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野田市立保育所指定管理者候補者 

選定委員会（フォローアップ）会議録概要 
 

開催日時  令和４年２月２２日（火）午前９時から午前１１時３０分まで 

開催場所  野田市役所４階 職員控室 
出席委員  総務部長（副委員長）、企画財政部長、児童家庭部長、行政管理課長、

管財課長 
欠席委員  副市長（委員長） 
事 務 局  保育課、行政管理課 
 

１ 開会 
＜副委員長から開会の言葉＞ 

 

２ 議事 
令和３年度(４月～１２月)野田市立保育所業務報告書及び令和４年度野田市立

保育所業務計画書の審査について 
＜事務局から令和３年度(４月～１２月)野田市立保育所業務報告書及び令和４年

度野田市立保育所業務計画書について指定管理者ごとに一括して説明＞ 
 

＜審議の概要＞ 

（１）南部保育所について 

○ 業務報告書１ページ ①施設の利用促進の取組状況について、食育への取組

の中にある「おじいちゃん先生」について、どのような勤務をされているのか、

採用はどのようにしたのか、概要を教えてほしい。 

→ 園児たちへの食育活動として畑、花壇での野菜作りや花々の生育管理を行い、

そのほかに朝の事故防止のための車両誘導、園敷地内の環境整備、伝承行事や

遊びへの参加及び指導を保育スタッフとともに行っている。 

採用に関しては、野田市在住の職員の紹介により採用に至っている。 

 

○ 業務報告書２ページ ③午後８時以降の保育における児童への配慮について、

延長保育の月極
ぎめ

利用とスポット利用の利用方法と費用の違いについて教えてほ

しい。 

→ 月極
ぎめ

利用については、利用する前月までに申込みを行い、利用料は１時間当

たり月額１，５００円である。スポット利用については、当日の電話等での申

込みも受付しており、利用料は１時間当たり１５０円である。 
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迎え時間が日常的に午後６時を超えてしまう可能性のある保護者には月極
ぎめ

利用

の申込みを勧めている。スポット利用は急な残業や渋滞で遅れる等の理由による

保護者を想定したものである。 

 

○ 業務報告書４ページ ③給食（おやつ）の提供への取組状況について、コロ

ナ禍の集団給食では、黙食を行っていると思うが、食育計画に影響はなかった

か。 

→ 給食及びおやつは黙食としているが、給食の時間とは別に給食のメニュー、

栄養素及び行事食の由来や季節に合わせた旬の食材について説明をする時間を

設け、調理担当員の考えや園児からの感想を伝え合っている。 

  

○ 業務報告書９ページ ④児童が病気やけがをした場合の対策状況について、

幼児用の全自動除細動器は設置しているか。設置していれば保守点検状況を説

明してほしい。 

→ 幼児用の全自動除細動器については設置していないが、大人と幼児が共用で

使用可能なものを設置している。 

また、月に一度看護師による動作確認に加え、定期的に消防署員が来所して動

作確認を行っている。 

  

○ 業務報告書１８ページ (７)事故、要望又は苦情の対応状況について、９月

１日の苦情対応の記述は保育課の対応と考えられるが、説明してほしい。 

→ 新型コロナウイルス感染症拡大による休園から再開した際に、０歳児及び１

歳児が合同保育をしており、１日を通して合同保育をしているのかと心配にな

り、保護者から保育課に問合せがあったものである。保護者が匿名を希望した

ことから保護者の対応は保育課で行った。 

合同保育は主に朝夕の延長保育時間に行い、日中は各クラスで保育しているた

め、１日を通して実施しているものではないこと、市内の新型コロナウイルス感

染症の急速な感染拡大を受け、合同保育をできるだけ控えることを市内全体の保

育施設に周知し、各園で見直しを検討していることを伝えた。 

なお、南部保育所における対応として、今まで午後４時から実施していた合同

保育を午後５時からとし、更に今後、合同保育の時間を短縮していくことを確認

した。 

 

○ 業務報告書２８ページ (１)収支状況②支出について、人件費等の説明欄に、

予定の人員配置を満たさなかったとあるが、保育に影響はなかったのか。 

→ 職員の負担軽減のため、清掃作業や配膳業務、その他雑務を担う職員の募集

を行ったが、採用には至らなかった。 
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しかし、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準により定められている保育

所運営に必要な人員体制については確保していることから保育に影響はない。 

 

○ 業務計画書４ページ ①施設の利用促進への取組について、男性保育士の配

置とあるが、保護者から男性保育士の保育に不安等を訴えられた事例はあるか。

ある場合には、対応方法を教えてほしい。 

→ 園児には父親以外の男性と接することが初めてであり、慣れるまでに時間を

要する園児もいるが、時間とともに解決している。体育運動や施設の管理の上

でも活躍しており、保護者から不安等を訴えられたことはない。 

 

○ 業務計画書５ページ ④自己評価及び第三者評価の実施と活用について、令

和４年度業務計画に、自己評価に基づき反映したものを説明してほしい。 

→ 日常生活や保育行事は計画に基づいて実施されているが、実践後に振り返り

や評価反省を行い、次の計画に活かしている。 

その中の一例として、保育にも大きな影響を与えている新型コロナウイルス感

染症への対策として、日常保育や行事運営の中で、保育計画段階では想定してい

なかった、密になってしまう場面や玩具の消毒作業が追い付かない等、感染の可

能性が高くなる場面があった場合には、パーテーションやアクリル板を実際の保

育内容に合わせて設置し、自由時間等であれば、１クラスを小グループに分けて

Ａグループは玩具遊び、Ｂグループは絵本や紙芝居等の活動を行い、全員が玩具

遊びに集まってしまうのではなく限られた数の玩具でも消毒、乾燥のローテー

ションを行っていくことを保育計画に反映している。 

  また、第三者評価の保護者アンケートで寄せられた「コロナ禍で以前と同じ

ようには難しいとは思うが、子どもたちの成長や園での様子をうかがえる機会

があるとやはり嬉しい」「コロナ禍での制限はあるかもしれないが、子育てに

ついて相談できる機会や環境が整っているとやはり安心する」等の意見を受け、

保育支援アプリを活用した、連絡帳のペーパーレス化及び写真動画コンテンツ

の配信等、順次ＩＣＴ活用の幅を拡大していく予定である。 

   

○ 業務計画書１１ページ ③人材育成の取組について、「コビー独自の研修委

員会制度」とはどのようなものか。 

→ 法人内に窓面装飾委員、園だより委員、食育検討委員及び体育委員等があり、

拠点の垣根を超えて職員が交流し、研究や研修を重ねながら得意分野を伸ばし

ていける制度となっている。 

 

○ 業務計画書１５ページ (６)研修計画について、職員の個人情報保護、虐待

防止、子どもの人権に関する研修を実施しているのか説明してほしい。 

→ 入社時の研修や配属先での定例会議等で個人情報保護や児童の権利擁護につ
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いて学ぶ機会を設けている。また、職員はこれらの指針や規定を記した業務マ

ニュアルで常に内容を確認している。 

 

（２）北部保育所について 

○ 業務報告書１ページ ①施設の利用促進への取組状況について、男性保育士の

配置とあるが、保護者から男性保育士の保育に不安等を訴えられた事例はあるか。

ある場合には、対応方法を教えてほしい。 

→ 男性保育士に対しての不安等は保護者から寄せられてはいないが、園児に対

して威圧的になり、園児が怖がることのないよう、職員同士で声掛けや指導の

方法について日常的に確認を行うほか、職員会議で園児との関わり方や対応方

法等について、話し合っている。 

また、おむつ替えや排せつ、着替え等の介助を男性保育士単独で行うことがな

いようにしている。 

  

○ 業務報告書１ページ ①施設の利用促進への取組状況について、男性保育士の

配置による「ダイナミックな保育」とは、具体的にどのようなものか、またこれ

をどのように利用促進につなげたのか。 

→ サッカー、おいかけっこ、マット、跳び箱、鉄棒及び登り棒等の全身を使っ

た運動遊びにおいては、女性とは違った男性ならではの力強さがあり、園児た

ちとクラスの枠を超えて一緒に遊び、活躍している。 

また、保育の中で子どもの積極的な戸外遊びを希望する保護者が多いため、

ニーズに応える形となっている。 

 

○ 業務報告書２ページ ②サービス改善への取組について、育児等に関する相

談等の保護者支援に関するサービスについて説明してほしい。 

→ 食事、離乳食及びトイレトレーニングの排せつについての相談が多い。園で

の様子を伝えた上で家庭と連携しながら進めていけるように、アドバイスをす

るだけでなく相手の状況を確認し、対話することを心掛けている。 

 

○ 業務報告書３ページ ①衛生管理（食品を除く）への取組状況について、保

育室の記載に、「それぞれの玩具の材質に応じた適切な方法で定期的に消毒し

た。」とあるが、材質別にどのくらいの頻度で行っているのか。 

→ プラスチック及び木製の玩具については、毎日拭き上げ消毒を行い、乾かし

てから使用している。そのほか、週末には消毒液のつけ置きによる消毒も行っ

ている。 

ぬいぐるみや人形等は新型コロナウイルス感染症が流行してからは使用を控え

るようにしているが、使用した際は衣類用漂白剤を使って洗濯している。 
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○ 業務報告書７ページ ①防犯対策の状況について、男性保育士を配置したと

あるが、これまで北部保育所に男性保育士はいなかったのか。 

→ 指定管理指定当初から、継続して配置している。 

 

○ 業務計画書５ページ ④自己評価及び第三者評価の実施と活用について、令

和４年度業務計画に、自己評価に基づき反映したものを説明してほしい。 

→ 日常生活や保育行事は計画に基づいて実施されているが、実践後に振り返り

や評価反省を行い、次の計画に活かしている。 

その中の一例として、保育にも大きな影響を与えている新型コロナウイルス感

染症への対策として、日常保育や行事運営の中で、保育計画段階では想定してい

なかった、密になってしまう場面や玩具の消毒作業が追い付かない等、感染の可

能性が高くなる場面があった場合には、パーテーションやアクリル板を実際の保

育内容に合わせて設置し、自由時間等であれば、１クラスを小グループに分けて

Ａグループは玩具遊び、Ｂグループは絵本や紙芝居等の活動を行い、全員が玩具

遊びに集まってしまうのではなく限られた数の玩具でも消毒、乾燥のローテー

ションを行っていくことを保育計画に反映している。 

  また、第三者評価の保護者アンケートで寄せられた「コロナ禍で以前と同じ

ようには難しいとは思うが、子どもたちの成長や園での様子をうかがえる機会

があるとやはり嬉しい」「コロナ禍での制限はあるかもしれないが、子育てに

ついて相談できる機会や環境が整っているとやはり安心する」等の意見を受け、

保育支援アプリを活用した、連絡帳のペーパーレス化及び写真動画コンテンツ

の配信等、順次ＩＣＴ活用の幅を拡大していく予定である。 

  

○ 業務計画書５ページ ③給食（おやつ）の提供への取組の、アレルギー対応

について、集団給食の際、アレルゲンを除去するのは当然だが、そのほかにど

のような点に注意して給食の提供を行っているのか。 

→ 提供に関しては、調理工程での確認は調理師及び栄養士のダブルチェックを

行っている。配膳時は園長又は主任、調理師及び担任でトリプルチェックを

行った上で提供している。 

 

○ 業務計画書１１ページ ③人材育成の取組について、「コビー独自の研修委

員会制度」とはどのようなものか。 

→ 法人内に窓面装飾委員、園だより委員、食育検討委員及び体育委員等があり、

拠点の垣根を超えて職員が交流し、研究や研修を重ねながら得意分野を伸ばし

ていける制度となっている。 

 

○ 業務計画書２１ページ 収支計画の支出について、人件費等の額が令和３年

度と令和４年度同額となっている。昇給等はないのか。 
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→ 個々職員の昇給による保育所全体としての人件費増の要因と、職員の拠点間

異動の可能性による人件費減の要因を総合的に判断した予算編成としている。 

 

（３）木間ケ瀬保育所について 

 ○ 業務報告書１ページ ①施設の利用促進への取組について、男性保育士の配

置とあるが、保護者から男性保育士の保育に不安等を訴えられた事例はあるか。

ある場合には、対応方法を教えてほしい。 

→ 男性保育士に対しての不安等は保護者から寄せられてはいないが、園児に対

して威圧的になり、園児が怖がることのないよう、職員同士で声掛けや指導の

方法について日常的に確認を行うほか、職員会議で園児との関わり方や対応方

法等について、話し合っている。 

また、おむつ替えや排せつ、着替え等の介助を男性保育士単独で行うことがな

いようにしている。 

    

○ 業務報告書４ページ ④自己評価及び第三者評価の実施と活用状況について、

「令和３年１２月に利用者アンケートを実施し、令和４年２月にリモートでの

訪問調査を実施する。」とあるが、第三者評価とどのように関係するのか説明

してほしい。 

→ アンケートを実施することで、保護者目線で保育所としての機能が発揮でき

ているか、課題となる部分はないかを洗い出している。また、千葉県が認証し

ている「公正、中立な第三者評価機関」が客観的な見地から評価を行う保育所

訪問調査では、このアンケートの結果を踏まえながら、保育所のサービスの向

上や課題克服に向けた話合いが行われている。評価結果については、独立行政

法人福祉医療機構が運営するポータルサイト「ＷＡＭＮＥＴ」で公表している。 

 

○ 業務報告書５ページ ①衛生管理(食品を除く)への取組状況について、「職

員の健康管理」について報告されているが、現在保育士の業務は直接的な保育

以外に保護者の対応等、環境が厳しく離職者が発生しやすいと思うが、メンタ

ルヘルスに対する支援等が行われていれば説明してほしい。 

→ 法人本部において、保育士やその他職員が悩みや不安等を相談することがで

きる環境を整えている。 

また、対応が難しい事案については、所長や主任がフォローに入るが、保護者

との関わりがそこで完結するわけではないので、初期対応した保育士がその後も

保護者とのコミュニケーションをうまくとっていけるように、所長や主任が保護

者との対話の中で引き出した保護者の思いを経験の少ない職員に伝え、今後の対

応について助言するようにしている。 
  

○ 業務報告書２０ページ （７）事故、要望又は苦情の対応状況について、事
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故、要望又は苦情は全くなかったのか。 

→ 主だった苦情等はなかったが、新型コロナウイルス感染症予防のために行事

等が中止となったことに対して、「残念だ。」との意見が多くの保護者より

あった。 

 

○ 業務計画書２ページ ①平等利用確保への取組について、記載されている内

容は「取組」ではなく「方針」に近いものと思うが、職員研修、園児の募集及

び運営に関する公表等の具体的な取組事項があれば説明してほしい。 

→ 入社時の研修や配属先での定例会議等で個人情報保護や児童の権利擁護につ

いて学ぶ機会を設けている。また、職員はこれらの指針や規定を記した業務マ

ニュアルで常に内容を確認している。 

 

○ 業務計画書４ページ ④自己評価及び第三者評価の実施と活用について、令

和４年度業務計画に、自己評価に基づき反映したものを説明してほしい。 

→ 日常生活や保育行事は計画に基づいて実施されているが、実践後に振り返り

や評価反省を行い、次の計画に活かしている。 

その中の一例として、保育にも大きな影響を与えている新型コロナウイルス感

染症への対策として、日常保育や行事運営の中で、保育計画段階では想定してい

なかった、密になってしまう場面や玩具の消毒作業が追い付かない等、感染の可

能性が高くなる場面があった場合には、パーテーションやアクリル板を実際の保

育内容に合わせて設置し、自由時間等であれば、１クラスを小グループに分けて

Ａグループは玩具遊び、Ｂグループは絵本や紙芝居等の活動を行い、全員が玩具

遊びに集まってしまうのではなく限られた数の玩具でも消毒、乾燥のローテー

ションを行っていくことを保育計画に反映している。 

  また、第三者評価の保護者アンケートで寄せられた「コロナ禍で以前と同じ

ようには難しいとは思うが、子どもたちの成長や園での様子をうかがえる機会

があるとやはり嬉しい」「コロナ禍での制限はあるかもしれないが、子育てに

ついて相談できる機会や環境が整っているとやはり安心する」等の意見を受け、

保育支援アプリを活用した、連絡帳のペーパーレス化及び写真動画コンテンツ

の配信等、順次ＩＣＴ活用の幅を拡大していく予定である。 

 

○ 業務計画書５ページ ③給食（おやつ）の提供への取組の、アレルギー対応

について、集団給食の際、アレルゲンを除去するのは当然だが、そのほかにど

のような点に注意して給食の提供を行っているのか。 

→ 対象児は個別で専用の机を用意し、誤食のないようにしており、配膳の際に

はトリプルチェック体制で確認を行っている。まず、調理室からワゴンで食事

を搬出する際に栄養士と配膳の職員で食材の確認を行い、次に、クラスに食事

を搬入する際に配膳の職員と担任で食材の確認を行い、最後に対象児の席で担
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任と検食担当者である所長が食材の確認を行い、対象児とアレルギー対応食の

確認が取れてから食事を開始する。年齢の低い園児については専任の保育士が

そばにつき、誤食を防いでいる。 

 

○ 業務計画書１０ページ ③人材育成の取組について、「コビー独自の研修委

員会制度」とはどのようなものか。 

→ 法人内に窓面装飾委員、園だより委員、食育検討委員及び体育委員等があり、

拠点の垣根を超えて職員が交流し、研究や研修を重ねながら得意分野を伸ばし

ていける制度となっている。 

 

 ＜審議の結果＞ 

令和３年度(４月～１２月)野田市立保育所業務報告書及び令和４年度野田市立

保育所業務計画書について、南部保育所、北部保育所及び木間ケ瀬保育所につい

て承認 

 

 ＜審議の概要＞ 

（４）尾崎保育所について 

○ 管理運営状況調書の総合所見について 早番職員の遅刻により配置基準を下

回ったことについて、再発防止策を教えてほしい。 

→ ８月２５日に発生した「早番職員の遅刻」について、遅刻した職員は、不眠

を理由に自己判断で睡眠導入剤を使用していたが、心身の不調を事前申告して

いなかった。また、ペアの早番職員も、相手と連絡がつかないにもかかわらず

所長への報告を怠った。この二つの要因が重なったことにより、配置基準を下

回る時間帯があったと報告を受けている。 

再発防止策は業務報告書１３ページに記載のとおりではあるが、特に「午前６

時の時点で相手と連絡がつかなかった場合に、園長に連絡をすること」の徹底を

行うことで、緊急時には別の職員が園に向かい対応すると報告を受けている。 

 

○ 業務報告書１ページ ①平等利用確保への取組状況について、記載されてい

る内容は「取組」ではなく「方針」に近いものと思うが、職員研修、園児の募

集及び運営に関する公表等の具体的な取組事項があれば説明してほしい。 

→ 職員は「子どもの人権」に関する研修を受講し、人権に対する意識を高めて

いる。また、平等利用確保の具体的な取組としては、外国語のみ使用の家庭に

対し、配布物を英語表記とするほか、宗教上の食事制限への対応を行う等柔軟

に対応している。 

 

○ 業務報告書１ページ ②サービス改善への取組状況について、「保護者から

のご意見や要望いただいた際には職員内で共有し、運営に取り入れるよう努め
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た。」とあるが、保護者からはどのような意見があったか、また、運営に取り

入れたものを説明してほしい。 

→ 今年度は、行事の在り方がコロナ禍によりこれまでと変わることが多かった

ため、行事についての意見が主であったと聞いている。 

例えば、園庭で行う「運動遊び参観」という行事では、「事前に園児の配置図

を渡すだけでなく、当日も掲示してほしい。」との意見を受け、次年度に向けて

掲示を行う期間や場所について検討しており、積極的に保護者の意見に耳を傾け、

運営を見直しているところである。 

 

○ 業務報告書別紙 人員配置（４）人員配置状況、仕様書の水準確保の状況に

ついて、クラス担任の持ち上がりは「可能な限り持ち上がりになるよう検討し

たが、保育士の異動や退職によりできていないクラスもある。」とあるが、保

育の実施において、持ち上がりは望ましい取組とされているのか。 

→ 今年度は、４歳児クラス以外は持ち上がりでの担任となっている。園児の特

性、育ち、家庭環境等を理解している担任が持ち上がりになることは、安定し

た保育につながる。また、乳幼児においては、特定の大人との愛着形成が重要

な時期であるため、園児の情緒の安定につながり望ましいと考えられる。 

 

○ 業務計画書５ページ ③給食（おやつ）の提供への取組について、アレル

ギーを持つ園児に対する給食の提供について、実践している内容を教えてほし

い。 

→ 医師の指示書に基づき除去食対応を行い、提供前に栄養士と保育士でダブル

チェックを行い、提供している。食事中、対象児は黄色いトレーを使用し、ほ

かの園児から距離をとった場所で職員が１対１で見守りや介助を行い、食事を

とっている。 

 

○ 業務計画書６ページ 危機管理体制の確立について、感染症拡大により、職

員の感染や職場又は家庭内での濃厚接触による出勤停止者が多数発生した場合

の業務の継続に関する計画は策定しているか。 

→ 計画としては策定していないが、出勤停止者が多数発生した場合には、系列

園であるアスク川間保育園、花輪保育所等の近隣園から常に応援を要請し合え

る体制を整えている。また、園児や職員が感染した場合には、感染症対策マ

ニュアルに基づき対応し、休園措置については、保健所の指示を仰ぎながら、

対応している。 

  

○ 業務計画書１４ページ 収支計画の収入について、指定管理料の令和４年度

予算が増加している理由として、定員を減じたことが記載されている。定員を

減らすと指定管理料が増える理由を教えてほしい。 
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→ 「子ども・子育て支援法」及び「子ども子育て支援法施行令」の規定に基づ

く公定価格の「定員区分」が「１４１から１５０名定員」から「１３１から１

４０名定員」に変更になることで、園児１名当たりの単価が上昇するためであ

る。 

 

 ○ 業務計画書１４ページ 収支計画の支出について、人件費の令和４年度予算

額が全て令和３年度と同額になっているが、昇給等はないのか。また、令和３

年度減少した職員は令和４年度には元に戻るのか。 

→ 令和３年度予算が適正配置のできる労務費と想定し、同額としている。正規

職員と一部の非常勤職員に対して昇給があり、退職者に対しては新規職員を補

充している。総合的に全体の労務費は令和３年度と変わらないと考え、個々職

員の昇給による保育所全体としての人件費増の要因と、職員の拠点間異動の可

能性による人件費減の要因を総合的に判断した予算編成としている。 

  

（５）花輪保育所について 

○ 業務報告書１ページ ②サービス改善への取組状況について、「保護者に向け

てアンケートを実施し、結果を受けて、より一層のサービス改善に努めた。」と

あるが、具体的な改善内容を教えてほしい。 

→ 保護者から駐車場の確保が求められているが、整備が難しいことから、交通

安全指導員を配置し、送迎が円滑にできるよう改善している。また、園外保育

等を行ってほしいとの意見があり、指定管理者でバスを用意し、農業体験等の

園外保育を行った。 

そのほか、午睡用の布団を通気性、衛生環境、体圧分散等に優れ、睡眠の質の

向上が期待できるマットレスに変える等の改善を行っている。 

 

○ 業務報告書１ページ ②サービス改善への取組状況について、個人面談にお

ける保護者からの意見や要望を運営に取り入れるとあるが、どのような意見が

あったか、また、運営に取り入れたものを説明してほしい。 

→ 保護者からは、施設の改築、道路の竹やぶ及び倒木に対する防災改善要望が

あり、改善策についてはその都度検討している。 

また、コロナ禍で保護者の参観ができない行事をユーチューブにより動画配信

してほしいとの要望があったが、音源の著作権の問題上配信できていない。代替

策としてホームページを一新し、ブログを充実させることで対応している。 

また、新型コロナウイルス感染症の陽性者や濃厚接触者となったことにより、

欠席している園児に対し、寂しさを感じないように、塗り絵や折り紙のコマ等の

手作り玩具を郵便で送っており、保護者より好評を得ている。 

   

○ 業務報告書２ページ ④児童の健康管理への取組状況について、換気や水分
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補給等感染症対策と熱中症対策は相反する部分があるが、どのように対策をし

ているか。 

→ 換気については換気扇を常時稼働させながら、通常保育中はその日の気温や

保育室の構造に合わせてエアコン及びストーブを使用しながら入り口と窓を常

時１０センチメートルから３０センチメートル程度開け、部屋を使用しない際

は、入り口と窓を全開にして換気を行っている。なお、年間を通して室温は１

８度以上、湿度は４０パーセント以上を保つようにしている。 

脱水については夏場同様に冬でも活動の前後２時間に１回、水分補給を行って

おり、園児の体調によって回数を増やしている。 

 

○ 業務報告書６ページ (３)委託実施状況について、機械警備は都内の業者に

委託しているが、同様の業務を市内業者で行っている施設がある。地元業者へ

の配慮について説明してほしい。 

→ 法人として統一で契約している業務については、都内の業者に委託している

が、それ以外については市内の業者に委託をしている。 

 

○ 業務報告書１８ページ (１)収支状況②支出について、人件費、非常勤職員

の説明に休職や退職により職員が減少したとあるが、保育に影響はなかったの

か。 

→ 令和３年度は常勤職員の配置を増やし、安定した職員配置とすることができ

たため、非常勤職員数は減少したものの、令和２年度に比べ安定した保育運営

となった。一方で、時短職員の比率が増え、フルタイム職員への負担が増えて

いるため、早番や遅番対応可能な非常勤職員の確保が必要となっている。 

なお、令和３年度の人件費は、令和２年度実績を基に設定したため、保育補助

職員の退職、派遣職員の契約期間満了、契約社員の雇用形態の変更及び派遣看護

師を正社員へ置き換えたことにより、予算額と決算見込額に差異が生じている。 

 

○ 業務報告書１８ページ (１)収支状況②支出について、水道光熱費の説明に

記載されている内容は、どういう意味か。 

→ 令和３年度の水道光熱費は令和２年度実績を基に予算額を設定していたが、

令和２年度は新型コロナウイルス感染症予防による登園自粛により登園児童が

少なく、水道や電気等の利用も下がっていた。 

令和３年度は比較的例年通りの受入れとなったため、令和２年度と比較して水

道光熱費が上がったもの。  

 

○ 業務報告書２０ページ ４ 自主事業に関する報告について、ジェイキャスト

映像講座とはどのようなものか。また、保護者負担があるかについても教えて

ほしい。 
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→ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、英語プログラム、リトミック

及び体操プログラムの講師派遣を一時中止していた期間において、園児たちの

学びの機会を確保するため、英語プログラム、リトミック及び体操プログラム

講座を映像配信により実施した。花輪保育所においては、テレビで講座を上映

し、クラスごとにホールで参加した。なお、講座の実施に伴う保護者負担はな

い。 

 

○ 業務計画書２ページ ④自己評価及び第三者評価の実施と活用について、第

三者評価の結果をインターネット等で公表とあるが、指定管理者のホームペー

ジ上で確認ができなかった。公表方法等について説明してほしい。 

→ 第三者評価については、新型コロナウイルスの影響により、実施が後ろ倒し

となっているため、まだ結果は公表されていない。令和３年度末から令和４年

度初めにかけて独立行政法人福祉医療機構が運営するポータルサイト「ＷＡＭ

ＮＥＴ」で公表を予定している。 

 

○ 業務計画書３ページ ③給食（おやつ）の提供への取組について、アレル

ギーを持つ園児に対する給食の提供について、実践している内容を教えてほし

い。 

→ 提供前日に個人アレルギーチェック表を所長が確認の上押印している。 

調理作業終了後、アレルギーチェック表と給食を確認しラップを掛け、油性マ

ジックで対象児の名前を記入後、調理員２名が再度確認を行う。その後、調理員

２名が黄色の専用トレーに記載された名前を確認後に配膳し、調理員と担任でア

レルギーチェック表の日付、名前を読み上げながら確認をしている。 

各クラスでは、保育士２名以上でアレルギーチェック表の日付、対象児の名前、

献立の代替食を確認し、黄色トレーに配膳された皿のラップの名前を確認し、提

供している。 

 

 ＜審議の結果＞ 

令和３年度(４月～１２月)野田市立保育所業務報告書及び令和４年度野田市立

保育所業務計画書について、尾崎保育所及び花輪保育所について承認 

 

＜審議の概要＞ 

（６）清水保育所について 

○ 業務報告書２ページ ②サービス改善への取組状況について、保護者アン

ケートを実施し、意見や感想については職員間で改善案を検討するとあるが、

保護者アンケートにおいて評価された点及び指摘や改善提案等について説明し

てほしい。 
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→ 本部主催の保護者アンケートにおいて、評価された点は、体を動かすことと

学習面のバランスの取れた保育をしている点、保育所に持参する荷物が少なく

て助かる点、新型コロナウイルス感染症の影響で行事が中止となる中でも、工

夫を凝らして保育を行っている点等が挙げられている。 

また、「どの先生も子どもの名前を呼んでくれており、よく見守ってくれてい

ると感じるので、清水保育所で良かった。」との温かい意見を頂いている。 

改善提案等については、「駐車場が混み、午後６時までのお迎えに間に合わな

いことがあった。」との意見があった。この意見に関しては、駐車場が混雑した

際には、以前から行っている「スムーズなご利用と降所にご協力ください。」と

の放送を行うことで対応し、合わせて保護者には時間に余裕を持って送迎してい

ただく協力のお願いをしているとの報告を受けている。  

また、「施設内の老朽化している箇所が多く、靴箱や床等の木のささくれが危

険であり、子どもや先生方が不憫なので少しでも早く新しいものに取り替えてほ

しい。」という意見があった。靴箱に関しては令和３年度に野田市が破損箇所を

修繕済みであり、床は指定管理者職員がシートを貼る等の修繕をその都度行って

いることを保護者に伝えている。 

そのほか、「行事は両親２名まで参観できるようにしてほしい。」との意見が

あったが、新型コロナウイルス感染防止対策のため、現在行事への保護者の参観

は１名までとしており、今後可能な時期になったら２名の参観ができるようにし

ていくことを伝えている。                               

 

○ 業務報告書３ページ ④自己評価及び第三者評価の実施と活用状況について、

職員のヒアリングにより意見をすくい上げ、不安や不満を解消するとあるが、

実際に改善に至ったものを説明してほしい。 

→ 若手の職員は経験の浅さから、自分の保育や考えに迷いや不安があるため、

所長や系列園の園長との面談では、自分の思いを打ち明けた安心感を得られる

ように所長たちが傾聴するようにしている。 

また、先輩職員の経験談を日々聞くことや、様々な研修に参加し自己研鑽に励

むことで、日々の保育についての知識や経験を学び、自信をもって保育ができる

ようになっている。 

 

○ 業務報告書５ページ ③給食（おやつ）の提供について、食育への取組につ

いて、実践している内容を教えてほしい。 

→ 乳児には食材に興味を持ってもらえるよう、当日の給食で使用する食材の一

部を見せている。幼児には栄養素の話をした後に、カードを使って栄養素と食

材の組合せをクイズ形式で行う等の食育に取り組んでいる。なお、５歳児につ

いては、新型コロナウイルス感染拡大により、お泊まり保育を実施することが

できなかったため、お泊まり保育の際に行う買物の代わりに、給食業者の移動



14 
 

販売を体験してもらうことで食育への取組を実施した。 

 

○ 業務報告書８ページ ④児童が病気やけがをした場合の対策状況について、

ＳＩＤＳ（乳幼児突然死症候群）の予防対策として使用している、体動セン

サーとはどのようなものなのか。また、５分ごとの呼吸確認の実施と記録は具

体的にどのように行っているのか。 

→ 体動センサーはＡ４サイズ程度の板状になっており、午睡用のコットに敷き、

その上に敷きパッド等を敷いて使用しており、２０秒以上呼吸や体動が感知さ

れない場合、ブザーが鳴り体調の変化を知らせてくれるものである。 

なお、飽くまでも補助的な機械として使用しており、５分ごとに職員が手かざ

しでの呼吸確認を行い、毎日チェック表への記入をしている。 

 

○ 業務報告書１９ページ (１)収支状況②支出について、「給与・諸手当」及

び「法定福利費」の決算見込額が予算額を大幅に下回る理由を教えてほしい。 

→ 令和３年度は入所人員に対し国が定める保育士定数で運営を行っているが、

計画では、保育士数の充足を図るとともに、多様な保育ニーズに的確に対応す

るための体制作りを推進することにより、保育の質の向上と現場の保育士の労

働環境を改善するため、職員の増加を見込んでいたことによるものである。 

 

○ 業務計画書２ページ ①施設の利用促進への取組について、異年齢時保育

（３、４、５歳児の「３人組」）について、その保育の狙いと効果を教えてほ

しい。 

→ 異年齢児保育を通じて様々な人との関わりを持ち、人間関係の築き方やルー

ルを学ぶことを狙いとしている。園の兄弟姉妹に親しみを持つ、人間関係の築

き方を経験する、集団生活のルールを知り、園児たちで生活を進められるよう

になる等の経験から、クラスに関わらず園児同士が誘い合って遊び、年下の園

児が困っている際には、手伝う姿や声を掛け合う場面が自然と出てきていると

聞いている。 

  また、日々の関わりから優しさや労わり、憧れ、甘える、頼る、助け合うと

いった園児たちの心の成長が感じられ、担任以外の保育士との関わりでも園児

の新たな一面が見られ、それを職員間で共有することで職員同士のコミュニ

ケーションが深まり、保育計画にも工夫が出てくるといった効果につながって

いると聞いている。 

 

○ 業務計画書１２ページ (６)研修計画について、個人情報保護、虐待防止対

策、防犯、職員メンタルヘルス、子どもの人権に関する研修の実施予定はある

か。 

→ 個人情報保護、虐待防止対策、防犯及び子どもの人権の研修については、各
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年度の始めに「保育の在り方について」として園内研修を行っている。令和４

年度については４月上旬に実施する予定である。 

職員メンタルヘルスの研修については、人事異動の前後及び新規職員の入職後

に「新年度に向けて」として園内研修を実施する予定である。そのほか、本部主

催や他機関での研修の案内があり次第、予定に組み込んでいくと聞いている。 

 

○ 業務計画書１６ページ 収支計画の収入について、令和４年度の指定管理料

が令和３年度を大幅に上回る理由を教えてほしい。 

→ 職員の増加を見込んでおり、国で定める保育士定数を超える職員を配置した

場合、「子ども・子育て支援法」に基づく公定価格の加算や、協定で定める補

助事業での職員の充足による加配に関する補助金等の増加が見込まれるため増

加している。 

 

○ 業務計画書１６ページ 収支計画の支出について、令和４年度の給与、諸手

当が令和３年度を大幅に上回る理由を教えてほしい。 

→ 令和３年度は、入所人員に対して国で定める保育士定数で運営を行っている

が、保育士数の充足を図るとともに、多様な保育ニーズに的確に対応するため

の体制作りを推進することにより、保育の質の向上と現場の保育士の労働環境

を改善するため、職員の増加を見込んでいる。 

 

○ 業務計画書１６ページ 収支計画の支出について、本部経費とその他につい

て、これまで「その他」に含めていた本部経費を、令和４年度から別の項目に

したということか。 

→ 見込みのとおり。 

 

＜審議の結果＞ 

令和３年度(４月～１２月)野田市立保育所業務報告書及び令和４年度野田市立

保育所業務計画書について、清水保育所について承認 

 

３ 閉会 


