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第62回小金井市公立保育園運営協議会 会議録 

令和4年3月19日 

 

 

開  会 

○大澤委員長  それでは、ただいまから小金井市公立保育園運営協議会の会議を開会いたします。 

 本日の進行は、引き続き子ども家庭部長の私、大澤が進めさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

 続きまして、藤原共同委員長のほうからもご挨拶方よろしくお願いいたします。 

○藤原委員長  おはようございます。藤原です。 

 今日も朝早くから皆様ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

○大澤委員長  ありがとうございました。 

 それでは、議題に入る前に何点かお知らせ等をさせていただきたいと思います。 

 本日の会議につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、保護

者委員の皆様にはＷｅｂでの参加とさせていただいております。また、傍聴席につきま

しては、これまでどおり別室を設けまして、音声を聞いていただく形とさせていただい

ておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 次に、会議におけます録画、録音についてでございます。市のほうで録音した内容を

基に会議録を作成いたしますので、ほかの方の録画、録音につきましてはご遠慮いただ

きますようお願い申し上げます。 

 なお、保護者選出委員の方につきましては、五園連に速やかに会議の状況を伝える必

要があるため、藤原委員長のほうで代表して録音いただくこととしておりますので、あ

らかじめご了解のほどよろしくお願い申し上げます。 

 なお、本日の会議につきましては、御影池委員よりご欠席の連絡をいただいておりま

すので、冒頭、報告をさせていただきたいと存じます。 

 それでは、次第に沿って進行をさせていただきます。 

 はじめに、議事の（１）前回会議録の確認を議題といたします。 

 本議題につきましては２点ございます。 

 はじめに、１点目として、前回の会議録についてを行います。 

 前回の会議録につきましては、委員の皆様に校正をお願いしておりましたが、特段修
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正のお申出がございませんでしたので、校正依頼いたしました内容で確定をさせていた

だきたいと思いますけども、皆様方よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○大澤委員長  ご異議がないようでございますので、校正依頼した内容で確定とさせていただきます。 

 なお、会議録につきましては、ホームページにて速やかに公開させていただくよう手

続してまいりたいというふうに思います。 

 次に、２点目といたしまして、本日の会議録の確定に係る取扱いについて確認をさせ

ていただきたいと存じます。 

 本日の会議では、第Ⅳ期が一区切りとなりますことから、本日の会議の会議録の校正

及び確定手順につきましては、次回の会議で確定するのではなく、各委員にメールで校

正確認をさせていただき、共同委員長の責任校了とさせていただきたいと思ってござい

ますけども、皆様方よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○大澤委員長  ご異議がないようでございますので、本日の会議の会議録に係る取扱いにつきまして

は、メールで皆様方に確認をしていただき、共同委員長のほうで責任を持って確定とい

うふうな形の手続とさせていただきたいと思います。 

 次に、議事の（２）新たな保育業務の総合的な見直し方針（案）についてを行います。 

 こちらのほうにつきまして、平岡委員より報告をお願いいたします。 

○平岡委員   皆様おはようございます。 

 それでは、私のほうから簡単になりますけれども報告をさせていただきます。 

 １月の会議の際にパブリックコメントを実施予定である旨ご説明をさせていただきま

したので、その後の状況について口頭でご説明をさせていただきます。 

 小金井市立保育園条例の一部を改正する条例（案）に係るパブリックコメントにつき

ましては、１月２６日から２月２５日まで実施をいたしまして、延べ２１２人の方から、

延べ５６５件のご意見をいただきました。 

 現在、市のほうでは、いただいたご意見の精査を行っている状況でございまして、検

討結果の公表につきましては、４月以降の公表というのも視野に入れまして現在作業し

ているところでございます。 

 私からの報告は以上でございます。 

○大澤委員長  ただいま平岡委員のほうからパブリックコメントの件数と、それに基づきまして現在、
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精査を行っている状況、その検討結果の公表につきましては、今、４月以降も視野に入

れて作業しているというふうな形で報告があったところでございます。 

 本件につきまして、委員の皆様方からご質問等ございましたらよろしくお願いいたし

ます。ご発言ある方ありましたら、挙手方、声を出していただいても結構ですので、よ

ろしくお願いいたします。 

（なし） 

○大澤委員長  ご質問等がない状況でございますので、議題の（２）につきまして終了させていただ

くことでよろしいですか。 

（異議なし） 

○大澤委員長  それでは、ご質問等ない状況でございますので、議題の（２）につきましては終了さ

せていただきたいと存じます。 

 次に、議題の（３）第Ⅴ期に向けてを議題といたします。 

 本資料につきましては、藤原委員長のほうでたたき台を作成していただき、市のほう

で後半に資料編を添付させていただいたところでございます。 

 それでは、藤原委員長のほうで、こちらのほうの資料２６５につきましてご説明方よ

ろしくお願いいたします。 

○藤原委員長  藤原です。 

 今年で第Ⅳ期の運協が終了ということで、ここまでの経緯と次期以降について、今期

で何を話したかということと次期以降について引継ぎの資料ということでまとめて提出

させていただきました。 

 全文ちょっと読み上げというのは、これは資料で出てるんで読んでいただきたいと思

うんですが、まず第一に、ここまでの経緯で、今期で２番目のところで何を話したかと

いうこと、３番目に次期以降で、今期で話はしたんですけど、次期以降の方でウォッチ

していただかなきゃいけない件が幾つか残してありますので、継続的にその点お願いし

ますということで書かせていただいております。 

 今期の協議内容についてのまとめなんですけれども、一番大きいところは、この協議

会の中で何を話すべきなのかということを一旦整理させていただきまして、その中で、

その範囲で議論を進めた、確認等々進めたというところが一番大きなことかなと考えて

おります。この運協という場で、こういう議論、こういう意見の提出を我々から保護者

側からするんですよということについては、議論というか協議は完了したと考えており
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ますので、そういうふうに書かせていただいております。 

 細かい点については資料を読んでいただいて、おのおのでいいのかなと思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 資料の説明としては以上とさせていただきます。 

○大澤委員長  ありがとうございました。 

 今、藤原委員長のほうから資料２６５につきまして概略のご説明をいただきました。

１番として協議の経過をまとめ、２番として協議の内容、３番として次期への持ち越し

事項という形でまとめていただき、資料編といたしまして、開催の状況、資料の一覧、

また運営協議会の設置要綱と委員さんの名簿をというふうな形で取りあえずまとめさせ

ていただいた形となってございます。 

 こちらのほうのまずまとめ資料のほうで、他の保護者委員のほうから補足等の発言が

ございましたら挙手方、また、手を挙げていただきながら、何かございましたらよろし

くお願いいたします。いかがでしょうか。 

（なし） 

○大澤委員長  では、補足等がないようでございますので、それでは、本件につきまして、本日の会

議で内容を確認し、確定してまいりたいというふうに思ってございます。 

 こちらのほうの資料２６５につきまして、各委員、ご質問、ご意見等がございました

ら、発言方よろしくお願いしたいと思っております。 

 後庵さん、お願いいたします。 

○後庵委員   すみません。くりのみ、後庵です。 

 多分、今、Ｗｅｂ会議から落ちちゃった人がいるんじゃないかなと思います。参加待

ちになっていませんか。 

○大澤委員長  ちょっと確認いたします。すみません。 

○後庵委員   お願いします。 

○大澤委員長  何人かがちょっと出てしまったみたいなので、すみません、休憩させていただいて、

戻って来られるまで少し時間を取りたいと思います。すみません。 

休  憩 

○大澤委員長  すみません。皆さん、またそろいましたので、会議のほうを開会させていただきたい

と思います。 

 一旦止まってしまいましたので、また改めまして資料２６５の来期へのまとめにつき
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まして、本日の会議で内容を確認し、確定していきたいというふうに思ってございます。 

 ですので、この内容で、次期に引き継いでいくという形になりますので、こちらのほ

うの内容につきまして、確認の意味でのご質問、ご意見等がございましたら、発言方よ

ろしくお願いいたします。皆様方いかがですか。 

（なし） 

○大澤委員長  それでは、ご意見、ご質問等がないようでございますので、こちらの資料２６５、小

金井市公立保育園運営協議会まとめ資料（第Ⅳ期：２０２０年７月１日～２０２２年３

月３１日）につきまして、ご了承をいただいたというふうな形で取り扱わさせていただ

き、第Ⅴ期のメンバーのほうに引き継がさせていただきたいと存じます。 

 それでは次に、（３）のその他についてを議題といたします。 

 議事のその他につきまして、市のほうから特段ございませんけども、委員の皆様から

何か議題として何かありましたら、挙手またはご発言方よろしくお願いいたします。 

（なし） 

○大澤委員長  皆様方から議題と取り上げるものがないようですので、（３）のその他につきまして、

以上とさせていただきたいと存じます。 

 それと、全体の３番、その他についてを議題とします。 

 はじめに、市のほうから第Ⅴ期の委員推選手続についてのご案内をさせていただきた

いと存じます。 

 平岡委員のほうから説明よろしくお願いします。 

○平岡委員   平岡です。 

 それでは、ちょっとビデオのほうはご容赦いただきまして、音声のみでご説明をさせ

ていただきます。 

 第Ⅴ期の保護者委員の方への推選手続についてでございますが、４月以降に新しい父

母会長のお名前でそれぞれ各園から１枚ずつお出しいただくような形となります。これ

までも使ってきた書式がございますので、後日、藤原委員長に正式にお送りさせていた

だきまして、例年どおり４月末ぐらいまでに新しい方々のお名前を新しい父母会長の方

のお名前で、市のほうにご提出をいただくようにお願いをいたします。 

 なお、次回以降の日程につきましては、第Ⅴ期の皆様との調整となるかと思いますけ

れども、例年ですと最初の会議は５月に開催しているという状況はございます。 

 私からは以上です。 
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○大澤委員長  ただいま平岡委員のほうから来期の推選の手続につきまして、後日、藤原委員長のほ

うに書式等をお送りしますので、大変恐縮ですけども４月末ぐらいまでに市のほうにご

提出いただきますようよろしくお願いいたします。 

 この件につきまして、ご質問等がございましたらよろしくお願いいたします。 

（なし） 

○大澤委員長  ご質問等がないようでございますので、この件につきましては以上とさせていただき

ます。 

 それでは、本日は第Ⅳ期最後の運協となりますので、委員の皆様から一言ずつご挨拶

をいただく時間を取りたいと思います。 

 まずはじめに、藤原委員長のほうからお願い申し上げます。 

○藤原委員長  藤原です。 

 私、一言させていただいてから、その後、保護者委員さんの皆さん、順次ご指名させ

ていただくんですけれども、順不同というか、私から見えているこの画面の順番で保育

園ごとでいきたいと思いますので、次、小関さん、お願いしようと思いますのでよろし

くお願いします。 

 共同委員長ということで１年間務めさせていただきまして、未熟なところとか至らぬ

ところばかりだったと思いますけれども、皆様のおかげで何とか１年務めさせていただ

くことができました。ありがとうございました。 

 私は任期１年だったんですけど、２年やられている皆様、本当にお疲れさまでした。

特に私からお伝えするほどじゃないんですけれども、本当にありがとうございました。 

 以上です。 

 それでは、小関さん、お願いします。 

○小関委員   藤原さん、ありがとうございます。 

 １年間ありがとうございました。何か運営協議会の協議委員になるまで、一体何がさ

れているのか全然何も分からなかったんですけれども、行政の方々や保育園の皆様、

様々な努力を重ねながらここに至っているということがよく勉強できた１年でした。あ

りがとうございました。 

 １点、来期に向けてというところで言えばよかったのかもしれないですけど、すみま

せん。もしかしたらこのＷｅｂ会議形式は、もう来期は第１回目からそうなるのかなと

かちょっと予想をしているんですけれども、すごく発言が難しいなというふうに委員と
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しては思っていました。何か通常の会議でも記録されているという性質上なかなか発言

するのをためらいがちになると思うんですけれども、Ｗｅｂ会議だと余計発言がしづら

かったので、来期の皆様との相談にはなるかと思いますけれども、ちょっと１年、半年

ぐらいですかね、Ｗｅｂになったのは。助かった側面はすごくあったんですけれども、

ただ、感想として申し伝えておこうと思いました。１年間ありがとうございました。 

○藤原委員長  ありがとうございます。 

 次が、わかたけの原さん、お願いします。 

○原委員    わかたけの原です。 

 １年ありがとうございました。正直、運協が何をしているかというのをやっぱり把握

はしてなかった部分が大きくて、その中で勉強させていただいてはいたんですけれども、

やはり、どうすれば保護者の意見を伝えられるかというのが、ちょっと自分の中の意見

と食い違うこともあってうまく発言ができないことが多々あったので、ほかの保護者の

方からは、やっぱりちょっと発言が少ないんじゃないかという意見もあったようなので、

申し訳なかったと思います。 

 来期の方々もまたＷｅｂだけだとやっぱり難しいとは思うんですけれども、意見を交

換しながらどんどん進めていっていただければなと思っております。１年間ありがとう

ございました。 

○藤原委員長  ありがとうございます。 

 それでは、わかたけの河津さん、お願いします。 

○河津委員   わかたけの河津です。 

 私も２年の任期でやってまいりまして、ちょうどやはりコロナ禍が始まって、運協が

始まるという状況で、２年間あまり対面でお話ができる機会がなかったのがちょっと残

念です。やはり、小関さんも原さんもおっしゃっていましたけれども、対面でやらない

となかなかしゃべりにくかったり、きっかけとかそういうのはつかみにくかったりとい

うのもあって、その辺はちょっとストレスになったところはありました。 

 今度、第Ⅴ期の方に引継ぎをしなければいけないわけですけれども、引き続き保育の

質の向上に向けて運協が頑張っていければと思いますので、よろしくお願いします。ど

うもありがとうございました。 

○藤原委員長  ありがとうございます。 

 そうたら、後庵さん、お願いします。 
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○後庵委員   くりのみ、後庵です。 

 ２年間ありがとうございました。 

 以上です。 

○藤原委員長  ありがとうございます。 

 それでは、続いて清澤さん、お願いします。 

○清澤委員  くりのみ、清澤です。 

 私も２年間ありがとうございました。 

 いろいろ話をする中で、運協のある意味というのを次の第Ⅴ期の方たちにもまず最初

に丁寧にお伝えする必要があるのかなと思っているということと、今期、特に親の不平

不満が募る中で、今後も丁寧に対話をしていく機会をつくっていくことをお願いしたい

と思います。 

 意見を吸い上げるということを目的に行いたいのであれば、ぜひ現場のほうへ行って

対話をされるということも増やしていっていただきたいというふうにお願いをして、最

後の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

 以上です。 

○藤原委員長  ありがとうございます。 

 そしたら、けやきの森さん、お願いします。 

○森委員    けやきの森です。 

 ２年間ありがとうございました。ちょっと最初は全く分からない中で始まったという

ところで、いろいろ勉強させていただいていたというのはあるんですけど、コロナとか

の状況などもあるんですけど、なかなかここ２年間で何かこういうことが進んだという

のが、言えるようなものがちょっとできなかったなというのがあるので、来期以降の形

として何かいい方向に向かうというのが目に見える形で出ればいいなと思っています。

２年間ありがとうございました。 

○藤原委員長  ありがとうございます。 

 それでは、鈴木さん、お願いします。 

○鈴木委員   けやき保育園の鈴木です。 

 ２年前、運協の始まりのときにちょうどコロナ禍という話があって、いろいろばたば

たしながら２年間あっという間に過ぎたなという感じております。２年間ありがとうご

ざいました。お世話になりました。 
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 以上です。 

○藤原委員長  ありがとうございます。 

 それでは、菊本さん、お願いします。 

○菊本委員   さくら保育園の菊本です。 

 ２年間ありがとうございました。私は、運協委員として保育の質を上げるというとこ

ろで、個人的には運動会をしてほしいとか、納豆ご飯をそのまま給食に出すのは止めて

ほしいとか、そんな話がしたかったんですけども、民営化であるとか公立保育園の廃園

であるとか、大きな議題が入ってきて、そういう話はできなくて残念でした。 

 こういう大きな議題がなければ、コロナ禍における保育など要望ができたらよかった

かなと思うんですけども、さくら保育園では特に大きなクラスターが起きることもなく、

通常に保育園に通わせていただいて大変感謝しております。ありがとうございました。 

 今期の運協においては、藤原共同委員長のおかげで運営協議会での役割というものが

少し明確にしていただけて話しやすくなったかなとは思うんですけども、保育園の民営

化については議会で決定されていると思っていたので、その内容について施設利用者を

代表として要望を上げていくというところだったのかなと思っていたんですけども、反

対派の方も多く、代表なんだか個人なんだか、ちょっとどう発言していいか分からない

というところもありまして、さらにＷｅｂ会議となりまして、余計にちょっと何を言っ

たらいいか分からないという場面が多かったんですけども、藤原さんに方向づけを大分

していただいて、これで施設利用者として要望を上げていくというところで、少し自分

の発言する方向性が見えてよかったなと思います。藤原さんありがとうございました。 

 任期が残り半年のところで廃園案が出て、こちらについては、ちょっと傍聴席のほう

からも意見があるように、あまり意見ができなかったかなと思うので、Ⅴ期の運協の委

員の方にはぜひ頑張っていただきたいです。 

 以上です。ありがとうございました。 

○藤原委員長  ありがとうございます。 

 そしたら、御影池さんがご欠席なので、市の委員のほうに移っていただきたいんです

けれども、お願いしてもよろしいでしょうか。 

○大澤委員長  すみません。それでは、市のほうからもご挨拶をさせていただきたいと思います。 

 はじめに、三浦委員、お願いいたします。 

○三浦委員   保育課長の三浦です。 
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 皆さん、２年間本当にありがとうございました。特に保護者委員の方々は、こうして

土日の開催というところで、お忙しい中ご参加をいただいてかなりご負担をかけた部分

があったんではないかなというふうに考えてございます。 

 私のほうは、まだ保育課におりますし、皆様ともしかしたらどこか別の場面でお会い

することがあるかと思いますので、その折は声でもかけていただければと思ってござい

ます。２年間本当にありがとうございました。 

○大澤委員長  続きまして、平岡委員お願いします。 

○平岡委員   それでは、運協委員の皆様には、これまでの皆様もそうですけれども、子育て中のお

忙しい中お時間をいただきまして、改めて感謝を申し上げます。さらに第Ⅳ期はコロナ

禍でなかなか開催できない期間があった一方で、先ほど何人かの方からも出ていました

が、Ｗｅｂ会議というような状況になりまして、ご参集いただくことはなかったわけで

すけれども、毎月の開催をお願いした期間もあり、大変な中でご協力をいただいてきた

かなというふうに思っておりまして、大変ありがたく思っています。この２年間ないし

１年間の方もいらっしゃいますけれども、本当にお忙しい中ご参加いただきまして、大

変ありがとうございました。 

 私からは以上でございます。 

○大澤委員長  それでは、園長のほうからもお願いいたします。 

○前島委員   では、５園の園長で、くりのみ保育園の前島です。 

 ５園の園長を代表してご挨拶させていただきます。 

 コロナ禍の中、保育園へのご協力大変感謝しております。ありがとうございます。子

育てとお仕事でお忙しい中、運営協議会にご参加くださり感謝しています。ありがとう

ございます。この時間が５園の保護者の皆様のご意見を聞くことができる私たちにとっ

て貴重な時間でした。ありがとうございます。今後とも保育園のことをどうぞよろしく

お願いいたします。ありがとうございました。 

○大澤委員長  それでは、最後に私のほうからも挨拶をさせていただきたいと存じます。 

 保護者委員をはじめとする皆様方、２年間、または１年間の方もいらっしゃると思い

ますけども、本協議会の議事運営につきましてご協力いただきまして、誠にありがとう

ございます。 

 本日につきましては、資料２６５についてまとめていただき、また、今、様々皆様方

からこの１年間、この２年間を通じてのご意見というのも承ったところでございます。 
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 来期に向けましては、今いただいたご意見等も基に、細かい部分も含めて協議ができ

るような形の環境を今後とも努めていきたいなというふうに思ってございますので、ま

た引き続きよろしくお願いしたいというふうな形でまとめさせていただきたいと思いま

す。特に藤原委員長、本当にこの１年ありがとうございました。また今後ともよろしく

お願いいたします。 

 それでは、本日の閉会の発言につきましては、藤原委員長にお願いしたいと思います

ので、最後の締めよろしくお願いいたします。 

○藤原委員長  では、以上で、本日の日程は全て終了いたしました。会議を閉じ、散会いたします。

大変お疲れさまでした。ありがとうございました。 

閉  会 


