
⑨その他にご記載いただいた内容　　　　※原文のまま掲載
・子供が楽しく過ごせれば、何でも良い。 ・もっと検討を、時間をかけてていねいに。
・子供の心のケア・民営化のスケジュール。 ・子ども、保護者への負担が大きくならないこと。

第１回保護者説明会アンケート集計結果
出席者数：１３２名（うち、アンケート回収数：１０３枚）

問1　子どもを保育園に預ける際に優先したいこと

問2　町立保育園を選んだ理由

問3　町立保育園の民営化にあたり、特に留意すべき点

・そもそも民営化の目的が理解できること。本日の説明だと多様なニーズに応える為にはヒト・モノ・カネが
不足していることが問題。その問題解決に民営化がマッチしているかが不明確です。
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100% ①　園の理念や方針がしっかりしていること　（５件）

②　安心して任せられる保育士がいること　（３４件）

③　安全に配慮されていること　（９件）

④　行事・体験等を通して豊かな子どもの成長を考えた保育を行っていること　（３８件）

⑤　特徴のある保育を行っていること　（０件）

⑥　幼児教育に力を入れていること　（０件）

⑦　通勤・家の近くであること　（５件）

⑧　公立であること　（０件）

⑨　施設・遊具が充実していること　（０件）

⑩　園庭が広いこと　（１件）

⑪　特にこだわりはない　（１件）

⑫　未回答　（１０件）
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100% ①　園の理念や方針がしっかりしていること　（１０件）

②　安心して任せられる保育士がいること　（１２件）

③　安全に配慮されていること　（３件）

④　行事・体験等を通して豊かな子どもの成長を考えた保育を行っていること　（３６件）

⑤　特徴のある保育を行っていること　（４件）

⑥　幼児教育に力を入れていること　（０件）

⑦　通勤・家の近くであること　（２０件）

⑧　公立であること　（４件）

⑨　施設・遊具が充実していること　（０件）

⑩　園庭が広いこと　（０件）

⑪　特にこだわりはない　（７件）

⑫　未回答　（７件）
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①　子どもの保育環境への配慮　（２７件）

②　町立保育園の培ってきた保育方針・内容の継続　（４１件）

③　保護者ニーズへの対応　（３件）

④　保護者への丁寧な説明　（２件）

⑤　移管する保育園の質・水準の担保　（６件）

⑥　保育士等の年齢・経験年数のバランス　（１件）

⑦　民営化後の保育課題に町が責任をもって対応すること　（８件）

⑧　民営化により、保育サービス・子育て支援施策を充実させること　（２件）

⑨　その他　（５件）

⑩未回答　（８件）
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⑥その他にご記載いただいた内容　　　　※原文のまま掲載
・長期的に事業として存続していけること。

問4　事業者を選定するにあたり、特に重視すべき項目

問5　大泉町の保育施策として力を入れて欲しい政策
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①　町内の法人　（０件）

②　保育所運営の経験がある法人　（９件）

③　運営方針や財務状況等がしっかりしている法人　（９件）

④　保育内容を重視している法人　（１５件）

⑤　町立保育園の培ってきた保育方針・内容の継承してくれる法人　（５９件）

⑥　その他　（１件）

⑦　未回答　（１０件）
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100% ①　一時預かり事業　（９件）

②　ショートステイ事業　（３件）

③　病児保育事業（病児・病後児対応型）　（１１件）

④　病児保育事業（体調不良時対応型）　（９件）

⑤　延長保育事業　（１３件）

⑥　休日保育事業　（４件）

⑦　地域子育て支援事業　（１４件）

⑧　障害児保育事業　（７件）

⑨　副食費の無償化　（７件）

⑩　災害時・緊急時の対応　（５件）

⑪　未回答　（２１件）
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№ 内容

1 祝日保育を望みたい

2 子ども達が感じる環境の変化が最小限であること。

3 今まで通りの町立保育園のアイヌや沖縄等の伝統のある行事、自由保育、継続してほしいです。

4 特にありません。

5 子供達が不安にならないよう対応して頂けるとありがたいです。

6 子どもに、ストレスなく引き継ぎをしてほしい

7 子どもに負担なく、スムーズに引き継いで欲しい。

8 子供たちが不安のない保育

9 充分な期間が必要かと思いました。

10
引き継ぎ保育は長期間を想定してスケジュールを組んでほしい。また、町立の保育士が派遣された
園で主体的に動けるような体制づくりをお願いしたい。

11
今までの町立の保育の仕方を続けて欲しいです。リズムや歌、アイヌの文化等、続けて欲しいで
す。

12
どの園でも子ども達は育っていくとかではないですよね。それを言われたらどの保育でもべつにいい
じゃんて上の人達が思っているのがバレバレですよね。

13 できるだけ今までの保育方針・内容を継承できること。引き続き子供たちが安心して通えること。

14 子供が、安全で楽しく過ごせるなら、望むことなし

15 子供が主役なので、子供第一に何事にも取り組んでほしい

16 もっと期間を延ばした方が良い。

17
今の正規職員・パート職員が1人でも多く北保育園に残ってくれること。今の伝統文化、歴史、保育
への取り組みは絶対に変えないこと。これを勉強した経験のある職員であること。(親のため、見せ
るためのやらされている保育は嫌です。子ども自らがやりたくてやる保育をしてもらわないと困る)

18 あまり変化のないように。

19
子どもがしっかり(新しい)環境への対応ができること。→先生が変わる、今までの行事と違う等ある
と思うので

20 そもそも再検討を

21
今の南保育園がとても気に入っています。子どもがのびのびと遊ぶ姿に心より安心しています。どう
か今のままの変わらない保育を強く希望します。

22 子どものストレスにならないように引き継ぎをしていただく事です。

23 子どもが新しい環境にスムーズに慣れるよう配慮して欲しい

24 子供を今の保育園のまま、卒園できれば、それが一番良いです。

25 引継ぎ保育については話を聞きましたがいっさい望んでいません。

26 とにかく子供達にストレスをあたえず、今までと同じ様に保育園生活を送れる様にしてほしいです。

27 保育のやり方のすり合わせ

28
3/25保護者の方々から話であった意見についてよりそっていただきたい。民営化のスケジュールを
もう少し長いスパンで考えてほしい。

29
保育士さんのほとんどがこれまでの町立の時の保育士さんのままでいてほしいです。そして保育内
容も変えないでいてほしいです。

30
年長、年中さんは町立の先生のままで卒園がいいなと思う。長年見てもらっている子供たちにとって
は大切な事の１つだと思います。

31 在園する子ども、その保護者に大きな負担影響がないようにしてほしい。

問6　引継ぎ保育の実施にあたり、望むこと　　　　　※原文のまま掲載



№ 内容

32 子ども１人ひとりの性格や成長状態などの情報共有

33
豊かでのびのび過ごせる環境と文化や自然と触れ合える遊びを通して学べる保育が望ましい。身
体で感じて精いっぱい遊びつくして欲しい。

34
今の保育内容が、どこまで継承されるのか不安です。様々な取り組みをしている園なので、3ヶ月で
は引き継ぎが出来ないので、半年以上を望みます。

35
在園児にとって、保育環境が変わることによって、保育園に行きたくなくなることが一番の懸念です。
移行期間は特に細心の注意をしてほしいと思います。

36
今まで、私も子供たちも大好きだった生音、リズム、アイヌ、竹のぼり、何事にも本気でとり組むこと、
全てを続けてほしいです。

37 子どもたちの不安を少なくすること。先生方の不安を少なくすること。

38 子供の性格をしっかりと理解し、その子に合った保育をしっかりと引き継いでいってもらいたい。

39
子どもたちのこともたいせつですが、今まで頑張ってくれた先生たちの今後も気になるところです。
望むところは、子どもたちが不安にならずになるなら親としてはそこが大事になってきてます。

40 保育方針を継続してほしい。子どもたちの心のケアをしっかりやってほしい。

41
子どものケア。臨時保育士さんの雇用を積極的に行っていただき、町立保育園の雰囲気を継続して
欲しい。

42 引き継ぎ前年度まで(町立運営)の保育士のモチベーションが落ちないように

43 今の状況が変わらずよりよくなりますように

44
子どもたちはアイヌ、沖縄など伝統のものが大好きです。このことは絶対になくして欲しくないです。
(親父まつり、親父たいこ含む)３～６ヶ月の引継ぎだと町立の良さ(夏祭り運動会)の引き継ぎが出来
ないと思う。

45 子供の特徴などまでしっかりと引き継ぎいただきたい。

46
子どもにとっても保護者にとっても、環境変化の少ない引継ぎを行うこと。また、慣れた保育士から
変わることは子どもにとってもとまどい等あると思うため、なるべく現在の保育士さんが残ること。

47 子供のストレスが心配なので、町立の先生方が積極的に介入してほしい。

48

伝とう文化、行事だけでなく、リズムや歌を引継いでほしいです。こどもに引継ぐのはもちろんです
が、保育士への知識、技術の引継ぎ等、おねがいします。私も、リズム、歌、伝とう文化を大切にす
る園で保育士をしていますが、3ヶ月～5ヶ月では、絶対に無理です。保育士さんへの研修など、ど
のようにお考えですか。

49 期間が短い。説明が不足している。子ども、保護者の不安を解消してから

50 子どもたちはもちろん、先生方にとってもなるべく負担のないようにしていただきたいです。

51
子供が安全にたのしく過ごせることが一番だと思います。子供にとっては「民営化」と言われても何
が何だが分からない(親でも分からないことが多い)ので、少しでも見知った先生がいたほうが慣れる
のではないでしょうか。また、保育士さんの待遇もより良くなればと思います。

52
スムーズに安心して引継ぎができるようなら、子ども、年齢、発達状況にあわせた引継ぎにしてほし
い。



№ 内容

53
子供達のとまどいや不安がないように。臨時の保育士がどのくらい民営化した保育園に残るのかき
ちんと公開してほしい。職員体制に町の教育委員会の人よりも保育士意見を重視すること。引継ぎ
保育の期間をもっと長期間やってほしい。(その期間に保ゴ者たちで懇談会をやってほしい。)

54

現在、町の保育士として働いている臨時保育士さんが民営化によって「働きたくない」と思ってしまう
ようになることが悲しいです。子ども達を傍で見て下さる保育士さんのメンタルケアが大切だと思い
ます。町立の保育士として楽しんで下さっている保育士さんが引き続き楽しく子どもを見続けてもら
いたいです。

55 子供が環境の変化についていけるか、心のケアをしてほしい。

56 子どもが楽しく安全にすごせる。

57 決定みたいに言ってますけど?先生たちが望む園を絶対に選んで下さい。

58 短すぎます。もっと時間が必要です。

59

正職先生が弾いているピアノや和太鼓の演奏技術や保育理念を引継げる十分な期間(年単位で)を
準備期間として設けてほしい。全員北保育園に移動するのではなく、最低限必要な人数を西・南保
育園に派遣して(年単位で)、北保育園で新規の保育士さん達を研修してほしい。なるべく現存の状
態を、ゆるやかに引き継いでほしい。(年単位の希望は３～５年)

60
行事や日々の保育での体験、保育方針、保育内容の継続、園児の個性を尊重し、心豊かな教育を
継続

61
すべての子どもたち、保ゴ者が安心して園を利用できること。残る保育士が、今までの保育を自信を
もって引きつげるまで十分な引継ぎをすること。

62 子どもの心のケア、不安にならないように

63

前回の質問用紙にも書きましたが、・子どもたちの体が思わず動き出すリズム・先生方の想いがこ
もった歌や手作りの劇・物語の世界の中で楽しむ遊び、それに伴う手作りの衣装や道具・すべての
活動の中になるピアノ演奏やたくさんの種類の楽器の演奏　これらをそのままの形で残して、そのま
まの形で子どもたちに経験させてあげてほしいです。説明会の中でもありましたが、引継ぎ期間３ヶ
月から必要であれば延ばすことは可能とのことでした。現在コロナの影響で、先生方はなるべくコロ
ナ前と変わらず、子どもたちがたくさんの経験ができるよう試行錯誤しながら日々の保育、行事等を
やってくださっていると思います。それでも今まで当たり前にできていた行事が中止もしくは縮小とな
り、本来の保育ができていない状況です。この状況下で、新しい職員が見学や研修、そして引継ぎ
保育に来たところでコロナ対応用の本来の保育では本当の意味での保育の継承は絶対に不可能
です。また行事等も全く知らないまま民営化になり、どのように「保育内容は変わらないように」でき
るのでしょうか?また民営化後に正規職員が、西・南保育園に派遣されるとのことでしたが、それだけ
でなく民営化で新しく保育にあたる職員が北保育園に研修にいくことも必要ではないでしょうか?ま
た、今はコロナで保育士部会の研修は中止になっているものも多いと思いますが、そういったものに
も積極的に参加していかなければ、今の保育内容に近づけていくことは難しいかと思います。民営
化になってしまっても、北保育園と西・南保育園の３園のつながりは継続していってほしいなと思い
ます。

64

期間が短いです！！問６自体がおかしい！！それ以前に2年という期間が短い！！まず事業者決
定までが6ヶ月。質疑応答でもありましたが、こういう保育です、引き継いで頂ける法人ありますかが
先にあるべき！！！引き継いでからとは違いです！！この保育を守ってくれるならよく考えて下さ
い！！！

65
町立の保育は、先生達が休日の研修に出向き、他県や海外にまで行き、その文化に触れ子ども達
が成長していく為にと願いと目標を持って保育して下さっています。その為に保育士自身が閑静と
知識を養う努力をしてきています。引きつぐなんてそう簡単なことではないと思います。



№ 内容

66 引継ぎの期間を長く行うコト。引継ぎの際、北保育園が人が少なくなるので一定期間は人を増やす。

67
町立保育園が大切にしている文化、音楽、表現あそびなど引き続き行ってほしいので、じっくり伝え
合って引き継ぎ保育を行ってほしい。その中で年間の流れを理解してもらう事は必要だと思うので、
１年近くの引き継ぎは行ってほしい。（季節や各行事への理解をもってもらうため）



№ 内容

1 子どもを一番に考えて時間もしっかりとって民営化してほしいです。

2 特にありません。

3
今いる先生達が継続して働けるよう先生達への勤務状況も配慮して頂きたいです。先生達がガラリ
と変わってしまうと親子共々不安です。

4

民営化後、保育士をはけんすると有りますが、その間の町立園の保育指数が少なくなる事になると
思うのですが、どの様にしていくのでしょうか。障害児の受け入れは、どのていど、受け入れていくの
でしょうか。終わりの時間が決まっていたのなら、先に伝えてから質問に入ってもらった方がよかっ
たかと。

5
現場の正規の職員がとても不安で辞めようか悩んでいると耳にしました。貴重な正規職員にも、しっ
かり安心する説明や約束をしていただきたいです。先生も子どもも安心して過ごせる環境を考え実
行してもらいたいです。

6 質疑にもあったように、もっと早い時間に開催して欲しいです。

7

子どもの成長過程において、保育園で「〇〇先生に教わった」ということは非常に重要なことと考え
ます。令和6年度には私の子どもは年長になります。子どもの思い出として「〇〇先生に教わった」と
いいうことが残るように、町内の保育士は1年程度のスパンで引継ぎ保育を行っていただき、子ども
の思い出に町立保育士のことが残るようにしてほしいと思います。

8

民営化の方向があるという説明がなく、決定事項として進んでいることが納得できず、不信感です。
保護者として不満、怒りでしかありません。今回の説明も‘‘予定です，，と話されていましたが、決定
事項であり、何も私達はできません。卒園児が帰る場がなくなるのが悲しくてなりません。町立の生
音、子どもに合わせた速さでの生音、なくさないで下さい！！

9

数年前から正規の職員のさいようがないからと言っていましたが、数年前から民営化の話が出てい
たから、あえて新しい職員を取らなかったんではないんですか?民営化の話が出てからのスケジュー
ルが早すぎる。意見を言う前にもう民営化の話が進めすぎていて困る。町立の保育を知らない上の
人がどの園でも子ども達は育っていくとか言ってほしくない。良さが分かるとか言わないでほしい。質
問していることに対してきちんと答えてほしい。以前しつもんに書いたのに答えていただけなかった
んですが、しかくを持っていない早朝・いのこりの先生達は、保育資格がないけどつづけることはで
きるんですか?上の人達はもっと町立の保育内容を理解してもらいたい！！どこの保育でも子どもは
育つとかではないと思います。民営化の話が一方的すぎて親への説明もなく民営化になります、て
話が出てからの説明会てのはおかしいと思います。何年も前から民営化の話が出ていたかもしれま
せんが、それを保護者に伝えるのが遅すぎる。

10 民営化自体の再考を検討してください。

11 子供２人お世話になっていますが、やっぱり先生方が不安がっています。

12

今の大泉の私立保育園で、子どもを預けたいと思える魅力のある園が１つもない。「なぜそれをやる
のか?」がしっかり持っている保育士でないと新しい保育士を入れても意味がない。柴﨑さんの話だ
とお金のことだけで、子どものことを何もかんがえていないなとすごく！残念でした。質問から逃げて
いてすごくかっこ悪かったです。民営化の話が出る前に教えてほしかった。開催の日時にムリがあ
る。土日のAMにやるべき。子と親のことを考えていない。民営化についてもう一度一から考える期
会がほしい。現場保育士の意見をちゃんと聞いてあげてほしい。

13 どうにか財源の確保をして白紙にはもどらないですか。

14 インクルーシブ保育は良いことだと思うが、線引きが難しいのではないかと思う。

15 再検討を

16 今まで以上のサービスを受けられるよう、必ず良い変化になることを期待しています。

17
保育園の様子、方針がどうか大きく変わることなく、子どもが自由にたくさん土を触り、どろんこにな
り大きく翔たいてくれることを望むばかりです。今の保育が引き継がれることを願っています。

問7　その他自由意見　　　　　※原文のまま掲載
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18
必要なコスト(経費)をより効率的に使っていくことが子どものメリット。そのための民営化。それぐらい
スパッと回答して欲しかった。登だんしている保育士さんはどう考えているのか

19
保育内容の変更についてとても不安だったので、不安が少し解消された気がします。子どもたちへ
の負担を出来るだけ減らせるよう、引継ぎをよろしくお願い致します。

20
自身が事業者側の立場としてメリットが伝わらないです。国、県からの給付金、建て替え時のお金で
非営利団体として存続していけるでしょうか?どのくらい財元が不足しているのか?このままいくと何
がどうなるのか?が伝わると良いと思います。

21

もっと時間をかけてほしい、子供のために。南保の寺西です。まず、もっと職員の方全員の気持ちに
はいりょしてほしかった。職員が不安→保護者はもっとです。職員は入れかえないでほしい。もっと
子供の事を考えてから決めてほしかった。今の町立保育の有り方が好きです。先生はそのままでい
てほしい。保護者に対してはコロナで休園などイレギュラーな事対がおきたときの対応をもっとこま
かくしっかりやっていただきたい。

22

民営化、特別保育への強化による在園するわが子へのえいきょう保育がどうなるのか不安です。ど
こまでの障害をもった子が入ってくるのかも不安です。村田園長は北保に必要な存在です。町の異
動の判断にガッカリです。質問、「障害児の受け入れ」という考えについてどの程度の障害を有する
子どもを受け入れていく方針で在園する子どもとの関わり、クラス編成はどのように考えていくるの
か?在園児への影響はどのようにかんがえているのか?

23
子どもを安心して預けられることが親として一番の願いですが、子どもをみて下さっている先生たち
の環境や働きやすさ等がより良くなることを切に願います。

24 町と事業主で一体となり、支え合って欲しいです。より良い保育ができる様祈ってます。

25
今後も必ず説明会を開催して下さい。各園ごとの方が望ましいです。地域への説明会も希望しま
す。北保育園は公立として残る訳ですが、様々な特別保育を掲げすぎて今まで通りの保育が成り立
つのか疑問です。

26
子育て支援策は町の将来に関わる重要な施策です。子育て支援策が後退することにないようお願
いします。

27

今日の説明会は行く予定はありませんでした。でも、今日の保育園のお迎えの時に担任の先生が
「民営化」のことを聞いたら、「これから北保がどう変わっていくか、私たちもわからないんです」と
言っているのを聞いて、とてもとても不安になり、主人(パパ)に仕事を無理して切り上げてもらい、参
加しました。まだまだ不安な気持ちでいっぱいなので、どのように保育園が変わっていくか具体的に
教えてほしいです。私も村田園長と同じ意見です。

28

町立の保育が大すきです！！先生と子供たち、そして私たち保護者のかんけいせいも大すきです。
でも、それでも思う事がありました。町立の先生たちは今の保育がかわっていく事に不安をいだいて
いるが、先生たちが思っているより、今の保育は良くない！！それにまず、気づくべき、リセットでは
ないけれど、新たな保育に向き合うべき。町は事業所にきたいしているのがわかった。子供は大人
になる、未来の世界を新しく作ってあげたらいい。昔がけっしていいわけではない。西と南が町には
じかれたのではなく、えらばれたと思うべき。不安な部部はたくさんある。かなりある。でも大人が前
向きに考えなければいけない。そしてその行動をすべき時が今！ということ。事業所にきたいするだ
け！やりたい事はそこで！

29
町が期待する基準を満たす事業者が2ヶ月で出現するという発想が安易だと思う。保ゴ者、先生が
納得するとにかく選定を心がけてほしい。

30 民営化を決定する前に保護者へ相談してほしかった。
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31

意見としては少し反対ではあります。この世の中大人よりも子どもたちがガマンしていることが多く、
問題なく進むとは思えません。他に保育園以外にコストをおさえることはできないのですか?保育内
容は変わらないとありましたが、今のままでも全く変わらないので、民営化にする意味が正直わかり
ません。子ども・保護者、先生たちが納得いくような進めかたにしてほしいです。考え直してほしいで
す。よろしくお願いします。

32 民営化、絶対に反対！！先生達の居場所をなくさないでほしい。

33 非正規の保育士さんの負担がとても大きくなるのでは･･･と不安です。

34 町立時の教育方針は特に変えないでほしい。

35
北保育園にも正規保育士以外の会計年度任用職員が残ることで子ども、保護者も安心できる。そ
のため、少しでも多くの会計年度任用職員さんにも残って頂きたく思う。

36 子供にとって、保護者にとって、安心、安全な保育を望みます。

37

説明会の際、上の子の預け先が中々見つからず大変でした。(小学生)また、預け先がなく、説明会
に来る事ができなかった方もいます。次回の説明会は小学生の預かりも考えて頂きたいです。資料
１の２ページ私立保育園が選ばれている理由が分からないとの事ですが、資料として出すのであれ
ば、理由は調査してもらいたいです。資料が次のページに行くときは、一言、「何ページ」などと言っ
て欲しいです。

38

民営化については、他市でも行われているが、大泉町の民営化へのスケジュールが悪い。入園申し
込みのときに説明して欲しい。これから入園する人たちには通知したのか?子ども親不安をどうにか
して欲しい。不信感がつのります。次回は町長さんも参加した説明会として欲しいです。わたしたち
の声、とどくのでしょうか?子どもファーストで！！

39
財源で「子育て支援サービス：をやるとのことですが、具体的に何ですか。臨時保育士さんたいの負
担が大きくなりませんか。民営化にするには、やはり順番がちがうと思った。保ゴ者が賛成するのが
先だと思う！！もう一度、皆が納得するようにしてほしい。

40
何よりも、保育士、保護者、子どもが安心して生活を送れる中で子育てが出来るようになれば嬉しい
です。

41
全体的に計画が甘い。民営化にあたって、など「問題ないか」を説明する事が必要。今日は、この説
明が全くなかった。

42 民営化するメリットが見えない。

43
分かりやすく教えて頂いてありがとうございました。事業者選定がしっかりしているのに安心しまし
た。良い事業者さんが見つかるといいなと思いました。

44 民営化によって、今ある町立保育園の個性、良い部分がなくならないようにして欲しい。

45 もう一度説明会と検討を
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46

説明会の意味が分からなかった。ただ、事前配布した資料を読み上げるだけ、質問の時間は短い、
もっと聞きたい事はたくさんあります。なぜ説明会は一度だけですか?私達には知る義務がありま
す。子供を守りたいです！！全て大切なことではあると思いますが、プロの専門家がいないと本末
転倒だと思います。しっかりと専門員が集まってから新事業を行って下さい。まず、なぜ民営化にな
る事を事前に、せめても先生方や町立の保ゴ者に打診をしていただけなかったのか、とっても残念
です。今回もアンケート回収していますが、全てお読みになっているのでしょうか。保ゴ者は不信感
しかありません。どうしたら大切な我が子を守れるのか必死です。１つでも確定事項があったら、そ
の都度先生方や保ゴ者にはお知らせ下さい。説明会が難しい様でしたら書面でも構いませんので、
必ず知りたいです。私達には知る義務があると思います！！西と南は今後も説明会がありますが
北はないのはなぜでしょうか。非正規の職員さんの次の場所は町が必ず保障して下さい。非正規さ
んがいるおかげで保育園は成り立っています。子供は正職より非正規さんの方が好きですよ！！あ
と、方針は必ず今の保育を引き継いで下さい。自然を大切にする、昔ながらの伝統を受けつぐ、とっ
ても大切な事です。正直、大泉には子供を通わせたいと思える園は町立だけでした。その貴重な園
がなくなると思うと非常に残念ですし、子供の未来は見えません！！第三者委員会には必ず先生
方、保ゴ者を入れて下さい。上の方だけで進めて行かないで下さい！！もっともっともっと！！保ゴ
者や先生の声を聞いて下さい！！

47

町立と私立の運営コストの違いが補助金の有無ということはわかりました。町立に補助金が出るよ
うに制度自体を変えて欲しいです。補助金を受けるために民営化するのであれば、なるべく同じよう
な保育内容・理念で保育していて、現職の臨職のベテラン先生を主任にしてくれる事業者を希望し
ます。大泉町立の保育園で行っている保育は、もっと評価されるべき素晴らしい保育だと思います。
私立保育園のようにもっと取り組んでいることをアウトプット(発信・表現・ＨＰ宣伝)してほしい。町を
挙げてアピールしていけば、定員を上回るようになっていくと思います。むしろ町の特色として生か
すようにしてほしいです！！子どもと保護者、保育者を置き去りにしないでください。東京オリンピッ
クでアイヌ文化の一部が世界に発信されました。何年も前からアイヌの文化を保育に取り入れてい
る町立保育園はすごいです。たった１回のイベントとしてではなく、生活の一部として、毎年様々な文
化を保育に取り入れていること、それを何十年と続けていることはもっと誇るべき伝統だと思いま
す。財政状況なんて理由で断ち切らないでほしいです。もっと話し合いたいです。よろしくお願いしま
す。

48

民営化については反対ではありません。私達保護者の理解もとても大切な事でありますが、私達が
１番大切にしているのは子どもたちです。そしてその子どもを一番みていて、理解してくれるのは現
場の先生方です。先生方が胸をはって保護者にまかせてくれと言えるなら私たちは安心できます。
現場の子どもたち、先生方の理解と協力を一番に考えてください。今回の説明会の中であったの
が、「質疑・応答」のみで残念でした。「保護者の意見を聞く」という時間、「考えを聞く」時間を必要だ
と考えられなかったのだと感じました。なのでそちらの用意した土俵で「質問」としてさせていただき
ましたが、私自身の思いを本当は話したかったです。しかし、結果的には私の発言を通してたくさん
の方の気持ちを聞く事ができ、やはり、その時間を設けることが絶対に必要だと思います。どんな形
でも用意していただく事ができないとフェアではなく、「みんなで協力」なんてのは口先だけで終わっ
てしまいます。ぜひ、みな様の望む場を考え下さい・

49 誠実で明確な対応をよろしくお願いします。

50

民営化は仕方のないことかもしれないが、本当に子どものことを考えているのであれば、スケジュー
ルが短い。また、方向を決定する前に、保護者に対して説明が欲しかった。残念です。町立として残
す一園が特別保育に力を入れるのは良いと思うが、障害児保育について、ただでさえ市立保育園
は支援が必要な子どもの受け入れをしてもらいないときく(にくい)、そのような子ども達が全て町立に
まわされる懸念。町立・私立関係なくインクルーシブな体制をつくる保育行政をすすめてほしい。
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52

「組織なんですね」???です。その当事者は保育士です！！会社だとしたら従業員です、なんでその
従業員の話を聞かないんですか??おかしいです！！町立で50年にも渡り続けてきた、築いてきた保
育を守る続ける気持ちを持っているのなら選定組織の中に現えき町立保育士を入れるべきで
す！！あたりまえです！！必ず、もう一度何度も説明会を実ししてほしいです！！方連相で
す！！！

51

①町の財政状況もコロナの影響もあり、厳しいとの発言がありました。その影響でなぜ子どもたちが
最初に犠牲にならなければいけないのでしょうか?登園自粛の協力で1年間の1ヶ月以上も保育園に
行くのを我慢したり、日々の哺育生活の中でも今までのようにできないことが多かったり、楽しみにし
ていた行事が中止や縮小になってしまったり、運動会で頑張る姿を本当は大好きなパパやママやお
じいちゃんおばあちゃん、みんなに見てもらいたい思いすら当たり前に我慢しなければいけない今
の子どもたちです。そんな中でも子どもたちなりに小さな体で一生懸命対応しています。コロナの終
息もまだ見通しがつかないこの状況で、民営化でさらに環境が変わるというのは、子どもたちに酷す
ぎるのではないでしょうか。②先生の異動等についてです。子どもたちにとって、先生という存在が
どれほど大きいか、分かりますか?先生方の毎日の丁寧な保育のおかげで、先生との愛着関係、信
頼関係が築かれ、毎日安心して楽しみに保育園に通わせてもらっています。家の夜寝る時間を除い
たら、保育園で過ごしている時間のほうが長く、先生方は大好きな心の許せる存在で、0歳児1歳児
の子からしたら第二のお母さんです。その先生たちが民営化の初日からいなくなってしまうことを、
子どもたちはどう受け止めたらよいのですか?③民営化を決めた方々に先生方に向けてほしい想い
です。保育園は園長先生をはじめ、正規の先生、会計年度任用職員の先生、パートの先生、派遣
の先生、給食の先生、お掃除の先生、園に関わっているすべての先生で支え合って協力し合って、
子どもたちの健やかな成長を願い見守り育てていく場所だと思います。今回の保護者への説明会
の前に、先生方に事前に説明はあったかと思いますが、そこで先生方の質問・意見は出ましたか?
私だったら説明を理解し状況を呑み込むのに精一杯で、ただ不信感と今後の仕事について漠然とし
た気持ちでいっぱいになり、質問どころではないと思います。先生方が不安な気持ちを抱いたまま
民営化を迎えた場合、今の大泉町の保育が好きで長年勤めている会計年度任用職員の先生方
が、何人残ってくれるでしょうか。ふたをあけたら誰も残らず、子どもたちが犠牲になるなんて最悪な
事態にはならないと言い切れますか?今現在もこれからも変わっていく状況に対応していかなければ
ならないのは、子どもたちと現場の先生たちです。全員の先生方の意見を個別に聞いてほしいとは
言いませんが、まず全員の先生方の想いや不安、疑問に耳を傾けて、そこから解決してほしいと思
います。『よし、それなら民営化に向けて頑張ろう』と、先生方が同じ方向を向けたときに、はじめて
安心して今後の保育にあたれるのではないでしょうか。そして、保護者に民営化になっても大丈夫な
の?と聞かれても「保育も変わらないし、職員もしっかり引継ぎを行うから大丈夫よ」とやり取りが出来
るくらいになってほしいと思います。④民営化の期間について。今現在、西・南保育園に通っている
子どもたちのことを本当に考えていただけるのであれば、今現在在籍している子、さらに入園申込
みの際、民営化になるという説明がなかった、という保護者の方の意見があったので、R4年度から
入園する子どもたちが卒園する年まで民営化は延長できないでしょうか?今通っている子どもたちと
保護者の不安は、民営化を承知の上でこれから入園希望をする方とは比べものにならないくらい大
きなものだと思います。実際に私自身も上の娘は来年卒園ですが、下の息子を来年の３月に入園さ
せたく１ヶ月だけですが当たり前に南保育園に姉弟そろって通わせるのを楽しみにしていました。し
かし民営化の手紙が配布されてから、楽しみが一気に大きな不安と悩みに変わりました。下の子は
北保育園に入園させたほうが同じ保育が経験できるのではないか、、、でも娘は一緒に通うのを楽
しみにしているのに、、、と毎日悩んでいます。今まで通り預かってもらえれば構いません、という保
護者の方ももちろんいるかと思いますが、今回書面にさせてもらった思いを抱いている一保護者が
いることもご理解願います。
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〇公私連携方保育所で、運営に関与するとおっしゃっていましたが、保育内容を全て理解し関与も
していくのですか?
〇特別なサービスを行うと書いてありますが、看護師は入りますか?
〇一時保育は、おそらく一日の人数は数名(１～２)程度だと思いますが、その為に人員確保(専任)
するのですか?それとも通常クラスに入れるのですか?
〇いまだに大泉町は発達支援事業所（未就学児）がありません。大泉在住の発達障がいの子ども
たちは近隣市町を利用しています。障がい児保育の実施と言いますが、定型発達をしているお子さ
んの保育とは考え方が違ってきます。保育とサービスは違います。近隣の支援施設を訪問し、現場
の声、どのような保育室が理想なのか、保ゴ者の声を聞いたりアンケートなどの下準備をしないと成
り立たないし、迷いながらの保育になると思います。現場の保育士たちが不安を抱えながらスタート
する、、、、本当に質の高い保育といえるでしょうか・

54

・もう何が何でもR6.4月に移管させたいと役場の上層部は思って先のコトは後回しにして進めている
という印象だった。・まず１つの園の民営化を行い様子を見てからもう１園行って下さい。先も見えず
に行ってしまうととりかえしのつかないコトになります。※保育は命を預かっているのでお金よりも重
いです。先を急がず慎重に民営化を行うコトを強く願います。・正規職員と臨時の先生方を大切にし
て下さい。・２園を民営化した財源が生まれます。その財源を子供の為、それを保育士（正規職員）
の手当やベースUPをすれば新しい保育士も集まりやすくなるのではないでしょうか?・もっと現場を
見てほしい。保護者の迎えの来る時間とか（上層部の人、こども課の人、役場の人）
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保育内容だけでなく先生方の子どもへの関わり方はいつも本当にすばらしいと思っています。あり
がとうございます。息子も西保が大好きで、先生が大好きでこんなに愛情と情熱をもって関わってく
れる園は他にありません！！普通ならしかられてしまう様な場面でも１人１人の心に寄りそい良い方
行にみちいびいてくれています。こういった保育士の子どもへ対する言葉がけや支援方法を引き継
いでいってほしいです。よろしくお願いします。


