ゴシック体 ：浦安市保育幼稚園課からの回答
明朝体 ：保育フォーラムからの要望書を再掲

浦 保 第 ９７７号
平成26年11月10日
浦安保育フォーラム会長 様
浦安市こども部保育幼稚園課長
平成 27 年度 浦安市の子育て・保育園環境
に対する要望書の回答について
向寒のみぎり、貴職におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、平成 26 年 9 月 25 日付けで平成 27 年度浦安市の子育て・保育園環境に対する要望書について、下記
のとおり回答いたします。
今後とも、保育行政に対する一層のご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。
記
Ⅰ ：平 成 26 年 度 浦 安 保 育 フォー ラムか らの要 望
１．土曜日保育の時間延長について
（１）土曜日保育時間を平日並み延長に対するお礼
当フォーラムの積年の要望でもありました、土曜日保育の時間延長を本年度より実施いただき、本当にありがと
うございました。近年の勤務体系の多様化に伴い、シフト勤務などで土曜日が休みではない保護者も多数いる
ため、公設公営保育園でも平日と同様に 19 時まで子どもを預かっていただけることになり、大変ありがたく思っ
ております。
（２）利用ルールの説明にばらつきが無いようにして下さい
感謝の声がある一方で、本年度より新規にスタートしたためか、利用ルールについての説明や対応が保育園
やクラス担任などによりばらつきがあるとの声が保護者から上がっております。また、保育園・保護者共に正しい
利用ルールが周知されていない現状があるようです。問い合わせた保育園、先生により利用ルールに対する回
答や対応が異なることがないよう、保護者に対する利用ルールの再度の周知と、マニュアルを作成するなど問い
合わせに対する保育園側の回答や対応の統一化をお願いいたします。
回答
土曜日保育の時間延長については、ほとんどの方に就労事由でご利用いただいておりますが、事前に提出
していただいている就労証明書に土曜日勤務の記載がなく急に土曜日勤務になった方でもご利用いただき、
時間延長をご利用になった方には、後日、土曜日延長保育用勤務証明書を提出していただいております。
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（３）より利用しやすいように申請方法を簡便化して下さい
シフト勤務の保護者から「毎週申請書を提出しなくてはいけないので利用しづらい」という声が上がっておりま
す。月度により勤務曜日・時間等が流動的に変化する勤務体系の保護者と、土曜日固定勤務の保護者等で、
申請方法が異なる場合は、わかりやすくケース事例と申請方法の明文化をお願いします。また、勤務体系に依
らない柔軟な対応、利用しやすい申請方法にしていただくなどのご配慮をお願いいたします。
以下にアンケートに寄せられた保護者の意見を記載いたします。
回答
土曜日保育の時間延長のご利用につきましては、（２）で回答しましたが、ご希望される方には、お子さんをお
預かりしなければならない理由を伺っております。
保育現場としては、保護者の皆様はお仕事で大変なことはわかっておりますが、職員の勤務体制の問題が
ありますので、ご利用される方に理由をお伺いしているところです。
（４）土曜日保育の「平日化」を実現して下さい
引き続き、土曜保育時間の延長にとどまらず、土曜日も平日同様の通常保育日としていただき、保護者が安
心して子どもを預け、働けるよう土曜日保育の平日化を要望いたします。
回答
土曜日の保育につきましては、保護者が就労・就学等の理由でご家庭において保育ができない場合には、平
日と同様にお子さんをお預かりしております。
また、子育て支援の観点から、保護者が土曜日に就労・就学でなく、保育を希望される場合には、8 時 30 分
から 11 時 30 分までお子さんをお預かりしております。
２．保育園設備および周辺環境について（主に安全対策）
（１）保育園設備における防犯対策を強化して下さい
昨今、市内においても不審者発見のような事件が増えております。設備が比較的古い公設公営保育園にお
いても、保育園の門扉の改善（※1）や防犯カメラの設置、通用口の警備員の配置等、保育園設備における防犯
対策の強化をお願いいたします。
（※１）保育園の門扉について
各保育園の門扉について、現状は防犯上・安全上問題が多いようです。例えば、門扉が低く大人が容易
に飛び越えられる高さである（猫実、高洲保育園）、門扉が重すぎて開けづらい（富岡保育園）等の声が上
がっております。各保育園の門扉について、大人が乗り越えづらい十分な高さを持ち、防犯・安全対策が
十分な、同一仕様のものを設置して頂けるようお願いいたします。
回答
猫実保育園の門扉については、今年度実施する大規模改修工事により、現在の高さ約 1.2ｍから 1.8ｍの門
扉に更新します。また、富岡保育園の門扉については、来年度改修できるよう、予算要求をします。なお、高洲
保育園の門扉については、低いとは考えておりません。
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また、防犯カメラの設置、通用口の警備員の配置については、保育園では通常施錠しており、第三者の出入
りについては、インターフォンで来園者を確認し鍵の開閉を行っています。さらに、各保育園では防犯訓練も行
い、安全性の向上を図っていることから、現状では考えていません。今後とも、必要に応じ門扉の改修などを行
い、施設のセキュリティ向上を図ってまいります。
（２）保育園周辺での交通事故防止対策を強化して下さい
保育園送迎者用の駐車場・駐輪場の設置、および収容台数の増加をお願いいたします。また、近隣の学校、
老人福祉施設、バス停等周辺に公共施設が集中している地区につきましては、朝夕など人の往来が集中する
時間帯に交通整理員を配置する等、交通事故防止対策の強化をお願いいたします。
回答
保育園送迎者用の駐車場・駐輪場の設置については、現在の限られた敷地の中で、可能な限りの設置を行
っており、増設を行う場合には園庭を削るなど、施設の機能を大きく変更しなければならなくなりますので、その
是非も含め検討してまいります。
また、交通整理員の配置については、保育園の送迎は保護者がご一緒に通園されることから、現状では考え
ておりません。
（３）園庭の拡充（高洲、当代島、猫実、日の出、東野各保育園）
子どもがのびのびと遊べるよう園庭の拡充をお願いいたします。
回答
園庭につきましては、設置している遊具を定期的に点検し、その結果により、維持補修または新設を行ってい
ます。今後も園からの意見を聞きながら、園庭の充実に努めます。
（４）ゲリラ豪雨、高潮、津波等の自然災害時の避難経路・場所を確保して下さい
海抜の低い浦安市においては、ゲリラ豪雨、高潮、津波等、自然災害として主に水位上昇や洪水が想定さ
れると思います。このような災害発生時の避難経路および避難場所の確保状況を保護者に対して定期的に情
報発信していただきますようお願いいたします。また、以前に設定したリスク要件と現在のリスク要件が変わった
場合、保護者からはその新たなリスク要件と対策について認識することができません。想定リスク要件とその対策
が更新された場合も、それらについて速やかに情報発信していただきますようお願いいたします。
回答
自然災害により水位上昇等が想定される場合でも、園舎の１階より上昇することは想定しておりませんので、
園外に避難するより園舎内の２階に避難する方が安全と考えております。また、保育園では、毎年、保育園の
概要を作成しており、概要の中に災害発生時の避難経路や避難場所について記載しお知らせしていますが、
変更があった場合には、随時お知らせしてまいります。
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３．病児・病後児保育施設について
（１）病児保育施設の設置をお願いします
保育園に子どもを預けている保護者であっても、子どもの病気時はできる限り家庭にてケアをしたいとの気
持ちは変わりません。しかしながら、突発的な子どもの病気に対して、勤務体系や仕事の繁忙により仕事を休
むことができず、しかも、一人親や、近隣に頼れる親類等がいない保護者は、このような場合どうすることもでき
ません。体調を崩しやすい幼い子どもを持つ親が、子育てと仕事を両立していくのにはまだまだ難しい現実が
あります。
この浦安市で安心して子育てと仕事の両立ができるよう、病時保育施設の設置を要望いたします。
回答
病児保育につきましては、平成２８年度中に完成予定の順天堂大学医学部附属浦安病院の増床計画に併せ
て検討してまいります。
（２）元町エリアに病後児保育施設を設置して下さい
現在、市内 2 箇所に病後児保育施設がありますが、これらは新町・中町地区にあり、元町エリアの家庭からは
利用しづらい状態が続いております。元町エリア、特に東西線浦安駅の近辺への病後児保育施設の設置を要
望いたします。
回答
これまで病後児保育につきましては、中町地区の浦安中央病院や新町地区のポピンズナーサリー新浦安で
行っておりましたが、ご要望にあります元町地区の病後児保育は、平成 27 年度に開園します北栄のダイエー３
階の保育園での実施を予定しております。
（３）既存の病後児保育施設における定員を拡大して下さい
現在設置されている市内 2 箇所の病後児保育施設についても、定員が少ないためインフルエンザ流行期等
には、予約が取れない状態が続いております。各施設の定員の拡大をお願いいたします。
回答
病後児保育の申込みにつきましては、キャンセル数が延べ利用数を上回っているため、現状では病後児保
育の定員の拡大は考えておりませんが、今後、病後児保育について、より使い易い方法等を検討してまいりた
いと思っています。
４．保育の内容について
（１）男性保育士の積極的雇用をして下さい
女性だけの職場は不審者から狙われやすい対象となります。男性がいることにより力仕事の分担や園外保
育時の防犯対策、保育園の父親的な存在、お兄さん的な存在として、男性視点での指導など子どもたちへのよ
い影響を与える存在になります。男性保育士の長期就労に必要な設備（男子更衣室・男子トイレ等）の設置

が必要かとは思いますが、男性保育士の積極的な雇用と 1 園に対しての複数配置をお願いいたしま
4
All Rights Reserved, Copyright, ©Urayasu Hoiku Forum, 2015

ゴシック体 ：浦安市保育幼稚園課からの回答
明朝体 ：保育フォーラムからの要望書を再掲

す。
回答
地方公務員法において、職員採用を含め、平等取扱いの原則として性別による差別を禁止しているとともに、
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律においても、募集及び採用において
性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならないと規定されています。
職員の採用については、法令の趣旨を踏まえつつ、優秀な人材を確保するため、競争試験である採用試験
を実施し、一般的な知識や職種に関する専門的な知識や基礎的な能力を測るとともに、面接により対人的能
力や人柄や性向などについて確認しながら総合的な評価を行い、優秀な人材の確保しているところです。
（２）幼児教育（英語、体操、絵画、リトミックス等）を取り入れてください
公設民営保育園で実施されている幼児教育（英語、体操、絵画、リトミックス等）を、公設園においても実施し
ていただきますようお願いいたします。
回答
公設公営保育園は、厚生労働省の保育所保育指針に示された保育内容を基本とし、
日々の保育を行っています。この保育内容については、平成１９年度、２２年度に実施した第三者評価でも高
い評価をいただいています。
また、多様な保育ニーズに対応し、就学前の子どもがどのような保育施設・教育施設に通園していようとも、
同じように質の高い保育・教育が実践できるよう、公立幼稚園と統一した指針（いきいき☆浦安っ子）も策定し、
保育教育課程を実践しています。
そのため、民営の保育園で行っているような、講師を依頼しての英語や絵画、体操といったカリキュラムを行
う予定はありません。
５．子ども・子育て支援制度について
平成 27 年度からスタートする「子ども・子育て支援新制度」のもと、浦安市の保育園に置いても少なからず制
度や利用方法・条件の変更があると思われます。7 月 1 日発行の「広報うらやす」において、非常に分かりやすく
「新制度」についての説明が書かれていました。しかしながら、保育園保護者の間では「新制度」に対する認知
度は十分とは言えず、このままでは今後の混乱が予想されます。
簡単なもので良いので、保育園保護者に対して、来年度から「新制度」のもとで保育園の利用方法がどのよう
に変わるかを説明した印刷物などを作成・配布して下さるようお願いいたします。
回答
在園児がいらっしゃるご家庭には、先日、継続書類の中で子ども・子育て支援新制度開始に伴うご利用方法
をご案内したところです。また、１１月中旬より配布する入園のご案内や、市のホームページでも新制度に向け
ての保育園の利用方法等をお知らせする予定です。
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Ⅱ ：平 成 26 年 度 の各 保 育 園 父 母 会 からの要 望
全体の要望とは別に、公設 7 保育園父母会から、下記について要望いたします。
１．	
  猫実保育園
・園舎の大規模修繕に関して、仮園舎への移転が当初スケジュールよりだいぶ遅れているにも関わらず、
保育園や市役所からは何の連絡もありません。この先、修繕工事が適切に行われるのか不安を持ってい
る保護者が多数います。移転が遅れている理由や今後のスケジュールについて、保護者向けの説明会
を開催して下さい。
回答
平成 26 年 10 月 11 日（土）に猫実保育園の大規模改修工事に関し、保護者を対象とした説明会を開催いた
しました。なお、当日参加できなかった方には、ご希望に応じ当日の資料をお渡しするとともに、議事録を園に
掲示しました。
２．	
  当代島保育園
・昨年度、要望を提出させていただきました『園正門前への横断歩道の移設、新設』につきましては、ご
検討いただいた結果、難しいことは承知しております。しかし、現在設置されています園脇の横断歩道は、
街路樹によって（特に園側からの横断時に）車の往来が非常に確認し辛くとても危険です。そのため、保
護者から信号機の設置を希望する声が多く挙がっています。また、もし信号機の設置が難しいのであれ
ば、定期的に街路樹の剪定をするなど、往来の危険を取り除く対応をお願いいたします。
回答
平成 26 年 10 月 4 日（土）に樹木の選定を行いました。また、以前ご要望いただいた防護柵の設置を年内に
実施します。
３．	
  東野保育園
・施設が全般的に傷んでおりますので、修復もしくは改築をお願いいたします。特にトイレ、１階玄関天井
の水漏れなどの修繕をお願いいたします。
・常任看護士の配置をお願いいたします。
・ルールは守るべきと理解はしておりますが、保護者からの要望・依頼に対して、「できません」と一刀両
断するのではなく、まずは保護者の話を聞いていただく、保育園側でできない理由を伝えるなどできる範
囲でかまいませんのでもう少し柔軟な対応をお願いいたします。
回答
・今年度に外壁の防水工事を行います。
・看護師は求人をずっと出しているところではありましたが、中々応募がなかった状況です。9 月中旬より週 3
日勤務ではありますが、看護師を配置しております。
・保護者からの要望や依頼に対しては、よく状況を確認し、丁寧な説明をするように指導してまいります。
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４．	
  富岡保育園
・玄関の門扉が重過ぎるため、取り替えていただきますようお願いいたします。
・個々の時間外サポーターさんの子どもへの対応レベルに差が生じております。対

応レベルを均

等化するためのマニュアルの作成や見直し、指導を行うなど、職員により対応するレベルに差を生じさせ
ないための処置をお願いいたします。
回答
・玄関の門扉は来年度実施できるよう、検討しています。
・サポーターへの園内研修を、計画的に実施していくよう指導してまいります。
５．入船保育園
・園庭の改修・園舎の建て替えを要望します。
園庭は水捌けが悪く、雨天の際には、水たまりとぬかるみのひどい状態が続きます。保護者が子供の
送迎で園庭を通る際、乳幼児を抱きかかえた状態でぬかるみに足を取られひやりとすることがあります。
また、園の配慮で敷いて頂いている「すのこ」も水没してしまう時もある状態です。そのため、園庭の改修
を要望いたします。
現園舎は竣工後約 35 年が経過し老朽化が進んでいます。竣工以降、保育人数が増え保育内容も充
実する中、融通の利かない古い造りにより、保育室内設備は縮小を強いられロッカーが狭いなど、不便は
様々生じています。新耐震基準以前の建物ということもありますので、より安全で使い勝手の良い園舎へ
の建て替えを要望します。
回答
来年度に園庭の補修ができるよう、検討をしています。
現在、市では公共施設の長期修繕計画を作成中です。入船保育園についてもその中で大規模修繕のスケジ
ュールについて検討することとなります。
６．	
  高洲保育園
・災害時（高潮、津波等）の避難場所について、現在は保育園の 2 階となっていますが、想定外の災害
が発生する可能性もあります。状況によっては高洲北小学校等近隣施設への避難ができるよう、ケース
別の避難経路の策定・追加を検討していただくようお願いいたします。また、避難場所になり得る施設を
設置していただくようお願いいたします。
・園舎増設により、入口（複数）や園舎内のセキュリティを高めることが必要と考えています。浦安市として、
統一的なセキュリティ運営指針を示していただき、園職員への指導・遵守していただくことを要望いたしま
す。
回答
高洲保育園概要で災害時の避難場所についてご案内しておりますが、災害時の第二避難場所は高洲北小
学校としており、災害の状況によっては高洲北小学校へ避難することとなっております。
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また、セキュリティの関係ですが、園の出入り口は基本的に 1 か所と考えていますが、高洲保育園は他の園
と比べ園児数が多いため、現在の運営状況となっています。このため、現在、他園との統一的なセキュリティ運
営指針とは別に、高洲保育園にとってよりセキュリティの向上を図るために、保護者の皆様とお話をしていると
ころです。
７．	
  日の出保育園
・今年度の日の出保育園父母会が、市のご協力をいただいて駐車場を設置しましたが、保育園からの移
動距離があるため、未だに正門前に駐車して送迎する保護者がいます。「毎日利用するには少し遠くて
不便」との声も保護者から挙がっておりますので、保育園により近い場所に駐車場を設置していただくこ
とを要望いたします。
回答
日の出保育園の近接には、保護者送迎用の駐車場として使用できる公共施設や市有地がないため、より近
い場所への駐車場の設置は難しいと考えております。まずは、父母会において確保した駐車場利用の徹底を
図ってもらいたいと思います。

Ⅲ ：平 成 23 年 度 ～ 26 年 度 の過 去 4 年 間 の浦 安 保 育 フォー ラムからの継 続 要 望
平成 23 年度から平成 26 年度までの過去 4 年間、浦安保育フォーラムより要望として提出させていただきなが
ら、いまだ実現できていない以下の項目について、継続して要望いたします。
１．	
  平日時間外保育の時間延長および正規保育士の配置について
（１）平日時間外保育の時間延長
勤務体制が多様化しておりますので、19 時以降も保育を実施する柔軟な対応を検討していただけることを要
望いたします。
回答
平日の時間外保育の時間延長の利用状況につきましては、平成２６年５月の私立保育園５園での利用状況
をご説明しますと、午後８時までの１日の平均利用者が定員５８５人中平均３６人となっております。
現在、待機児童解消のため、私立保育園の整備をしているところですので、今後、新設される園では、午後
８時まで開園できるよう施設整備に努めてまいります。
（２）時間外保育における正規保育士の配置
時間外保育の正規保育士の配置を要望します。もし、困難な場合は、時間外サポーターの教育の拡充や連
絡事項の徹底を要望いたします。
回答
時間外保育を正規保育士で実施する場合は、正規保育士の人数が今まで以上に必要になることから、正規
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職員の確保に努めてまいります。
２．	
  保育士の増員について
児童に対する保育士対数は国および千葉県の最低基準を上回っているとはいえ、現実の保育の現場では
子供同士のトラブルが多く見逃されています。保育士の増員、もしくは、時間外サポーターの増員・シフトに柔軟
性をもたせ大人の目が十分に届くような保育環境の整備を要望いたします。
回答
浦安市の保育士の配置は、他市と比較しても保育士の対数以外に保育士を配置しております。さらにフリ
ー保育士の配置や障がい児等の加配として、短時間保育士を配置して対応しております。
３．	
  元町エリアの病後児保育施設の設置について
現在、市内 2 箇所で病後児保育が行われていますが、新町・中町地区にあり、元町エリアの家庭には利用し
づらい状況が続いております。今後、これらの病後児保育施設のないエリアに病後児保育を設けていただくこと
を要望します。
回答
北栄のダイエー３階に平成２７年度開園の保育園で、病後児保育の実施を予定しております。
４．	
  与薬制度の周知徹底
保育園によって、園児への投薬対応についての説明が異なっています。園によって差異が生じないよう職員
への対応方法や説明内容の統一化、および内容についての周知の徹底を要望します。
回答
各保育園で毎年配布しております「保育園の概要」の中に、７園統一のマニュアルと必要書類が入っており
ますので、各園の概要をご確認ください。

以上
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