無理やりお昼寝をさせると

いうシステムもとっておりません。お昼寝はしますけれども、お昼寝の必要でない方、５

歳児で体力も気力もある子ども、もっと遊びたいという子どもにも保障してやらねばなり

ません。これは先ほど申し上げました１番目のカリキュラムになりますけれども。なので、

「先生はずっと活動しておりますので、忙しいので、洗濯機を回してというところまでは
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出来ないんですよ。水洗いして泥を落として返しますので、おうちで洗ってください」と。

そこで色んなやりとりがあるんですけれども、「それだったらもう泥遊びをさせないでく

ださい」とお母さんたちもおっしゃいます。それもちょっと困るなと。泥遊びは子どもに

とってはとても大事な遊びで、心をとてもきれいにする。手を使って遊びますので、手は

外にあらわれた脳ですので、使っていただかないと困るし、これも取り上げるわけにはい

かずというので、先生たちがちょっと困っておりました。 

 これも、今、考え方が少しずつ変わってきておりますので、こんなことも含めて一生懸

命、思いどおりにならないと悩んでいらっしゃるお父さん・お母さんと、それから、保育

園というのはどういう役割をしてくださる、こども園というのはどういう役割をしてくだ

さるのか、翻って、家庭はどんな役割を持っているのかということも含めて、何でもやっ

てあげましょうというのがいいのか悪いのか、私にもわからず。なので、ここは一緒にな

って考えて、それぞれの役割をきちんと果たしていきたいというふうな子育て支援をこれ

からは考えていきたいと思っております。 

 今、ざっとですけれども、保育のカリキュラムといいますか、保育の中身を子どもの主

体性を持ったものに変えていこうということ。それと、子どもを理解することの意味です

ね、子どもたちを細かく、ああせい、こうせい、そして出来る・出来ないで評価をするの

ではない、もっと子どもを深く考えて子どもを理解する。そして、子育て支援。一生懸命

なさっているお父さん・お母さん、それと、その中で施設、園の役割、家庭の役割をもう

一度考え直そうというふうな子育て支援。もちろん、今は障がいを持った子どもたちもた

くさんおりますし、色んな子どもたちもいます。我々は障がい児に関しては経験を豊富に

持っておりますので、今の時代、保健師の皆さんが非常に丁寧に子どもを見てくださって、

早期発見が進んでいる時代ですけれども、実際にどう育てるのかは現場の先生と親御さん

とのコミュニケーションでやっていかねばなりませんので、そんなことも含めて、家族を

交えて一緒にやっていきたいという子育て支援。この３つについて、我々は勉強も研修も

重ねて、先生たちと一緒になって保育を進めているというふうに、補足で説明させていた

だきます。 

 そして、我々は○○園というのを５年前に引き受けさせていただいて、○○市ですけれ

ども、運営しております。最初は色々考えて、全くわからないままだったんですけれども、

今思いますと、そのときも５つの保育園・幼稚園の統廃合があったんですけれども、中々

難しいなと思うのは、例えば村が１つ違うと、同じ町であっても文化が違う、考え方がち
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ょっと違う。その中心にある保育園・幼稚園・学校をまとめるということは中々難しいも

のだなと。例えばお祭りがあれば、村が違うと屋台も変わりみたいなことですけれども、

保育園もそういった色合いを持っていますので、それをまとめ上げて１つの考え方でやり

切るというのは中々難しいなと。例えばここの園で許されていたことが隣の園では許され

ていなかった。それをまとめて、じゃ、まとめたところはこれを許すのか、許さないのか

みたいなことが問われますので。どっちを選んでも不満が出ます。これがとても難しかっ

たです。その中で何をどう選んでいったらいいのかというのは最初に先生たちはすごく悩

みましたし、そして、たくさんの苦情もそのときにお聞きしました。皆さん意味のある苦

情ばかりだったんですけれども、やはりこちらを立てたらこちらが立たずということが多

かったように思います。だから、私たち、先生たちはその中で１つずつ、少しずつ、皆さ

んが折り合いを付けられるところを探して粘り強く積み重ねていきたいというので５年目

を迎えております。 

 それから、行事もとても多かったです。隣の園でしていた行事、その隣でやっていた行

事を全部やってくれと。何で新しい園になったら行事がなくなるんだと。行事保育をする

と、子どもをどうしてもそれに向かってつくり上げていかねばなりませんので、先生はと

ても忙しいし、子どもたちも追われます。行事は出来るだけ少なくして、ふだんの保育を

大事にしたいというのが私たちの考え方ですけれども、行事は、特に田舎のほうの方はと

ても大事に思っていらっしゃいまして、それがなくなるというのは抵抗がとても大きかっ

た。ただ、全ての園の行事を取り込んでやろうと思うと膨大な量になってしまって、これ

は中々難しい。したがって、これも１つ立てれば１つ立たずみたいなことが起きて、それ

を整理していくのにやはり色んな苦情、どうして新しい園になったらこれをしてくれない

のかと随分叱られたこともありました。 

 でも、そうは言ってもということで、とにかく子どもを中心にして、子どもの負担にな

らない、そしてふだんの保育、ふだんの積み重ねが大事。そして、その結果を出そうよと。

口先で言っていてもだめでしょう、結果を出そうよということで、先生たちと粘り強く頑

張りました。幸い、最初からいてくれた元公立の先生たち、園長の○○も元公立の園長で

すけれども、随分と粘り強く頑張ってくれまして、少しずつ整理が出来てきて、今はどの

行事も皆さんとても好意的に、そして、先生たちの言葉も聞いてくださる。 

 私たちの目指しているものは、とにかく大きな声を出して子どもを仕切るのはやめよう

と。大きな声を出すことは恥ずかしいことだと。子どもたちもそれに合わせてどうしても
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落ちついてきますし、落ちついた保育をしようと考えまして、この間、見学に来ていただ

いた皆さんに見ていただいたとおりで、子どもたちはとても落ちついて静か。先生もあま

り大きな声で騒がないといいますか、しゃべらないですね。これが我々の保育の一番中心

だと思っております。 

 ただ、その評価もさまざまで、やはり「先生に元気がない。もっと大きな声でしゃべっ

て、子どもを取り仕切らないと」なんていうことを、見学に来られておっしゃる方もいら

っしゃいます。私はこれは明らかに間違っていると思います。子どもたちはそんなに大き

な声でどなり上げなくても、きちんと話をして、きちんと聞ける子どもたち、そして、そ

ういう子どもになって欲しいし、そういう言葉を考えられる子どもを育てたいと思ってお

りますので、このことについては今後も引き続き保護者、スタッフの皆さんと一緒にいい

ものをつくり上げたい。保護者の皆さんは園のやり方を十分によくわかってくださってい

て、保育参観、祖父母参観もありますけれども、たくさん集まられても、園長が前に出て

「皆さん、おはようございます」と挨拶をしてくれますと、本当に静かにきちんと聞いて

くださるようになりました。これはとてもうれしいです。そして、最後まで私語もせずき

ちっと私たちに付き合ってくださる。こういったことはこれからもこの園の、○○ですけ

れども、文化として育てていきたいと考えております。 

 長くなりましたけれども、以上、私のお話とさせていただきます。ありがとうございま

した。 

○司○司○司○司会会会会  もう少し時間がございますが、プレゼンテーションのほうはよろしいでしょ

うか。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人理事長理事長理事長理事長  結構です。 

○司会○司会○司会○司会  ありがとうございました。 

 それでは、これから質疑応答に入らせていただきます。時間は30分と決めさせていただ

いていますので、よろしくお願いいたします。以降の進行につきましては委員長のほうで

よろしくお願いいたします。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  あと30分の質疑応答になりますので、じゃ、皆さん、委員のほうから早速

質問等をお願いいたしたいと思います。どんなことでも。どうぞ。何番か、こちらから見

えないので。 

○○○○５番５番５番５番委員委員委員委員  ５番です。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  ５番の委員の方、どうぞお願いします。 
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○５番○５番○５番○５番委員委員委員委員  全部の方に10点ほど質問があるんですけれども。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  10点。 

○○○○５番５番５番５番委員委員委員委員  はい。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  お一人で10点となると皆さんの発言機会がなくなるので、まず、その中の

重要なものを３点選んでしていただいて、他の方の意見を聞いてからでよろしいですか。 

○○○○５番５番５番５番委員委員委員委員  はい、いいです。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  重要なものから３点。 

○○○○５番５番５番５番委員委員委員委員  １点目は、次に出来るこども園は１階、２階の保育室になっていると思

うんですけれども、乳幼児の保育は、園庭とかは同じ空間になると思うんですけれども、

どのように保育をされるのか。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  しようと思っているのかですね。 

○○○○５番５番５番５番委員委員委員委員  そうです。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  乳児保育と幼児保育で階が違いますよね。それから、園庭を使い分けてい

るところがあると思うんだけれども、そういう点についてどうされるのかというご質問で

すね。 

○○○○５番５番５番５番委員委員委員委員  はい。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  まず、１つずついきましょうか。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人理事長理事長理事長理事長  資料の中に書いていなかったですかね。基本的に、ちっちゃ

な子どもたちははだしでとことこと外へ出られる場所を選びます。なので、乳児は１階を

考えております。幼児は、もし２階になるとするならば、２階のお部屋を使用するように

なるだろうと思います。園庭については、０・１・２歳児、乳児に関してのお部屋の近く

は、おそらく仕切りがなければプランター等で仕切りますけれども、乳児専用の園庭とい

いますか、遊ぶスペース。そこは乳児用の、遊具も乳児用の小さなものがありますので、

砂場もそこは準備して、大きな子どもたちはそれ以外の園庭を使用するというふうにはい

つも分けるようにしております。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  区分をして使うということと、全体が、１階のほうに乳児を配置したいと

考えているということで。建物の仕組みはそのようになっていますか、設計図上。 

○事務局○事務局○事務局○事務局  事務局からお答えします。 

 施設につきましては、１階は３・４・５歳児、２階については０・１・２歳児というこ

とで計画を進めておりますので、そのような施設での運営をお願いしたいと思っておりま
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す。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  基本方針としてはそういう考え方であるということですね。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人理事長理事長理事長理事長  建物の構造はそういうふうにしておりますということは聞い

ておりますけれども、今お聞きになったのは私たちの考え方ということですので、我々の

園は基本的にはそういうふうにしております。ただ、○○の園は３階までありますので、

３階に乳児室があるところもあります。なので、使い方はそこのスペースに合わせて考え

ますけれども、基本的に、もし許されるのであれば、赤ちゃんたちは下に置いてやりたい

なというのが私たちの考え方です。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  １点目はよろしいですか。じゃ、２点目。 

○○○○５番５番５番５番委員委員委員委員  遊具とかはそちらの施設さんで用意されるんですか。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人理事長理事長理事長理事長  固定遊具のことですか。 

○５番○５番○５番○５番委員委員委員委員  そうです。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人理理理理事長事長事長事長  園庭の固定遊具はおそらく役所で何らかのものを考えていら

っしゃると思うんです。私たちはそれに従うだけになると思うんですけれども、その後、

もし予算があって、必要なものがあれば補充はしていきますけれども、最初のスタートは、

今、私たちには決めることが出来ないんですけれども。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  よろしいですか。固定遊具については、余裕があれば、必要なものを増や

していくと。 

 もう１点。 

○○○○５番５番５番５番委員委員委員委員  今後、こども園がもし決まりまして、橋本市の予算とかも決まりますよ

ね。それ以外で何か保護者のほうに要望があれば、申請されたこども園の方が、それが必

要とあらば、予算以上になると思うんですけれども、そういうことの検討とかはしていた

だけるんですか。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人理事長理事長理事長理事長  ごめんなさい、具体的にはどういうことになりますか。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  徴収金があるかということですか。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人理事長理事長理事長理事長  いや、そうではないですね。 

○５番○５番○５番○５番委員委員委員委員  じゃなくて、こども園自体でそういう行いを。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人理事長理事長理事長理事長  するときに負担を求めるのではないかということですか。 

○５番○５番○５番○５番委員委員委員委員  負担を求めるんじゃなくて、負担されてまでされるんですかという。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人理事長理事長理事長理事長  ごめんなさい、もう１回。 
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○○○○委員委員委員委員長長長長  施設を改造したりとか、何か新しいものをつくったりするとき、必要なも

のですね。 

○○○○５番５番５番５番委員委員委員委員  必要なものが橋本市の予算をオーバーしたときに、そこまでのお金を出

してしていただくことは出来るのかどうかの確認です。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  先に、法人ではなく事務局から。 

○事務局○事務局○事務局○事務局  先ほど我々のほうから説明させていただきましたとおり、市から法人さん

にお支払いする分につきましては基準がございまして、その分のみの保育の中身でお願い

しようということになりますので、超えてということは考えられないと思っております。 

○○○○副副副副委員委員委員委員長長長長  当初の分ということを言われているんですね。 

○○○○５番５番５番５番委員委員委員委員  当初の。 

○○○○副委副委副委副委員員員員長長長長  当初の。設置、園庭とかに付ける遊具とかを言われている。 

○事務局○事務局○事務局○事務局  それにつきましても、予算が市のほうでございますので、その中でやって

いただきます。ただ、園庭遊具につきましてはかなり後の部類になりますので、法人さん

がご希望されるものにつきましては出来るだけ市のほうでは対応したいと思っていますが、

あくまでもそれも予算内ということになっております。 

 以上です。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  質問の意図は、それでももっと園として何かしてやりたいものがあったと

きは自費で出すのかというご質問ですね。 

○○○○５番５番５番５番委員委員委員委員  そうです。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  それは当初のことですか。それとも、しばらくたって改装とか、必要が生

じたときのことですか。今現在、もしスタートするとき。 

○○○○５番５番５番５番委員委員委員委員  スタートにおいてもそうですし、それ以降に関しても。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人理事長理事長理事長理事長  協定書というのがありますので、スタートの時点において

我々が参加して修正するとか、追加の工事が入るとかということは多分ないと思います。

それは役所に対しても失礼ですので。ただ、子どもが活動していて動き始めて不便になっ

たりとか、修正が必要になったりとか、ここにこういうものが必要だよねということが出

てくる場合はあります。２年、３年たって出てくることはもっとあると思います。その場

合に、役所の負担分は、例えばこの間お願いして、表のドアを直してくださいと。20万円

ぐらいまでだったら市は見ますよ、それ以外は無理ですとか。色々と市とも折衝しながら、

じゃ、どうしてもこれが必要だから、あと残りは法人が負担しますと。市はどこまで負担
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していただけるのかというお話し合いの中で、必要なものは全てやります。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  よろしいですか。じゃ、あとの質問はまた後で。 

○○○○５番５番５番５番委員委員委員委員  はい。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  他の方、ご質問をどうぞ。16番委員、どうぞ。 

○○○○16161616番番番番委員委員委員委員  障がい児保育についてお伺いしたいんですが、○○会は障がい児保育に

すごく力を入れられているんですけれども、どういう考え方で取り組まれているのか、そ

れから、日々具体的にどういうふうな保育をされているのかお伺いしたいと思います。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人理事長理事長理事長理事長  今、５歳児に車椅子の方が１人いらっしゃいますけれども、

今度運動会をしますけれども、その子がどんな形で運動会に例えば参加するのか、先生た

ちがさせようとしているのか、主任のほうから聞きたいと思います。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人主任保育士主任保育士主任保育士主任保育士  どの子もそうですが、今話題に出ているその子について

ですが、まず、同じ、みんなが出来るからここまでしようという考え方ではなくて、この

子がどこまでだったら頑張れて、どこまでだったらこんなふうに出来る、取り組めるとい

うところを子どもと日々の生活の中で考えながら、担任と保護者の方とで考えながら進め

ています。運動会の中でも、基本的に、去年見てきて、自分もここに次はこれをしたいと

いう子どもの意思もありますので、これをしたい、あれがしたいと、出来ることを担任と

一緒に、出来る範囲で、子どもが出来る、成長しながら運動会を楽しめるようにかかわっ

ています。なので、全てどの子どもさんも一緒かと思うんですが、子どもが取り組んでこ

こまで出来たという達成感を味わえるようなかかわり方を基本的にさせてもらっています。 

 答えになったかどうかわからないんですが。すみません。補足をお願いします。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人理事長理事長理事長理事長  補足しますけれども、言語聴覚士がおりますので、訓練はや

ってまいりまして、保育時間内に訓練させていただいておりますけれども、今回の子ども

も同じで、とにかくどの子も大事だとか、どの子も同じようにとか、差別しないとか、色

んな言い方をしますけれども、でも、障がいを持っている子どもの立場になると、「俺だ

ってやってみたい」とか「俺だってそれは考えてる」というのは絶対思っていまして、そ

れをどうやって生かすのかはとても難しい。もちろん皆と同じようには出来ないですので。

でも、まずは子どもに聞いてみたい。そして、どこまで自分で目標を持っているのか、考

えているのか、考えていないのか。それに合わせて先生も「おまえがそこまで言うんだっ

たら、一緒にそこまでやろうじゃないか。みんなもそれを認めて」となってくるというこ

とで、その子を中心に進めることも出来るというので、どの子も同じことですけれども、
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障がいを持った子どもたちはとても難しい部分、今回も加配の先生を園の中に呼んでいた

だいておりますので、難しい子たちはたくさんいますけれども、とにかくみんなと同じよ

うに出来るように、学校に向かってレッスンが出来るように、訓練が出来るようにという

ふうには、それもですけれども、それはあくまで結果として、子どもと一日幸せでいられ

るように、簡単に言えばそれを目指したいと考えて先生たちと工夫はしています。 

 それから、携帯が鳴りましたね。後で園長を怒っておきます。申し訳ございません。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  16番委員、このとおりでよろしいですか。 

○○○○16161616番番番番委員委員委員委員  はい、よくわかりました。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  それでは、他のご質問をよろしくお願いします。じゃ、17番委員。 

○○○○17171717番番番番委員委員委員委員  この資料、最初のところで私は気になったところが、画一的な保育方法

を改めというところ、その言葉があったので、そこのところをもう少し詳しくお聞きした

いと思っていたら、ちょうど理事長さんが、保育を変えようということだから、子どもを

理解しようというところ、具体的なところでお話しくださったのでよくわかったんですけ

れども、その辺については私たち橋本市でもそういうふうな、日々色々研修を重ねて子ど

もを理解するという意味では、まだまだそこまで行っているかどうかはわからないんです

けれども、考え方としてはそのような保育をしているというか、近いような保育をしてい

るかなと。まだまねっこであるかどうかはわからないですけれども。 

 あと、その辺で、課業的なものは一切しないという説明があったんですけれども、私の

取り違えかもわかりませんが、最初にビデオを見せていただいたんですけれども、そのと

きに歌を歌っていたり、絵本を見たりする場面があったんですけれども、そういうふうな

ことを私たちはある意味課業と捉えている部分もあるんです。当然○○園さんのほうでも、

私は去年、運動会に行かせてもらったんですけれども、旗とかがとてもきれいに飾ってあ

ったのを見せてもらったんですけれども、そういうこともされている。でも、それは課業

とは捉えられていないのかなということ。 

 もう１つだけ、画一的な保育に加えてですけれども、資料の文書の中に「保育内容、保

育環境のカリキュラムについては特に配慮し、健常児だけでなく障がい児もともに生活出

来るような工夫を重ねている。その内容については全国でも類を見ない特色あるものと自

負している」というふうな文章があったんですけれども、その辺のところをもう少しだけ

詳しくお聞かせいただけるとありがたいです。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  ２点ですね。自由保育を前提にされているようなので、課業というところ
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の課題設定みたいなものはどういうふうな捉え方なのか、先ほどの歌とか絵本のようなも

のをどう捉えているのか。それから、障がい児保育においての特色についてもう少し具体

的にお話ししていただきたいという２点ですね。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人理事長理事長理事長理事長  ちょっと違うかなと思うんですが、自由保育ということでは

ないですね。その話は私はしておりません。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  そうですか。失礼しました。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人理事長理事長理事長理事長  画一的なということですね。随分生意気な文章を書いて申し

訳なかったですけれども、画一的という言葉自体がもう古いかなとも思いまして、今聞い

ていて、ちょっと申し訳なかったと思って。 

 幼稚園の教育要領、ここは短時間児もおりますので、我々勉強を指導するわけですけれ

ども、とにかく、何かを教えるというよりは、環境を整えて興味・関心を引き出しましょ

うと書いてあります。それに尽きるかなと思うんです。なので、子どもたちは５歳、６歳

にもなってきますと、色んなことに、特に抽象的なこととかに興味を持ち出します。それ

に対して、それでも乳幼児期は遊びを中心にしておけばいいんだというのは違うと思うん

です。なので、子どもの興味・関心に合わせて環境を整えて、子どもたちがそれを自分で

選んでチャレンジ出来るような、これは整えておいてやらねばならないので。コアタイム

としてお集まりというのが今ありますけれども、その時間帯に子どもたちはもちろん手遊

びとか歌とか絵本とか作業とかをしますけれども、年齢が大きくなってきますと、興味・

関心に基づいてもう少し具体的なこと、例えば文字であったりとか数であったりとか、こ

こまでこれをしなさいというわけではないですけれども、子どもの成長に合わせて環境を

整えていく。それにもちろん取り組む子どもも、６歳児になってきますと出てまいります。

それはそれで子どもたちに任せてやればいいかなと考えております。 

 だから、コアタイムの時間はとても大事で、子どもたちの遊びを中心にはしてやります

けれども、おそらく、ビデオで見ていただいたように、コアタイムで子どもたちがどれだ

け集中して先生の話を聞き、考えているのかというのを見ていただけたと思うんですけれ

ども、ここはとても大事に考えていまして、これは従来の例えば画一保育、一斉保育につ

ながることではあると思うんですけれども、実際には私たちもそれはとても大事にしてい

る。勝手なことはやっぱりさせるわけにはいきませんので。 

 それと、障がいを持った子どもについては今お話ししたとおりだと思いますので。よろ

しいでしょうか。 
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○○○○委員委員委員委員長長長長  補足でついでに追加質問をしますが、今、肢体不自由などの障がいの子ど

もさんの例が出てきたんですが、今話題の発達障がいの子どもさんや、それが疑われるよ

うな子どもさんについてはどのような配慮、支援を行っていますか。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人理事長理事長理事長理事長  発達障がいを起こしている情緒障がいの子どもたちですけれ

ども、肢体不自由児の子もそうですが、基本的に視覚優位になっていまして、過敏症の子

どもたちが多いです。なので、耳から情報が入っていくということに対してとても抵抗が

あるので、基本的に見る、聞くということをとても大事に扱いたいなと。なので、やっぱ

り静かな環境で、先生の生の声で子どもたちと同じ情報を耳から、最初はわからなくても、

とにかく聞く。子どもたちと一緒に遊んで、子どもの声を聞く。考え方も含めて、遊び方

も含めて、一緒になって見て、聞いて、そこで生活することで刺激を受ける。まずこれを

スタートに考えております。 

 ただ、自分で学習する力の弱い子どもたちもいますので、この子たちにはマンツーマン

のサポートが要ると思うんです。それは担任の先生もしますし、それをもう少しブラッシ

ュアップさせるのが言語聴覚士の仕事で、それを専門的に子どもの中に定着させていく。

なので、４月、５月、いきなりは訓練することは出来ないと思うんです。子どもが心を開

いて、課題が見えてきたところで我々も細かく教えていくというように考えておりますの

で、まずはどの子も同じようにクラスの中に配属して、同じように見て、聞いて、考える

という環境を整える中で育てていきたいと考えています。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  よろしいですか。 

○○○○事務局事務局事務局事務局  あと10分になります。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  わかりました。 

 他に、じゃ、この件以外で。14番委員、どうぞ。 

○○○○14141414番番番番委委委委員員員員  以前、小学生の子どもさんが給食を食べて亡くなったという事故があっ

たと思うんですけれども、園として、子どもさんが給食を食べたり、蜂に刺されたりしま

して、アナフィラキシーショックというんですか、そういう場合に、その対応の仕方とい

うんですか、マニュアルは作成されておりますか。また、それを保育士全員に周知徹底さ

れているかどうかをお聞きします。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  リスクマネジメントについて。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人理事長理事長理事長理事長  マニュアルは作成しております。 

 それと、アレルギーに関しては多分６月だったか、厚労省が、あまりにも誤飲・誤食が
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多いので、部分除去をやめるということで通達を出しました。それに基づいて私たちもや

り方を全て変えて、食事のアレルギーに対する対応も完全除去のみということで徹底する

ように即切りかえをしました。８月になりまして、アナフィラキシーの子どもたち対応で、

エピペンの講習を一度しておかねばならないということで、小児科医にお願いしてエピペ

ンの講習をして、モデルのものがありますので、具体的なやり方と、エピペンを使うとき

に２人、３人の役割分担とかの講習をしております。そういった情報は、法人の中で何人

かを集めてやりますので、それをもとにして各園に情報を流してというので、それを勉強

するようにしている。アレルギー児に関して、多分２回目、３回目、蜂に刺されることの

怖さというのは結構デリケートで、そういう子どもたちを扱うこともあるんですけれども、

我々は出来るだけ一番早い情報をもとにして対応が出来るように取り組んでおります。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  ２番委員、どうぞ。 

○２番○２番○２番○２番委員委員委員委員  会計のところで質問させていただきたいのですけれども、２点あるんで

すが、１点だけに絞らせていただいて。最終年度の決算書を見せていただきますと、新会

計基準への移行ということで、会計の面だけで見ますと、法人の積極性が見てとれるんで

すけれども、この中での事業活動計算書。場所を言いましょうか。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  ページを言っていただけますか。 

○○○○２番２番２番２番委員委員委員委員  法人の資料の（４）の中の事業活動計算書というところで、真ん中あた

りですか、2012年４月１日から2013年３月31日までの事業活動計算書というところですが、

この中で新会計年度の移行ということで、本来は当年度決算だけでよくて、前年と単純比

較出来ませんということで、前年度決算は記載する必要はないんですけれども、見やすい

ように前年度と当年度を入れていただいているのかと思うんですが、この中で人件費の中

の役員報酬ですが、当年度決算額が835万9,000円、前年度決算が13万2,000円という形で、

役員報酬額がかなり上がっています。社会福祉法人においては役員を理由としての報酬は

取れないというふうに一般的な認識ではございます。この報酬の内訳、何人に対する１年

間の報酬なのか、何を基準にしての役員報酬額なのかというのをお尋ねしたいです。 

 以上です。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人理事長理事長理事長理事長  申し訳ないんですけれども、私は会計の専門ではなくて、会

計は全て２人の税理士と会計の本部の者にさせておりまして。ただ、今思い出しまして、

今お聞きのことですけれども、役員報酬というのはうちの法人は０です。私は理事長です

けれども、いただいたことはありませんので。ただ、こうやって今日ここにお伺いしてプ
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レゼンテーションしましたというので、理事の報酬が定款に載っておりますので、それは

いただきます。でも、年間を通して、他の理事も含め全て無報酬ですので、その金額は何

かの合算だと思います。もう一度おっしゃってください。 

○○○○２番２番２番２番委員委員委員委員  835万9,000円です。役員報酬としての科目で上がっているんです。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人理事長理事長理事長理事長  それは確認させます。ただ、人件費というのは、おそらく本

部から出ているものは各７つの施設がありまして、そこの職員が色んな活動をしておりま

して、交通費も含めて、職員も、例えば今日出てきておりますけれども、みんな付きます。

そういったことを全部含めて。それから、例えば年２回、職員を全部集めての研修会、こ

れはバスをここからチャーターして、ここの職員を連れていきますけれども、そういった

場合の人件費、それは年間二、三十万ぐらいかかっていると思います。そういったものも

全て合算されていると思います。それは一度確認します。純粋に役員の報酬というわけで

はないということです。 

○○○○２番２番２番２番委員委員委員委員  科目の記載の間違い。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人理事長理事長理事長理事長  はい。それと、新会計に関しては今年も自治体で２カ所の監

査が終わりまして、新会計基準はうまくいっていますという評価をいただいていますので、

一度確認させてお返事するようにいたします。すみません。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  そうですね。確認の上、報告をいただくということでよろしいでしょうか。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人理事長理事長理事長理事長  わかりました。結構です。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  そろそろ、あと５分ほどですが、まだご質問がありましたら、どうぞ。４

番。 

○○○○４番４番４番４番委員委員委員委員  従業員の方が160名ほどですか、保育士とかそういうふうに当たってくだ

さる先生方のことだと思うんですけれども、年間の教育といいますか、保育に対する教育、

集合してプレゼンテーションするなり、そういう年間の教育の時間というのは何時間と定

められていますか。定められていないのであれば、年間こういう教育を行っていますとい

うのをお教えいただきたい。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  それは法人の研修ですか。それとも○○の。 

○○○○４番４番４番４番委員委員委員委員  法人としてですね。だから、全体として。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人理事長理事長理事長理事長  最初にお話ししましたように、保育の内容について少し我々

は考えるところがありますので、それを全員に周知徹底するための研修会を欠かすわけに

はいかないと思っております。全体でする研修は春の１日研修。時間を決めているかとい
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うと、具体的な時間は決めておりません。それと、間もなくまたありますけれども、理事

長塾というのがありまして、これは夜６時半から９時まで。ただ、ウイークデーにします

ので、夜にありますので、職員は半分ぐらい。それは毎月やりたいんですけれども、毎月

の場合は大体半分ずつ入れかわって80名ずつぐらいが集まっているとかですね。それでも、

情報が○○のほうには中々伝わりにくいこともありますので、各園の主な職員が集まって、

今日は持ってきておりませんけれども、「子どもの発見」という50ページの冊子を年間何

回かつくっています。これを、みんなで原稿を寄せまして、そして私も原稿を書いて、教

育の方針、それから、各園が今何をしているのか、どんな課題を持っているのかというこ

とが満載された雑誌をつくって、それは各１人ずつの職員に手渡しされて、全体を皆さん

が学習出来るようにというふうにもしております。 

 色んな機会でもって職員の研修を考えておりまして、例えばこうやって来たとき、それ

から保護者勉強会とかをわりと頻繁に行いまして、そのときに職員も一緒に参加するとか。

かなり工夫しているつもりですけれども、広域ですので、きめ細かく出来ているかと言わ

れたら、ちょっと自信はないんですけれども、保育に関して責任がありますので、出来る

ことは今やっていると理解していただければ。 

○○○○４番４番４番４番委員委員委員委員  ということは、定期的な業務教育という形では行われてはいないという

ことでよろしいですか。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人理事長理事長理事長理事長  定期的には理事長塾というのをやります。それから、冊子を

つくって、それを全員に読ませる。それと、年間に１回は全体の、今年の方針ということ

で１日研修をするようにはしております。それからもう１つ、各園で色んな行事をします。

その行事の見学とか勉強にはみんな色んなところへ、○○からも随分来るようになってい

ますので、それは職員が入り乱れて色んなところで勉強しています。 

○○○○４番４番４番４番委員委員委員委員  わかりました。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  じゃ、最後の１問。 

○○○○副委員長副委員長副委員長副委員長  今のに関連してですけれども、そういった職員の研修については全て法

人の業務ということで、いわゆる旅費とかそういう負担的なものは出されているんでしょ

うか。それとも、個人が幾らか出して、法人から補助するという形なのか。いずれなのか

を教えてください。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人理事長理事長理事長理事長  年間、こちらで指定した勉強会は全てこちらで費用負担はし

ております。理事長塾に関しては希望者ということですので、これは食事が出るというこ
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とで、交通費は実費となっております。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  これでちょうどお時間になりましたので、質問を終わりたいと思います。

どうもご苦労さまでした。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人  ありがとうございました。 

（休憩） 

○司会○司会○司会○司会  それでは、ただいまからプレゼンテーションをしていただきます。プレゼン

テーションは20分以内となっております。説明の途中で、15分ぐらいまで来ましたらあと

５分の合図を送らせていただきます。その後、あと１分ぐらいにも合図をさせていただき

ますので、20分になりましたら、説明の途中でも止めさせていただきます。ご容赦くださ

い。その後30分間の質疑応答という段取りになっております。 

 それでは、ただいまからプレゼンテーションをよろしくお願いいたします。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人理事長理事長理事長理事長  皆さん、こんにちは。私どもは社会福祉法人○○会と申しま

す。本日はよろしくお願いいたします。私は、社会福祉法人○○会理事長の○○と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人園長園長園長園長  こんにちは。○○市にございます○○園で園長をしております

○○と申します。お願いいたします。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人主任保育士主任保育士主任保育士主任保育士  こんにちは。同じく○○園で主任保育士をさせていただ

いています○○と申します。よろしくお願いいたします。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人総務部長総務部長総務部長総務部長  法人本部で会計、財務を担当させていただいております○

○と申します。よろしくお願いいたします。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人企画部長企画部長企画部長企画部長  最後に私、企画を担当させていただいています○○と申し

ます。本日は貴重なお時間を頂戴いたしまして、誠にありがとうございます。これから私

どものプレゼンテーションをさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人理事長理事長理事長理事長  では、まず私のほうから、最初にということで皆さんにお伝

えさせていただこうと思っております。 

 社会福祉法人○○会は、○○市に本部を置いております。○○会が10年前に最初に開園

したのが○○市にある○○園と申します。当時、10年前ですね、女性の社会進出の増加や

就労体系の多様化、核家族化の進展、幼保一元化等、社会構造の変化が大きな流れとなっ

ていました。当然保育、そして教育ニーズも多様化する結果となりまして、そのニーズに

機動的かつ柔軟に応える施設が必要ということを私は痛感し、○○園の開園を決断いたし
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ました。以来、○○市では常に定員以上の入園希望をいただいております。 

 また、私どもは○○、○○、全国で20の認可保育園を現在運営しております。これは、

待機児童を抱える地域の要請に応えるとともに、また、○○会の保育理念を伝えることが

使命だと信じ行動してきた結果となっております。また、経営の観点から見ると、少子化

問題は、時間差こそあれ、どんな地域においても、幼稚園でも保育園でも、こども園だろ

うと、いずれ経営の負担になる時代が来ると思っています。そのとき、財務体質がしっか

りし、そして多様な園が支える環境にある法人がより長く地域子育ての施設として貢献出

来るものと考えております。 

 今回、私どもが選定事業者になった際には、橋本市の目指す子ども像を深く理解し、橋

本保育園、橋本東保育園と橋本幼稚園の流れを踏襲しつつ、市民の皆様の新しいニーズも

取り入れながら、橋本市の子育て政策を支える中心的な園として運営していくつもりでお

ります。 

 この先は○○園の園長からお伝えさせていただきます。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人園長園長園長園長  それでは、前のほうを見ながら説明させていただきます。 

 今回、指定管理ということで、皆様のご不安というところはどんなものがあるだろうか

と考えました。 

 まず、統合あるいは指定管理となったときに、変わってしまうのではないかということ、

それから、いい保育内容であるかということ、そして、法人自体が安心して任せられる法

人であるかというようなところが主なところではないかと考えて説明してまいりたいと考

えております。 

 まず、今、前にありますのが、今を豊かに生きるという、橋本市保育計画のめざす子ど

も像になっております。命を大切にたくましく生きる子ども、優しさ・思いやり・感動を

人と共有出来る子ども、豊かな感性と想像力を持つ子ども、さまざまな体験に感動し豊か

に表現出来る子ども、このような方針のもと、一方、私どもの保育理念でございますけれ

ども、「人、命を愛する心」を育みたい、「自然と共に生きる心」、「創造（想像）する心」

も育んでいきたい、この３つの柱を掲げております。こちらを改めて見たときに、非常に

多くの共通点があると感じました。 

 まず１つ、「人、命を愛する心」ですけれども、左側が私どもの保育理念、右側が橋本

市さんの目指す子ども像となりますけれども、対応する部分が非常に多いように感じてお

ります。具体的にはどのようなことを進めてまいりますかといいますと、橋本市さんのほ
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うでも非常に力を入れていらっしゃると聞いておりますが、乳児においては担当制保育を

実施してまいりたいと考えています。 

 そして、外国人とのコミュニケーション。○○会の中でも外国人の講師が保育園に来ま

して、英語を覚えるということではなく、外国の人がいるということ、あるいは外国とい

う国があるということ、違う言葉があるということを体で経験する、理解することを目的

にしております。 

 また、生き物の飼育というものも進めております。これは何を目的としておりますかと

いうと、最終的には死を理解するということです。電池を入れかえればカブトムシが生き

返るとか、そういうことではなくて、日常的に生き物に触れ合うこと、そして死に直面す

ることで死を理解して大きくなっていって欲しいと考えております。 

 そして、「自然と共に生きる心」ですけれども、これは橋本市さんの、さまざまな体験

に感動し豊かに表現出来る子どもというようなところにも共通するかと思いますが、何を

目的としておりますとかいいますと、外の世界とかかわる力を育みたいということになり

ます。ですので、実体験が生活の中にあふれている、そして、自分で選んで遊べる保育環

境づくりを進めたいと思っています。これはすなわち、コーナー保育、コーナーを中心と

した保育ということにもつながりますし、多様な運動遊びによる体づくりということで、

とにかくこの時期、色々な体の動きをする必要がございますので、日常生活の中で取り入

れるとともに、体操教室なんかも実施しておりまして、これも外部講師を呼んできておる

んですが、ただ、一方、体操をする、器械体操をするということではございませんで、運

動遊びを通じて遊びの充実を図りたい。その中で、知らず知らずのうちに丈夫な体、小学

校に向けて、動くことが好きな体を育んでいきたいと考えるものです。 

 そして、最後の柱「創造（想像）する心」ですけれども、この「そうぞう」には２つの

意味がございます。クリエーションとイマジネーション、２つの意味を込めておるんです

けれども、実体験に基づく表現。これは、うまく描けるということよりも、描きたくなる

気持ちや環境を大事にしたいと考えています。とかく、例えば絵でいきますと、言葉や音

楽とは違い、形に残りますので、どうしても保育者側からすると、うまく描くということ

を１つの評価としてしまいがちですけれども、私どもはそれよりも、描きたくなる気持ち、

描きたくなる体験といったものを充実して、そして、それの多様な表現方法というものを

保障していきたいと考えています。音で表現する、絵で表現する、あるいは体で表現する。

そして、それが表わし切りではなくて、仲間と深め合うというところまで高めていきたい
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と考えています。 

 また、地域や国を誇れる体験・環境も大事だと思っています。この地域、あるいはこの

日本で生まれたことによる誇りですね。そのためには、さまざまな伝統行事や四季折々の

行事を保育園の生活の中に取り入れていきたい。最近では、お餅つきとか鏡開きとか、

中々ご家庭ではしないところも多くなっているかと思うんですけれども、子どもを預かる

施設であるからこそ、そういうものを日常の中に保障していきたいと考えております。 

 このような３つの柱のもとで進めていきたいというのが大切にしたいこととして、保育

者のやりたいことだけをする保育ではなく、運動会や発表会などの行事のための保育でも

なく、動物などが擬人化されたような漫画的な装飾があふれる保育空間ではなく、また、

おもちゃや絵本というものもキャラクターや即物的なおもちゃということでもございませ

んで、まず中心としては、子どもたちは遊んで育つということを大切に、そして、保育者

の一方的な狙いだけではなく子どもの興味・関心に基づくもの。行事のための保育はしな

い。そして、子どもの作品や季節飾り、植物が生活の中にあふれる環境づくり、絵本や物

語というものを中心とした保育ということを進めてまいりたいと考えております。 

 それでは、実際の○○園の保育風景についてご説明させていただきます。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人主任保育士主任保育士主任保育士主任保育士  園長の申し上げたことと重複する部分もあるかと思いま

すが、実際の保育内容に少し触れさせていただきます。 

 これは幼児の生活風景ですけれども、縦の関係と横の関係をバランスよく取り入れた保

育に取り組んでおります。実体験をたくさん出来る環境づくりをしながら、つながりのあ

る保育に取り組んでいます。 

 例えば写真のスイカ割りですけれども、子どもたちと一緒に苗を植えてお世話をして、

それをまたスイカ割りに使うとか、お芋も、焼き芋をするにあたってお芋を苗から育てて

しています。そして、それをまた絵とか身体表現とかに活動をつなげていくということを

しています。そうすることによって、子どもたちもより深く、体験したことの感動であり

ますとか思いを共有してやっていけるように思っています。 

 あそこにありますのは、直接まきを使って子どもたちがご飯をつくっています。火も、

危ないものですけれども、使い方を間違わなければ、とても色んな恵みをいただけるもの

だということで、子どもたちも実体験して、大変力になっていると信じています。 

 こちらは乳児ですけれども、乳児のほうは、一人一人を丁寧に見ていけるように、育児

担当制をさせていただいています。食事、それから排せつ、着脱においては、出来る限り
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同じ保育士が同じ手順でやるように心がけています。そのことで、子どもたちが戸惑うこ

とがなく安心して生活出来るようになっています。 

 また、遊びでは、発達に応じた道具をたくさん用意して、子どもたちが自分で手に出来

るように環境づくりを行っています。保育者のほうは静かに見守りながら、必要に応じて

声をかけたり道具を増やしていったりなどかかわって、子どもたちの創造性を育んでいま

す。 

 以上です。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人園長園長園長園長  続きまして、地域との連携、それから子育て支援についてです

けれども、地域の色々な機関とも連携させていただきながら、防犯・防災の訓練をしたり、

老人ホームの訪問、それから、地域の方々や保護者をお招きした園庭茶会、地域の芸術家

の方に子どもたちの目の前で演奏を行っていただいたり、絵本の貸し出しなんかも行って

おります。この時期に絵本に親しんだ子どもたちは、大人になってから電車の中で席を譲

ることにつながるという研究結果も出ておりますので、そのようなことも意識しながら、

家庭と一体になって進めていきたいと考えております。 

 それから、危機管理、安全確保、衛生という面ですけれども、まず、どこの保育園・幼

稚園さんでも避難訓練は定期的に必ずしているかと思うんですが、私どもの園ではさまざ

まな場面を想定して実施しております。扉があかないとか、避難経路にある電柱が倒れた

とか、けが人が発生したとか、さまざまなケースを想定しております。それを設定するの

は各担当者が想定するんですけれども、その訓練を通じて、万が一のときのことを予想す

る力が付いているように感じております。 

 それから、防犯ですけれども、このようなＧＰＳ付きの防犯ブザーを全園で導入してお

りまして、引っ張ると警備会社がその場に駆け付けてくれるというものを導入し、安心感

や安全を確保していきたい。それから、緊急時はＥメールで保護者へ連絡させていただい

ております。 

 また、衛生面につきましても、消毒液ですけれども、これは全園に共通して導入してお

りまして、おととしに比べまして昨年度はインフルエンザが６割ぐらいになったという効

果がございます。また、検便とか、ノロウイルスとか、防虫・防鼠の清掃業務ですけれど

も、国で定められた基準以上の実施回数を法人全体として確保しているところでございま

す。 

 また、自己評価というものも全園で確実に実施しております。こちらは25年４月に○○
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園のホームページに掲載したものですが、毎年自己評価を行い、それは、職員の中で検討

して改善に結び付け、その結果をホームページで公表することで、利用者の皆様にも安心

感をお届け出来るのではないかと考えています。これはコーナー保育を充実した結果であ

りますとか、安らげる空間とかを子どもたちのためにつくっていきましたというような内

容になっております。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人理事長理事長理事長理事長  では、最後になりますけれども、○○会の法人理念として

「子育てによろこびを、社会に新しい風を、笑顔あふれる子どもが住む未来の地球のため

に」というのを設定しております。ただ、こちらは単純に法人理念として言葉だけを並べ

るのではなくて、○○会全体で、職員は今400名いるんですけれども、職員全体が、どう

いう意味があるのか、そして法人としてどういう方向を向いているのか、そういうのをき

ちっとみんなで話す機会、研修する機会を設けています。また同時に、法人の保育方針、

保育理念に関してもきちっと職員全体が、どういう意味があるのかを共有する機会を設け

ています。 

 では、こちらで私どものプレゼンテーションを終わりたいと思います。ご清聴、ありが

とうございました。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  ○○会さん、どうもありがとうございました。 

 それでは、早速ご質問を各委員からお願いしたいと思います。12番委員、どうぞ。 

○○○○12121212番番番番委委委委員員員員  最後に言ってくれましたけれども、これだけの法人の中で保育所を開設

していたら、その理念をどんな形で共有出来るのかなという疑問を持っておったんですけ

れども、その辺の具体的なところを、研修とか園長会をどんな形でやっているとか、保育

士の研修はどうやっているとか、理事会の考え方はどういうものが書かれているという具

体的なところを教えて欲しい。 

 あと１点、障がい児保育について、最近、多動の子とか、発達につまずきのある子が多

くなってきておる中で、どちらかといえば公立保育園がそういうところをかなり担ってい

たところはあるんですけれども、今後は民間さんについてもそういうところを同じような

形でしてもらわなきゃいけないですので、障がいのある、施設に入るまでの軽度の障がい、

発達につまずきのある子がかなり増えておる中でどういう保育をやっていくかというのを

具体的に教えて欲しい。 

 その２点だけ教えてください。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  じゃ、職員研修体制のほうから。 
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○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人理事長理事長理事長理事長  じゃ、最初の質問に関しては○○園長から。 

○社会福祉○社会福祉○社会福祉○社会福祉法人法人法人法人園長園長園長園長  法人の理念・方針の共有という件に関しまして、まず、本部の

職員が全園を回りまして、職員会議の中でワークショップ形式で理念の共有・浸透を図る

ということをしております。中々一方的に言葉で伝えても浸透しない部分が多いですので、

みんなで色々議論しながら、付箋紙でＫＪ法なんかも使いながら体感していくということ

を全園で実施するとか、あるいは、毎年１回合同職員研修をしておりますので、その場で

必ずそういった理念に関する時間を設けて議論をする。階層別研修においてもそういった

理念や保育方針の浸透を図る場を設けるという形で実行しております。また、日常的なと

ころとして職員報、ペーパーベースとか、あるいは理事長の○○の対談の記事なんかを職

員報に載せて、そしてメッセージを発信しているというようなことに取り組んでおります。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  階層というのはどういうことですか。階層別研修。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人園長園長園長園長  まず、新人の内定者研修というものがございます。そして、園

長研修はもちろん、主任の研修というものを実施しております。新人研修を始めたので、

今後その子たちが何年かしたときに中堅の研修ということで、また全国から集めて、同僚

意識というものを高める中で理念の共有も一層浸透を図っていきたいと考えています。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  １点目の研修については今のお答えでよろしいですか、12番委員。 

○○○○12121212番番番番委員委員委員委員  保育が、園全体が同じことを目指して出来ておるのかというのがわかり

にくいところがありますけどね。○○園のことはわかるねんけど、他の○○園のこととか、

そこと同じ方向を目指して同じ考え方でやれているのかというところの研修とか意見交換

会みたいなものを持たれているのかなということが気になったんです。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  どうですか。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人園長園長園長園長  当法人として毎年、内部監査の制度を設けております。内部監

査には本部の職員と近隣園の園長が内部監査委員となりまして、○○会が進めていきたい

保育を実現出来ているかどうかという視点も含めていきます。そして反省会をし、その結

果を内部でオープンにすることで、みんながそれに向かっていけるように取り組んでいる

ところです。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  よろしいですか。じゃ、２点目の障がいのある子どもの保育について。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人主任保育士主任保育士主任保育士主任保育士  ○○園では今、障がい児という子はいないんですけれど

も、今おっしゃられたみたいに、ちょっと多動ぎみであるとか、みんなと一緒には中々入

っていけないというお子さんも数名いらっしゃいます。まずは、私たちは、障がいを持っ
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ているお子さんも、そうでないお子さんも、一人一人違いますので、そういう思いで子ど

もたち一人一人にかかわっていくことをさせていただいているんですけれども、やはりそ

ういう行動というんですか、他の子たちとは違う行動をしてしまうというような行動につ

いては色々専門的な知識も必要だと思いますし、そういうところで、園医さんであったり、

保健師さん、発達相談員さん、また、○○町に○○園さんという、障がい児の保育園があ

りまして、そこの職員さんたちにも色々お話を聞いたり、みんな勉強しながら、よりよく

その子たちも色んな活動が出来るようなことを学びながらやらせていただいています。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  今のお答えでよろしいですか。 

○○○○12121212番番番番委員委員委員委員  はい。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  じゃ、ちょっと追加で私からも。 

 今現在、障がい認定をされている方がいらっしゃらないという話だったんですが、この

規模ですと通常は二、三人いらっしゃることが多いんですけれども、過去に毎年何名ぐら

い障がいのあるお子さんを受けていましたか。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人理事長理事長理事長理事長  実は、○○市は基本的に障がい児さんは公立の保育所で受け

入れるというのが趣旨になっておりますので、その辺のことで、○○園としては今までは

っきりとした障がい児さんは受け入れたことはないんですけれども、ただ、うちの場合は

全国的に保育園をさせていただいておりますので、そういった中で数多くのそういう子ど

もさんをお預かりさせていただくことはあります。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  副委員長。 

○○○○副委員副委員副委員副委員長長長長  同じ研修のことでお伺いしたいと思います。 

 各園の特色といいますのは、理事長さんの考え方とか方針によってすごく変わってくる

と思うんですけれども、私たちもこれまでこども園の選定を色々とやってきた中でそうい

った状況を見てきているんですけれども、先ほど本部の職員の方が各園を回って色んな考

え方を伝えられるというお話がありましたよね。その合同の研修会というのを、ホームペ

ージでしたか、見せていただいたら、１泊２日で全国から集められてされていると。そこ

にはもちろん理事長さんは出席されると思うんですけれども、各園へはどういった形で理

事長さんは関与されているのか。 

 それから、最後のページのところに内部研修と外部研修というのを書いていただいてお

ります。内部研修といいますのが毎週金曜日に内部で行われているんですけれども、これ

は、研修もあれば、打ち合わせ的なというか、共通認識の会議的なものもあれば、色々あ
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ると思うんですけれども、これの１回当たりの時間をお聞かせいただきたいと思います。 

 あと、外部研修につきまして、具体的に誰が行うのかというのもお聞かせいただきたい

と思います。独自システムでされているのか、どこかへ委託されて行われているのか、あ

るいは、どこかが用意されたプログラムに参加されて行われているのかというところ。特

に、先ほどから発達障がいの子どもさんに関する研修というのが、○○の保育園ですか、

○○園さん、研修を定期的にされているのか、その辺は年にどれぐらいされているのかも

お聞かせいただきたい。 

 最後に、この13ページの（２）の中で、施設外研修に金銭的補助をされていると書かれ

ているんですけれども、その金銭的補助はどういった形で出されているのか。要は、研修

に参加するのに、いわゆる出張扱いだったら全額持たれるんですけれども、行きたいと希

望の方に何割か補助されているという形なのかというところ。 

 たくさん申し訳ないんですが、よろしくお願いします。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  まず、理事長が各園を。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人理事長理事長理事長理事長  各園のかかわりということですけれども、私が各園を定期的

に回らなくてはいけないという形で、常に各園を訪れています。それと、職員全体を集め

て研修するのは物理的には中々難しいところがございますので、それは年に１回、全体を

集めた研修会、そこに私は当然参加しています。先ほど○○のほうから言った園長会とか

新人研修とか主任会議とか、そういうことがあるところには必ず私が参加しています。あ

と、月に１回、ウエブ会議といいまして、インターネットで、テレビを使って会議という

のを全体の園長がそろって２時間、３時間をかけて全体の定例会をさせていただいており

ます。 

 内部研修、外部研修に関しては○○からお答えします。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人園長園長園長園長  今、理事長の園へのかかわりということで１点補足させていた

だきますが、確実なところとして年２回、春・夏と秋にかけて全園を回るという工程を組

んで、各園長から、その園に所属する全職員の勤務の様子とかを把握するための行脚とい

いますか、そのようなものを実施しております。それ以外に不定期として、出張のときに

必ず園を訪問するということで進めております。 

 研修についてですけれども、まず、当園で実施しております内部研修を毎週しておるん

ですが、これも中々、負担になってはいけないということで、30分の中でおさめようとい

うふうにしております。それを継続していくように心がけております。 
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 外部研修ですけれども、これは各行政さんからご案内いただくもの、あるいはさまざま

な保育団体からご案内いただくものを中心に参加するようにしております。園にも外部講

師を呼んできて行うということもあるんですけれども、それは私が色々な研修なんかに参

加して、ぜひこの先生のお話は園のみんなに聞いて欲しいという方について直接招致しま

して、ぜひうちの園でお願いしますというような形で実施しております。 

 それから、障がい児の研修ですけれども、こちらにつきましては、現状として当園には

手帳保有のお子さんがいないので、回数的に多いというわけではないんですけれども、た

だ、障がい児保育というものがいわゆる健常児の子どもたちの保育の基本になるんじゃな

いかというふうに私どもは考えておりますので、そういう視点を養うためにも、行政から

ご案内いただくような種類の研修には積極的に職員を派遣しております。 

 研修の補助についてですけれども、こちらは、おっしゃるとおり、一部の補助、半額程

度の補助としております。これは普通、園のほうから指名して、いついつ行ってきてとい

うのが一般的かと思うんですけれども、やはり保育者に求められるのは、向上心が欠かせ

ないと思いますので、みずからの課題を認識して、自分はこの研修に行きたいという者は、

休みの日であっても、夜であっても、それは積極的に手を挙げる姿勢を持ち続けて欲しい

と。そういう職員に対しては補助を出しますよという仕組みで半額程度の補助ということ

で実施しております。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  半額というのは参加費及び旅費の半額ということですか。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人園長園長園長園長  参加費です。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  参加費の半額。旅費は見ないと。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人園長園長園長園長  今はそこまで遠くのものに行きたいというような。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  方がいらっしゃらない。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人園長園長園長園長  ないので。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  副委員長、よろしいですか。 

○○○○副委員長副委員長副委員長副委員長  最後のページに保育園での研修というのがありますよね。よその、○○

市内ですか、○○園の見学とか。それも半額でですか。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人主任保育士主任保育士主任保育士主任保育士  ○○園さんのほうは、○○園さんのご厚意によって見学

させていただけるということで、研修費はなかったんです。費用というのはなく、私たち

が目指すような保育をされていますので、とにかく保育士全員にそこで見せたかったので、

私が中心となって見学という形で研修をさせていただきました。 
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○○○○委員委員委員委員長長長長  よろしいですか。 

 じゃ、他のご質問。17番。 

○○○○17171717番番番番委員委員委員委員  先ほど、園長先生が色んな研修などに行って、ぜひとも来ていただきた

いと思われた方に来ていただくという話があったと思うんですけれども、具体的にぜひこ

の方の話を職員に聞かせたいと思われた方、最近でも結構ですし、過去にでも結構ですけ

れども、どういう方をそのように思われたのかをお聞かせいただけたらありがたいと思い

ます。 

 就学前の保育というのは、理念とか目標とかは、多少言葉は変わってくるんですけれど

も、同じというか、目指すところは、やっぱり就学前の保育ということで、丁寧な保育と

かそういう言葉でよく出てくると思うんですけれども、特に○○会さんとして、先ほど主

任さんも言われた、目指す保育とはどういうものか、もうちょっと具体的に聞かせていた

だきたい。 

 それと、障がい児保育ですけれども、障がい児と名の付く子どもは今のところいないと

いうことだったんですけれども、障がい児と本当に名前の付く子どもはごく少ないかもわ

からないんですけれども、発達につまずきのある子どもとか支援の要る子どもはものすご

く増えていると思うんです。その辺の子どもは当然橋本市にもたくさんおりますので、何

十人対１人の中ではとてもしんどいと思うんです。その辺のところの加配保育士の基準な

んかもちゃんと、それはどういうふうに決められているというか、加配保育士さんとかも

きっちり付けられるという基準とか予定とか、そんなのは。どう言ったらいいのかな。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  難しいですね。○○園さんに聞きたいということですか。それとも、全国

の他の園も考えてということですか。 

○○○○17171717番番番番委員委員委員委員  この資料を見ていたら、○○園さんは障がい児の受け入れはどうかなと

いうところがあったんです。障がい児保育が、障がい児の受け入れがすごく少ないという

のか、０というのがずっとあったので、その辺のところはどうなのかなと。受け入れはど

うなっているのかというところが。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  大体、障がい児対応の子どもさんは３％ぐらいだけれども、その他、ちょ

っと加配の必要な子どもさんを合わせると10％ぐらいいるんですね。ですから、いないは

ずはないので、そういう子どもさんに対してどのようにしているかみたいなところでよろ

しいですか。 

○○○○17171717番番番番委員委員委員委員  そうです。 
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○○○○委員委員委員委員長長長長  じゃ、３点。この近年に園長裁量で呼ばれた講師はどんな方がいらっしゃ

るか。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人園長園長園長園長  まずお一人が、大阪のほうで○○研究所、おそらくそういった

名前だったかと思うんですが、そちらで講師をされています先生で、コーナー保育につい

てお詳しい方をお招きして実施させていただきました。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  お名前は。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人園長園長園長園長  ○○先生という方です。こちらはコーナー保育を本当に高めて

いきたいと感じていまして、それで私がその方の研修会に行きまして、ぜひ、この方であ

れば現場の職員にもわかりやすく伝えていただけるのではないかと思いましてお招きした

ところ、翌年度からすぐに環境がものすごく変わりまして、本当にいいお話をしていただ

いたなと考えております。 

 また、運動遊びについても、滋賀県から先生をお招きしまして、子どもの運動遊びをど

う楽しく進めていくかということを理論とともに実践的なものも含めて教えていただくよ

うな先生をお招きしております。 

○事務局○事務局○事務局○事務局  あと８分です。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  じゃ、次、先ほど出てきた障がい児保育のほうに行きましょうか。２つ目

は長いと思うので、３つ目を。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人園長園長園長園長  確かに当園には手帳とかの子どもはいないんですけれども、配

慮、気になる子というのはおります。もちろん配置の基準ということにつきましては市の

基準に基づいて実施しておるんですけれども、これは○○会全体としてそうですが、そこ

にかからないような子どもにつきましては、保育者同士の連携を中心に進めています。人

が特別に手当てをするということではなく、連携しながらやっております。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  どうしましょう。２番目のお話をしていると長くなってしまうんですけれ

ども、いいですか。就学前保育の特徴としているところをもう一度言っていただきたいと。 

○○○○17171717番番番番委員委員委員委員  目指す保育という、○○園ですか、見学に行かれて、自分たちの目指す

保育に近いという言葉があったので。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人主任保育士主任保育士主任保育士主任保育士  ○○園は乳児保育のほうです。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  担当制とかですね。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人園長園長園長園長  就学に関して言えば、小学校に乳幼児保育・教育を合わせると

いうことではない、そうありたいと考えております。目指すところとしては、生涯にわた
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って学び続ける意欲を育みたいと考えております。 

○○○○委委委委員員員員長長長長  他にもご質問があるので、どうぞ。もう１人いらっしゃいますので、１点

か２点で。 

○○○○５番５番５番５番委員委員委員委員  給食ですけれども、独自でされているみたいですが、今まで橋本の保育

園で、私たちは業者を使ってやっている給食がすごく気に入っているんです。その辺を、

もしここの橋本のこども園に入られた場合に、給食を独自でされるのか、橋本市に合わせ

てくださるのかという点。 

 もう１点は、人員的に危機管理のことですけれども、入所人員が117から120％に子ども

がなっているんですけれども、そういう場合に保育士の数を増やすのかというのと、遊具

の定期点検をちゃんとされているのかというのが見えなかったんです。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  ３点ね。わかりました。ごめんなさい、今、質問された方は、給食は外注

がいいとおっしゃったんですか。それとも、園内でつくるほうがいいとおっしゃったのか。 

○○○○５番５番５番５番委員委員委員委員  園内で今つくっているやつがいいと思っているので、決まったときにど

うされるのかというのを聞きたいんです。 

○○○○副委員長副委員長副委員長副委員長     給食は市の職員がやっています。 

○○○○５番５番５番５番委員委員委員委員  じゃなくて、給食の献立ね。 

○○○○副委員長副委員長副委員長副委員長  献立も市で。 

○○○○５番５番５番５番委員委員委員委員  献立がいいんやけれども、○○園は独自で展開されているということを。 

○○○○副委員長副委員長副委員長副委員長  全部統一でね。 

○○○○５番５番５番５番委員委員委員委員  市の職員がつくるとかそんなんじゃなくて、給食をされるかどうかの確

認です。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人園長園長園長園長  給食に関しましては、本部に管理栄養士が勤務しておりまして、

その者が立てておるんですけれども、橋本市さんの献立と比べながら、いいものは取り入

れて、よりよいものにしていけるのが一番いいんじゃないかとは考えております。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人理事長理事長理事長理事長  ただ、我々は○○市のほうで指定管理を受けているんですけ

れども、そちらは市のほうがこの献立でつくってくださいという話になっておりますので、

それはそれぞれの指示があると思いますので、そのとおりにさせていただくという形にな

っております。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  応じるということですね。 

 次は人員について、120％を超えているので、それについて。 
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○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人理事長理事長理事長理事長  これは人員基準がありますので、それはそのとおりにして、

人数が増えれば、そのとおりに人員を基準配置すると。ただ、我々法人として基準プラス

１から1.5という基準が法人内にありますので、そういう基準配置をさせていただきます。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  よろしいですか。もう１点、遊具の定期点検ですね。遊具の定期点検はど

うなっていますか。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人園長園長園長園長  実施しております。 

○５番○５番○５番○５番委員委員委員委員  業者の。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人園長園長園長園長  業者です。 

○５番○５番○５番○５番委員委員委員委員  わかりました。ありがとうございました。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  じゃ、もうお一人。これで最後になります。 

○○○○２番２番２番２番委員委員委員委員  時間がないので、１点だけに絞って質問させてもらいます。法人さんの

資料の（３）番の３枚目をめくらせていただいて、今回の橋本こども園の収支計画書です

けれども、最終収支が1,600万円の黒字、儲けていますという収支計算がなされているん

ですけれども、ただ、全体を見ますと、例えば（５）番のところの３枚目をめくっていた

だきますと収支予算内訳書があるんですけれども、経理区分が繰入金収入で本部会計に9,

600万集めてあるんですけれども、本部のほうで間接経費関係を一括して全部集中して見

ているという形で、本部に対する運営経費が全部9,600万集まってきています。そうしま

すと、今回のこども園さんの収支、1,600万黒字だという数字ですが、他の法人さんと比

べましても事務費支出があまりにも少ないかなと。そうしますと、この収支計算書の中に

は本部への繰入金支出の経費も考えて入れないといかんのと違うのかなと思うんですが、

そこのところをお聞かせ願えればと思います。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人総務部長総務部長総務部長総務部長  おっしゃっていただいていますように、事務員が各必要な

人数と、あと、本部の支払い事務は本部で集中してさせていただいております。そのため

に本部経費のほうをこちらに集めさせていただいてという形でやらせていただいているん

ですけれども、最終の収支で収支差額が343万5,000円ということで提出させていただいて

いたかとは思うんですけれども。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  訂正が入っている。 

○事務局○事務局○事務局○事務局  郵送で。 

○○○○２番２番２番２番委員委員委員委員  新しく入ったやつか。 

○事務局○事務局○事務局○事務局  はい。 
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○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人総務部長総務部長総務部長総務部長  1,600万といったら、おっしゃっていただいていますように、

余り過ぎかなというところがございますので、最終的にご提出させていただいていますの

が343万5,000円ということで。 

○○○○２番２番２番２番委員委員委員委員  失礼しました。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人総務部長総務部長総務部長総務部長  申し訳ございません、それで修正させていただいておりま

す。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  よろしいですか。修正ということで。 

○○○○２番２番２番２番委員委員委員委員  ということは、本部経費には入れないということね。入っていないとこ

ろもあるんですけれども、経理区分繰入金支出も。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人総務部長総務部長総務部長総務部長  そちらはまた収支を見せていただいて、色々ご相談させて

いただきながらという形になってくるかとは思うんですが。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人理事長理事長理事長理事長  当初は何もなく。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人総務部長総務部長総務部長総務部長  入れる予定はないということです。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  よろしいですか。 

 これで時間になりましたので。ありがとうございました。これで終わります。ご苦労さ

まです。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人  ありがとうございました。 

（休憩） 

○司会○司会○司会○司会  おそろいのようですので、次の法人を。追加資料が○○会から届いておりま

すので、お手元に配らせていただいていますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、よろしいでしょうか。ただいまよりプレゼンテーションを行っていただきま

す。プレゼンテーションは20分以内となっております。説明の途中で、15分ぐらいになり

ますと、あと５分の合図を送らせていただきます。あと１分ぐらいにも再度合図をさせて

いただきます。20分になりますと、説明の途中でも止めさせていただきますので、ご容赦

ください。その後30分間で質疑応答となりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、プレゼンテーションをよろしくお願いします。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人理事長理事長理事長理事長  こんにちは。○○会の○○でございます。本日はお休みのと

ころ、選定委員の皆様方、行政の皆様方、お時間をいただきまして、ありがとうございま

す。また、このようにプレゼンテーションの機会を与えていただきましたことにも厚く御

礼を申し上げます。 
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 今日お手元に配らせていただきました資料ですが、進行は直接その順序を追っておりま

せんけれども、先ほどお配りした参考資料にお目通しいただければと思います。 

 では、始めさせていただきます。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人園長園長園長園長  社会福祉法人○○会○○園の○○と申します。よろしくお願い

いたします。 

 まず、社会福祉法人○○会についてお話しさせていただきます。 

 当法人は、高齢者施設を主体に、○○、○○に25事業を展開しております。写真中央は

○○市にあります○○園で、○○町には○○があります。全ての事業所で法人理念をしっ

かりと理解し、意思統一を図ることが大切だと考えていますし、保育事業におきましては

保育の理念を記しています。そして、事業運営において、介護、保育の質を保ち、統一す

ることを目的に、平成17年度よりＩＳＯ9001認証取得をし、法令遵守、サービスの統一化

を柱に運営管理をしています。 

 私の勤めております○○園は○○会25番目の施設で、児童福祉施設として、同じく法令

を遵守し、よりよい保育サービスの提供に努めています。○○園は○○市の中でも○○市

に近い山側にあり、平成24年度から民営化園として定員120名でスタートしました。○○

市は地域とのつながりが密接で、子どもたちは○○を大変楽しみにしています。 

 それでは、民営化から現在までの経過をお話しさせていただきます。 

 平成23年９月の移管決定を受け、毎月、市役所と法人との２者協議会と、そこに保護者

も加わった３者協議会が行われました。同年11月からは合同保育が始まり、平成24年度は

市の職員９名が一緒に保育をしている引き継ぎ保育の１年でした。３者協議会で、公立の

ときと同じようにして欲しいという要望が強く、公立の保育をそのまま維持することに終

始しました。しかし、私どもの職員はさまざまな保育園から集まってきており、保育の考

え方もさまざまでした。引き継ぎ職員からの指導を受ける形で進んだ平成24年度は、○○

市の保育所としての指導を受けましたが、１つの指導は１つの否定、１つの否定が全否定

となり、職場にいづらくなり、退職する職員が多く見られました。さらに、保護者が求め

ているのは私たちでなく市の職員でしたので、保護者との距離も中々縮まりませんでした。 

 平成25年度からは私たちだけの保育が始まりましたが、今では地域の保育園として存在

しています。日々の保育はといいますと、子どもたちの笑顔にあふれています。遠足で行

った海に歓喜し、夕涼み会では地域の人たちと一緒に盆踊りを踊って楽しみました。自分

たちで育てた野菜を収穫して大喜びし、毎日体を動かして遊ぶのが大好きな子どもたちは、
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運動会では大変張り切った姿を見せてくれました。１年のまとめでもある生活発表会は、

自分の思いを自分なりに表現出来ることで、子どもたちの自信につながっています。 

 ○○園の周りは民家があまりなく、あるのは小学校と幼稚園だけです。子どもたちの散

歩の通り道でもありますので、「幼稚園に遊びに行きたい」と言うことがよくあります。

そういうときは幼稚園の呼び鈴を押して、遊ばせてもらいます。子どもたちは幼稚園・保

育園関係なく一緒になって遊んでいます。突然遊びに行っても、幼稚園の先生方はいずれ

も快く受け入れてくださり、名札が付いていない保育園の子の名前を覚えてくださり、幼

稚園の子どもや保育園の子どもの様子などもお互いに話をすることが出来ています。 

 ○○園は実質的には25年度からというのが正直なところです。まだまだ小さい土台では

ありますが、職員全員で意見を出し合い、○○園の保育を積み上げていくところです。 

 私も今では○○の子どもたちと一緒に毎日を過ごしておりますが、それまでは○○市に

あります○○園で勤務しておりました。○○会はグループ法人に社会福祉法人○○会とい

う法人があります。○○会は２つの保育園を運営しており、その１つが○○園です。○○

園は私にとっての保育の原点であり、グループ法人内３園の保育の母体であると思ってい

ます。今回、橋本こども園に応募させていただくにあたり、ぜひとも○○園の保育をもっ

て橋本市の子どもたち、また保護者の方々、そして地域の方々と一緒にこども園をつくっ

ていきたいと思っています。 

 ここからは、○○園の主任保育士であります○○にバトンタッチいたします。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人主任保育士主任保育士主任保育士主任保育士  こんにちは。○○園の○○と申します。私からは、○○

園での保育についての説明をさせていただきます。 

 ○○園は昭和15年に始まり、70年以上、○○町の保育を担ってきました。昭和48年に社

会福祉法人の認可を得て現在に至りましたが、昨年度から○○園を運営させていただくこ

とに伴い、法人名を○○会と改め、気分も一新して○○園を運営しております。現在の園

児数は130名です。 

 ○○園は、○○寺を中心とした町並みの中にあり、園の周辺は自然に恵まれていて、子

どもたちは毎日、草花や旬の野菜や果物などの成長を感じながら生活出来る環境です。園

の裏山には、子どもたちがトトロの森と呼んでいる小さな森があります。今の季節、毎日

どこかのクラスが散歩に出かけては、ドングリやノコン菊、エノコログサなどのお土産を

持って帰ってきてくれます。 

 ○○市は食育の町でもあります。自分たちで育てた野菜などを使い、クッキングをした



－40－ 

り、梅ジュースのように時間をかけてつくるようなものも食育の１つとして取り入れてい

ます。容器の中でジュースが少しずつ増えてくるのを見て、「今日は飲めるかなあ」「もう

出来たんと違うん」と、わくわくしながら眺めている姿がとてもかわいく、自分たちでつ

くったジュースを飲んだときには、これ以上のものはないというような「おいしい」の声

が聞こえてきます。 

 また、地域のボランティアの方々の活動も盛んに行われていますし、近所の方々の協力

を得てトウモロコシの苗植えや収穫を体験させていただいています。子どもたちはその生

長を見るのをとても楽しみに出かけます。トウモロコシ畑に到着するまでにたくさんの人

に声をかけてもらったり、散歩や食育の一場面でも、地域の方々との触れ合いの中で、人

と人とのかかわりを学ぶことが出来ているのではないかと思います。 

 災害時の避難訓練には大変重点を置いています。火災、消火、地震、不審者の訓練に加

え、保護者参加のもと引き渡し訓練を行い、子どもたちを安全に保護者の方々にお返しす

ることが出来るようにしています。 

 ○○園では○○先生による「英語で遊ぼう」を行っています。○○先生に声をかけられ

るとおどおどしてしまう大人と違い、子どもたちは自分からどんどん話しかけてみたり、

ボディータッチしてみたり、臆することなく自分からかかわろうとするのには感心させら

れます。最近では、挨拶だけでなく、気持ちをあらわす英語がふだんの会話の中にも出て

くるようになったという保護者からの声も聞きました。 

 このような園内での活動とともに、もう１つは、園外に出て、近所の方のご協力のもと

お茶教室も行っています。年長児だけの体験ではありますが、日本古来の文化に触れ、礼

儀作法をはじめ情操教育につながるすてきな経験をさせていただいています。そして何よ

りも、保護者会の協力はすばらしいものがあります。今年の夕涼み会や運動会なども、す

ばらしい協力のもと無事に終えることが出来ました。 

 このように、保護者会と保育園、そして地域の方々との信頼関係は長い歴史の中で養っ

てきたものであり、また、その意思を大切に引き継いでいただいたたまものであると感謝

しています。 

 さて、行事なども楽しい保育の一環ではありますが、私たちが最も大切にしているのは

日々の保育です。法人の理念をもとに、どのような子どもに育って欲しいかという観点か

ら、私たちの保育へ５つの思いを掲げています。 

 まずは、伸び伸び元気に生活する子どもです。子どもの生活は、心も体も健康でなけれ
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ば成り立ちません。子どもが大人の評価を過剰に気にするのではなく、伸び伸びと元気に

生活するのが本来の姿であると考えます。 

 ２つ目は、にこにこ笑顔があふれる子どもです。子どもの笑顔は何物にもかえがたいも

のです。自然と笑顔があふれてくるような、お互いが笑顔でいられるような関係を築き上

げていけるようにしています。 

 ３つ目は、はきはきと自分の思いが話せる子どもです。自分の思いを相手に伝えるとい

うことは、人と人とのかかわりの中でとても大切なことだと考えます。どの子も思いを口

にする機会があり、話したいと思えるような環境を大切にしています。子どもの言葉の中

には色々な思いが含まれているので、私たちはいつも子どもの言葉に耳を傾けていたいと

思います。 

 ４つ目は、わくわくしながら興味を持てる事柄を発見する子どもとしています。家庭と

は違い、保育園という環境の中だからこそ出来ること、友達とのかかわりの中で興味を持

てる事柄をどんどん発見出来るようにしています。そして、発見出来たことを喜び楽しめ

るように、子どもたちが安全で安心して遊び、生活出来るような環境を提供していくのが

保育園だと考えます。 

 ５つ目は、生き生きと活動し、表現出来る子どもです。生き生きと自己表現出来ること

で自分の居場所を獲得することが出来ると思っています。自分を出せる場所であること、

自分を理解し、受け入れてくれる場所であること、そんな場所の１つが保育園というとこ

ろでありたいと思います。 

 私たちはこの５つの思いを大切に、全ての子どもがゆったりと伸びやかに育つことが出

来るように、子どもの思いに寄り添いながら、いつも見守り、安心出来る環境を提供して

いきます。そのためには、職員全体が一人一人の子どもについての理解を深め、保育の質

の向上に努めることが大切です。常に切磋琢磨し、互いが向上していくことが出来るよう

に努めます。 

 ○○園では、職員全体が学び合える環境があります。それぞれが外部において研修した

ことを内部の職員研修で報告する場があり、内部研修も充実させています。そして、常に

自分の保育を振り返りながら、子どもと目と目を合わせ、触れ合い、心を通わせることが

出来るようにしています。子どもたちはさまざまな遊びの中で色々な経験をします。子ど

もたちが思い切り遊び、きらきらとした目で過ごしていけるように、そして一人一人が成

長していけるように、また、子どもの育ちにとって本当に必要なものは何なのかなどを園
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だけでなく保護者の方々も含め地域全体で考えていくことが全ての子どもの育ちを支える

ことにつながると考えます。 

 ○○会の○○園と同じく、平成24年度より○○市から運営委託を受けました○○園にお

きましては、３園統合後の委託ということで、定員数が240名、現在は200名で運営させて

いただいております。○○子育て支援センターは○○市のスケジュールに従っての運営に

限られておりますが、両事業とも安定した運営を行っております。 

 私たちは、園に在籍していない地域の子どもたちも同じだと考えます。園庭や施設を開

放し、交流・相談の場となれるような園でありたいと思っています。子育てが孤立化し、

子育ての不安感や負担感を感じているような方を含め、全ての子育て家庭を支えていける

ようになりたいと思います。 

 また、障がいのある子どもも障がいのない子どももともに育つことが出来る保育を目指

したいと思います。どの子も一人一人全く違う個性やニーズを持っています。目の前の子

どもに合った支援を考えること、発達障がいの疑われる子どもに対しても皆が友達として

接していける場を育てることが、よい保育につながると考えます。 

 今回、こども園として統合されるにあたり、保護者の皆様方は大変不安に思われている

ことと思います。少しでも不安を軽減出来るよう、橋本市のご指導をいただきながら、保

護者の皆様の思いや疑問を一緒に話し合い、考え、保育活動を円滑に進めていけるよう努

力します。保育園でも幼稚園でもなく、こども園ということで、親の就労や、保育を必要

とする、しないにかかわらず、また、通園児童だけでなく在宅子育ての子も含め、全ての

子どもが同じ環境のもとで等しく育って欲しいと考えます。また、移管後におきましては、

移管の条件を満たすことは当然のことですし、私たちの考える保育を実践するためにも、

幅広い年齢層の保育士を確保するよう努めます。 

 最後に、何よりも、橋本市を愛し、大切に思えるような子どもを育み、地域に根差した

保育の実践を行います。今回、橋本こども園を私たちに受託させていただきましたならば、

子どもたちのために全力で、よりよい保育に取り組むことをお約束いたします。 

 以上です。ありがとうございました。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  ありがとうございました。 

 それでは、早速質問等に入りたいと思います。ご質問等はありますか。３番委員。 

○３番○３番○３番○３番委員委員委員委員  １点だけお聞かせいただきたいのがございます。危機管理という部門で

ございますけれども、これを見せていただきますと、当然危機管理、防災訓練なり、安全
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点検とか自衛消防も含めとかということをやられておるわけでございますけれども、この

文面のみを若干読ませていただきますと、マニュアル化ということは現在されておらない

ということでございますか。 

○社会福祉法○社会福祉法○社会福祉法○社会福祉法人人人人総務課長総務課長総務課長総務課長  しております。申し訳ございません、ちょっと文章の。 

○３番○３番○３番○３番委員委員委員委員  そうですか。マニュアル化をするという表現と、当然定期的な安全点検

なり衛生管理、健康チェックを行うということと、それから、今後、全ての職員がいつで

も参照・参考出来る環境体制を整えていくという表現になっておるものですから、そうい

うマニュアル的なものは非常に大事であるわけでございますので、マニュアルに基づいた

訓練とかをやられておるという理解をしておるわけでございますけれども、ここの表現で、

マニュアル化するとか、していくとかというような表現になっておるものですから、その

辺のところはまだ進行形かなという感じがございましたので、聞かせていただきました。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人理事長理事長理事長理事長  ご質問ありがとうございます。先ほどこちらでお示ししまし

たが、うちの法人はＩＳＯを取っておりますので、全法人25施設全てにＩＳＯをしていま

すので、うちの各施設の書類を全部集めますと、このテーブルに載らないぐらいのマニュ

アルになっています。各施設必ずマニュアル化しています。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  よろしいですか。16番委員、お願いします。 

○○○○16161616番番番番委員委員委員委員  アレルギー食についてお伺いしたいんですけれども、アレルギー食には

取り組んでおられると思うんですけれども、除去食をやられているのか、代替食をやられ

ておるのか、その辺をお伺いしたいと思います。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人園長園長園長園長  アレルギー食についてお答えさせていただきます。 

 アレルギー児をお受けするにあたりまして、保護者の方からしっかりと情報をいただき

まして、病院に行っていただいて、お医者様のほうから指示書を上げていただきます。詳

しい指示書を上げていただきまして、この子はこの給食のメニューでしたらここを除去す

る、ここをこれに代替するというのを一つ一つ考えてメニューを組みかえます。その後、

保護者の方にもう一度その組みかえたメニューをお返ししまして、このような形でアレル

ギーの誤食がないようにメニューを変えましたということをお見せして、また印鑑をつい

て返していただきます。今のところ、アレルギー児に関しては除去もしておりますし、代

替もしております。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  よろしいですか。 

 他にご質問。２番委員。 
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○２番○２番○２番○２番委員委員委員委員  財務諸表についての質問ですけれども、法人の資料３の（４）決算のと

ころです。11枚めくったところ、平成24年４月１日から平成25年３月31日までの資金収支

計算書ですけれども、こちらの決算額、ちょうど真ん中のところの数字、こちらの施設整

備等による収支の中で、その他固定資産売却収入がマイナス151万9,926円。通常、収入で

マイナス表示というのはあり得ないんですが、なぜマイナス表示なのか。同じように、財

務活動による支出の部の中に借入金元金償還金支出、この決算額がマイナス4,265万2,000

円というマイナス表記になっている。通常、償還金支出でマイナスというのはおかしいの

で、なぜこういった表示でいっているのかをお聞かせいただければ。通常、収入のマイナ

スということは売却損で、償還金支出のマイナスということは償還金が入ってきた、お金

を借り入れてきたのかなという気がするんですが、この表記について、どういった意図が

あるのかをお聞かせ願いたいんですが。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人総務課長総務課長総務課長総務課長  この資金収支の社会福祉事業の１年分の決算のところでご

ざいますか。 

○２番○２番○２番○２番委員委員委員委員  社会福祉事業の資金収支計算書です。11枚ぐらいめくってもらったら。

社会福祉事業全体の資金収支計算書、24年３月決算の分です。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人総務課長総務課長総務課長総務課長  わかりました。固定資産売却収入のマイナスということは、

申し訳ございません、すぐには答えられないところもあるんですけれども、本決算につき

ましては国のほうでも全て確認するんですけれども。 

○２番○２番○２番○２番委員委員委員委員  売却損に振らなあかんところが残っておるんですかね。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人総務課長総務課長総務課長総務課長  そうですね。あとは元金収入償還の借入金の分につきまし

ては、一部借り入れはしてあるんですけれども、その経営の仕方がこういうふうになって

おるということです。といいますのは、昨年度に途中から新会計基準に移行いたしまして、

期の途中だったんですけれども、６月からかえました。ですから、その辺のところの移行

時の数字の影響もあるのかなとは思っております。 

○２番○２番○２番○２番委員委員委員委員  お金を借りてはるんですか。25年３月決算でマイナス4,200万の償還金支

出なので、予算で見ると、１億の借り入れをして8,700万の返済がありますけれども、そ

れを相殺して載せちゃっているのかな。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人総務課長総務課長総務課長総務課長  そうですね。借り入れと償還がそれぐらいの金額になって

います。 

○２番○２番○２番○２番委員委員委員委員  じゃ、トータルしてこれだけが、借り入れが増えていますね。 
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○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人総務課長総務課長総務課長総務課長  そうですね、増えております。申し訳ございません。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  じゃ、他のご質問。どうぞ。５番。 

○○○○５番５番５番５番委員委員委員委員  給食の件ですけれども、橋本の給食の献立でやっていただけるかどうか

ということと、もう１つ、障がいの、発達につまずきのある子どもに対しての保育の仕方。

前回そちらに行かせてもらったときに、そういう形では見ていないと言われたので、詳し

く教えていただきたいと思います。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人園長園長園長園長  給食のほうを先にお答えさせてもらいます。 

 給食は、今私がおります○○園も市のメニューをそのまま使わせていただいて対応させ

ていただいていますので、橋本のほうで今使っておられる献立がございましたら、それと

同じようにさせていただけると思います。 

 障がいを持っている子どもに関しては、障がいのある、ないにかかわらず、子どもたち

の豊かな発達は平等に保障してあげないといけないと思っているんです。そこが、保育園

の中でも、子どもの障がいや発達や、その子の生活、育ちにしっかりと目を向けて、遊び

や生活を豊かにしてあげて内面を育てていく、気持ちのところで育てていってあげたいと

いうのが一番の思いです。そこに、でも、障がいのある子の障がいに対しての理解はしっ

かりとしておいて、専門家の方ですとか、その子にかかわる、例えば通所に行っている子

どもさんでしたら、そこの先生方と連携をとり合って、また病院、ドクターであるとか、

母子センターであるとかというところの方、保健センターの保健師さんなどと連携しまし

て情報をたくさんいただきます。その子の育ちをしっかり理解した上で、障がいのある子

も、ない子も同じように保育をさせてもらっています。また、色々保育的な環境ですね、

遊びとか、安全管理とか、遊び場の提供ということも考えてやっております。そのように

させていただきたいと思います。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  お答えのほうはよろしいですか。 

 追加質問で、○○園には今、障がいのある子どもさんは何人いらっしゃって、または、

診断名は付いていないけれども介助を要する子どもは何人いらっしゃいますか。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人園長園長園長園長  今、うちの○○園には障がい枠として入所している子どもは５

人いるんです。あと、保健センターから要配慮ということでお受けしているのは２名です。

保健センターからそのような情報は上がってはきていないんですけれども、保護者の方か

ら少し相談を受けている子どもさんもあと数名おります。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  他にご質問。14番委員。 
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○○○○14141414番番番番委員委員委員委員  ○○園でしたか、名前がわからなくなったんですけれども、民営委託を

するにあたりまして、保護者から公立の保育園の内容を出来るだけ継続してというような

ことがあったと言われていたと思うんですけれども、それが○○かどうかはわかっていま

せんが、平成25年度から、引き継ぎ保育も終わって、完全に法人さんとして引き受けられ

て、法人として新たに取り組んだことというか、そういうのはございますか。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  多分、○○園だと思いますけれども、それでよろしいですね。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人園長園長園長園長  はい。移管の際に、移管の条件で、○○市の公立がやっている

保育を引き継いで欲しいというのがありましたので、なるべく同じように、同じ思いでさ

せていただきました。24年度は市の職員の方が残ってくれて、一緒に保育をするという形

でしたので、全く同じようにさせていただきました。25年度からも、少しずつですが、○

○会のカラーをと思いましたが、中々そういうふうにもいきません。ただ、○○市の公立

の保育が私たちの持っていた保育と全く違うかというと、そうではなくて、やはり同じ子

どもを育てていく上で、一人一人を大切にするとか、地域とのコミュニケーションを大切

にする、保護者さんや皆さんとお話し合いをしながら保育をつくっていくということには

全く変わりございませんでしたので、そのまま25年度も同じようにさせてもらっておりま

す。またこれから色々、同じようにすると申しましても、中々、する人が違いますから、

少しずつ変わってきます。でも、思いは同じです。子ども一人一人を大事にして、この子

たちが小学校、中学校、高校へ上がっていくときにしっかりと自分たちの足で歩いていっ

て欲しいという思いはやはり公立の先生方と同じ思いでしたので、そこはしっかりと引き

継いでいきつつ、また、色んな保育を持って集まった職員がたくさんおりますので、これ

から少しずつ積んでいきたいと思っております。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  よろしいですか。 

 じゃ、16番委員、どうぞよろしくお願いします。 

○○○○16161616番番番番委員委員委員委員  橋本こども園収支計算書比較表を見せていただきますと、○○会さんは

非常勤保育士さんがおられるんですね。どういう形態で雇われているのかなと思いまして。

橋本市の場合は非常勤保育士はいるんですけれども、早朝パートとか延長パートとか、そ

ういう形で雇わせていただいているんですけれども、たくさんいるんですけれども、どう

いう形態で雇われていますか。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人園長園長園長園長  非常勤といいますと、朝と夕方に２時間ずつする職員がおりま

す。それと、フリーの、担任を持たない職員で６時間とか、そういう先生がいます。 
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○○○○委員委員委員委員長長長長  それでよろしいですか。 

○事務局○事務局○事務局○事務局  15分経過しました。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  13番委員。 

○○○○13131313番番番番委員委員委員委員  その関連でお伺いしたいんですけれども、雇用の関係ですけれども、申

請書のほうにも雇用の継続は努力すると書いていただいているんですけれども、○○園の

場合はどういう形だったのか、市さんのほうの現在はわからないんですけれども、引き続

いて雇用された人数とかがわかるようでしたらお願いしたいです。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  ○○園で継続雇用された方。結構やめた方も多いんですね。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人園長園長園長園長  そうですね、やめた職員もいたんですけれども、その中には引

き続いて雇用させていただいた職員はおりません。今でも、公立のときからずっと仕事を

してくれている先生を７名、希望があったので、雇用させていただいて、そのまま今もや

めずに仕事をしていただいています。 

○○○○13131313番番番番委員委員委員委員  念のための確認ですが、それは希望された方全員採用されたということ

でよろしいんですか。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人園長園長園長園長  そうです。 

○○○○13131313番番番番委員委員委員委員  わかりました。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  よろしいですか。 

 じゃ、他にご質問がありましたら。17番委員。 

○○○○17171717番番番番委員委員委員委員  就学前の保育の中で、公立保育園の保育を出来るだけそのまま引き継い

でいきたいということだったと思うんですけれども、この間、見学に行かせてもらったと

きに、就学前保育の中で乳児保育の部分は私たちもとても丁寧に見ていきたいところなん

ですけれども、その中で０・１・２・３歳の食事風景を見せていただいたんですけれども、

食事に入る前のトイレ、それから食事風景を見せていただいたんですけれども、０・１・

２歳であるのに一斉に食事されている風景があったんですけれども、私たち橋本市として

は担当制ということで、出来るだけ丁寧に見ていくということから言えば、一斉に食べる

というのはとても無理があるのではないかと思ったんですけれども、その辺の法人さんと

しての保育の方法の柱というのかな、公立保育園を引き継ぐのはもちろん大事なこと、引

き継いでいただきたいとは思うんですけれども、その柱みたいな、そういうのは何かきっ

ちり持たれているのでしょうか。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人園長園長園長園長  保育の柱というのは全て理念と方針の中に入っているんですけ
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れども、細かい保育の方法ですとかは、例えばこの間見学に来ていただいたときはちょう

どお食事のときで、その話もちらっとあったんですけれども、０・１・２歳という乳児さ

んに対しては、今おなかがすいた、今食べたいんやという子ども一人一人の気持ちを大切

にしてあげて欲しいというのが本当の思いです。見ていただいたとき、多分お歌を歌った

りしているクラスもあったんです。それは今、私たちの会議の中でも話し合いになってい

ます。それって一体、子どものところで考えたときに、食べたいと思う子どもを待たすこ

とはどういうことなのかということが今すごく話し合いになっているんです。この前もま

たそういう話し合いになりまして、やはり子どもというのは自分を出しますよね。乳児期

というのはまとめて何かを出来るというものではありませんので、子どもが食べたいと思

う気持ちを第一に考えましょうということをこの間お伝えさせていただきました。それが

柱です。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  すみません、乳児は担当制をとっていないんですか。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人園長園長園長園長  担当制はとっていないです。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  とっていない。担当制自体をどのように考えられていますか。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人園長園長園長園長  担当制が悪いとか、いいとかは思っていないんですが、私たち

は今、子どもを複数の目で多面的に見ようということを大切にしているんです。担当制を

したからそれがなくなるとは思いませんけれども、今は○○園ではみんなで、色んな目で

１人の子どもを見て、本当の子どもの姿を見ていこうと。その子どもの姿から、その子の

育ちを見付けて、課題を見付けていこうというふうに進めていますので、今のところは担

当制というのは考えていないんです。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  他にご質問。よろしいですか。どうぞ。４番委員。 

○○○○４番４番４番４番委員委員委員委員  保育士さんの教育についてですけれども、資料の86ページに平成25年度

年間研修実施計画を細かく出していただいていまして、その次のページに研修センターを

設けられているというのも書いています。この研修に関しましては、今までは老人ホーム

の運営等に携わっておられると思うんですけれども、この研修というのはもちろん保育園、

今運営している保育園に対しての研修という認識でよろしいでしょうか。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人理事長理事長理事長理事長  共通の話題というのは、専門性がありますので、保育と老人

介護とは少し違うところもありますし、それから、私どもは○○と○○がありますので、

それぞれで、先ほど追加資料で出させていただきました教育研修センターの中で研究発表

会とかリーダー研修とかは共通でやらせていただいております。 
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○○○○４番４番４番４番委員委員委員委員  共通で保育士さんを介護士という形に。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人理事長理事長理事長理事長  もちろん。レールがありますので、専門職は専門職で会議を

しますし、リーダー研修というのは、主に３年以上経験した人に対しては、一般教養を含

め、例えば今年ですと裁判員制度についての講習であるとか、災害時の対策であるとかを

やらせていただいています。 

○○○○４番４番４番４番委員委員委員委員  じゃ、その保育士さんに関してもリーダーは同様の教育を受けている、

毎年何時間と大体定められた教育を受けているということですよね。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人理事長理事長理事長理事長  はい。それは基本理念としておりますので。 

○○○○４番４番４番４番委員委員委員委員  では、もう１つ、今、○○で運営されている保育園ですけれども、その

保育士さんたちの受ける教育というのもあるんですか。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  保育士の研修について。 

○○○○副委員長副委員長副委員長副委員長  最後のページ。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  あるのはあるんですが、その内容について説明いただけますか。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人園長園長園長園長  ○○園でもシステムは全部一緒ですので、内部研修、外部研修

を出来る限りさせてもらっています。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  最後のページのところに去年された研修と今年の研修が載っているという

ことですね。これは○○園でされていると。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人園長園長園長園長  そうですね。詳しく言いますと、内部研修ですとか、質が近い

ところで行われた小さな研修などももっと本当はあるんですけれども、ここには大きなも

のしか載せていないんです。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  これは外部に出かけていった研修ですか。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人園長園長園長園長  そうです。それが多いです。 

○○○○４番４番４番４番委員委員委員委員  わかりました。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  よろしいですか。 

 じゃ、他に。もう少し時間がありますので、どうぞ。 

○○○○13131313番番番番委員委員委員委員  研修も関係があるんですけれども、保育園の専門的な研修ということに

なってくると、○○会さんのほうで２つの保育園を運営されて、現在、○○会さんのほう

で１つの保育園を運営されていると思うんですけれども、２つの保育園の法人なので、当

然この両保育園の研修とかは一応されるかと思うんですけれども、それをされているかど

うかというのを１つお聞きしたいのと、法人を２つに分けられてあるのはどういう形で分
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けられてあるのか、差し支えなかったらお聞かせいただきたい。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人理事長理事長理事長理事長  先ほどから言いましたように、我々はＩＳＯの中で動いてい

ますので、私たちも決めたことというルールがありますから、研修は全ての職員必須です。

これは両法人とも同じようにやらせていただいております。 

 法人を２つに分けたというのは、これはお話しすると長くなってしまうんですが、本来

は、正直に言いますけれども、○○園というところが６年前に破綻いたしました。これを

何とかせいということで、私も○○も卒園児なんですけれども、公立はもとより、受け取

ってくれるところがなかったんです。それでやったんですが、既にそのときには社会福祉

法人○○園という法人格を取っておりましたので、出来なかったので、皆さんのお手元に

あります追加資料の３ページのところで赤い線を引かせていただいているように、○○園

というのは全く母体で、私たちも、どっちがどっちというか、役員も一部重なっておりま

すし、○○会のほうでは事務職員は全部○○会から出ておりますし、法人運営としては別

ですけれども、考え方や全てのことはほぼ○○会で。今も、○○会のほうは当面私が理事

長をやれということなので、やらせていただいているところでございます。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  保育園を３つ統合して同じ法人にしなかったのはなぜかということだと思

うんです。 

○○○○13131313番番番番委員委員委員委員  そういう点もお聞きします。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  ○○会のほうに○○園が入っていて。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人理事長理事長理事長理事長  これは、○○園のときに○○市のほうで条件があったんです。

○○で社福の事業をしていなければいけないということがありましたので、たまたま○○

会のほうでということになってしまって、○○園の園長も○○園から山を越えて行っても

らっているという状況でございます。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  本来ならば。 

○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人○社会福祉法人理事長理事長理事長理事長  本来ならば○○会で全部やりたかったんですけれども。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  よろしいですか。他に、もう一、二点ご質問を受けられます。どうぞ。 

○○○○５番５番５番５番委員委員委員委員  施設の点検のことですけれども、遊具とかの納品で外部の業者とかが入

ったりとか、あと消毒関係、その辺はどうされているかというのをお聞きしたいです。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  遊具の点検、消毒は外部委託をされているか。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人園長園長園長園長  遊具の点検も消毒も外部委託はしておりません。自分たちで全

部やっております。 
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○○○○委員委員委員委員長長長長  よろしいですか。理由は聞かなくていいですか。 

○○○○５番５番５番５番委員委員委員委員  砂場のほうとかも、どんな消毒というか。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人園長園長園長園長  多分、見学しに来ていただいたときに砂場のほうに担当で付い

ていた者が保育所の者ではなかったので、わかりづらい返答をしたみたいですけれども、

砂場のほうは毎日掘り起こしまして、日光消毒をさせてもらっております。薬剤は使って

おりません。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  以上でよろしいですか。 

 他に。もう１点。どうぞ。 

○○○○17171717番番番番委員委員委員委員  先ほどの担当制に戻るんですけれども、担当制はとっていないというこ

とだったんですけれども、例えば乳児のおむつ交換とか、担当制をとっていなかったら、

色んな人の手が加わると思うんですけれども、そのときの方法とかはきっちり決められて

いるんですか。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人園長園長園長園長  担任が、０歳児でしたら４人、１歳児も４人いるんですけれど

も、その中で、その日のリーダーをとる人、サブをとる人、雑務をとる人というのが、そ

の日によって仕事で分担はされています。ですので、おむつ交換をする人は誰というのが

決まっているんです。その子にとって誰というのは決まっていないんですけれども、業務

によって分けています。 

○○○○17171717番番番番委員委員委員委員  じゃ、いつも同じかかわりをするということですね。人がかわって、や

り方が違ったら子どもはすごく混乱すると思うんですけれども、いつも同じ方法でおむつ

交換、食事も同じ方法でするということですね。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人園長園長園長園長  そうです。それをちゃんと出来るように今しております。やる

人がかわると、多少、同じ思いでやっていても、やっぱり手が変わると違うと思うんです。

子どもに対しても違うと思うんですけれども、ただ、必ずこの子に対してこの先生とは決

めていないんですけれども、１歳児や０歳児でしたら、低月と高月に分けて、担当ではな

いですけれども、分けて立てさせたりしていますので、そのときの先生が分けたりはして

おります。 

○事務局○事務局○事務局○事務局  30分経過いたしました。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  もう終了の時間ですね。じゃ、まだご質問があるかと思いますが、これで

プレゼンを終わりたいと思います。どうもご苦労さまでした。 

○○○○社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人  ありがとうございました。 
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○○○○委員委員委員委員長長長長  それでは、これで一応終わるんですけれども、休憩をとらせていただいて

よろしいですか。何分休憩ですか。 

○司会○司会○司会○司会  ５分で。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  ５分で、50分から開始ということで、皆さんよろしくお願いいたします。 

（休憩） 

○○○○委員委員委員委員長長長長  それでは、皆さん、長い時間、どうもご苦労さまでした。早速ですが、議

事を再開させていただき、審査に入りたいと思います。 

 最初に、応募法人の財務状況について、２番委員から全体を説明していただいておりま

すが、何か今日の資料等も含めて補足事項がございましたら、ご説明をお願いいたします。 

○○○○事務局事務局事務局事務局  委員長、すみません。その前に、先ほどの○○会の経理の件で、２番委員

からありましたが、役員報酬について聞いておりますので、それを先にご報告させていた

だきます。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  お願いします。 

○事務局○事務局○事務局○事務局  先ほど確認をとっていただきまして、法人のほうは研修に行ったり、出張

に行ったり、動いた人件費、事業費、事務費、冊子の作成費用、交通費等がこの金額とな

っておりまして、年間を通じて本部が使用した費用の総額が830万ということになってお

りまして、名目となっていました役員の報酬としての金額ではありませんということで、

この役員報酬という名目が間違っていたということを伺っております。 

 以上でございます。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  それでは、２番委員、お願いいたします。 

○２番○２番○２番○２番委員委員委員委員  前回のときに提出させていただきました財務分析結果一覧表が１つの目

安になるかとは思うんですけれども、今回のプレゼン等々を踏まえて私が財務諸表をずっ

と眺めながら感じたことをお伝えしたいと思います。 

 ３法人さんとも標準的な基準はほぼ上回っておりますので、どの法人が受託したからと

いって、財務状況的に悪い法人は３者ともないです。ですので、その中でも優劣をどうし

ても付けざるを得ないので、その中での私見という形でお話しさせていただきます。 

 はじめに、社会福祉法人○○会さんですけれども、基本的には、設立が昭和41年、その

当初から保育園を運営されている法人です。今までは、社会福祉法人で保育園を運営する

ところについては、行政の指導で、決して儲けてはいけないという形で、旧会計基準の中

ではほぼ利益は出してはならんという状況でしばらくきていました。ですので、その中で



－53－ 

ずっと昭和41年から保育園を続けられていて、内部留保的なものはやはりあまりないとい

う形で、長期安定性、財務状況を見ますと、他の法人よりも多少は劣るという形ですが、

保育面として、行政の指示に従って真面目に取り組んできた形が財務諸表としては残って

きています。最近になって何とか一生懸命利益を残す方向で頑張っていっているという感

じです。 

 その次に、社会福祉法人○○会さんですが、設立が平成19年と、比較的若い法人さんで

す。言葉は悪いですけれども、飛ぶ鳥を落とす勢いですか、収益性でいきますと抜群に儲

けているという形の法人になります。ただ、歴史がまだ浅いということもありまして、安

定性、財務状況的に資産的なものとしてはあまりまだ、資産としては今から頑張って積み

上げていこうという形の法人でして、ただ、収益性だけを見ますと、抜群にいいです。 

 最後の○○会さんですけれども、こちらは基本的には社会福祉法人の中でも老健がメイ

ンとなるところでございまして、老健のほうは早くから、多少儲けてもええよというよう

な、保育園と違いまして、行政の指導としては、多少残してもいいよという形の会計方針

が変更になりました。それが平成12年ぐらいだったと思うんですけれども、その中から多

分かなり内部留保をされてきている法人なのだと思います。ですので、長期安定性を見ま

すと、かなりお金を持っているという感じの、言い方は悪いですけれども、財産性はある

という形です。 

 ですので、売り上げ的、収入的に見ますと、○○会さんと○○会さんは同じような収入

規模ですけれども、○○会さんはそれの半分ぐらいの収入規模という形になります。ただ、

○○会さんが、この３法人の中では人件費比率、労働分配率が一番低い。何がといいます

と、収入に占める人件費の割合が一番少ない。儲けた利益に対して支払っている人件費比

率が低いという形になります。ですから、給料は、変な言い方をすると、安い。我々の感

覚からいくと、人件費が安いので、法人としてはいいよという形です。私が財務分析結果

一覧表を配らせていただいた中のコスト合理性を見る指標のところがその数字をあらわし

ているという形になります。 

 私の意見としてはこんなところですので、何か質問等々があるようでしたら、私のわか

る範囲で回答させていただきます。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  財務状況についてお聞きしたいこと、確認したいことがあれば、どうぞ。 

○○○○14141414番番番番委員委員委員委員  事務局から配られた資料１の法人別の支出額表、橋本こども園の収支計

算比較表というのがあるんですけれども、この中で如実にあらわれているのかなというこ
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とで、○○会の人件費が一番安くて、収益の割には人件費が低いと出ているんですけれど

も、裏を返せば、給食材料費ですとか保育材料費ですとか、要は園児に対して結構、入っ

たお金を出しておると見させてもらったらいいですか。 

○２番○２番○２番○２番委員委員委員委員  どこにお金を使っているかというところがこの費目の中で分かれるんで

すけれども、人件費、事務費で、園児に対して幾ら使っているかというのは事業費のとこ

ろが基本的に中心となりますので、単純にこの数字だけを見ていただきますと、人件費を

抑えて園児のほうに振り向けているのは○○会さんが比率的には多くなっているのかなと

見てとれるかと思います。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  他にご質問はありませんか。企業努力で合理化をされて利潤が高いところ

は○○会さんですか。 

○２番○２番○２番○２番委員委員委員委員  儲け方がうまいといいますか、収益性があるのは○○会さん。じゃ、そ

れを何で儲けているのかというのは内容的に細かいものを見てみないといけないんですけ

れども、人件費を抑えて儲けているのか、外部委託する経費を抑えながら、あれだけの数

をやっていますから、調達する仕入れ原価というのはかなり単価が下げられるんだと思う

んですけれども、そういった意味での合理化がなされているのか、その辺の細かいところ

までは見てとれないんですけれども。そんな感じです。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  どうぞ。13番委員。 

○○○○13131313番番番番委員委員委員委員  ○○会さんの件ですけれども、質問が出来なかったので、お伺い出来た

らと思うんですけれども、かなり急拡大されているんですが、これは多分借り入れをされ

てずっと資金繰りをされているのかなと思うんですけれども、何かどこかで行き詰まって

とか、そういう可能性はないんでしょうか。 

○２番○２番○２番○２番委員委員委員委員  一応借入金比率が、設備資金借入金、でも、５億8,000万ですから、通常

これぐらいは、○○会さんも設備資金借入金は５億4,000万ありますし、それなりの設備

を持っているところについてはそれなりの借金があるんですけれども、○○会さんは多分

運営委託が多いんじゃないですかね。だから、運営委託で儲ける、この言い方がすごく申

し訳ないですけれども、運営委託であれば、設備を持たなくて済むんです。通常の保育園、

自分のところの保育園でやろうと思いますと、例えば理事長さんが寄附で土地を提供して

いただいて、そこに法人の保育園という建物を建てて、それは借入金で建てます。国庫の

補助金もあるんですけれども、３分の１補助があります。県からの補助３分の１、あと残

り３分の１は法人で出してくださいと。そこで運営が始まりますから、借金を返すのに必
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死になって、通常の昔からの保育園というのは儲けられないといった状況ですが、運営委

託のみでやっていく場合はそういった設備投資が全く要らなくなっていて、運営するため

のいっときの運転資金だけで済むという特徴があります。ですので、○○会さんはそちら

のウエートが比較的高いのかなと。これだけの財務諸表なので、わからないんですけれど

も、そういった収益性の違いがあるのかもしれないです。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  財務状況については他にございませんか。どうぞ。 

○○○○４番４番４番４番委員委員委員委員  ○○会についてですけれども、昭和42年ですか、長きにわたって保育に

携わっていると。おっしゃったように、儲けをあまり出せない中、ずっと地道に取り組ん

できたのかなと思うんですけれども、最近はちょっと変わってきたというので、今は儲け

を出す方向に変わってきている過程なのかなと。また今後、ここの法人に頼めば、１個こ

ども園が増えて、事業も拡大出来ると。今、人件費を抑えて儲けを増やしている過程であ

るのならば、先生の給料を抑えてまた儲けを出す方向に頑張って向かっているのかなと聞

こえたので、そのあたり、読み取れるあたりでお答えいただきたいんですが。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  いかがでしょうか。 

○○○○２番２番２番２番委員委員委員委員  見方ですけれども、人件費を抑えて儲けているという見方もありますし、

地域的にその人件費で済んでいる、もしくは若い先生方で何とか賄えている可能性もある

ので、一概には言えないんですけれども、人件費比率的にいきますと、分析一覧表ですけ

れども、私の全国平均でとったのが人件費比率で7.8、○○会さんは7.5という数字です。

儲けたものを人件費に幾ら振り向けているのかというのが労働分配率ですが、これが全国

平均で7.7に対して、○○会さんが7.4という形になるので、ここのところで数字的に全国

平均から下がっているので、気になったので、お伝えしています。年齢層と地域性という

のが人件費には１つあらわれてきますので、一概に比較するのも難しいです。 

○○○○４番４番４番４番委員委員委員委員  ○○の労働賃金はたしか全国的にも一、二を争うぐらい安いかと思うの

で、それも含まれているのかもしれませんね。わかりました。ありがとうございました。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  他にいかがでしょうか。財務状況について。大体ご判断されましたか。 

 私からもよろしいですか。基準項目の２の（２）法人の財務状況と経営状況、基準項目

５の（１）橋本こども園運営の収支計画については財務にかかわるものなので、私たちで

は中々判断にはかりかねるところがあります。そこで、２番委員からご意見をいただいて、

大体こういう点数だろうということを示していただきたいと思うんですが。 

○２番○２番○２番○２番委員委員委員委員  責任の重いことを。 
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○○○○委委委委員員員員長長長長  今のところ、基準項目の２の（２）、５の（１）についてはまた後で、原則、

隅に置いていただいて、後でこちらからまたお考えいただこうかと思うんですが、よろし

いですか。段取りはよろしいですか。 

○○○○事務局事務局事務局事務局  以前に、財務関係につきましては各委員さんが判断が難しいということで、

統一的な点数を採用したこともございますし、その辺で皆さんのご意見をいただけたらと

思っております。今お聞きしていただいた先生の話をもとに皆さんに点数を付けていただ

くということでももちろん結構ですので、その辺だけよろしくお願いします。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  今お話がありましたように、それぞれの委員の方がお決めになることも可

能だし、また、私たちのほうでは判断が難しいので、後で２番委員のほうで一度提示して

いただけるか、そちらのほうを参考にしながら私たちでまた決めていきたいということで

すが、これでよろしいでしょうか。２番委員、責任が重たいですが。 

○２番○２番○２番○２番委員委員委員委員  一応私の１つの基準は、以前出させていただきました財務分析結果一覧

表というのが数字だけでの分析の結果になります。それの一番下の総合評点というのが基

本的な数字です。この中で、やはり長期にわたって運営委託をしていただきたい、お金が

儲からんからやめるわということがないようにしていただきたいという意味合いで、安定

性と長期安定性のところのウエートを大きくしてあります。その結果がこの数字ですので、

私が１つ基準として提示するのがここの一番下の数字の総合評点ということになりますの

で、これを見ながら、私が言葉の悪いところで色んなしゃべりをしましたけれども、そう

いったものを総合的に判断いただいて記入いただければどうかなとは思うんですけれども。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  参考にしていただくということでいいですね。それでは、他の書類とプレ

ゼンテーションの内容を踏まえて各委員さんに後でご判断いただくということでいいかと

思いますので、これでよろしいでしょうか。どうもすみません。ちょっとごたごたしまし

た。 

 次は私のほうからよろしいですね。３法人の保育・教育方針、取り組み、偏差値等につ

いて感想を述べるということですので、参考にしていただければ。皆さんに随分たくさん

のご質問をしていただいていますので、それぞれの３法人の特徴が出たかと思いますが、

一応私のほうでは保育の理念、保育の方法、乳児保育、障がい児保育、健康・安全、保護

者支援等の視点から少しお話ししたいと思っています。 

 まず、最初の○○会さんからお話しさせていただきます。 

 １番は、まず、理事長さんが保育理念をしっかり持たれているという点では、他の法人
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はどちらかというと福祉法人の理念というところが前面に出ますが、保育理念が前提でお

話をされた法人ではないかと思います。その点が特に強調されるのは、子どもを規格の枠

にはめないで育てる。画一的に育てるのではなくて、かなり、保育を変えていこう、なる

べく子どものニーズに合わせていくような保育をしていきたいという、はっきりとした理

念があって、それに沿った保育がなされているんだろうというふうにお聞きしました。特

に、保護者のニーズ、保護者が今はやりのものを期待する保育ではなく、やはり子どもに

必要な保育をどう提供していくのかというところで一貫されているのかなと思うんです。

お稽古事はしないんだという流れとか、行事も親受けのための行事ではなく保育の一環と

して行事を位置付けてやっていくというあたりの考え方がしっかりされているなとお聞き

しました。 

 そして、乳児保育についてもかなり丁寧な保育をとられていました。担当制をとられて

いたと思います。 

 それから、障がい児保育に関しましては、現在、他の法人の障がい児保育の受け入れ状

況があまり明確ではなかったりしたんですけれども、ここではまず経験がおありになるこ

とと、それから、ＳＴ、言語聴覚士という専門職を雇われて、保育の中で障がいのある子

どもさんも一緒に統合保育の形で進めてはいるけれども、個別対応として、特に言葉に対

する支援をしっかりされているんだろうと思いました。 

 それから、保育の方法についても、担当制を代表にしまして、子どもの状況に合わせて、

今の保育の流れとか、一斉保育で子どもを一斉に動かしていくやり方ではなく、それぞれ

の子どもさん、同じ年齢であっても、子どものニーズとか子どもの発達に合わせてやって

いきましょうというのが大きな流れですが、そういうところを尊重されているかなと思い

ます。 

 あと、私は残念ながらあそこを訪問していないんですが、大きな声を出さない保育、そ

して、保育士が元気がないんじゃないかという指摘を受けたとおっしゃっていましたが、

落ちついた雰囲気で過ごせるというところが強調されていたと思います。今、実際に、今

日皆さんのご質問にもたくさんありましたが、発達障がいの子どもさんが多いとか、そう

いう子どもさんをたくさん受け入れておられれば、クラス全体が落ちつかないとか、集中

が悪いとか、にぎやか過ぎるとかというような、就学後に今度は適応が悪くなっていくよ

うな課題でクラス全体の子どもが影響を受けることが多いんですけれども、そういう点で

も、残念ながら見ていないので、判断としてはあれですが、そこがちゃんと出来ている。
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保育形態としてはかなり自由にされているんですが、それで落ちついているというところ

は評価出来るかなというふうにはお聞きしました。 

 次が○○会さんですね。○○会さんでは、今の園とは少し変わって、今度は保護者のニ

ーズに対応しているところがあるんですね。英語とか体育ですね、運動の先生、講師を入

れてやっていると。それをどう評価するかというところは意見が分かれるところですね。

国際化に向けて幼児のときから外国の方とも出会いながら英語に対する意識を育てていき

たいというのが大きな流れでもあり、なおかつ、保護者からは非常にニーズの高いところ

ですね。幼稚園ですと、そういうところを料金を取って、さらに保育をしているところも

あるので、これは議論がとても分かれるところで、必ずしも悪いということではないかと

は思いましたが、どちらかというと保護者のニーズ、今の流れとか社会の期待のところも

取り入れてやろうとしているのではないかと思いました。 

 保育の方法等も、かなり研究されているというか、勉強されていて、現代に求められて

いるものとか、それから、ここは押さえておいておかなきゃいけないもの、健康・安全に

関するものとかについてはかなりきっちりとした基準を明確にして保育をされているので、

どこの園でも多分、均質なというか、まず、ある程度の質を保障出来るような保育を提供

しているのではないかと思います。ただ、若干理事長さんのビジネスライクな感覚が保育

にも反映していないかなというところは、これは私の感想なので、皆さんの判断ではなく、

思ったんですけれども、そういうところはちょっと気にはなったんです。ですから、主任

さんとか保育士さんの考えとか感性みたいなところが保育の中でうまく生かされているか

というところは若干気になりました。そういうところを見てみたかったという気はします

ので、見に行かれた方はそういうところはぜひ、私の考えじゃなく、皆さんが見られた状

況で判断していただければと思います。 

 それと、障がい児保育での経験が非常に少なかったので、これの対応をどうするかとい

うところが１つ大きく課題であるかなと思いました。障がい児として受け入れていなくて

も現実にはかなり入っているはずなんです。その子どもさんたちに対してあまり触れられ

なかったこととか、具体的な対策についてお話がなかったように思いました。 

 ３つ目の○○会さんですが、１つの園については経験があるんですけれども、あと新し

く委託を受けたり移管を受けてされている園とか、○○でされている○○園さんの様子を

見せていただきますと、保育理念のところ、それから保育の方法については若干、最初の

園に比べますと、今の時代に期待されている保育内容、例えば乳児保育においては担当制
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とか小規模で行う、それから、子どもたちの生活時間を個々に配慮して行うというのが大

きな流れであるんですけれども、そういうところをまだ一斉にやる形式が見てとれるよう

な感じがいたしました。そこが一番、これから保育の質をどのように担保するかと考えた

ときに、少し課題として感じられました。 

 それから、特にその中の乳児保育のあり方のところで、公立でも担当制をするにはかな

り課題はあるんです。例えば職員の休暇を保障していくためには、担当制というのは不利

に働くわけです。お休みの日に担当制の方は誰がするのか、子どもがそのときに困らない

かなどなど課題もあるんですけれども、部分担当制などを導入して、やはり子どもとの愛

着関係をしっかりつくって、情緒の安定した子どもに育てていくという考え方においては

担当制がすぐれていると今は考えられています。ですので、そこに関しては少し運営のほ

うが先にあるのかなという感触は受けました。 

 また、障がい児保育に関しても、統合の理念はありましたが、それ以上の踏み込んだ方

法論とか考え方が少し弱いかなと思いました。 

 また、５番委員からありましたように、健康・安全に関しても、遊具、それから例えば

砂場の衛生管理に対しましても、今は自分たちの目だけではなく業者など専門的な方たち

の視点を入れて安全を図っていくという点では、先生方が一生懸命されている、毎日され

ているので、それで絶対だめということではないんですが、少し課題があるかなという感

触は持ちました。 

 最後、３つ目の園は移管を受けていきながら、まだまだうまくいっている経験が弱いよ

うに思ったんです。○○園のところで保護者、それから保育者の方たちと１年目は中々う

まくいかなかったという話をされていましたので、逆に言うと、でも、その経験はこれか

ら、もし受けるとすれば、その苦労があるわけですから、生かされる可能性はあります。 

 それと、保育理念が少し弱いという点は弱点ではあるんですけれども、逆に、もし橋本

市がこういう保育を絶対して欲しいとはっきりと提示しておけば、ここの法人であればか

なり応じて変更しながら新しい保育をつくっていってくださるのではないかというふうに

は判断しました。 

 以上、私見ではありますけれども、感想を述べさせていただきましたので、参考にして

いただければと思います。 

 今、私が言ったことに関しましてご質問があればお受けしたいと思いますが、いかがで

しょうか。全ては答えられないかもしれませんが、どうでしょうか。17番委員、いかがで
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しょうか。橋本の保育を見てこられたと思いますので、何か。 

○○○○17171717番番番番委員委員委員委員  私も○○園は行けなかったんですけれども、○○会、○○会は見せてい

ただいて、○○会は、客観的に見れば、そろっている道具類とか担当制というところは私

たちに近い保育をされているかなというのは感じました。ただ、それが表面上のものなの

か、深い意味でというところは、客観的に見れば、道具も同じようなものがある、食事風

景も担当制がされているというのは見えたんですけれども、法人さんとしての考えとか、

そういう分ではまだちょっとわかりにくいというのがありました。 

 それから、○○園は、建物とか道具類については○○市のをそのまま使っているので、

それは問題外と言うとおかしいですけれども、あと数年後には建てかえると言われていた

ので、橋本市が建物も道具類もちゃんと用意するので、その辺はそんなに問題ないかなと

思うんですけれども、ただ、私が保育の細かい部分で質問したときに、○○市の公立保育

園のやり方をそのまま引き継いでいますと。例えばお茶を飲むときに紙コップを使われて

いたと思うんですけれども、これは公立保育園がこうされていたからしているんですとか、

そういうふうな細かいところで言えば、気になるところを質問すれば全てそういうふうに

答えられたので、じゃ、法人さんとしての保育のやり方とか方法とかはどうなのかなとい

うところで疑問が残っています。逆に言えば、橋本市の保育も、委員長も言われていたと

思うんですけれども、橋本市ではこういうふうにしていたのでと言えば、それをうまく引

き継いでもらえるかなというところもあります。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  18番委員はいかがですか。 

○○○○18181818番番番番委員委員委員委員  今日の委員長のお話を聞いて、○○会がビジネス的ではないかというこ

とも聞かせてもらって、ああ、そうなのかなと思ったんですけれども、私は単純に子ども

の姿を見せてもらって、子どもらしいというか、あまり枠に入れられていないような、子

どもらしく元気に活動出来ているなと思ったのは、○○会の○○園を見せてもらったとき

にそんなふうに感じました。０歳、１歳の子も、ここから来たいということで、すごく興

味を持って寄ってくる目の感じだとか、４歳・５歳の縦割りでパーティションを取って一

緒に活動している様子だとか、私が保育の中に入っていくと、壁面に飾ってあるものを、

これはどんなふうにしてつくったのかと聞きますと、初めて入ってきた人に対しても色々

教えてくれる様子からすると、公立幼稚園の園訪問とか保育園とかに行かせてもらったと

きに子どもたちが接してくれる様子とよく似ているなと感じました。 

 ○○園の子どもたちは本当にすごく静かに保育されているというか、でも、見せてくれ
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ていた中身が、絵本を読んでいる場面だとか、歌を歌っている場面で、本当の子どもの姿

が中々見られなくて、今日は絵本を３冊読みましたねという感じで、あと外に出ていった

りしていたので、外に出ていったところにかかわっていけばよかったんですけれども、そ

このところが出来なかったので、本来の姿はどうなのかなと。 

 あと、○○会の保育園のところはすごく元気があって、土まみれ、ほこりまみれで遊ん

でいたところが子どもらしいなとは思ったんですけれども、やや、私は公立幼稚園で同じ

ように泥んこになって遊んでいる子どもたちなんですけれども、その私の目から見ても、

ちょっと清潔ということについてはどうなのかなと思って、子どもたちがいない保育室を

見ると、たんすの中が結構乱雑であったりとか、先生の脱いである靴のかかとが踏まれて

あったりとか、細かいところが気になってしまって、子どもはすごく元気には遊んでいた

んですけれども、そこが気になったのは気になったんですが。 

 でも、○○会のところでは、保育者の力というか、実際に子どもに接している先生方の

意見がすごくよく反映されて保育をつくっていけるのかなという、たびたび研修を行った

り、会議を行ったり、打ち合わせをしてつくり上げていっているのかなというのは、資料

のところとか今日のお話からは見せてもらったんですけれども、○○会だとか○○会のと

ころは理事長先生の意思がすごくはっきりしているので、結構トップダウンというか、中

で働く先生の思いというのは反映されにくいというか、わからないですけれども、そこの

ところはどっちがいいのかなと。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  そうですね。どれも一長一短、付けがたいところはあって、最後の園です

と、伸び伸びはしているけれどもという思いとか、３つ目の○○園の場合は本当に建物と

か中にある遊具のことは除外して考えてあげないと不利だというのは思いました。 

 ２つ目の園に関しては、○○会さんは、今はやりのものとか、ある程度、よいか悪いか

は別として、保護者が期待するもの、保育上の例えばコーナー保育とか、さまざまなもの

を入れているので、決して悪くはないとは思いました。一応全部カバーはしているんです

ね。コーナー保育をしていたり、担当制をしていたりとか。なので、決して質が悪いとは

思わなかったんですけれども、むしろ建物もですし、ある程度均質なものを提供している

という点では同じ、苦情、文句があるわけではないですね。ただ、均質であるために、個

性が出にくくなるという保育上の課題はあるなと思いました。 

 どうぞ、５番委員。 

○○○○５番５番５番５番委員委員委員委員  実際、私は○○園と○○会にだけ行かせてもらったんですが、○○園の
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子どもたちはすごくやっぱり、絵本があって、元気がなかったんですけれども、私だけ外

に遊びに行ったんです。そうしたら、子どものほうは寄ってきて、私を捕まえて振り回し

たので、そういう部分も、自然な子どもの中に入った場合に多少はあるのかなという部分

も感じたので、全くそうではないんじゃないかなとも感じたんです。実際私だけ外に出て

いって子どものように遊んでいたんですけれども、遊具のこととかがすごく気になったの

で。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  ４番委員、どうぞ。 

○○○○４番４番４番４番委員委員委員委員  私は最初の○○園と○○会さんに行かせていただいたんですけれども、

同じように思いまして、元気がないとか静かとかは、たまたまそういうカリキュラムとい

うんですか、一日の流れの中でやってはったので。最後のほうで園庭にも出ていたので。

私も同じように、やっている中でも抜け出してきたような子にずっと連れ回されたので、

元気がないとは全く思いませんでしたし、経営者の理念が、主任の教員に質問しても全て

はっきり答えが返ってきたので、すごい感じがいいなと。 

 ○○会さんのほうは主に園庭で遊んでいるのがメインだったので、それと、園のつくり

からしても、どこへ行っても園で遊んでいる児童が見えるような状態だったんです。○○

園のほうは奥に園庭があったので、教室を超えないといけなかったので、それで見えなか

っただけだなと思うのと、あと、給食のことに関しても、総合的に見て、経営者の理念が

しっかりしていないと、園としての運営がぶれるというんですかね、親の意見を取り入れ

るというのももちろんいい、僕らも文句を言うていくので、取り入れられないといけない

とは思うんですけれども、やっぱり経営者の理念がしっかりしていないとぶれぶれになり

ますので、私はその点で○○園さんは非常にいいかなと感じます。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  どうぞ。 

○○○○17171717番番番番委員委員委員委員  私は○○園は実際見学には行っていないんですけれども、皆さんがとて

も静かだったとおっしゃられていたんですが、私らはふだん、気持ちよく生活するために

は、社会に出たら社会のルールはあると思うんです。保育園では保育園のルールもあるし、

クラスではクラスのルールがあるので、その辺のところをきっちり伝えていって、みんな

が気持ちよく生活出来るようにというのは園の職員も考えているんです。だから、やっぱ

りかかわる大人が子どもにしっかり丁寧に言葉を伝えるということで、すごく落ちつくと

いうか、そういうふうには考えています。だから、そういうところで、絵本を読んでいた

り、お部屋にいるときは先生の話を聞くとか、友達の話を聞くというところはやっぱりき
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っちりルールは決まっているのではないかなというのは思いました。だから、外へ出たら

外では一生懸命活発に遊ぶというふうな、子ども本来の持っている力とか、そんなので

色々めり張りがあるのではないかと。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  そうですね。今は、聞くときは聞いてくれて、遊ぶときは力いっぱい遊ん

で伸び伸びとさせようという流れではあるんですね。両方とも好きなようにだけ、自由に

元気がいいというだけだと、今度は落ちついて出来ないとか、集中して聞けないという子

どもさんになりがちと言われているので、両方出来る子がいい。聞くときは聞くし、遊ぶ

ときは力いっぱい遊べるという保育を目指してもらえるというほうがやはりいいだろうと

いうふうにはなるかと思います。 

 あと、見に行かれた方はいらっしゃいませんか。何か感想等を今のうちにぜひ。行かれ

た方、ぜひ一言。どうでしょう。 

○７番○７番○７番○７番委員委員委員委員  お話を聞かせてもらっていて、○○会さんの○○園を見学させていただ

いたんですけれども、自主的に動くというふうに理事長の方は言っておられたと思うんで

すけれども、私たちが見たときに、絵本を読んでいらっしゃるときに、後ろに付いている

先生が、前を向かない子に対してちょっと怖い顔でとんとんというふうにやっていたのを

見てしまったので、100％自主的にという、それだったら、「僕は絵本を聞きたくないん

や」というのも通じるのかなというぐらいの、ちょっと言葉とのギャップという、自主的

にということに関して100％じゃ、もちろん、そんなんじゃルールが通らないというのは

わかるんですけれども、そういうところをちらっと見てしまったので、言葉だけで動かさ

れるというか、気持ちを動かされるのもあれかなと思って、実際に見学に行かせてもらっ

てわかることもあるなとは思いました。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  幼児なので、教えていくとか、しつけていくというところは絶対要るので

ね。それなしに自由にするととても大変なことになっていくので。瞬間、見たことだけで

は判断しないほうがいいかなとは思いますけれども、そういうところを見たということで

すね。 

 じゃ、お隣の８番の方ですね。 

○８番○８番○８番○８番委員委員委員委員  私も同じく○○会さんですけれども、園の配置の仕方、ガラスが子ども

の手の届くところにあったり、危ないものが下に置いてあったりしたので、それを伺った

ら、物が壊れたら、そこでガラスが割れたら使えないんだよということを身をもって体験

して欲しいということで、ちょっと高いところ、子どもが届くようなところに花瓶があっ
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たり、水槽があったりしたんです。でも、それは親の目線から言うと、けがをしてしまっ

た後では遅いかなと。もちろんおっしゃっている意味もわかるんですけれども、まだちっ

ちゃかったり、そこまで理解出来ていないうちに、ちょっと危険かなというのは感じまし

た。 

 あと、先生の子どもを見る目というのは、さっきもそれだけでは判断出来ないとは思う

んですけれども、ちょっときつい感じが見受けられたと。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  ○○会ですね。 

○８番○８番○８番○８番委員委員委員委員  そうです。今そこのあれが上がってしまったんですけれども。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  もう１カ所は行かれましたか。 

○○○○８番８番８番８番委員委員委員委員  はい。私は○○会さんと○○会さんに行かせていただきました。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  じゃ、○○会さんはいかがでしたか。 

○８番○８番○８番○８番委員委員委員委員  そうですね、○○会さんは、さっきのやっていることの違いがすごくあ

るのは、お外で遊んでいる姿とお部屋の中でお歌と絵本を読まれている姿とは全然、子ど

もたちの活発さや落ちつきというのが違うので、判断しにくいなとは思うんですけれども、

さっき18番委員がおっしゃっていたように、○○会さんは結構積極的に、私たち、下の子

を連れていっていたので、その子にもかかわっていたり、私が園の中で、ちょこちょこと

言ってくれたりもしていたので、子どもらしい姿を○○会さんのほうで見てしまったので、

その辺は判断しにくい部分ですけれども。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  色んな感想があって。あとはいかがでしょうか、行かれた方。どうぞ。 

○○○○６番６番６番６番委員委員委員委員  私は全園に一応行かせてもらったんです。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  そうですか。ありがとうございます。 

○○○○６番６番６番６番委員委員委員委員  ○○会の感想。○○会は２回また別で行かせてもらって、そのときはお

昼寝の時間だったので、これまた静かだったんですけれども、主任の先生とかのお話を伺

ったら、「怒らないって、本当に怒らないですか」と聞かせてもらったら「いや、怒りま

すよ」と言って、園長先生も「怒ります」と言って。でも、理想としたら怒らない保育と

いう理想だと。皆さんに見えるので、怒るときは怒るという感じで、さっきも携帯が鳴っ

て、怒りますと言っていたので、怒らないことはないので。でも、そういう理想ですね。

私も家で子どもを結構叱ったり注意とかをするので、保育園ではちゃんとじゃないけれど

も、みんな家で怒られまくっていると思うので、保育園でそういうふうに怒らないという

理想で、しっかり言葉で説明していくような保育をしてもらったらいいかなと思いました。 
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 ○○会は、ビジネスライクとさっき言っていた言葉がどんぴしゃというか、イメージで

すけれども、私ら保護者のニーズに本当に合わせているかなという。ＩＫＥＡの家具とか、

そういうのが結構おしゃれな感じのお部屋だったので、国際化とか、理想というか、保護

者のそういう意見を取り入れているのかなというイメージで。悪いとかじゃないですけれ

ども、現代っぽいなという感じを受けました。 

 ○○会は建物がレトロな感じであって、私らが保育園で行っていたようなレトロな、懐

かしい感じをすごく受けました。さっきおっしゃっていたように、こっちが要望したら聞

いてくれるような感じかなと。 

 でも、理念というのが一番しっかりしたのは○○会さんかなと思いました。ぶれはない

と思って。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  そうですね。理念として目指すということと、現実に今すぐ出来ているか

はまたね。叱るに関しても、叱らないような保育をしていこうという流れだと思います。 

 あと、いかがですか。何か感想。どうぞ。 

○○○○９番９番９番９番委員委員委員委員  私は、今このプレゼンとビデオを見せてもらって、１つずつの感想を言

わせてもらいます。 

 ○○園さんは、言っては悪いんですけれども、すごく暗く感じたんです。先生が大人し

いというか、それはいいことですけれども、職員の方もちょっとぴりぴりしているんじゃ

ないかなと思ったんですが。それは私の見方です。でも、いいことは、心を開く、本音を

出す、そういうことを、子どもに話しかけるとか、そういう向き合う姿勢はすごくいいな

と思いました。それと、待つことの大切さ。本当に家では焦りながら子育てして、そうい

う気持ちを言ってもらえるというか、そういう姿勢で先生が接してくれるというのはすご

くいいことだと思いました。 

 そして、○○会さんは、皆さんがおっしゃるように、すごく今風なんですよね。○○会

さんのプレゼンに変わった時点で、ここの空気がぱっと変わったように思うんです。入っ

てきた瞬間に、わあっという感じで、これはすごく雰囲気の違う人で、理事長さんもすご

く若くて、ちょっと雰囲気が違うなと思ったんですけれども、今、収支のこととかを聞か

せてもらって、今風やからあれかなと思っています。 

 ○○会さんは地域に密着したような雰囲気で、○○という雰囲気が、地域で子育てして

いるなという感じがすごくしたんです。言葉は悪いかもわからんけれども、大らかさが出

た保育かなと思いました。でも、今、みなさんが言われたように、橋本市でこういうふう
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にやってもらえますかと言ったら、その意見を聞いてくださるという感じでやってくれる

のと違うかなとおっしゃったので、そこは１つのいいところかなと思いました。 

 色んなことはありますけれども、すごく難しい審査だなと思います。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  ありがとうございます。じゃ、もうお一方、いかがですか。 

○○○○10101010番番番番委員委員委員委員  今、橋本に２つあって、これが３つ目ですね。話とか理念とか内容は別

にして、○○会さんがするとなると、２個の運営ということになるわけですね。運営して

いくにあたって、３つのうち２つを運営するほうがいいのか、やっぱり競争原理を働かそ

うと思ったら、それぞれ違うところにやらせてみる、そうしたほうが競争で全体がレベル

アップしていくということもあるのかなと思います。 

 それと、私は和歌山県に住んでいますので、業者さんの本拠地を見ますと、出来れば和

歌山県は和歌山のものにやらせたいなと。橋本で誰かするというのであれば、それが一番

いいことだと思うんですけれども、橋本市内から手を挙げてくれている人がなかったので、

せめて、内容はもう１つ別に置いておいて、県内の業者にやらせたほうがいいんじゃない

かとも思います。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  ありがとうございます。そうですね、競争原理を、新たな風を入れるとい

う観点も確かにありますね。指定管理に関しては、当初のころは地域密着型で始まったん

ですけれども、今は全国展開のものも広く受けていきましょうという流れにもなってきて

いますね。だから、地元密着型でなくても、新しいものとか、いいものを選んでいきまし

ょうという流れではあるかと思います。 

 皆さんのご意見を聞きましたので、一応これから難しい、決めなきゃいけないというと

ころにいよいよ入りたいと思うんですが、どうでしょうか、一回休憩をとってですか。そ

れとも、このまま採点に入るということでよろしいですか。採点に入る。じゃ、どうぞお

願いします。 

○○○○副委員副委員副委員副委員長長長長  すみません、一言、私のほうから、皆さんの今のご意見をお聞かせいた

だいて感じたことを申し上げたいと思います。 

 先ほど競争原理を働かすほうがいいんじゃないかというお話もあったんですけれども、

今まで、うちのほうもこども園は今回で３件目ということです。それ以外に旧橋本市のと

きに私立の幼保一元に特区を取って取り組んで、法人に来ていただくような取り組みをし

たりということもこれまでの橋本市はしていまして、今その１つの法人さんの中から出て

いる意見として、単園というのが橋本市はどこまでも単園でいくのかというところですけ
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れども、いい部分も悪い部分もあるんです。というのは、２つとか複数園持っておれば、

職員さんのそれぞれ異動が出来るんですけれども、職員さんは１つの園でずっとというこ

とになりますので、いわゆる研修であるとか色んな意味で交流というのが中々うまくいか

ないという別の面も１つはあるということも言われています。 

 あと、県内からというお話もあったんですけれども、橋本市の保育園の先生方、市の職

員ですけれども、保育に対してすごく前向きに自分たちで努力してこれまで研修を重ねて

こられました。そこを民営化するのかということで私たちはかなり先生方から言われてい

るんですけれども、自分たちで会費を出し合って、自分たちの目標とする園に色々研修に

行かれたり、また、講師の先生をそういう園から呼んでこられて講演会を開いたり、独自

の取り組みもずっとされてきたという経過があります。それで、必ずしもその目標とする

園が県内にあるかというたら、そうとも一概には言えなくて、近隣の他の自治体というか、

県外へも出かけていって、色んな技術の習得とか、考え方の習得に努めてこられたという

経緯がありますので、必ずしも自分のところの地域からというのでもないし、地域の中に

も非常にいい法人さんも現在根付いていただいているというのもありますので、そこは市

としての取り組みも含めて、限定せずに考えていただいたらいいのではないかと思います。

もし補足がありましたら、おっしゃっていただいたらいいと思いますけれども。 

 以上です。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  よろしいですか。 

 じゃ、そろそろ採点に入りたいと思いますが、ご意見のある方はいらっしゃいませんか。

よろしいでしょうか。じゃ、これから少しの時間をとりまして、採点に入らせていただき

ます。何分ぐらいかけて採点しましょうか。休憩も入れますと、６時５分ぐらいまでにし

ますか。もうちょっと長くてもよろしいですか。事務局で決めていただいたらいいと思い

ます。 

○事務局○事務局○事務局○事務局  じゃ、６時10分までに回収いたします。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  10分までに回収ということで、皆さん、どうぞよろしくお願いします。 

（採点） 

○○○○委員委員委員委員長長長長  皆様、お待たせしました。結果が出たようです。今お配りしています。 

 それでは、事務局から発表をお願いいたします。 

○○○○事務局事務局事務局事務局  それでは、お手元に資料が届いたかと思いますので、結果の発表をさせて

いただきます。結果につきましては平均点で申し上げます。 
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 社会福祉法人子どもの家福祉会さんが71.5点、社会福祉法人○○会さんが66.6点、社会

福祉法人○○会さんが68.3点となりました。社会福祉法人子どもの家福祉会さんが平均点

71.5点で、60点以上の基準を超えた最高得点となっております。前回第１回の選定委員会

において、指定管理者の選定基準の考え方の中で、最低基準60点以上、その中で最高得点

を得た法人を橋本こども園の指定管理者候補者として決定することになってございます。 

 以上でございます。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  ありがとうございました。ただいま事務局で発表されました選定基準では、

今説明していただいた最低基準60点以上ということで、最高点を得た社会福祉法人子ども

の家福祉会さんが橋本こども園の指定管理候補者として選定されたということになりまし

た。皆さん、何かご意見はございますか。 

 ないようですので、本委員会といたしましては、社会福祉法人子どもの家福祉会を橋本

こども園の指定管理候補者として選定するということになりました。特に何かございませ

んか。 

○○○○９番９番９番９番委員委員委員委員  １つだけ聞かせてもらってもいいですか。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  どうぞ。 

○○○○９番９番９番９番委員委員委員委員  最初にここへ寄せてもらったときに２階建てだとおっしゃって、乳児が

上で、３歳児・４歳児・５歳児が下だとおっしゃったんですけれども、さっきプレゼンの

ときにそこの園長先生と理事長さんが、乳児は下にして、大きい子を２階にしますとおっ

しゃいましたよね。 

○○○○４番４番４番４番委員委員委員委員        出来ればしたいと。 

○○○○９番９番９番９番委員委員委員委員  出来ればしたいで、それは出来るんですか。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  じゃ、設計上のところのお話をいただきます。どなたに答えていただけま

すか。事務局。 

○事務局○事務局○事務局○事務局  設計上は上が乳児になっております。今からの設計変更は困難ということ

になっております。 

 ただ、理事長もおっしゃっていたとおり、３階のところでもやっていますし、あそこの

２階のところもやっておりますので、その辺は対応していただけると考えております。 

○○○○９番９番９番９番委員委員委員委員  そのほうがお母さんも安心やと思いますけどね。わかりました。 

○○○○委員委員委員委員長長長長  ありがとうございました。それでよろしいでしょうか。 

○○○○９番９番９番９番委員委員委員委員  はい。 
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○○○○委員委員委員委員長長長長  それでは、長時間、委員の皆様、ご苦労さまでした。今後は、保護者、市

民の方々、それから橋本市及び橋本市の保育所・幼稚園のここにいらっしゃる皆さんで、

橋本こども園が最善の保育が出来るように支えていきたいと思います。 

 では、事務局から、今後どういう報告の仕方、手続をされるのかを説明していただけま

すか。 

○○○○事務局事務局事務局事務局  それでは、これからの手順でございますが、まず、本日の結果を市長に報

告させていただきます。その結果に基づきまして、12月議会におきまして指定管理者の議

案を提出する運びとなります。 

 また、申し込まれました法人さんにはこの結果をそれぞれの法人さんに報告させていた

だきます。報告の仕方といたしましては、当該法人以外、法人名は伏せまして、今発表い

たしました平均点を明記して報告させていただきます。 

 続いて、２点目ですが、これは守秘義務についてのお願いでございます。今回決定しま

した内容につきましては、議会に提出するまでは口外しないようによろしくお願いいたし

ます。 

 それから、今お配りしました採点集計表、既に先ほど連絡させていただきました資料等

につきましては全て机に置いて帰ってください。くれぐれもお持ち帰りにならないように

よろしくお願いいたします。 

 それでは、委員長さん、長い間、委員会の運営をありがとうございました。これをもち

まして委員会を閉会したいと思います。 

 最後に、閉会にあたりまして副委員長から一言ご挨拶をいただきたいと思います。 

○○○○副委員副委員副委員副委員長長長長  それでは、最後に私から皆様方にお礼の言葉を申し上げたいいと思いま

す。 

 都合３回にわたりましてご参加いただいた方、中には、施設見学に行けなくて会議２回

という方もいらっしゃいますけれども、皆様方大変お忙しい中、橋本こども園の指定管理

者の選定のために時間を割いていただきまして、本当にありがとうございました。本日も、

少し過密スケジュールの中で休憩時間も十分にとれなかったわけですけれども、最終、そ

の候補者となる法人を選んでいただきましたことに厚くお礼を申し上げます。 

 今後は、議会の議決を得まして、その後、今回選んでいただいた法人と各保護者会、園

とかそういった関係者の方々でまた具体的な概要の詰めを行っていくことになりますけれ

ども、どうかそのときにもご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げまして、最後に、
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簡単ですが、私のご挨拶とさせていただきます。 

 本日は本当にありがとうございました。 

○司会○司会○司会○司会  以上をもちまして閉会とさせていただきます。本日は大変ありがとうござい

ました。気を付けてお帰りください。 

 


