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教育委員会では、10 月 30 日に第 5 回三者協議会を、11 月 27 日に第 6 回三者協議会を開

催し、民営化によって開設する分水小学校区の新たな保育園の運営内容について協議しました。 

また、１２月２２日には、報告会を開催し、これまでの三者協議会における協議内容全般につ

いて保護者や地域の皆さまに報告し、様々なご意見をいただきました。 

それらの様子について、以下のとおりお知らせします。     

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

協議事項 

１．園名について 

  ９月１５日から３０日にかけ、新たな保育園の園名について公募したところ、地蔵堂保育園・

笈ケ島保育園・立正保育園の保護者及び分水小学校区にお住いの地域の皆さまから 55 件もの応

募が寄せられました。ありがとうございました。 

三者協議会と法人で協議した結果、新たな保育園の園名が次のとおりに決定しました。 

 

 

 

■応募のあった園名 
応募園名 応募数 応募園名 応募数 

分水(ぶんすい)パステル保育園 
パステル分水(ぶんすい)保育園 
分水中央パステル保育園 

１８ 
つばめパステル保育園 １ 
スターパステル保育園 １ 
パステルカラー保育園 １ 

パステルさくら(サクラ)保育園 
パステル桜木保育園 
パステル桜水(おうすい)保育園 
さくら保育園 

１５ 

パステルフルーツ保育園 １ 
パステル流れ星保育園 １ 
パステルにじいろ保育園 １ 
パステルスマイル保育園 １ 

パステル輝き保育園 
輝き(かがやき)パステル保育園 

３ 
芽吹くパステル保育園 １ 
パステルどんぐり保育園 １ 

パステルきらめき保育園 ３ パステルはばたき保育園 １ 
パステルレインボー(虹)保育園 ２ パステルひかり保育園 １ 
パステルきららん保育園 １ パステルきらきら保育園 1 
きらりパステル保育園 １ 合計 55 

 

分水小学校区における新たな保育園の整備事業 

第５号 令和元年１２月２７日 

民 営 化 つ う し ん 

 「分水パステル保育園」 

[三者協議会の様子]   [報告会の様子] 
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２．引継ぎ保育に関する事項について 

引継ぎ保育については、第 3 回三者協議会から第 5 回までの３回に渡り、丁寧な協議を重ね

てまいりました。 

 

《引継ぎ保育のスケジュール（案）》 

園名 
令和２年 令和３年 

４月～１２月 １月 ２月 ３月 ４月 

地蔵堂保育園 

笈ケ島保育園 

立正保育園 

    

分
水
パ
ス
テ
ル
保
育
園 

開
園 

 

協議結果 

  引継ぎ保育は、上表のとおり令和 2 年 4 月から始めることとし、園長候補及び主任候補者が

各園の行事等に参加します。令和 3 年 2 月からは新保育園の担任候補者が各園を訪問し、保育

士と情報共有しながら子どもたちの様子を把握するとともに、保護者との信頼関係を築くよう努

めていきます。 

 

≪主な協議の内容≫ 

委員からの意見・要望等 社会福祉法人颯和会による回答 

新たな保育園に異動を希望している職

員が、他園へ引継ぎ保育に行くことは

ありますか。 

引継ぎ保育に参加することはありません。颯和会の引継ぎ保

育担当職員が各保育園に入ります。 

 

引継ぎ保育の日程は、各園の閉園行事

等に配慮して決めていただけますか。 

引継ぎ保育に入る日程等は、園ごとに相談させていただきた

いと考えています。 

保育園の開設に際し、颯和会が運営し

ている村上市のあらかわ保育園では、

どのように引き継ぎ保育を行いました

か。 

３園の閉園行事に影響が出ない日を選びながら、園長候補と

主任候補者とクラス担任候補者の３人の先生が各園を１週間

ずつ回りました。 

 

 

 

 

 

 

【園長候補・主任候補】 
・各園の保育や行事に参加 ・園児や保護者との交流 ・事務的な部分の引継ぎ 

【引継ぎ保育】計画的かつ集中的 

引継ぎ保育担任候補者を３名配置 

採用予定者を各園に追加配置する予定 



3 

 

 

３．「送迎バスの運行」及び「休日保育の実施」について 

  11 月 1 日から 15 日にかけ、送迎バスの運行及び休日保育の実施についてのアンケートを行

ったところ、3 園の保護者の皆さま 115 名の方から回答をいただきました。ご協力ありがとう

ございました。その結果を踏まえ、颯和会からは以下の対応方針が示されました。 

 

（1）送迎バスの運行について 

   ・ 送迎バス利用申込書で利用人数を確認した上で、送迎バスを 1 台購入し運行します。 

   ・ 送迎エリアや利用料金などの詳細については、調整を図り後日お知らせいたします。 

 

  ＜アンケート調査結果＞ 

 是非運行してほしい あると便利 利用しない 

地蔵堂保育園 ７ ２３ ２６ 

笈ケ島保育園 ３ １４ ９ 

立正保育園 ７ ９ １７ 

合計 １７ ４６ ５２ 

  

（2）休日保育の実施について 

  ・ 休日保育を実施する予定ですが、詳細については今後検討しお知らせいたします。 

 

＜アンケート調査結果＞ 

 
就労のため必ず利用する 

就労のため利用する可能

性がある 
利用しない 

地蔵堂保育園 ６ ２３ ２７ 

笈ケ島保育園 １ ６ １９ 

立正保育園 ０ １６ １７ 

合計 ７ ４５ ６３ 

 

分水パステル保育園における休日保育 

・ 休日保育は、保護者の就労形態の多様化などにより、日曜日や祝日等に保護者の就労等

により児童を家庭で保育できない場合、平日の保育理由と同様に預かる制度です。原則、

保護者の就労形態に伴い平日（月曜日から土曜日）に振替をお願いすることになります。 

なお、利用は事前登録制で就労状況などの確認が必要です。利用料金については、平日

と同様となり支給認定を受けている保育時間以外は別途料金が必要な場合もあります。 
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４．事故防止、安全対策、避難訓練、防犯対策に関する事項について 

（1）マニュアルの整備 

地震、風・水害などの自然災害、事故防止、安全対策、防犯対策や食物アレルギーなど

のマニュアルを整備し、保護者と共に安全対策に努めていくこととなります。具体的なマ

ニュアルについては、入園後に配布などによりお知らせいたします。 

 

（2）避難訓練等の計画について 

 万が一の災害に備え、颯和会が運営する園では、避難訓練等を月１回実施しています。分

水パステル保育園においても同様に実施する予定です。 

 

≪主な協議の内容≫ 

委員からの意見・要望等 社会福祉法人颯和会による回答 

運営している園では、散歩の際にどの

ような安全対策を講じていますか。 

 

 

年に数回、職員が実際に散歩コースを歩き道路などの状況を

確認しながら、一番安全な場所・コースを決めて散歩してい

ます。また、万が一のことを考え、引率者は携帯電話、防犯ブ

ザー、救急バッグを身に付けています。 

職員同士で安全対策や危険箇所の情報

共有は行っていますか。 

朝礼時に情報の共有をしています。また事故が起きた場合は、

その原因を踏まえて再発防止策を講じています。 

風水害時における避難勧告に対し、「身

支度をして待つ」とありますが、避難準

備情報が出た段階で避難すべきではな

いですか。 

危険と判断した場合は、「避難勧告」を待たずに、速やかに身

支度を整え、2 階への避難準備を開始します。公共施設など

の場所（第二避難場所）へ避難するかの判断は、関係機関に

連絡をとり、防災情報を確認した上で決定します。 

燕市で活用している「マチコミ（連絡ツ

ール）」等で、保護者に情報を一斉送信

することは考えていますか。 

「マチコミ」メールのような連絡ツールは必要だと考えてい

ます。今後一斉メール送信については、検討していきます。 

 

避難訓練の時に、消防署員による防災

器具の点検や、保育士を対象とした救

急法講習会を行う予定はありますか。 

颯和会が運営する園では、消防署員による AED 講習を職員

全員が受けています。新保育園でも、同様の取組ができるよ

う検討いたします。 

水害を想定して、高い場所へ避難する

訓練を小学校などと連携して行った方

がよいのではないですか。 

緊急時は、園の２階の広い交流スペースに避難する予定です

が、分水小学校とも連携して、より園児の安全確保に向けて

検討していきます。 

新たな園が建設されると、車の交通量

が多くなり、避難経路になっている道

路の危険性が増すと思いますが、信号

機設置の要望は出していますか。 

今後、警察や関係機関とともに信号機の設置を要望していき

ます。併せて、園前の道路と園前から中央通りまでの道路拡

幅を進めています。開園後も、人や車の流れを見ながら、必

要に応じて、安全対策について検討していきます。 
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５．保育園行事に関する事項について 

＜颯和会が運営する保育園の主な行事＞ 

月 行事 月 行事 

４月 入園式 １０月 運動会 

５月 こいのぼりの集い １１月 観劇会 

６月 保育参観 １２月 クリスマス会 

７月 プール開き 七夕の会 １月 新年の集い 

８月 夏祭り ２月 作品展 発表会 

９月 
もみじの会（おじいちゃん 

おばあちゃんとの交流） 
３月 ひな祭り 卒園式 

  

≪主な協議の内容≫ 

委員からの意見・要望等 社会福祉法人颯和会による回答 

笈ケ島保育園は、分水高校の生徒と体育祭や保育

活動において交流を行っていますが、閉園に伴

い、分水高校との交流は無くなってしまうのでし

ょうか。 

颯和会は、地域との交流も大切にしています。地元

の高校生やお年寄りの方と交流ができるように保

育園行事を検討していきます。 

 

 

 

６．療育に関する事項について 

【颯和会からの提案】 

  分水パステル保育園では、近隣の療育支援事業所、療育教室や相談、その他医療機関及び燕市

と連携し、切れ目のない療育等の支援を行うとともに、小学校と連携していくことが重要と考え

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分水パステル保育園 療育支援における連携イメージ 

小学校との連携 

分水パステル保育園 

状況に応じて障がい児保育室を利用 

療育教室・療育相談 

燕市保健センター 

三条保健所 

療育事業所 

【児童発達支援】 

療育事業所など 

医療機関 

小児療育事業所及び県央・長岡地区医療機関など 

燕市と連携し療育等の切れ目の無い支援

を行う。 

※市の療育担当と連携し、小学校等との

調整を行います。 
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≪主な協議の内容≫ 

委員からの意見・要望等 社会福祉法人颯和会・教育委員会による回答 

加配の必要な子どもの対応は

どのようにしていますか。 

（颯和会）黒埼地域にある「ときめきパステルこども園」では、保育

の加配が必要かどうかお子さんの様子を見させていただき、補助的な

職員を配置しています。また、保健師による育児相談や入園前のお子

さんの情報共有なども行っています。 

市とはどのような連携を図っ

ていくのですか。 

（教育委員会）乳児検診から保育園入園時や小学校入学時まで、切れ

目の無い支援体制を整えることが重要であることから、保護者の了解

を得ながら情報の共有や療育支援を連携しながら行っていきます。 

 

 

７．報告会における質問や意見について 

１２月２２日に分水福祉会館で開催しました「報告会」では、保護者や地域の方３０名から出

席をいただきました。そこでいただいたご質問やご意見を紹介いたします。 

 

質問や意見 社会福祉法人颯和会・教育委員会の回答 

分水パステル保育園の駐車場は何台分あ

りますか。 

（颯和会）保護者用駐車場は 110 台分計画しています。そ

の他に職員駐車場を別に確保する予定です。 

園の規模が大きいが、運動会などの催し

物があった場合の駐車場はどのように考

えていますか。 

（教育委員会）近隣の商業施設と相談させていただきご協力

をお願いしたいと考えています。 

颯和会が運営する園の中で一番大きな園

になりますか。 

（颯和会）定員 210 人の村上市「あらかわ保育園」を超え、

一番大きな規模の園になります。 

副園長の配置が無いがどういうことか。 

 

（颯和会）副園長は配置しませんが、園長 1 名と主任 2 名

の体制で園運営を行います。また、乳児部（0 歳児から 2 歳

児）と幼児部（3 歳以上児）に分け、それぞれ主任を 1 人

ずつ配置したいと考えています。 

保育士の配置にかかわって、開園後に市

の職員を新しい園に派遣する考えはない

のでしょうか。 

（教育委員会）開園後に市の職員を派遣することは予定して

いませんが、民営化後も颯和会とは保育体制の整備にあたり

連携していきます。 

また、引継ぎ保育も確実に行ってまいります。 

290 人もの園児数がいる中で、運動会や

発表会はどのように行うのですか。一人

一人の活躍の場が少なくなることが心配

です。 

（颯和会）颯和会が運営している定員が 210 名のあらかわ

保育園（村上市）の発表会では、午前と午後に分けて開催し

ました。分水パステル保育園の場合も、二日に分ける実施方

法や午前・午後に分けるなどの対応を考えています。 

新しい保育園へのアクセス道路は国道や

北側の砂子塚側農道と繋がるのか。 

（教育委員会）新たな保育園は、近隣に商業施設があり道路

が混雑する場所ですので、道路整備については、担当課と慎

重に検討してまいります。 
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現在あおい保育園の一時保育を利用して

おり、3 歳になったら新しい保育園に入

園を考えているが、入園できますか。 

（颯和会）燕市に入園申請いただくことになります。 

（教育委員会）入園申込みの段階で、定員などを勘案し対応

します。 

新たな保育園の土・日曜日保育には特別

な費用がかかりますか。また、分水パス

テル保育園の在園児以外の子どもの受け

入れについて、市では何かしらの検討を

していますか。 

（颯和会）土・日曜日保育は、基本的に特別な費用は発生し

ません。平日保育の代替えとなるため通常の保育費に含まれ

るという考え方です。 

（教育委員会）休日保育の対象は、現段階では、分水パステ

ル保育園に在園する 290 人の園児と考えていますが、今

後、ニーズや状況等を調べ、拡充できるか検討させていただ

きます。 

予定している 50 名の保育士の内、今現

在でどのくらい確保できていますか。ま

た、子どもの引継ぎを行う 3 名の保育士

は、これまでの保育が分かる先生ですか。 

（颯和会）保育士の確保や配置については、現段階ではまだ

決まっていませんが、公立の臨時職員さんと立正保育園の職

員さんを積極的に採用したいと考えており、来年 1 月から

順次説明していく予定です。 

どのような加配保育士を配置する予定か

教えてください。 

（颯和会）一時保育、地域子育て支援事業、障がい児保育担

当、療育支援担当が各 1 名、園全体で 4 名です。園児の状

況によりその都度保育士の体制を整えて行きます。 

療育面で、新潟地区の医療機関との連携

はありますか。 

（颯和会）県央や長岡市以外にも、新潟市の医療機関との連

携も図っていきたいと考えています。 

休日保育は何人預かれるのか。母が仕事

で父が休みなど、就労の確認はどのよう

に行うのか。 

（颯和会）休日保育では、就労証明書により確認しますが、

急に仕事が入る場合もありますので、簡単な面談で対応する

場合もあります。利用できる園児数の上限はまだ決まってい

ませんが、あらかわ保育園では、毎週利用する方は１人から

３人です。 

 

８．分水パステル保育園の新たな園舎完成予想図について 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 ※本完成予想図は、あくまでもイメージですので、今後変更になる場合もあります。  

玄関前（西側） 

園庭（南側） 
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分水小学校区の新たな保育園整備に向けた三者協議会は、5 月 27 日から 11 月 27 日まで 6

回開催し、予定していた全ての協議が終了いたしました。 

また、保護者や地域の方に 9 月 8 日に中間報告会、12 月 22 日には報告会を開催し、協議内

容を報告させていただきました。 

 「民営化つうしん」については、この第 5 号が最終号となります。今後も引き続き分水パステル

保育園に対する、ご意見やご要望などがありましたらメールやＦＡＸでお受けいたします。 

 

＜これまでの経過＞ 

 日時 協議内容 

第１回 令和元年 5 月 27 日(月) 園名・クラス名に関する事項 

第２回 令和元年 6 月 25 日(火) 
園の運営に関する事項 

保育時間等の基本的事項 

第３回 令和元年 7 月 23 日(火) 

特別保育に関する事項 

給食に関する事項 

引継ぎ保育に関する事項 

中間報告会 令和元年 9 月 8 日(日) 第 1 回から第 3 回までの協議内容を報告 

第４回 令和元年 9 月 25 日(水) 

引継ぎ保育に関する事項 

諸費等に関する事項 

保護者会に関する事項 

第５回 令和元年 10 月 30 日(水) 

引継ぎ保育に関する事項 

事故防止・安全対策に関する事項 

避難訓練、防犯対策に関する事項 

保育園行事に関する事項 

第６回 令和元年 11 月 27 日(水) 
療育に関する事項 

休日保育・送迎バスに関する事項 

報告会 令和元年 12 月 22 日(日) 第 1 回から第 6 回までの協議内容を報告 

 

＜今後の予定＞ 

 令和 2 年 3 月からは新たな園舎の建築工事が始まる予定です。工事の進捗状況は燕市のホーム

ページで随時お知らせいたします。 

～配布・回覧範囲～ 

● 地蔵堂保育園、笈ケ島保育園及び立正保育園の保護

者の皆さまへ配布 

● 分水小学校区内の各自治会へ回覧 

【問い合わせ先】 

燕市教育委員会子育て支援課 
担 当：加藤、村山 

電 話：0256-77-8221 

ファックス：0256-92-2119 

E-mail アドレス 

bnsi-minei＠city.tsubame.lg.jp 


