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船橋市公立保育園民営化基本計画（素案）説明会 質疑応答 ＜中央公民館＞ 

 

●事務局 

それでは、ただ今の説明に関してご質問をお受けいたします。本日の終了時間は 11 時を予

定しておりますので、およそ１時間質疑応答の時間を取らせていただきます。質問をお持ちの

方は挙手をお願いいたします。職員がマイクをお持ちいたしますので、それまでお待ちくださ

い。 

 なお、ご発言の前にお住まいの地域とお名前をおっしゃってください。それから、計画素案

の該当ページをおっしゃっていただけると助かります。よろしくお願いいたします。それでは、

質問のある方、挙手をお願いいたします。 

 

○参加者Ａ 

 まず、この内容に対する質問、意見の前に、この会を開催するに当たってのやり方について

意見をいいですか。 

 計画の素案ができている時点で、これを今日この場で受け付けして配布するのでは、開始し

て 30分、時間を無駄に――無駄ではないけど、保育計画課長が一生懸命読まれていますので、

まずこれを保育園と保護者に配布して、事前に読み込みをして、市が何を伝えようとしている

のかを保護者に伝える責任があると思うんですね。事前に読み込みをすることで、そのページ

のどこに何が書いてあって、じゃあ質疑応答をというときに、ページのその項目を伝えること

で、より時間を効率的に使って、お互いが意見交換をする時間を設けられると思うので、まず

会を開催するに当たって、「会を開催しました、やりました、市は説明しました」という姿勢

を、ただパフォーマンスとして見せるだけではなくて、本当に保護者と意見交換をしたいのか

という疑問をこちら側は受けてしまうので、本当に親の意見を聞きたいと、親に納得してもら

った上で、その結果というのであれば、事前に市が考えていることを保護者に提示するという

仕事だけは、きちんとやっていただきたいんですけれども、今後は、こういう意見をかんがみ

て、会の開催をしていただきたいと思います。 

 

●保育計画課長 

貴重なご意見、ありがとうございました。今後、そのことに配慮して次の説明等はやってい

きたいと思います。 

 

○参加者Ｂ 

よろしくお願いします。 

 今の素案を伺っていまして、結局のところは、コストダウンの一言に尽きるんだなというふ

うにしか見受けられず、私もフォーラムですとかいろいろ、ちょこちょこと参加してお話を聞

かせていただきましたけれども、保育のあり方検討会のほうにしましても、保護者側の意見を

述べさせていただいてはいたようですが、何か民営化に対して、あからさまに反対の意見ばか

りだと発言さえも却下されて、受け入れられていなかったような状況の中で、民営化が推し進
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められてしまっているという状況がどうしても納得できず、またこういった形で、もう既に５

園は民営化しますと、今日この発表の時点で民営化ありきの説明会であるわけですけれども、

今まで、ほかの市の民営化されてきた方のご意見などを伺ってきましたところ、やはり今まで

ずっとお世話になっていた先生が、いきなり明日からほぼ全員全く知らない先生になってしま

うといったような状況での子どもたちの心のケアですとか、そういったところをやはりもっと

もっと重要視していただきたいと思っているんですね。 

 例えば先日なんかですと、民営化したらいきなり初日から子どもがけがをして帰ってきたで

すとか、食物アレルギーのあるお子さんが、今まで公立保育園できちんと適切に食事などを出

していただいていたところが、民営化したらいきなり３回も誤食させられて、救急車で３回運

ばれたとか、そういったお話を耳にしていますと、親として不安ばかりが募って、それはほか

の市の話ではありますけれども、船橋市としまして、例えば民営化した後の子どもたちに対す

る成長過程の上でのケアですとか、そういったところをどう考えていらっしゃるのかなという

ところが、全然シミュレーションですとか、今後のことが全く見えないので、ただただ「コス

トダウンこれだけできます。だから民営化して船橋市の財源を確保しますよ」と、そういう話

だけではなく、子どもたちに与える影響のほうを、やはり保護者としてはもっともっときちん

と、的確に、こういった場合はこうなるんだというような事例と申しますか、そういったとこ

ろを伝えていただかない限り、不安しか残らないんですね。 

 ですので、今日本当にコストダウンの面は、すごく伝わります。ただ、子どもたちに与える

影響というところは、メンタルの面のケアですとか、その部分をきちんと伝えていただかなけ

れば納得ができないなと思っています。 

 実際、待機児童が増え、コストもかかりという状況もわかりますが、実際周りにマンション

もどんどん増えて、余り財源的なところは詳しくはわからないですけれども、実際に住民が増

えたら住民税も増えるので、そのあたりもうちょっとうまく振り分けて保育の面に、ダウンす

るばかりではなく、子どもの成長に影響してくることなので、むしろ親としてはコストアップ

していただきたいぐらいの気持ちでいますので、民営化がいけないとは言ってないんですけど

も、公立保育園をなくして、減らして民営化するのではなく、公立保育園を現状のまま維持し

てプラス増やしていくという考え方にはどうしてもならないのなと、ちょっとその辺りをいろ

いろと疑問に思っておりますので、明確にしていただけたらと思っています。 

 

●保育計画課長 

ちょっとご説明が足らなかったかもしれませんが、財源の話も確かにございます。それから、

先ほど申しましたように１万 5,000人の方が幼稚園にも保育園にも通っていない中、孤独な子

育てをやっている方も多数おられる状況で、地域の子育て支援をしっかりやりなさいというあ

り方検討委員会の提言を受けまして、計画をつくっておるのでございますが、地域支援につい

ては、お金ではなくて、保育士の再配置ということで対応していきたいというふうに思います。 

それから、ご意見いただいたように、アレルギー対応や移行時のお子さんの影響というよう

なことは、今後ガイドライン検討委員会の中で、どのような手法でやるのがいいのか十分ご議

論していただきたいと考えています。 



－3－ 

 

 

○参加者Ｃ 

よろしくお願いいたします。 

 15ページに書いてある図なんだと思うんですけれども、結局、主に人件費が削減できますと

いうお話だと思うんですね。人件費が削減できるということは、要は民間が安いということな

んですけれども、安いなりの理由があるのか、それとも公立保育園が高いなりの理由があると

思うんですけれども、その原因は何だと認識されているのでしょうか。 

 

●保育計画課長 

ここのイメージにもございますが、公立保育園ですとやはり人件費そのものが高いというこ

とは、これは保育士も一般行政員と同じ給与体系でやっていて、年齢構成的にかなりベテラン

の方もいらっしゃるというような中で、私立と比べると人件費に 1.15倍程度の差が出てくる。

運営費に関しては、ほぼ公立であろうと私立であろうと同じような運営費ですので、差が出て

くるのは人件費ということでございます。これは 120名定員の園を比較した値で、人件費その

ものだけの差は 3,000万円でございますが、私立の保育園でございますと国庫負担金があると

いうことで、市の負担としてはその分も合わせて 6,600万円程度減るとなっているようでござ

います。 

 

○参加者Ｃ 

質問した内容と違うと思うんですが、私が質問しましたのは、なぜ金額の差が出るのかとい

う分析が必要だと思っていまして、当然、仕事をする上で能力の高い人が高くて当たり前です

し、ない人は低いというのが世の中一般的な話だと思うんですけど、その差が生まれるのは、

全くサービスの差が変わらずに生まれると分析されているのか。例えば、なかなか行政として

は難しいのかもしれないですけれども、本来そんなに高くなくてもよい人が高い給料になって

いる。そうした場合には、逆に踏み込んで行政として下げるべきという議論はされているのか。

一概に今まで公立でやっていた給料を維持しますという時代ではなくなってきていると思っ

ておりますし、先般、ラスパイレス指数ですかね、出されておりましたけども、船橋市は高い

というのが出ております。その辺、検討された上でそちらに変えるのであれば、まだわかるん

ですが、その辺の分析をどうされているのか。ないままに単純にやっていたら、安かろう悪か

ろうになるかもしれないし、削減努力を一切しないのかもしれないしということで、どういっ

た分析でこちらが安くてプラスになると考えられたのか、教えてください。 

 

●保育計画課長 

ただいまおっしゃっていただいた内容の分析ですが、これは現実として、こういう実態があ

るということをお示ししたものでございます。確かにおっしゃられるように、公務員の給料は

高いというご指摘もございます。私立の給与体系と人員構成、公立の給与体系の中で、現実的

にはこのような差が出てきているということでございます。 

公務員給与の話ですと、私ども今回ボーナスがカットされておりまして、国全体でございま
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しょうけれども、公務員給与の引き下げというのが行われております。これは経済情勢等にも

よると思うんですが、ここにお示ししたのは現状としてこの差があるということで、おっしゃ

られたような改革も、今後国全体としてもそういう動きにあろうかと思います。 

 

○参加者Ｃ 

回答していただけるのは非常にありがたいことですが、今のお話の中で、どうして差が出る

のかという分析は余りなされていないという印象を持っておりまして、安いなら安いなりの、

これを安くしたら本当に維持ができるかどうかというところは、ご検討いただいて進めていた

だきたいと思っております。 

 最後にお願いなんですけれども、やはり尐子高齢化の中で、逆に子どもの部分が増えていく

というのは嬉しい悲鳴だと思うんですね。やっぱりこういう財政部門の中の根本的な対策とい

うのは、若い人がどんどん育ってくれることで、船橋市は立地に恵まれているということで、

若い子育て世代が流入してくるという恵まれた土地であるので、そういったところにあぐらを

かかずに、Ｎ市等々はいろいろと導入の政策をとっているというのは、大々的に打ち出してい

ますし、その辺を踏まえて、単純にプラスになったところを削るのではなくて、全体の中でど

こに重点を置くのかと、最終的に市をよくするのであれば、まず子育てからやっていくという

ような考え方もあるのではないかと思います。よろしくお願いいたします。 

 

●健康福祉局長 

今のご指摘、ご質問も含めて大変貴重なご指摘がありました。まさに公私間の保育料の格差

というのは、率直に申し上げれば人件費ということでして、人件費ということは何かといえば

給与の差ということは確かなことです。先ほど、課長もお答え申し上げたとおり、その点につ

きましては、行財政改革的な視点も含めて、公務員の給与のあり方として、今後、引き下げ導

入も含めてというような変更ももしかしたらあるかもしれません。その点については、保育の

分野だけではなくて、市役所全体、福祉全体ということもあって、そういった動きはあるにせ

よ、先に人件費格差を埋めるだけのそういった削減が直ちにできるかというようなことは非常

に難しいということは、言いわけになるかもしれませんが、１点あります。 

 それともう一つは、やはりこういう経済状況で、市もスリムにならなければいけないという

部分の中で、定員の管理というのも非常に厳しくなってきます。具体的には言えはしませんが、

今までの人数だけでよいのか、もう尐し人数的にも管理し、効率的な財政運営をしたいという

ことです。そこが我々非常にジレンマになっているところで、保育士さんの分野においても当

然定数管理にかかってきます。そういった制約がある中で、片や待機児童もたくさん増え、保

育園は簡単につくれなくなっている。それに加えて、地域の子育て支援をやっていくには、在

宅にいらっしゃるお子さんや、ご家庭を守るために新たな仕組みというものを考えなければい

けない。そこは当然、保育士さんや専門家の力が必要です。そういった定数管理の枠のある中

で、いろんな施策目的をどういうように効率的にやっていくか、ここが非常に悩ましいところ

であります。今回のご提案は、そういった意味も含めて、当事者たる保育園の皆様にご迷惑を

かけるのは大変心苦しいんですが、そういった全体的な要素も含めてご理解いただければと思
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います。 

 

○参加者Ａ 

先ほども発言しました。 

 質問したい内容と異なるんですが、１番目に聞いておきたいことが、子どもを預ける側とし

て、受け入れをする社会福祉法人についてなんですが、13ページの民営化の目的の部分で（４）

の一番最初の項目のところに、「質の高い社会福祉法人等による」という記載があるんですが、

この「質の高い社会福祉法人」というのは、何をもって質が高いと市は判断するのか、この具

体的な項目がなければ、何を見て質が高いと言っているのかが全く理解できないんですけれど

も、そこの内容というのは、どういうふうに考えているのか、お伺いしたいんですね。 

 一般的に、「あの社会福祉法人、あそこはいいよね」って周りは言うけれど、じゃあ、そこ

に勤めている人が実際どう思っているかというと、周りの見解と勤めている職員の意見が全く

違っていたり、「あそこ、いいよね」という評判だけども、年に１回監査が多分入ると思うん

ですけれども、その監査のときに実は手を回している部分がたくさん出ている。それは、職員

は知ってるけれど、世間の人は全く知らないということが、船橋市でそういう事例があるかは

わかりませんが、ほかの地域では発生している。それを見逃して、「あそこ、いいことしてる

よね」「あそこは質が高いよね」って判断されるのであれば、それは預ける側としては非常に

不愉快。 

 例えば給食についても、公立にも預けていて、おかわりは自由にできるけれど、質が高いよ

ねと言われている社会福祉法人に行ったら「おかわりできませんよ。こぼして、お皿ひっくり

返したらもう給食ありませんよ」とか、お昼寝のお布団についても、例えばお漏らしして、「干

してはあげるけれども、洗濯は親にね」というのは当たり前だと思うんですけれども、おねし

ょをしちゃって、「しけっている程度だからいいよね。そのまま片づけちゃえ」とか、そうい

うのが当たり前に社会福祉法人の中では行われているけれども、外から見る人には全く伝わら

ない、内容というのは監査の中だけでは発見できないことが多々あるはずなんですね。それを

見逃して「質が高い」っておっしゃられるのは非常に問題なので、何をもってして、どういう

根拠で質が高い、だからここに委託することにしますという判断をするのか、どういうふうに

目安を設けるのか、お伺いしたいです。 

 

●保育計画課長 

保育の質というのは、なかなか数値とかであらわせない問題だと思います。船橋を初め千葉

県では、第三者評価という仕組み――監査は法律に基づいてやっているかどうかなんですけれ

ども、第三者評価というのは、第三者が客観的にその保育園の経営、保育内容も含めてどうい

うことをやっているのかというものなんでございますが、まだ市内の第三者評価の実績がない

ので、その辺のお話をすることができないんですが、東京都とか神奈川県では、かなりの保育

所も含め、社会福祉施設全般が、第三者評価を受けています。その資料を幾つか読んでみます

と、船橋の場合は公立なので、どの園でも同じような、ある一定のレベルの保育はなされてい

るんですが、社会福祉法人だからすべて同じではなくて、独自の取り組みというのはなされて
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おります。今日は持ってきてないので具体的にお話しすることができないので申しわけないの

ですが、その辺の第三者評価の内容を見ますと、評判だけではなく、船橋の公立ではなし得な

いような独自な保育をやっていらっしゃる法人さんもいらっしゃるという部分はございます。 

 

○参加者Ａ 

一つお伝えしておきたいんで、船橋市でそういう事例があるということではないんですけれ

ども、社会福祉法人さんで、必ず市を通して入所するんですけれども、それ以外に社会福祉法

人と独自に契約して裏で子どもを引き受けている。パーセンテージ的に 100 人入るところを、

100 人入った以上に何割増しで入ることができるという設定が市でなされていると思うんです

けれど、市の公募人数と合っているんだけれども、社会福祉法人が裏で契約をして、これに子

どもを預かっていて、人数が余剰過ぎて保育士の目が届かないという事例が発生している地域

があるんです。こことは言いませんけれども、そういう地域があるので……。ちょっと裏の話

をして申しわけないんですが、そういう事例を抱えている保育園もあるというのがわかってい

るので、余計に民営化されることに対して、何を基準にそこを選ぶのかというのがわからない

と非常に不安なんですね。保育士も子どもがけがをした理由がわからない、子どもがけがをし

て家に帰って、保護者から園に連絡が来る、その様子を見ていないから全くわからない、でも

病院に連れていったら骨折をしてましたとか、そういう事例もあるんですね。 

 なので、そういう見て、聞いて、知って、そこに本当に安心して預けられる環境がなくなっ

てしまう。今預けている子どもが卒園するころまでは大丈夫だとしても、じゃあ次の子はどう

するのというときに、安心して預けることができない、園に対して常に不信感を持って、「今

日の服装こうだよね、今日は髪型こうして出したよね」、家に帰ってきて、傷がないか一々親

がチェックしなければいけないという、そういう事態を招いてしまうんじゃないかという不安

がとても大きいんです。職員も急に変わってしまう。園の従業員も変わってしまう。子どもの

ほうが情緒不安定になってしまう。そんな事例を見てきているので、今度引き継ぎをするとこ

ろの選定をする根拠をきちんと出していただきたいと思います。 

 

●保育計画課長 

お話しした事例は、裏で契約云々というのはちょっとつかんでないんですが、もしそういう

ことがあれば指導監査のときに指導される内容だと思います。 

 

○参加者Ａ 

そういうのは、全て…（聴取不能）…。 

 

●保育課長 

保育課長の佐藤と申します。よろしくお願いします。 

 今のお話の裏での契約というのは、船橋では全くございません。これは多分昔、入所のお子

さんが尐ない時期がありまして、そのときに私的契約制度が社会福祉法人等に認められており

ました。現在は、待機児童が非常に多くなってきているということと、入所児童が平成７、８
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年からずっと増えてきているんですね。そのころから私的契約は廃止という通知を国からいた

だいておりまして、船橋市では社会福祉法人の中で私的契約のお子さんは誰もいらっしゃいま

せん。保育課で公立保育園、私立保育園、すべて入所決定しておりますので、その点誤解のな

いようにお願いします。 

 

○参加者Ａ 

監査のときは園ではもうすでに、子供を裏で取っているとか…（聴取不能）…とか靴箱とか

物品とか……通常保育の子とはまったく別のところに、倉庫にしまってしまうとか…（聴取不

能）…監査のときにはまったくない（聴取不能）……。 

 

●保育課長 

私、監査指導室から報告書をもらっていますけれども、そういった事実はないです。 

 

●保育計画課長 

後段の部分でございますが、社会福祉法人を選ぶときの基準とか、選び方にかかってくると

思います。選定委員会を設けて、どういう評価をするか。あるいは、書類選考、ヒアリングだ

けではなくて、必要があれば応募法人の実際にやっているところを見に行ったりするというよ

うな仕組みで、選定委員会の皆さんに協議していただいて、どういうところをチェックしてい

くか、その辺しっかりやっていきたいと思います。 

 

○参加者Ｄ 

今日はお時間ありがとうございました。 

 意見を１つと、質問をさせていただきたいと思います。 

 意見に関しましては、先ほど男性の方もおっしゃったように、人件費が高いということに対

して、やはり民営化を検討しているといったところに関しては、「民営化することによって安

くなります。公立だと高いです」というところが、民間企業に働いている人間にとってみれば、

ここには…（聴取不能）…けど、会社の売り上げが尐なくなったりとかというような影響で業

績が振るわないというのであれば、やはり一番影響されるのは人件費だったりということで、

それはもちろん査定とかによって、ちゃんと業績に応じた形での配分というものをされている

ものではありましたが、そういった形で柔軟に対応できる体系というものは、企業はとってい

ると思いますので、ただ民営化すれば変わりますというような形で、もちろん裏づけはいろい

ろ考えていらっしゃると思うんですが、説明をいただいた限りでは見えないところが多いので、

そういったところを含めた形で、公務員の全体的賃金体系という話になると思うんですが、そ

こを合わせた形での削減というものをちゃんと検討した上でお話ししていただきたいなとい

うことです。 

 あと、もう１個、これは質問なんですけれども、17 ページの表 15 にあります、公立保育園

の正規職員配置数なんですが、これは５個の保育園を民営化することによって、この人たちを、

ほかの保育園に振り分けられる、そういう意味合いですか。ちょっとどういうふうにこの数字
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をとって、どういうふうに考えたらいいのか、わからないので説明をお願いします。 

 

●保育計画課長 

ここでお示しした正規職員 20 人でございますが、１つは先ほど申しました地域支援に、拠

点園に配置して地域支援を担っていただくということと、もう１点は、今、公立保育園の正規

職員の比率が６割程度に落ちてきているんです。いろんな事情があるんですが。実際の保育園

運営というか、お子さんに接する場合にかなり限界に近く来ている。公立の正規の比率が下が

ってきて、正規でない方の比率が増えているというところで、そこに正規職員を再配置してい

きます。いろんな課題がございます。障害児対応――今、障害児の方も待機が出ている状況が

あって、そのような解消のためには正規職員を再配置して、さらに民営化以外の園での障害児

の受け入れを増やしていただく、プラス何人かの正規の部分でしっかり担っていく部分。 

 それからあと、毎年 30名程度の退職者が出ております。これを毎年毎年 30名採っていくと

いう方法もあるんですが、その再配置できる部分を、例えば 10 人あるいは５人とか、その部

分の補充に充てれば、採用は 25なり 20で済む。そうすると、保育士総数を抑制することで人

件費総額が抑制できるのではないか。そういうようなところで、実際何人ずつ配置するかとい

うのはあるんですが、そのような再配置を考えていきます。 

 

○参加者Ｄ 

そうなると、民営化で今回、財源をコストダウンしたいという方向性は分かるんですけども、

それに応じて、例えば、今問題になっている待機児が多いですとか、例えば私の知り合いなん

かにも０歳児と１歳児の４月年度の年次の数え方の違いだけで入所できた人と入所できなか

った人と分かれたみたいな人もいるので、コストダウン、プラス待機児童に対しても、民営化

することによっての待機児童についての対策を具体的にどのような感じで、人数とか新しく新

規に開園するとか、その辺の数字をあわせて教えていただけると、コストダウンに対しての、

単に赤字がなくなりますということではないと思うので、そこは地域全体として、働きたい、

社会に出て働かなきゃいけないと言って待機児童で待っている人たちも山ほどいるので、その

辺もあわせてこちらのほうでご説明していただけると、納得できるところが尐しはあるのかな

という気がしました。 

 

●保育計画課長 

今の待機児童のお話ですが、６ページにお示ししたように、「あいプラン」で 26年度までに

保育所の新設や定員増で 9,000 人の枠まで広げていきたいと、これは数値目標でございます。

あと、「保育ママ」というような取り組みもあります。 

 このような取り組みの中で、9,000人を達成するとすれば一般財源で 13億程度さらに増えて

いくというような事情もございます。民営化によって、それですべてを賄えるわけではござい

ませんが、ただ増やせばいいというのも、なかなか市の財政状況の難しいところがあって、一

部をその財源に充てていきたいということと、これは定員増と家庭的保育しかないんですが、

これ以外にも認証保育所制度とか、あるいは幼稚園での預かり保育、あるいは、今やっている
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家庭的保育は個人ですが、保育所でやるような保育ママの制度、いろいろな待機児童対策がご

ざいます。財源の一部をそのような制度の活用に充てて、待機児童をなるべく増やさないよう

に持っていきたいというところでございます。 

 

○参加者Ｄ 

ありがとうございました。 

 

○参加者Ｅ 

 今までのお話を聞きまして、保育園にも幼稚園にも通っていない子どもたちのためへの対策

ということを強く話されております。それはすごくわかります。今、保育園に入っている人も

待機児童である、そういうことを経験して、やっとの思いで入られた方も多数いらっしゃると

思います。そういった保育に欠けるというのが前提で保育所に入所させていただいていると思

うんですよね。それは市が選定して、入所を許可されて、やっとの思いでみんな保育園に入所

できているんです。その自分が通う保育園が、もしかすると民営化されてしまうのではという

不安を皆さん抱えていらっしゃるんです。 

 それは、多くの方は漠然としか受けとめてなく、市のほうでは、いろいろな広報を出されて

いたり、パブリックコメントを募集されていたり、あると思うんですが、それはやっぱり末端

の一般の保護者の方までは全然伝わり切れていない。こういった資料をいただいても、初めて

民営化のことを聞こうと思って参加した方には、読んだだけでは実際に理解し切れない内容な

んですね。私なんかは、長年保育園に子どもを通わせておりまして、ずっと何年にもわたって

民営化のことを学んできたので、辛うじてお話がわかるかなというレベルだと自分では思って

います。でも、一般の最近入られたばかりの方、まだまだ若いママさんたちというのは、自分

の生活が手いっぱいですから、民営化の趣旨というのを理解するのには、読んだぐらいでは実

際わからないんですね。 

 そういったこともありますし、実際、保育園に通っているお子さんは、８ページありますよ

うに、本当にひとり親の家庭であったり、外国人のお子さんであったり、よそで受け入れても

らえなく、保育園に通っているという方もすごく多いんだそうですよ。そういった支えになっ

ている公立の保育園だからこそ入れてもらえて、安心して子どもたちが公平に生活できている

んですね。何の差別もなく同じように生活していられる、そういう場であるわけなんです。 

 その保育園を、拠点を５つつくって、民営化される園は５つありますということですが、27

園あるので、そこに属さないあとの 17 園は、今後どうなるんだろうという不安は、やっぱり

皆さん持ち続けると思うんです。実際に民営化される園として挙がってしまった園の方たちは、

じゃあ、自分たちはどうなるんだろう、何が変わるんだろう、という不安がすごく大きいと思

うんです。 

 それは、園名を挙げてから、その園の方にだけ説明するのでは、その人たちは「こうなりま

したよ」と言って納得するかしないか。納得できない方は、「じゃあ、よそへ行ってください」

という話になるんですか。そうではなく、やっぱり、「今、市はこういう方針でいるんです」

ということを実際通っている園に、拠点園になる、ならないにかかわらず、27園全部にまず説
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明をしていただきたい。その 27園の中で、「とりあえず、まず５園民営化に取り組みたいと思

います。その民営化される園ではこういうことが変わります」ということをきちんと、既に通

っている方たちにも説明をしていただきたいと、やっぱり通っている保護者としては思うわけ

ですよね。それがなくして、こういった会議を開くのも、皆さんも大変なのかもかれないんで

すけれども、やはりお仕事をお持ちで、小さい子をお持ちでという方がなかなか参加しづらい

です。また、こういう会を開かれているっていうことも知らない方がほとんどだと思います。

やっぱり一園単位で園に来ていただくのが一番だと思うんですけれども、時間をとってすべて

の保護者にきちんと説明をした上で進めていってほしいなと思うんですが、そういったことは

お考えではないでしょうか。 

 

●保育計画課長 

実は昨日、副市長と父母会の会長さんと懇談をする機会がございました。その中でも、会長

さんからそういう話がございました。この計画はもちろん保護者の方にとって大切な内容でご

ざいます。ただ、船橋の施策として変更するということもございますので、おっしゃることは

確かにわかるんですが、一般市民の方にもご理解いただかないと進んでいかないということも

ございますので、今回公民館というところで、広く皆さんにご参加いただいてご説明したいと

いうことでやらせていただいております。なかなか 27 園全部ということも、ちょっと物理的

に難しいこともございますので、こういう形にさせていただきました。 

 

○参加者Ｅ 

では、今後ともそういった形で、例えば各園ごとに説明をするということはないんですか。 

 

●保育計画課長 

今申しましたように、全園でというのはちょっと困難かなと考えていますが、なるべく説明

の機会は多く持ちたいとは思っております。 

 

○参加者Ｅ 

個人的な考えでは、拠点園は５園では尐ないと思いますね。市が言う保育園にも幼稚園にも

通っていない子どもたちのためのものであるならば、やはり公立 27 園はすべてを拠点園と同

じように考えて守っていってほしいですし、そこにプラスの形で、子どもたちを安心して預け

られる施設というのを増やしていく。保育ママのことなんかもあるようですけれども、やっぱ

り今ある園に通っているお子さんたちが、さらに待機児童と呼びますか、保育難民みたいにな

ってしまうのではないかという心配のほうが個人的にはどうしても強く感じますので、保育園

を減らすのではなく、もっと違った形で、保育園にも幼稚園にも通っていない子どもたちも、

障害を抱えていながら待機児童になっている子どもたちにも広く、本当に船橋市の子どもたち

のためになるものであってほしいと思います。それを一番考えていっていただきたいと思いま

す。 
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○参加者Ｆ 

聞きたいこと、３つございます。 

 まず１つは、13 ページの公立保育園の民営化に関する基本的考え方。民営化の目的として、

待機児童の対策を書いていらっしゃいますけど、その（１）の一番最初に「新設・改築等によ

る」と書いてございますが、保育園を新設する具体的な予定がございますのでしょうか。もし

あるんでしたら教えていただきたい。いつ、どこにできるのか、そういう予定があるのか。 

 それと、丸の４つ目のところ、「幼稚園における長時間の預かり保育の協議」、これは幼稚園

とお話がもうついているんでしょうか。いつから始めるんでしょうか。具体的なことがわかっ

ていたら教えていただきたいと思います。 

 それと３つ目が、ガイドラインをつくるというお話なんですけど、私は連絡会のほうからい

ろいろ話は聞いておりまして、17ページの「公立保育園民営化ガイドライン検討委員会を設置

し」ということで、12月に市役所のほうに行ってお話を聞いたときに、12月 24日までに連絡

会から３人ぐらい委員を出してくれと言われて、24日までにと言われたのが 14日で、10日間

で人を出すのはとても無理ですと申し上げて、「じゃあ、ちょっと考えます」と言われて、11

日に延期すると言われたと思うんですよ。市役所からお手紙いただきまして、11日まで待ちま

すとなって、その後どうなったか全然わからないんですけど。確か市の予定では４月から会議

を始めますみたいな話だったと……、あっ、違いました。１月、２月、３月で６回会議をやっ

て民営化しますみたいな感じだったと思うんですけど、その辺のスケジュールがどういうふう

に変更されたか、教えていただきたいと思います。 

 

●保育計画課長 

まず、最初の保育園新設の問題でございますが、今年度の整備で法典地区に２園、４月開園

予定になっております。 

 それから、大神宮のところに１カ所、坪井の日大前に１カ所。 

 

●保育課長 

すみません、保育課長です。 

 23年度に整備しているというお話がありまして、４月開設予定の園、ＪＲ船橋法典駅近くに

１カ所、上山地区に１カ所、今言いましたけど、大神宮下駅近くに１カ所、東葉高速の船橋日

大前駅近くに１カ所、新京成の薬園台駅がありますけど、住所は飯山満になりますが１カ所、

あと夏見台地区で船橋旭保育園、こちらは今建て替えしてまして、定員 30 人増やします。合

計で 390ということです。 

 23年度整備は、現在予算要求中で最終の詰めに入っています。今年度は 390で、そこまでは

行かない予定ですが、200 人を超えるペースで今も考えております。そういった対応をしてい

きたいということです。 

 あと、幼稚園における預かり保育の協議は、幼稚園連合会の会長さん、副会長さんに私と部

長がお伺いしまして、今後、積極的にやっていこうということです。現在の幼稚園の預かり保

育とは、文科省の補助制度で時間が短かったんですね、夏休み期間が短かったりしていますの
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で。そういった部分の充実が必要だという問題意識は共有されております。 

 

●保育計画課長 

最後にガイドラインの話でございますが、これも、昨日の副市長と父母会長さんの懇談の席

でもお話が出ました。現在の状況としましては 23 日に父母会の定例会があるということをお

聞きしておりますので、その定例会の後に 24 日に出していただきたいということになってご

ざいます。 

 

○参加者Ｆ 

会議の予定はまだ……。 

 

●保育計画課長 

日程に関しましては、副市長のほうから担当課と協議したいということでご返事させていた

だいております。 

 

○参加者Ｇ 

よろしくお願いします。 

 民営化を進めていくに当たり、やっぱりどうしても何らかの混乱であるとか弊害というのは、

ゼロじゃないだろうなと、そこの不安はあります。ただ、既にほかの地公体では民営化を進め

ているところがありますし、いろんな弊害とか混乱の前例があると思います。その中で、どの

ような前例を認識されているのかというのと、それに対してどういう対策をとろうとしている

のか、２つでも３つでも具体的な例を出していただければと思います。よろしくお願いします。 

 

●保育計画課長 

かつて、いろんな民営化のことで、身近で言えば、Ｙ市のほうで新聞報道されているような

事例もございます。これに関しては、よい法人を選ぶのが一番だと思います。 

 それから、具体的には法人を選ぶだけでなくて、移行期とか移行後のときにどういう配慮を

するのか、市としてどうかかわっていくのかというところは、ガイドラインの中での議論にも

なるし、法人が選定された後の三者協議、法人さんと市と保護者との話し合いとか、そういう

場でのいろんな問題解決が必要になってくるのかなと思っております。 

 

○参加者Ｇ 

先ほどどなたかがおっしゃっていましたけど、この話ってなかなか保育園の全員が伺ってな

いと思っています。父母会の活動するメンバーはそれなりにこれに対して認識はありますけれ

ども、皆さんに委嘱するに当たり、これまでどういった前例、こういった弊害がありました、

それに対してどうします、個別具体的にガイドラインを策定される際にそれをぜひ出していた

だいて、そういうことでわかりやすくなるのかなと思っております。ちょっと今いただいたお

話では、すみませんが、私がイメージしていたレベルの具体性は、正直なかったと思ってます
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ので、ぜひともガイドラインを策定する際には、前例って貴重なんですね、教材になりますか

ら、そこは有効に出していただきたいと思っております。 

 

●健康福祉局長 

大変貴重なご意見ありがとうございます。私ども具体的にどういうお話があり、またどうい

ったことが起こり得るかというのは、具体的に把握、考えなければいけないと思います。その

ためには、今いただいたように、他の自治体でどんな事例が起きたのか、これをきちんと検討

しなければいけないと思います。 

 それと、以前あり方検討委員会の一次報告書が出たときに、皆様からの意見募集とか、車座

の意見を開かせていただいて、どういう具体的な改善点があるか整理させていただきました。

そういうまさに具体的な事例を題材にして、ガイドライン策定検討委員会では、ぜひとも保護

者の方にお入りいただいて、具体的な検討をしていきたいと考えております。貴重なご意見あ

りがとうございます。 

 

○参加者Ｈ 

よろしくお願いします。 

 費用がかかる一因として、まず公立の人件費が高いよということだったんですけれども、こ

れは先生方の年齢が 20代から 50代まで幅広くいらっしゃる中で、高いのは当たり前だと思っ

ているんですね。民営化したときにガクンと下がるという部分で、新卒の先生ばかり集めて、

安くなりました。「安いね。ああよかったね」って、それでよしとしてしまってはいけないと

思います。これからガイドライン等をおつくりになると思いますので、その辺の人数の構成で

すね、ベテランの先生方を何人入れるとか、必ずその辺をきちんとやっていただきたいと思っ

ています。 

 あと、先ほどもちょっと質問ありましたけど、13ページの一番下のほうで、民間保育園の柔

軟性や活力、ノウハウを活かした保育サービスというところなんですけど、これを読みますと、

公立よりも民間のほうがその辺のノウハウでまさっているような書き方になっているかと思

うんですけど、必ずそうではなくて、やはり公立で長い歴史のある先生方のノウハウ、蓄積さ

れたもののほうが、私個人にとっては重要かと思っていますので、そこの比較の部分でもっと

細かく、噂とか評判だけではなく、この項目については民間こう、公立こうという比較をきち

んと出されて、ガイドライン等を作成していただきたいと思っています。 

 それから、質問なんですけれども、18ページ目、８番の保育園の対象園の選定基準、③の建

て替えなどの必要がないことという部分なんですけれども、民営化にしますと国のほうから建

て替え補助が出るという認識でおりましたけれども、これは、そうしないっていうのはなぜ、

市のほうで耐震基準を満たしていない園は改修していくというようなことでとらえています

けれども、その辺はどうなんでしょうか。 

 

●保育計画課長 

建て替えのお話は、確かにおっしゃられたような基準もございますが、まず市としてはお子
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さんの安全を第一に考えようということで、先ほど申したように１期目のものは市が取り組ん

でいるところでございますし、２期目についても安全に配慮して順次、まず安全を確保したい

ということで建て替えは行う予定でございます。この③の項目の一つは、例えば老朽化したと

ころ、あるいは早急にでもしなければいけないところでありますと、受けた法人さんの負担が

かなり大きいというので考慮いたしまして、最初に申したようにお子さんの安全ということは、

市の責任を持ってまず取り組みたいということでもございます。 

 

○参加者Ｈ 

わかりました。もう１点だけ質問なんですけれども、同じく対象園の選定基準で、①から⑤

までを考慮していくと、11ページ目の表で、私が住んでいる東部地区なんですが、まず市の保

有であることということで、ＵＲが除外になりますと、おのずと二宮と三山ということになり

まして、かつ建て替えの必要がないというところは、二宮ということで選定の基準に入ってく

ると思うんですけど、そういう理解でよろしいでしょうか。 

 

●保育計画課長 

具体的にどこというのは、まだ今後検討していくところですが、今挙げた５つの点を考慮し

て選定していくということですので、尐なくとも除外するのは拠点園とＵＲの敷地ということ

は、はっきり計画ではうたっていることでございます。あとは、地域バランスとかここに挙げ

た点を考慮しての選定になっていくということでございます。 

 

○参加者Ｈ 

わかりました。そうしましたら、８番の優先順位として④が１番、⑤が２番ということは決

まっているということでよろしいでしょうか。 

 

●保育計画課長 

決まっているというより、これは素案でございますけれども、④、⑤はある意味除外する園

という規定で、①から③はこういうことを考慮して選んでいきたいというような選定の基準に

なっています。 

 

○参加者Ｈ 

わかりました、ありがとうございました。 

 

○参加者Ｉ 

 お考えをちょっと教えていただきたいんですが、今回公立から民営化するに当たって、子ど

もの視点に立ってのメリット及びデメリットというものを挙げていただけませんか。また、メ

リット、これは質だと思いますので、質に対する資金援助をどのようにお考えなのか、そのこ

とをお示しいただきたいと思います。 
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●保育計画課長 

子どもの視点ということで、大事な点ではございます。これは保育内容にかかってくると思

うんですね。あとは移行期の問題もございます。この辺は先ほどからご意見をいただいており

まして、ガイドラインでしっかりやっていきたいと思ってございます。 

 社会福祉法人などの民間さんはさまざまだと思うんですね。それぞれの経営理念とか保育の

理念とかに基づいてやられていますので、その辺のいい保育のところを選定して、お子さんに

とっても「よかったな」と言われるような園にしていきたいなと考えております。これは、ど

のようによい法人さんを選ぶかということにかかわってくると思うんですが、お子さんにとっ

ていい方向になればと考えております。 

 

●子育て支援部長 

補足ですけど、公立から民間に移ったときに、やはり先生方子どもたちが今まで慣れ親しん

できた先生方が変わるという、過渡期の部分があろうかと思います。そういう中でも市は合同

保育を行いながら、子どもたちに影響のないような形で進めていきたいなと考えております。 

 

○参加者Ｉ 

それでは、民営化になった時点で、船橋市の保育の指針というものがあると思うんですね。

今の公立の保育園が実施しているような保育の指針というものは、民営化した保育園について

は、もうそれには従わなくていい、その社会福祉法人なりの経営理念、保育理念にのっとって

いれば、もう船橋市はノータッチだということでよろしいですか。 

 

●保育課長 

保育課長です。ご存じだと思いますけれども、国で定めている保育所指針がございますね。

それで公立・私立保育園、認可保育園はすべて動いています。参考にし、各認可保育園はその

下に保育課程をつくっております。それに基づいて社会福祉法人、公立園でそれぞれ保育して

います。市の策定した指針は現在なくて案の段階で、市が社会福祉法人、私立保育園からの意

見をちょうだいして策定しているところです。もう尐しででき上がるところまで来ているんで

すけど、それは公・私立保育園に参考にして検討していただきたいという思いで今つくってい

るところでございます。 

 

○参加者Ｉ 

民営化対象になった保育園の保護者は、その保育理念に納得がいかないんであれば、公立保

育園の転園を希望すればいいわけですか。 

 

●保育課長 

当然、公立保育園でもそれぞれの園で保育課程を策定しております。保育課程は、公立、私

立保育園それぞれに別々の理念があるというふうに私どもは理解しております。それぞれの保

育課程の中でカリキュラムが決まってきますので、それを理解していただくというのがまず大
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事かなと思っています。 

 

○参加者Ｉ ……根拠はあるのか（聴取不能）……。 

 

●保育課長 

それについては、今後ご意見をいただいて考えていく課題かなとは思っております。 

 

●事務局 

 すみません。時間があと３分ほどになりました。先ほどお二方挙手されていた方がいらっし

ゃいましたので、とりあえずそのお二方、お願いできますでしょうか。 

 

○参加者Ｊ 

 ４つありまして、１つ目は、１ページ目の一番最初のところに、「船橋市においても待機児

童解消は最重要課題と位置付け」と書いてありまして、民営化をするより、法人さんを探した

り委託するんだったら、新設をしたほうがいいと思うんですけれども、ここには「待機児童の

解消が最重要課題」と書いてあって、それはイコール保育園を増やすことが第一だと思うんで

すけども、民営化するというのは、そういうのとは違って、増えることにはならないと思うん

ですが、その辺を教えていただきたいです。 

 ２つ目ですけども、13ページ目の（２）のところの、保育園を民営化した後の子育て支援の

充実と書いてあるんですが、ここに書いてある項目についは、既に実施されている内容に見受

けられまして、保育士をわざわざ補充をしてまでやっていきたいものというのが全く見えてこ

ないんですけども、その辺、「具体的な検討を行っています」と書いていますので、具体的な

検討している例みたいなものを教えていただきたいです。 

 ３つ目ですが、19ページ目に、職員配置の基準は「公立保育園と同様とします」、「評価する

組織を設置します」と書いてありますが、民間委託ではなくて、移管方式ということで、公立

保育園を、市としては民間移管した業者さんに対してどれだけの指導する力があるんでしょう

か。 

 例えば、保育士の基準というのがあるんですけれども、栄養士とか看護師とかは、なかなか

全園では今も既に配置されてないと記憶していますけれども、それらについても必ず配置する

ようにという指導力がどのくらいあるのか。発達支援児やアレルギー児の対応についても公立

保育園は発達支援児１クラスに１名は受け入れるとなっているんじゃないかと思いますけれ

ども、それを絶対やるようにという指導力がどれぐらいあるのか、その辺を教えていただきた

いです。 

 あと最後に、今日から行う基本計画の説明会、全部議事録をとられると思うんですけれども、

その議事録について、ホームページで公開されたり、資料請求したら出していただけるのかと

いうことを教えてください。 

 

●保育計画課長 
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最初の待機児童のことでございますが、民営化によって浮いた財源を待機児童対策に回した

いという趣旨で今までもご説明させていただきました。 

 それから、地域の子育て支援ということでございますが、現在、定員をオーバーして受け入

れている現状もございますので、保育でいっぱいという事情があります。今の体制のままで地

域支援をやるというのはまず困難であり、どうしても別途地域支援をつくる人員はひねり出さ

なきゃいけない中、民営化により一定数を再配置して、地域支援に充てていきたいということ

です。 

 あと具体的な内容ということでございますが、現在も庁内のプロジェクトを立ち上げて検討

をやっているところでございます。ここに書いてあるように、子育ての拠点として園庭開放や

保育園での育児相談、あるいは地区社協でやっている子育てサロン等と連携しての育児相談な

り保育体験、あるいは児童ホームでの子育て関係の講義、あるいは公民館などでもやられてい

るんですけど、今ばらばらにやられているところがあります。それを地域を担当する保育士が

うまく連携をとって、その辺をもっと充実したものにしていきたい。 

 あともう一つは、母子保健との連携もございます。１歳６カ月児健診とか３歳児健診の中で、

いろいろな悩みや困難を抱えているご家庭もございますので、保健師と連携してその辺につい

て対応していきたいというところと、もう一つ、説明でも申しましたが、要保護や要支援の家

庭についても、しっかりと地域の中で支援をしていきたいというようなことでございます。現

実的な中身については、早急に庁内のプロジェクトで内容を検討してつくっていきたいと考え

ております。 

 それから、民営化後の指導とか、保育士、栄養士、看護師の配置等々の問題でございます。

これについては公立保育園と同じ職員配置という中で、具体的には申してなかったんですが、

栄養士、看護師を同様に配置できる法人さんを選定する。今後、選定の要件とかをつくってい

けるのかなと考えております。 

 最後は、発達支援についても、民営化してもしっかりできる法人さんにお願いしたい。その

ために必要であれば、補助なり財政的なものは考えていくということでございます。 

 議事録については、ホームページにアップするか、各保育園に配布するかはちょっと検討し

ますが、何らかの形で公開することはやっていきたいと考えているところです。 

 

○参加者Ｊ 

……（聴取不能）……論点は、市が影響力、指導力をどこまで発動されるかという……。 

 

●保育計画課長 

その点に関しては、移行後も三者協議会は存続するということでございますので、その中で

市が積極的に法人さんと保護者の間に立って、しっかりと話し合って、何か問題があれば解決

に努めたいと思っています。 

 

○参加者Ｊ 

市としては、法的な効力はないですよね。その辺はいかがですか。 
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●保育計画課長 

保育内容とかの部分は、話し合いだと思うんですが、もし何らかの不都合、保育自体の問題

があれば、それは指導監査なり保育課の指導の中にも入ってきます。問題にもよると思うんで

すが、運用のところの問題がある、例えば事故とか起これば、それは当然行政として立ち入っ

て調査等もする。ただ保育内容で、こういう公立でやっていた保育を継続したいというような

話であれば、法人選定後の三者会議の中で、引き継ぎの中でどれだけ反映していけるんだとか、

そういう話し合いになってくるのかなと思います。 

 

○参加者Ｊ 

それは、三者協議会の設置というところに書いてあるんですけども、「移行後尐なくとも３

年間程度は開設し」とありますが、３年間以内はそのようにチェックする、それ以降はどのよ

うに。 

 

●保育計画課長 

３年間、特に問題もなくスムーズにいくんでしたらその程度ですが、ぎくしゃくしているよ

うでしたら、３年に限らず存続はあり得るとは思います。 

 

○参加者Ｊ 

スムーズに話し合って、何年か経った後にまずい状況になってしまったらどうするんです。 

 

●保育計画課長 

３年以上、例えば５年ぐらい経つとほとんど入れ替わったりして、普通の私立保育園と同じ

ような状況でございますので、いろんな問題が起こってくるということは、そこに限ったこと

ではないと思うんです。市内の私立保育園と同じ状況です。その状況によって、今のところ私

立で何か問題が起こったというのは聞いてはいないんですが、この協議会がなくなったとして

も、行政としての関与はあり得ると思います。ただ、余り民間さんを縛るような市の押しつけ

というのは、それはまた逆に問題があるかと思います。 

 

●健康福祉局長 

課長がるるご説明申し上げましたけども、２つのタイミングがあると思うんですね。１つは

移行に際してのいろいろの関係であったり、本当に当該園がきちんと申し合わせにのっとった

保育をやっているかというような移行の監視ということ。それと、今申し上げたある一定年数

たった時に園児さんが替わる。要するに民営化後に入ったお子さんがメインになり、あるいは

すべてになるという時期があって、その２つがありますが、移行の部分につきましては３年間、

とりあえず申し上げておりますけれども、３年間ないしプラスアルファの期間、そこは市の職

員も三者協議会のメンバーとしてきちんと入って、現場での皆さん方のご意見を拾って、市と

して主体的に解決しなければいけない問題については責任を持って対応していくというふう
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に考えています。 

 それと、完全に入れ替わった後、民営化後に入られた園児さんがすべてという時期、これは

民営化移行というよりも、まさに保育園全体に通じる問題だと思います。現行の公立、現行の

私立を含めた問題です。 

 船橋市としては、19 ページの 14 では移行後の評価組織というものを提案させていただいて

いますが、例えばこれを発展解消するような形で保育園全体についての第三者評価とか、そう

いった仕組みを設けていったらいいのかなとは思っています。これは一つの民営化の議論をき

っかけに精一杯考えたいと考えています。尐なくとも移行につきましては、市も責任を持って

考えたいと思います。 

 

○事務局 

今、挙手されている方を最後にさせていただきますので、よろしくお願いします。 

 

○参加者Ｋ 

 公立保育園３園で、20年間世話になりまして、非常に感謝しております。市が民営化を進め

る論理にはそれなりの論理があり、民営化に反対する意見のほうにもそれなりの論理がありま

すので、それは私も意見がありますけど、それは保留して発言したいと思います。 

 例えば、来年の４月に対象園が発表されたとしますね。その対象園の父母、そして父母会で

は、その自らの園に対する民営化の是非について議論していくでしょう。そして、多分３カ月

ぐらい保育課の説明を受けながら議論すると、その園としての結論、父母会としての結論が出

ますね。 

 そして例えば、父母会として民営化は受け入れられないと、父母会臨時総会決議が上がった

場合、あるいは全員投票をして過半数が反対だった場合には、その園への民営化の提案を諦め

て、別の園で民営化を再提案するという理解でよろしいでしょうか。 

 実はこれは過去の歴史がありまして、私がお世話になっていた 2001年に、皆さんの 27園の

うち８園が異年齢保育、３・４・５歳児が縦割り保育を実施されていて、19 園が年齢別保育、

３・４・５歳児の横割り保育をしていたと思いますが、市が横割り中心だったところを縦割り

に徐々に 2000 年に移行してきた経過がありまして、2001 年に５園提案されたわけです。私の

いたＮ保育園で提案されたときに、父母会で真っ二つに意見が分かれました。最終的にそれを

全員投票で決めました。全員投票の結果は、異年齢保育移行が 67 名、現状維持、異年齢別保

育が 66名ということで１票差ということになりました。 

 ただ、これはその後いろいろ混乱がありまして、結局Ｎ保育園の場合、現状維持となったわ

けですけど、そのときも保育課におかれましては、父母における父母会の決議や、その意思決

定を尊重していただいて、５園の対象園における異年齢保育はあきらめ、８園の既に異年齢保

育に移行していたところはそのまま、そして異年齢保育の合意が得られなかったところについ

ては、年齢別に維持するという経過がありました。 

 やはり最終的には、当事者の父母がどう考えるかというのがポイントですので、１点だけお

聞きしたいのは、４月なりに提案して、７月くらいまでに父母会で議論していただいたときの
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最終結論、臨時総会や父母会の結論を尊重して、賛成が得られれば、当然それに移行していく

でしょうけど、賛成が得られなかった場合に、まさか、その園で引き続き強行しようとするも

のではなくて、ほかの園に再提案されるというふうに考えてよろしいでしょうか。 

 

●健康福祉局長 

今、仮にというお話ではございますけども、強行するというつもりは全くございません。そ

れはきちんとご納得いただいて進めていきたいと考えています。ただ、ご指摘があった、仮に

反対が決議されたとか、反対が過半数だったとか、そういう話になった場合に、では民営化し

ないのか、対象園を別に変えるのかということは現段階で考えておりません。そこは誠心誠意

ご納得いただけるようご説明申し上げたいと考えております。 

 

●事務局 

まだまだご意見、ご質問があろうかと思いますが、１時には東部公民館に行かなければなり

ませんので、ここで終了させていただきます。 

 最後に、連絡事項ですけれども、今日お配りした次第の裏面に市民意見の募集について掲載

しております。今日から２月 14 日まで市民意見を募集しておりますので、住所、氏名、素案

に対するご意見を明記の上、直接お持ちいただくか、郵送、ファクス、Ｅメールで保育計画課

までお寄せいただければと思います。なお、口頭によるご意見はお受けしておりませんので、

ご了解ください。 

 お寄せいただいたご意見については、後日、概要と市の考え方を公表いたします。なお、ご

意見への個別回答は、申しわけありませんがしておりません。 

 それでは、時間を超過して申しわけありませんでした。これにて終了させていただきます。

今日はどうもありがとうございました。 

 

○参加者Ｌ 

保育園の父母の人たちが反対をしたら、反対が半数以上、もしくは反対が多い場合には、強

行的な民営化はされないということですね。 

 

●健康福祉局長 

強行的に進めるという考えは毛頭ございません。ただ、そこで民営化対象園を変更するとか、

そういったことは考えません。誠心誠意ご説明し、ご納得いただけるまで協議したいと思いま

す。 

 

○参加者Ｌ 

ありがとうございました。 

 


