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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 ＜小室公民館＞ 

 

●事務局 

 ただ今の説明に関してご質問をお受けいたします。本日の終了は 11 時を予定しております

ので、およそ１時間を取りたいと思います。ご質問のある方は挙手をお願いいたします。職員

がマイクをお持ちしますので、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。また、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。では、ご発言

ある方いらっしゃいますか。 

 お願いします。 

 

○参加者Ａ 

 １ページ目からですけれども、市の保育園の運営にかかる費用の部分の総額というのは、こ

れは私立保育園とか全部含まれて 110億なんでしょうか。それとも公立保育園だけで 110億か

かっているんでしょうか。 

 

●保育計画課長 

 公立と私立合わせた運営にかかる経費でございます。 

 

○参加者Ａ 

 ですよね。それで、予算に対して 6.9％というのは、これは何年か前も 6.5％かその程度の

数字で、パーセンテージ的には増えてはいないんですよね。 

 

●保育計画課長 

 15年度と比較するとそうですね。 

 

○参加者Ａ 

 その割には、子どもの数は 2000 年だかは二十何％増えていますよね。ということは１人当

たりの保育料というのはそんなに変わってないということですか。逆に下がっているというこ

とは言えますよね。 

 

●保育計画課長 

 7,000円台の保育料というのは…、１人当たりにかかる経費という意味で。 

 

○参加者Ａ 

 はい、経費の意味では。 

 

●保育計画課長 
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 これは、特に私立のほうは保育単価等、国で決める部分がありますので、年度ごとに若干は

違うんですが、それにお子さんの数。私立はそのような、 

 

○参加者Ａ 

 今回、今年とかは、特に公立保育園に関しては、耐震化の部分のお金も入っていますよね。 

 

●健康福祉局長 

 事実関係をきちんと申し上げますと、比較している数字が若干違うと思います。ご指摘にな

っているのは、一般会計の中に占める保育所費の比率がどうなっているかということ、それと

入所されるお子さんの数が増えていることの比較なんですが、お子さんの数が増えれば当然額

は増えます。ですからその場合には、一般会計比の話ではなくて、人数に対して保育所費の実

額がどのぐらい増えているかということになろうかと思います。 

 

○参加者Ａ 

 その数字は出してもらえないんでしょうか。 

 

●健康福祉局長 

 そこに出ているとおりでして、表７の 15 年から 22 年にかけて、例えば 91 億から 110 億に

伸びています。この伸びが大体 20％ぐらいの伸びになると思いますが、それは入所されている

お子さんの数と同じように伸びていますので、実額としては比例して伸びている状況です。 

 

○参加者Ａ 

 増大していっているというのは……。 

 

●健康福祉局長 

 そもそも市の一般会計自体が、いろんな行政需要が多くて、いろんな部分でどんどん増えて

います。 

 

○参加者Ａ 

 それは保育園にしわ寄せが来るような部分の話なんですか。 

 

●健康福祉局長 

 いえ、しわ寄せではなくて、一般会計全体の伸びとか民生費全体の伸びに比べて、保育所費

の増加の比率というのは、むしろ高いです。 

 

○参加者Ａ 

 その数字や何かは見せてもらえたりはするんですか。 
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●健康福祉局長 

 一般会計の総額、こちら表６になりますが、これは 20年度から 22年度の状況です。表７の

保育所費のほうは、先ほど申し上げたとおり、保育所費について 91 億から 110 億に伸びてい

るという状況です。 

 

○参加者Ａ 

 あと、民営化ガイドラインを決めた保育のあり方検討委員会についてですけれども、これは、

例えば委員長がＹ市のほうで裁判になっていると思うんですけれども、そのような方が委員長

で話を進めていっているのは問題ないと考えているんですか。 

 

●保育計画課長 

 基本的に子育てのほうの、先ほども申しましたあいプラン策定をずっとお願いしてきている、

そちらの会長をやっていただいている方で、船橋の子育て環境にお詳しい有識者だということ

でお願いした経緯がございます。 

 

○参加者Ａ 

 でもＹ市のほうで今現在裁判になっていますよね、民営化の問題で。 

 

●保育計画課長 

 民営化に限りましては、そういう話でございますが、船橋市の事情としては、子育てのあい

プランをつくり上げてきた会長です。 

 

○参加者Ａ 

 その同じ会長がＹ市でも会長をやっていて裁判になっていますよね。そうですよね。それに

関して特に何も問題ないとお考えなんでしょうか。船橋でも同じような問題が起きるような心

配はしてないんでしょうか。 

 

●保育計画課長 

 会長を誰がやったから裁判という話ではないと思うんです。民営化におけるやり方とか状況

はございますので、各市いろいろあると思うんですが、移行期とか移行後の配慮とか、その辺

の部分で争いがあるのだと思うので、会長を誰がやったからということではないと思うのです

が。 

 

○参加者Ａ 

 じゃあ、ちょっと質問を変えまして、裁判とかになった前例を踏まえて、船橋ではそうなら

ないように、もっとこうしていこう、ああしていこうという話は出てないんでしょうか。 

 

●保育計画課長 
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 その点に関しては、今後、民営化ガイドラインを作っていくのですが、こちらは民営化の移

行期とか、まさに移行後のことで今裁判とかが起こっており、その辺の検証をしながら、どう

いうような仕組みでやっていこうかという検討をこれからやっていくところでございます。 

 

○参加者Ｂ 

 今のお話の中で、ちょっと全体的に聞いていて思ったのは、予算のことを聞いているんです

けど、子どもに対してとか、移行後の状況的にアフターをしていただけるという話なんですけ

ど、その機関も何もない上で、親としては不安だらけで、そういうことについて聞きたいんで

すけど。 

 

●保育計画課長 

 最後のページで三者協議会を設置しますということで、移行後の問題点とか何か保育内容な

どについてあれば、運営法人と保護者の方と市が一緒になって考えていきましょうということ

が１点と、それから最後に申し上げましたのは、検証する組織も立ち上げまして、こちらは有

識者を中心に民営化の保育の質が担保されているかどうかの検証をしていただくというよう

なことを考えています。 

 

○参加者Ｂ 

 もしされていない場合、どのように対応していただけるんですか。 

 

●保育計画課長 

 いろんな問題があろうかと思うんです。明らかに法令に違反しているとか、そういう場合は

法的に指導監査があるんですが、保育内容とか引き継ぎのときに、「こうやるって言ったじゃ

ないか」とか、いろいろあると思うんですね。その辺に関しては三者協議会の中で市が積極的

に関与して、法人さんと保護者の方とお話し合いしながら改善していきたいと考えています。 

 

○参加者Ｂ 

 今現在、そのラインっていうんですか、市の職員数とかそういうのは、今現在と同じように

ということでうたってあるかと思うんですけど、例えば、ほかの私立保育園と公立保育園で、

結構今まで内容的に聞いていたのが、おやつの内容が悪いとか、あとは職員数が尐ないとか、

時間外になると先生がテレビをずっと見せているとか、雤が降ったら外に遊びに行かせてくれ

ないとか、そういうのは公立保育園と私立保育園の選ぶ親の選択として結構挙がってきたんで

すけども、そのラインというのは、どこからこれから見ていけばよろしいんですか。 

 

●保育計画課長 

 今の保育内容に関しましては、ガイドライン検討委員会で、保護者の方、公立の保育園、私

立の保育園、保育に詳しい有識者で、民営化した後、「こういう保育がいい」、「適当だよ」と

いう保育内容のところの議論が１つと、運営法人が決定した後に、１年間の引き継ぎ期間の中
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で、今やられている保育と、こういうところを継承してくださいよというような形で、しっか

り確認していくものかなと思っています。 

 

○参加者Ｂ 

 では、今の内容からしてみると、引き継いだ後１年間は様子を見るけども、その後はよくわ

かりませんという受けとめ方になってしまうんですけど。 

 

●保育計画課長 

 19ページにありますように、一応３年程度は三者協議会が存続しますし、その３年で、まだ

まだ設置していかなければいけないというのであれば引き続き、３年間経過したときのその状

況によりますけれども、というふうに考えております。 

 

○参加者Ｂ 

 ありがとうございます。 

 

○参加者Ｃ 

 何点か質問したいことがあるんですけれども、13ページに「保育の質の向上」とありまして、

15ページには、民営化後の人員配置は公立保育園と同じと書いてありますが、経験年数の割合

も民営化後は同じかどうかをお聞きしたいと思います。 

 というのも、あり方検討委員会の資料のほうで、保育士の年齢構成で、私立保育園の保育士

は 25歳以下が全体の 47％、30歳以下となると 27.3％と書いてありました。私立保育園の保育

士さんの年齢別人数から、25 歳以下の若い先生が多いということを感じ取りましたし、また、

25歳以上になると、その半数しかいらっしゃらないという部分に大変不安を覚えました。 

 ただ、この点に関してですけども、誤解しないでいただきたいんですが、別に単純に若い保

育士の方が悪いというふうには思っていません。若い先生には若い先生なりの、子どもと一緒

に遊んだりという保育もあるというのは知っていますので、それは思っていないんですが、一

社会人として新人の社員が入って来て、１年目っていうのは仕事を覚えるだけで精一杯で、２

年目、３年目と過ぎまして、３年目でやっと大体半人前から一人前のちょっと手前というふう

になると思います。４年目、５年目と来て、５年目でやっと一人前というふうになるのが一般

的な会社の中ではそうではないかと思うんです。また、保育士さんにあっては、さらに 12 年

で一人前というふうにお聞きしております。０歳から６歳までを二度経験してやっと一人前だ

というふうにおっしゃっている先生がいらっしゃいました。 

 公立保育園ですと、若い先生がいて、経験の多い先生たちもいまして、そういう経験の尐な

い保育士さんも経験が多い先生たちのフォローを受け、研修とかも受けていると思いますが、

そういう点については公立保育園の良さだというふうに私は思っています。これは多分、公立

保育園に限らず幼稚園、学校の教育の場の先生方についても全くもって同じことが言えるんじ

ゃないかなというふうに思っています。ですので、ここに「保育の質の向上」と書いてあるな

らば、経験というのは買えないもので、ずっと継続していかなければならないものなので、経
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験年数の割合についても、公立と変わらない人員配置というふうに考えているのかを、ちょっ

とお聞きしたい１点目になります。すみません、長いんですけど。 

 

●保育計画課長 

 数だけじゃなくてその中身ということでございますけども、これはまさしくガイドライン検

討委員会で議論されることだと思っております。 

 他市の例とかを見ますと、例えば職員のある一定の割合は何年以上の経験を持った保育士さ

んを配置しなさいよとか、園長になる予定者は保育経験 10年とか 20年とかある人にしなさい

よというような要件はよく付されていますので、その辺は今後ガイドライン検討委員会の中で

ご議論されるところだと考えます。全く条件を付さないで募集するというのは余り例がござい

ませんので。 

 

○参加者Ｃ 

 続けて質問をしたいと思います。次に聞きたいことがあるんですけども、６ページに「公立

保育園と私立の保育費には主に人件費を要因として経費に格差が生じています」とありますね。

あり方検討委員会の資料を見ますと、経験年数５年目の保育士さんの平均給与の比較というの

があったんですけれども、公立保育園の保育士さんが月額 21 万 3,000 円、私立の保育士さん

の平均給与が 19 万 9,000 円。正直、これだけを見た感じでは、特に公立保育園の保育士給与

が格段に高いという印象はありませんでした。逆に平均給与約 20万という私立保育士さんは、

果たしてここからいろいろ引かれて手取りになったらやっていけるのかというふうにちょっ

と不安を覚えました。 

 それでちょっと調べたんですけれども、国の「子ども・子育て新システム検討会議」という

のが今行われていますが、そちらの資料の中で、職員の処遇改善という資料があります。これ

はほかの産業に比べて低い賃金を改善し、一定の質を確保した職員の定着を図ることを検討し

ています。 

 これと同じく、また今月の 12 日、日本経済新聞の記事の中で、今現在、重労働、低賃金の

ため保育士不足が発生しているという記事がありました。延長保育や休日保育など、勤務も長

時間化しており、疲れ切った保育士が辞めるケースが相次いでいること。保育園も新人の採用

が、重労働で低賃金というところで大変難しくて、横浜のある保育園では、30校近い学校に求

人を出したが、応募者がほとんど集まらないで、来てくれた人を試験をせずに採用したという

ふうに記事には書いてありました。また、東京都内にある保育園の園長先生の発言で、「人件

費が膨らめば赤字運営になる。経験年数が長くても給料は上げられない」というふうにも書い

てありました。これもあった上で、低賃金のために就労を続けることが難しくて、転職したと

いう保育士さんの話もそちらの記事のほうには載っていました。 

 現在、保育士不足というのが広がっていて、国もほかの産業に比べて低賃金であると認めて

いるわけですから、実際、全産業平均から私立保育士さんの給料になりますと、12万近く低い

平均給与になります。これは 30 歳代の給料なんですけども。民営化すれば運営費は尐なくな

るとおっしゃっていますが、運営費の８割は人件費とも書いてありますので、これ、例えば民
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営化して先生たちの確保が難しいという状況になり得ることも十分考える状況だと思ってい

ますので、民営化された後、先生の就労定着率が低い場合に、市側として何か対策を講じる準

備があるのかというのをお聞きしたいのと、あと、この点に関しては、もう既にこういう現実

があるならば、現在の私立保育園に対して、こういう対策を講じる必要性があるのではないか

ということも、あわせてお聞きしたいなと思っています。 

 

●保育計画課長 

 いろいろお話がございました、保育士さんの採用が難しいとかは、人件費の話だけではなく

て、首都圏は特に各市が待機児童対策で新しい保育園をどんどん建てているという中での不足

も一因があるのではないかなと思っております。 

 それから、人件費の話がございましたが、私立の運営については、人件費が幾らだから幾ら

委託料払いますよという仕組みではなくて、保育園の規模によって、国によって定められた額

の委託料の支弁ということで運営していただいております。 

 民間の保育園の賃金が低いという問題がございます。これは保育所だけではなくて、介護施

設とか障害の施設とか、みんなそのような問題を抱えてございます。私、障害のほうに長くい

たもので、障害のほうも人件費が低くて職員の定着率が悪いよという話があって、２～３年前

に５％の報酬アップをしたんです。要するに支弁費のアップをして、人材確保ができるように

という手が打たれました。保育所のほうは今すぐそういう動きはないのですが、そのような形

での社会保障全体の改善は国のほうで図っていただきたいところではあると思います。 

 具体的には保育課長のほうから。 

 

●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、計画課長が言いましたように、ベースとなる運営費は国のほうで定員別に単価が決まっ

ておりまして、それが最低基準上の支弁という形で、国の負担と市の負担で出しております。

それで、最低基準だけではなかなか運営できないというのが事実として全国的にありますので、

船橋市は船橋市なりの単独の運営費補助金を出しております。 

 先ほどのＣさんの質問ですけども、私立保育園の職員に対して給与の上乗せの部分の市単独

の補助金を、月額単価２万 4,000円ぐらいという形で出しております。それとともに、いわゆ

るボーナスという形で、期末勤勉手当についても一定額程度、市の単独で支出しており、そう

いった部分で職員の処遇改善という目的の補助金の項目もございます。 

 

○参加者Ｃ 

 今現在上乗せされている金額で 19万 9,000円。 

 

●保育課長 

 そうです。それをシミュレーションした中で、拾い上げた中でこういった結果が出ていると

いうことでございます。 
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○参加者Ｃ 

 じゃあ、平均給与としては 19万 9,000円という金額はそのままということですね。 

 

●保育課長 

 ええ、あり方検討委員会で説明させていただきましたけれども、５年目という形でいくと、

こういう金額でしたということです。 

 

○参加者Ｃ 

 手取りじゃないですよね。 

 

●保育課長 

 手取りベースになると、社会保険料とか健康保険料とか厚生年金の保険料とかあります。私

どもで調べた総支給額という部分でとらえたものでございますので、手取り部分はちょっとわ

かりません。 

 

○参加者Ｃ 

 わかりました。どうもありがとうございました。 

 

○参加者Ａ 

 削減できるイメージの図なんですけれども、6,600 万円、１園民営化するとできるとなって

いますけど、国庫負担金の部分って国のお金で、これ市のお金じゃないですよね。なのでこれ

は 3,600万円になるんじゃないですか。 

 

●保育計画課長 

 全体の運営費の違いは 3,000万ございます。 

 

○参加者Ａ 

 これを見ると 6,600万丸々何か……。 

 

●保育計画課長 

 要するに、国庫負担金というのは国からお金が入るので、市の持ち出しは尐なくともこの部

分はないと。市のお金を投入しなければいけないのは、公立から言えば１億 8,000万、私立の

場合は１億 1,400万で、その差額が 6,600万と。 

 

○参加者Ａ 

 この 6,600 万の中には、人件費で保育士さんたちみんなで正規には 17 名とか、この部分が

全部抜けた形で 6,600万の話ですよね。 
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●保育計画課長 

 抜けた形というのは。 

 

○参加者Ａ 

 民営化しちゃうからいなくなっちゃいますよっていう。人件費の分が浮いて年間 6,600万と

いう話なんですよね。 

 

●保育計画課長 

 公立保育園を運営する場合、主に人件費と、その運営にかかる経費、合わせて２億 1,700万。

これが一旦民間に移りますと、１億 8,700万の運営費でやっていく。これは市でお金を出すん

ですが、１億 8,700万お金を出すうちの保育料と国庫負担金を除いた市の持ち出しは、ここの

グレーの下の１億 1,400万、その比較の 6,600万です。 

 

○参加者Ａ 

 例えば、今まで公立にいた保育士さんというのは市の職員なんですよね。なので、保育園が

なくなったからといって、別に市の職員を辞めるわけではないですよね。違うところで給与っ

て必ず発生しますよね。 

 

●保育計画課長 

 確かに解雇するわけではございません。先ほどもちょっと説明の中で簡単に触れたんですが、

浮いた職員の人材を活用して保育士さん地域支援に携わっていただく。それから残りの一部を

公立保育園に再配置して、例えば障害児対応とか重度のお子さん対応の充実に回す。 

 あと、今、毎年 30 名程度の方が退職されているんですね。それを維持するというのであれ

ば、30名新規で職員を雇わなければいけないのですが、その一部に再配置して回し、例えば採

用を 20人とか 25人とか抑制することによって総保育士数を減らすことができる。そこでの人

件費の削減ということでございます。 

 

○参加者Ａ 

 要するに丸々6,600 万から減るだけではなく、そこから 3,600 万になって、さらに人件費が

かかった分が削減できると考えてよろしいでしょうか。 

 

●保育計画課長 

 基本的にはそうですけれども、地域支援とか、そういう取り組みのために回すというのも一

つであり、全部賄えるということは決してないんですが、その浮いた財源の一部を待機児童対

策のほうに使う。 

 

○参加者Ａ 
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 ３億 3,000万丸々待機児童とか違うものに持って行けるということではないんですよね。 

 

●保育計画課長 

 子育て施策全体の中で、この部分をこっちに充てる、この部分をこっちに充てるということ

ではなくて、賄う全体のうちのこの部分をちょっと抑えようと。例えば 10億増えるから 10億

増えていいんだということではなくて、例えば 10 億総合の施策で出るかもしれないけども、

一部ここで３億 3,000万捻出して、市の持ち出しをある程度抑制していきたいと。 

 

○参加者Ａ 

 あと、ちょっと根本的な話なんですけど、民営化って決定事項なんでしょうか。もう民営化

することは決まっているんですか。 

 

●保育計画課長 

 基本的には、保育のあり方委員会の提言を受けまして、待機児童対策や子育て支援をやって

いかなきゃいけないと。市は、そのための財源と人手をこのような政策の中でやっていこうと

考えてやっております。 

 最終的にこれでもう決まりだということではなくて、いろいろご議論いただきながら、市全

体の中でいいよというふうになると思うのですが、最終的には議会の議決を経なければいけま

せんので、市がやるといっても、まだその辺手続きの部分はございます。 

 

○参加者Ａ 

 まだ民営化の計画自体が白紙撤回される可能性もあるんですね、中止とか。 

 

●健康福祉局長 

 今、課長がご説明申し上げたように、最終的にどこで決定されるのかというタイミングで言

えば、民営化するに当たっては、いろんな条例を改正したり、議会の手続であり、また議会の

ご承認が必要になります。その段階でないと最終的な決定には至らないと思いますが、ただ、

市当局として、行政執行側としてのご提案としては、民営化を進めさせていただくということ

は、現在素案として出させていただいて、その方向で進めるというふうに考えています。 

 

○参加者Ａ 

 もう一つ聞きたいのは、民営化の手法として移管方式を選ばれているんですけれども、これ

はあり方検討会の議事録を見てもよくわからなくて…（聴取不能）…ですけれども、これは誰

が決めたんですか。民営化の仕方ってもっといろいろありますよね。公設民営化してみたり、

管理指定者制度を使ってみたり。誰が移管方式だと今回決めたことになっているんですか。 

 

●保育計画課長 

 民営化の手法として、今おっしゃられたように、例えば指定管理の方法、それから今回船橋
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で考えている移管方式と、大きく分けて２つあると思います。指定管理ですと、保育園として

は市の保育園というのは変わりませんので、運営は民間の方にやっていただくということはご

ざいますが、１点は、先ほどの国庫負担金はなくなる。財政効果の部分でメリットは余り大き

くないということが１つと、指定管理というのは何年かごとに見直しがあるんです。市によっ

て違うんですが、例えば５年毎にということで、保育をその法人さんが継続してやれるかどう

かわからない部分がございます。そういうようなことを考慮し、財政的なことや経営の持続性、

安定性、市のほうですと縛りが強く、条例に書いてあることしかできないということで、民間

さんの自主性の発揮もできないというようなことを考慮して、移管方式ということにさせてい

ただいています。 

 

○参加者Ａ 

 これは市が移管方式にしましょうと決めて、あり方検討委員会とかで決めたわけじゃないで

しょう。 

 

●保育計画課長 

 一応あり方検討委員会の提言の中にも、手法としての移管方式ということはご意見でいただ

きました。 

 

○参加者Ｃ 

 何度もすみません。先ほどほかの方もおっしゃっていましたが、民営化後のアフターについ

てという質問において、三者協議会３年というふうに書いてあったんですが、隣の市、Ｙ市の

民営化された園は、去年の３月にニュースにもなりましたけれども、あれは民営化をされて３

年経ってから出た問題です。同じく民営化を進めているＫ県Ｙ市では、三者協議会は民営化が

開始されたときにいた子どもが卒園するまで継続するというふうに定めていますので、是非と

も、折角という言い方はおかしいですけれども、ほかの市でもやっているところがあるので、

そこのいい点については、ぜひ船橋市でも取り入れていただきたいので、この点については、

６年というので考えてほしいなと思っています。 

 あと、子育て支援、もちろんこちらも緊急の課題ですし、待機児童は１月の段階で 1,000人

超えていますので、緊急の課題であるというふうに誰もが認識されていることは間違いないと

思っています。その子育て支援、待機児童対策で公立保育園の民営化というふうに、すごく大

きな風呂敷を広げて、今現在１月 15日に公表されたのが、公立保育園民営化基本計画（素案）

だけというのはなぜなのかなというふうに思っています。 

 例えば、子育て支援について、地域コミュニティ、拠点園というふうな考え方もとてもいい

と思います。ただ、先ほど５園見たところ、小室だと拠点園は二和にあるのかなと思うんです

けど、二和保育園まで０歳児の子どもを連れて行けるかと考えたときに、まず私なら行けない

なというふうに感じましたので、民営化だけがなぜか計画が確定して、細かく決まって、でも

内容は子育て支援とか拠点園、地域保育士という考え方についてはかなりあいまいに書いてあ

って、正直、本当はもしかしたらほかにもっといい案があるかもしれない。 
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 例えば、公立保育園が先ほどいろんな地区にありました。バランスが悪いっておっしゃいま

したけども、10園あっても待機児童が 129人もいる地区があるということは、それだけ保育の

需要が高いということも言えますので、そういうところは子どもの人数も多いものだと思うん

ですね。そちらで考えますと、もっと拠点園というのもあってもいいと思うんです。船橋市内

で 30園あって、それぞれお子さんを連れてお母さんお父さんが家から 30分以内、もしくは 45

分以内で行ける場所にある拠点園、子育て支援の拠点というふうになるならば、すごくやりや

すいと思うんです。ただ、その予算とか財源とかというのに関しても、ここには全く幾らかか

ってどれだけあって、子育て支援やります、保育園民営化したらやります、でも幾らかかるか

は現在わかりません、でも民営化したら試算で３億 6,000万って書いてありますけども、３億

6,000 万という数字だけが出ている。じゃあ実際民営化しました、ほかの子育て支援、待機児

童対策全部計算しました、とてもじゃないけど財源確保できませんでした、10年たってもでき

ませんでしたとなったときに、じゃあ何で公立保育園の民営化だけ進めたんですかとなっても、

もう後の祭りになってしまうと思うんですね。もっと全体的にいろいろな計画をそれぞれちゃ

んと考えて、基本計画の中にせめて盛り込んで、こうだから公立保育園の民営化があるんです、

というポジションであるべきではないのかなと思っています。 

 ですので、もっと全体的に考えるべきではないかというのと、民営化以外の基本計画は一体

いつ考えられて、一体いつ発表予定なのか。もちろんこちらはもう既に考えていると思うんで

すけども、それについてお聞きしたいという質問になります。 

 

●保育計画課長 

 ありがとうございます。まず、三者協議会を６年設置すべきだということは、ご意見として

今日承っておきたいと思います。 

 それから、子育ての拠点のお話でございます。５拠点、北部で言うと二和ということで、こ

の拠点の子育ての考え方ですが、その拠点園に来てくださいということでは決してございませ

ん。園庭開放なんかはそういう意味はございますが、むしろここに配置された保育士さんが地

域へ出て行くという発想です。たまたまその出撃拠点が北部では二和だよということで、地域

の、例えば子育てサロンとか公民館とか児童ホームでやっている子育てとの連携も図りながら、

その現場へ出て行く、あるいは健診会場に出て行く。それから必要によれば地域をご訪問した

りということで、その中で保育園に設置される相談室の活用もあろうかと思うのですが、決し

て「来てください」という仕組みとは考えておりません。 

 それから、今のスケジュールで 25 年の民営化を考えているんですが、ここで生み出されて

くる人間が再配置できますので、それができるスケジュール感を持って子育て支援策をつくっ

ていくということで、もう既に庁内で検討の委員会を立ち上げてございます。 

 25年に保育士を配置したらできるんだということは全く考えてございません。当然今まで施

設の中で保育をやっていた方が地域に出ていくということでございますから、それに関する研

修とか、あるいは保育士だけが担えるわけではないので、市のいろんな資源、保健師さんとか、

先ほど言った地区社協とか、いろんな資源の連携も図り、その中でコーディネートしながらや

っていくということで、その計画を今つくっているところでございます。 
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 特に 24 年度は、25 年度の前年になりますので、例えばモデル事業とか具体的な取り組みの

スケジュール感をもって今やっているところでございます。 

 

○参加者Ｃ 

 今のお話を伺ってよくわかったんですけども、逆にわからない点も出てきまして、例えば地

域保育士、今後、地域訪問とかも入れるとなると、例えば、ここはまだ何も出ていないのでわ

からないのですけど、数の計算については、ぜひとも子ども何人当たりにつき１人という計算

で考えていただきたいなと思いました。民生委員の方などもいらっしゃいますが、１人当たり

に対するフォローする数が多すぎて、しきれてないというのがあるので、ぜひともそこは見直

して考えていただきたいなと思います。 

 そういうふうに必要な人数というのが出てきて、というのがあると思うんですけど、やっぱ

りほかの計画ももっと考えた上で民営化についても考えてほしいなと思ったのと、今、平成 24

年にモデル事業というふうにおっしゃいましたので、民営化のスケジュールを見たときに、全

体的に見て考えるより、１年おきに、平成 24 年にはもう２園目の法人募集選定、決定が書い

てありますので、これはちょっと早いかなと私個人としては思いました。やっぱり 25 年民営

化して、そこの園のもっと直すべき点、よかった点というのをきちんと把握した上で２園目に

進むというのが本当はベストな、保育の質を向上するというふうに書いてありますので、ぜひ

ともここについても考えていただきたいなと思います。ありがとうございます。 

 

○参加者Ｄ 

 公立保育園に子どもを通わせています。 

 質問というよりも、私自身の意見なんですが、今日こうやって冊子をいただいて、説明して

いただいて、正直、何かこう圧倒されたというだけで、Ｃさんのように常日頃から勉強会に出

ていたりとか、情報が常に入ってきているわけではないので、一人の親として、これをパッと

読まれたときに、正直 100％全部頭に入ってきません。部分的に、「民間移管」とかそういった

言葉は入ってきても、それは一体何だろうって思われている方のほうがほとんどだと思うんで

す。圧倒されて、質問と言われても、何をどう質問していいか見えてないのが現状です。 

 今日こうやって会を開いていただいても、正直、来たくても来られない方、もしくはこの会

があるということすら知らない方のほうがほとんどだと思うんです。それで急に例えば民営化

となったときに、「えっ、そんなの私聞いてないわ」っていう方も実際おられると思うんです

ね。 

 なので、難しいことを書いていただいたり、教えていただくのはいいんですけど、やっぱり

それを 100％飲み込むことはできないので、もっと具体的にわかりやすく教えていただけると、

すごく実際のこととして考えられますし、自分の子どもがもうじき直面することとして危機感

を持って対応することを考えられることができるので、市役所の方としては、こうやって難し

い言葉でたくさん冊子にしていただいたほうがあれなんでしょうけど、一個人、親としては、

正直わからないことだらけ、不安を余計あおる、不安になるというのが、今日ここに来て聞い

ていた感想でした。 
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 Ｎ市とかＹ市とかいろんなところでも民営化されていて、そこで何か事件が起こったとか、

子どもが亡くなってしまったとか、保育士さんがどんどん辞めていくとか、そういった悪い噂

とか、良くないことのほうがどうしても噂として聞こえてきますので、民営化って聞いたとき

に、正直もう 100％不安しか残っていないです。 

 今、公立保育園に預けていますが、公立保育園に最初の子どもを入れるときにだって、どん

なことを一体するんだろうとか、全く 100％わかっていなかったので、不安しかありませんで

した。でも実際、今、保育園に入れさせていただいて、先生方はとてもよくしてくださいます

し、決して園の行事が多かったりとか、私立の保育園に比べて何か例えば英語教育があるとか、

漢字を教えてもらっているとか、そういったことはありませんが、私としてはそういうことは

全く望んでいないんですね。親御さんとしては、幼稚園の子どもと同じように、音楽教育をや

ってほしいとか、英語を教えてほしいとかというように望んでいらっしゃる方もいるとは思う

んですが、私としては子どもが元気に楽しく、親が仕事に行っている間に過ごしてくれるだけ

で、もうそれだけで十分ありがたいので、正直これ以上は望んでいません。なので、ずっと公

立保育園が続けばいいなって、今の先生方がずっといてくださればいいなというのが今の願い

なので、ちょっとまとまりませんけれども、もっと具体的に、知識が何もない方にでもわかり

やすく、不安がないように、民営化に移るのであればそういうところを冊子にするなり、プリ

ントにするなり、こういう会を開いていただくなりしていただければ、もっとより良くスター

トができるんじゃないかと思います。 

 まとまりませんが、質問というか意見として述べさせていただきました。 

 

●保育計画課長 

 貴重なご意見ありがとうございました。確かにこれは中身が堅いですよね。わかりづらいと

いうのはございます。その辺ちょっと工夫させていただきたいかなと思っておりますので、よ

ろしくお願いします。 

 

○参加者Ｅ 

 公立保育園に子どもを通わせています。 

 私も、難しい、予算が云々というのを言われても余りよくわからないんです。率直に、今現

在、親が負担する保育料に関して何も書かれていなかったんですけど、昨年役員をやったとき

に、民営化になった場合、たくさん時間は預けられる、正規社員の人は結構優先に入れる、パ

ート職員とか子どもを預ける時間が短い人は、結局料金的に安くなってしまうので、余り優先

順位が高くなくなってしまうから、そういう人は入れなくなっちゃうんだよみたいな話、余り

民営化に対していいイメージがないんですけれども、そういう親が負担する保育料の計算とい

うのはどういうふうな形で出てくるんでしょうか。 

 

●保育課長 

 保育課長でございます。 

 公立保育園であろうが私立保育園であろうが、認可保育園でございますので、入所について
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は船橋市の保育課が入所申請を受けて、船橋市が入所決定しています。保育料はご存じのとお

り、前年の所得に応じて決定していますので、一律じゃないんです。いわゆる応能負担という

ことで、所得に応じて保育料を決定させていただいています。その算定基礎は前年の所得で、

例えば、極端な話、３歳未満児ですと、０円から最高額が６万円とか、３歳児ですと０円から

２万 8,800 円と、４歳児以上ですと０円から２万 6,900 円ということで、合計で 17 段階の保

育料を市が設定しており、それで納めていただく。その保育料自体は市の歳入に入って、それ

が保育所の運営費の一部になっているということでご理解いただきたいと思います。 

 

○参加者Ｅ 

 民営化になっても、今までの料金設定の考え方は変わらないんですか。 

 

●保育課長 

 はい、民営化になって、例えば社会福祉法人のどこかが運営するとしても、認可保育所でご

ざいますので、その保育園についても入所希望をいただいて市が入所決定して、保育料も前年

の所得に応じて市が決定して、市に納めてもらうというのは変わりません。 

 

○参加者Ｅ 

 わかりました。 

 

●保育課長 

 あと、入所要件は、船橋市は月 30 時間の保育に欠ける就労要件から入れます。多くのパー

トの皆さんも各園にそれぞれ一定割合で入っておりますので、そういった差が出るようなこと

はないです。今までと同じように市が入所判断をしますので、それは大丈夫です。 

 

○参加者Ｅ 

 入所決定は、民営化になっても市のほうが行っていただけるんですか。 

 

●保育課長 

 そうです。現行の保育制度が変わらない限り、市が決定します。 

 

○参加者Ｆ 

 ２点あるんですが、まず１つ目が、民営化の 18ページの７について。「設置・運営主体」と

いうところに、「１園目の設置・運営主体は社会福祉法人、学校法人」云々とあって、「そのう

ち認可保育園の設置・運営実績のある法人とします」とあるんですが、「２園目以降の設置・

運営主体は、その状況を踏まえて決めることとします」とありますが、２園目以降は民間の企

業が入る可能性はあるんですか、ということが１つと、もう１つは、今、この基本計画の中に

は、１年当たり１園ずつ民営化して５園だけの民営化について書いてあるんですが、この民営

化が１園ずつ終わった後のご予定というんですか、例えば、拠点保育園として５つ設定されて
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いるんですけれども、それ以外は一律民営化するというようなご予定とか、そういう方針は今

どういうふうにお考えなんでしょうか。 

 

●保育計画課長 

 まず１点目の設置運営の主体のことで、２園目以降のご心配だと思います。ほかの会場でも

ご指摘あったんですが、市としては基本的に株式を入れようとかいうことは現状で考えてござ

いません。法人さんはここに列記したところが基本になるのかなと。ただ、認可保育園の設置・

運営の実績がなければいけないのかという部分については、状況を踏まえてちょっと考えたい

なというところの表現なので、これはちょっと表現ぶりが悪いというご指摘がございました。

その辺はちょっと考えていきたいなと思っています。 

 それから、５園後のお話でございますが、いろんな要素があると思います。例えば子育て支

援が５拠点でいいのかとか、もっと増やせとか、待機児対策の状況とか、市の財政状況、ある

いは、場合によってはお子さんが減る状況も将来的には出てくるような状況もある中で、今す

ぐに今後はどうするんだというのは、今後の推移を見守っていく中で再検討するというか、そ

こでの評価も踏まえての話になろうかと思います。 

 

○参加者Ｆ 

 じゃあ、拠点保育園だけというわけではなくて、とりあえず５園だけ民営化をして、それ以

降は後から考えるということで。 

 

●保育計画課長 

 そうですね、今現在の計画はこの５園の計画としてつくったものでございます。それで、例

えば拠点保育園５園で、それ以外はどうするんだという今ご心配なんですけども、地域支援だ

けではなくて、公立保育園のもう一つのところは、公立私立の、先ほど配置のバランスのとこ

ろであったように、将来推計ですとお子さんは減るんですね、残念ながら。その中で、今 125％

で受け入れているけれども、減っていくと、あるいは下手な場合定員割れも出てくる。本市の

場合も平成何年か、過去に定員割れしている状況もございます。その中で、定員調整の機能も

あるわけです。その地域の公立と私立があって、お子さんが減ってきたら、過去に例があるん

ですけど、公立の定員を減らしたりしながら、保育需要とのバランスをとっていくという機能

もございますので、ある程度地域のバランスの中で公立は存続していかなきゃいけない。それ

から要支援と要保護の方の支援とかの部分もございますので、そんな乱暴に幾つも民営化する

ということは全く考えてないということです。 

 

○参加者Ｆ 

 ありがとうございました。 

 

●保育課長 

 定員割れのあった時代というのは、平成７、８年ぐらいが一番公立も私立も入所率の悪い、
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一番低い時代だったんです。それからずっと保育人数が伸びているという状況が続いていまし

て、それで団塊世代のジュニアのジュニアという、人口が増える波があるんですが、それがも

う尐しすると 35歳から 39歳の年齢層のお母さん方が第二子、第三子を産み育てるのを終わっ

ちゃうというのが日本的な状況ですので、船橋市も御多分に漏れないで、いずれ人口も減って

いっちゃう。ただ、マンションとかが西部地区で多くて、人口が増えているという状況もござ

いますので、そういった状況が落ち着けば人口が減っていくというシミュレーションになって

おります。 

 

○参加者Ｃ 

 先ほど質問された答に、今現在の「現行の保育制度では保育料について……」という説明が

あったんですけども、現行の保育制度を定めているのは国のほうですよね。国のほうで現行の

保育制度を変えようという動きがあるということを説明するのが、先ほど聞いた、もっとわか

りやすく説明するということにもなるんじゃないかなと思いました。現行の保育制度ではそう

なっています、だから現行の保育制度がずっと続く、みたいな印象に受けとめられますけども、

もう既に第一次報告とかで保育の入所を直接契約にしようかという案も出ていますよね。それ

は皆さんもちろんご存じだと思うんですね。それについて今軽く説明されるのかなと思ったら

説明されない。それはちょっと不親切だなと思ったので、それについてもせめて、今現在こう

いう状況があると、私でも知っていますから、もちろん市の職員の方として存じ上げていると

思いますので、一言でいいからそういうふうに説明されると、質問された方は、別にすごく変

な突飛な質問をしたわけでもないですし、そういうことがあるということを知った上で質問さ

れているので、ぜひともそういうところに関してはもうちょっと丁寧に、せめてそういうこと

があるという事実を伝えるというのも大事なことじゃないかなと思いました。これは質問でも

何でもないので、ちょっとした意見なんですけども、もうちょっとわかりやすくというふうに

さっき意見があって、承りましたみたいなことをおっしゃったので、ぜひともそういう点につ

いて気を使っていただきたいなと思います。 

 

○参加者Ａ 

 保育料に関してなんですけれども、これ、民営化した場合に、延長保育に関しては民営化し

た保育園が値段を決められるんですよね。普通、私立保育園のほうでは延長保育は別料金で取

っていますよね。 

 

●保育課長 

 公立保育園では延長保育料は取っていませんが、私立保育園は取っているところと取ってい

ないところと分かれてございます。 

 

○参加者Ａ 

 今回、これ民営化しました、じゃあ延長保育を頼みますというときに、料金が上がる可能性

もあるということになりますよね。 
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●保育課長 

 ええ、そこの部分についてはガイドライン検討委員会等でご議論いただいて決定していくと

いう形になろうかとは思います。それがまた移管条件とかになっているんじゃないかなと、私

的には思っています。 

 

○参加者Ａ 

 わかりました。ありがとうございます。 

 

○参加者Ｇ 

今、公立保育園に２人預けている者です。 

 こういう説明会は、ちょっと緊張しながら初めて来たので、先ほどわかりやすくというお話

があってすごい安心しまして、確かに私も全然初見でわからなかったことだらけです。 

 ちょっと目の前の問題だけ質問したいんですけど、習志野台第一保育園は、いろんな噂が確

かに流れています。建物について余りなかったんですけど、耐震補強ということで建て替えの

話が出ていまして、そうすると一体どうなるのかなというのをちょっと聞きたいんです。移転

してやるのか、その間ちょっと場所が移動するか、その辺の具体的な話をお願いしたいんです

けど。 

 

●保育計画課長 

 耐震の建て替えの問題でございます。習志野台第一保育園は、耐震 Is 値、２階部分が 0.3

いくつということで、第一期に続いて早目に整備しなきゃいけないと考えております。今の方

式ですと、保育園って学校と違って夏休みとかございませんので、保育を止めるわけにいかな

い中で、園庭に仮設を建ててやれればいいのでしょうけども、園庭も狭いという中にあって、

仮設の土地を手配いたしまして、そこに仮園舎を作り、その間に本園舎を解体して作るという

ような手法をとる予定でございます。 

 １階建てのほうは Is 値 0.7 いくつと高いんでございますが、ちょっと使いづらいとか園庭

が狭いという部分がございますので、全部解体して建て直すということを考えております。 

 建て直す際も、２階建てにして園庭を広くして、あわせて習志野台第一は先ほど申しました

ような拠点園の予定にしておりますので、相談室とか、あるいは設計の中で今後、今はっきり

は言えませんが、地域支援とかができるような部屋が作れればと考えております。 

 時期的には早い段階で、１期の次に取りかかりたいと考えています。 

 

○参加者Ｇ 

 それに関連しているんですけど、その移転場所とかは離れてしまうんですかね。多分、習志

野台第一が人気があるのは駅の近くだからなんです。またいろんな噂が流れているのは、民間

になると、そこは土地がいいから、ちょっと違うところに移転してしまって離れてしまうとこ

ろに、このまま移設してそっちに移動してしまうんじゃないかとか、そういう噂もすごい流れ
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ていて……。 

 で、拠点保育園は今のお話だと民営化されないということなんですか。第一が一番最初に民

営化されるという噂がすごい流れていたので、お願いします。 

 

●保育計画課長 

 仮設の場所なんですが、隣に小学校がございますよね。小学校の敷地にできれば一番いいん

ですが、小学校も敷地が狭いのと、仮設ですとプレハブで結構長尺の鉄骨とか入れなければい

けないので、あそこは工事用車両がカーブの関係で入れないんですね。場所は若干遠くなるか

もしれませんが、余り空き地がないもので、仮設の土地を用意して建て替えということ。 

 先ほどちょっとご説明したんですが、民営化園の選定の基準の中で、地域支援をやるところ

は当然公立として残すということでございます。今、習志野台第一は拠点園の候補としており

ますので、拠点園となれば通常の公立の保育園と、それから地域支援の出撃拠点になるという

ことで、民営化からは外れるのかなということでございます。 

 それから、敷地がＵＲの土地なので、もう一つの要件として市有地ではないという要件もご

ざいます。 

 

●事務局 

 時間が残り尐ないんですけど、ご発言したい方、あと何人いらっしゃいますか。 

 じゃ、Ｃさんだけでよろしいでしょうか。あ、こちら。はい。どうぞ。 

 

○参加者Ｅ 

 すみません、たびたび。先ほど、行く行くは子どもが減っていくというお話をされていたん

ですが、減っていくんだったら、このまま公立の保育園を残して、このまま存続させていくわ

けにはいかないんですかね。すみません、基本的なことで。民営化しても採算見込めないなら、

民営化に手を挙げた財団法人なり社会福祉法人なりが撤退していってしまうととても困るの

で、今はピークでしょうけれども、もしこのまま減っていくということがもうわかっているん

であれば、このままこの現状を存続していったほうが財政的にはいいんじゃないかなって、ご

めんなさい、すごく基本的なことを不思議に思ってしまって。 

 

●保育計画課長 

 将来８年か 10 年か先に、お子さんが減っていく状況はございますが、じゃあ、今待機され

ている方に、何も市がやらなくていいのかということはまた別の問題で、今本当にお困りの待

機の方、1,000 人を超えている状況を、何もやらないということはちょっと市としては責任放

棄かなと考えております。 

 将来減ったときの調整としての公立の定員減とかは当然あるので、その辺は考慮しながら民

営化園の決定はしていかなきゃいけないとは思っています。 

 

●健康福祉局長 
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 ちょっと補足ですけれども、今の点について、お子さんが減る時期というのはかなり先の話

で、今も課長が申し上げたとおり、現段階においては、お子さんはまだ船橋は増える状況もあ

りますし、保育園の入所希望については非常に多くなっている。それに加えて先ほどから話が

出ている地域子育て支援、いわゆる在宅のお子さんへの支援というのもやらなければいけない

となりますと、やはりそこは、今ただでさえも保育所の保育士の先生方、大変なご苦労をかけ

ている状況の中で、それに加えて、また地域支援というような新たな分野をやっていただくの

は非常に大変なことで、そのための人材の捻出と言ったら失礼かもしれません、再配置という

のが必要になってきます。 

 先ほどお金の話とかいろいろございましたけれども、私ども当局としても大変心苦しいんで

すが、ただ、やはり市全体、市役所全体の中で、今のいろいろな税収の状況であったり、定員

をどんどん増やしていけるという状況ではない、むしろ役所をスリムにしていかなきゃいけな

い、定員も絞らなきゃいけないという事情があります。 

 ただ、そういった事情の中でも、新たな分野に対して施策を進めていかなきゃいけない、保

育士さんの先生方にご活躍いただかなきゃならないということから、その一つの答えとして、

民営化をさせていただくことによって、その先生方を新たな分野のほうで活躍していただく。

これが保育園に通っているお子さんだけではなくて、在宅でいろいろお困りになっているお母

さん方、そういった全体に対する支援につながるんじゃないかということでご提案申し上げて

いるところです。大変恐縮ですけれども、その点もご理解いただければありがたいと思います。 

 

○参加者Ｃ 

 ほかの方が質問していて気になったんですけども、拠点園は、今現在は候補園だというふう

に先ほどおっしゃっていまして、拠点園を決定するというのは一体いつというのと、どこで、

誰がという点。小室保育園は公立でありまして、北部に２園しかない公立保育園で、小室は多

分、私の個人的な感情ですけども、公立でなければ継続が難しい園ではないかと思っています。 

 実際、小室は幼稚園がありましたけれども、そちらが経営不振で、ちょっと継続が難しいと

いうことで撤退したということもありますので、小室のことで恐縮ですけれども、小室保育園

に関しては公立でなければ継続は大変難しい園だと認識していますので、ぜひとも公立で継続

をお願いしたいなという、意見というか要望になっちゃいますけれども、それが１点です。 

 以前、保育計画課の課長？ 局長さんがおっしゃったときに、子どもの人数が減るのは随分

先だというふうにおっしゃったんですけども、先日、保育計画課の課長さんが、「国の試算で

は平成 26 年度以降から子どもの数は減るというふうに出ているんですね」というふうにおっ

しゃっていて、平成 26 年は私の中ではそんなに先ではなくて、あれ、これはどうしてかなと

思ったんです。それに関しては国の試算と船橋市の試算が違うのであれば、船橋でそういう試

算を出したのがどういう資料なのかというのを、ぜひ聞きたいなと思ったんです。 

 質問としては、拠点園を決めるのはどこが、誰が、一体いつまでに。で、子どもの人数が減

るのは随分先というのは一体いつから、というふうにちょっとお聞きしたいなと思いました。 

 

●保育計画課長 
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 まず拠点園のお話でございますが、この基本計画の中にも拠点園を示させていただいており

ますので、この民営化計画と同時に政策決定をしていくという段取りになろうかと思います。 

 それから、子どもの数の話に関しては、先ほど保育需要のお話をしたときに、お子さんの数

が増えるのと、保育需要が上がっていくという２つの面で待機児童が増えていると申しました。

平成 26 年から横ばいもしくは若干減ったとしても、保育需要はまだまだ船橋の場合は上がる

可能性がございます。というのは全国平均より保育需要がまだ低いんですね。全国平均ぐらい

までには今後まだお子さんの数に関係なく保育需要自体は上がっていくだろうということを

考えれば、両方の要素として減っていくのは、局長が申したように８年とか 10 年とか先にな

ろうかと。お子さんが若干減ったとしても保育需要の伸びがあるので、26年になってもいきな

り急には減るわけではないと考えています。ちょっと今データがないので、細かい話はできな

いのですが。 

 

●保育課長 

 今、保育計画課長が言ったとおり、26年以降どこかの段階で減ってきますけども、今年度ス

タートのあいプランでニーズ調査をして、26年度までの５年間で定員 9,000人、1,500人の増

を図るとしています。現在、認可保育園に入っているお子さんは就学前児童数の 22～23％なん

ですけど、あいプランの調査では、これが 32～33％というニーズ量が出ています。今３万 4,000

ですから、三十何％になるとどう考えても１万人以上の枠が必要になります。それに向けて

9,000 という数字が出ているんですけれども、その後減ったとしても、保育ニーズはもっと上

がるだろうというふうに思っていますので、まだまだ作っていかなければいけないというのが

実情でございます。補足ですけれども。 

 

○参加者Ｃ 

 拠点園って一体いつ決まるんですか。 

 

●保育計画課長 

 先ほどちょっと申したと思うのですが、この計画自体の中でお示ししておりますので、この

候補が取れるのは、この計画の素案の計画と策定される時期と一緒だと考えております。 

 

●事務局 

 ほかにどうしてもという方がいらっしゃいましたらお願いします。よろしいですか。 

 では、たくさんのご意見、ご質問いただきありがとうございました。 

 最後に事務局から連絡事項がございます。次第の裏面をご覧いただけますでしょうか。船橋

市では、昨日から２月 14 日まで計画素案についてご意見を募集しております。住所、氏名、

素案に対するご意見を明記の上、直接お出でいただくか、郵送、ＦＡＸ、Ｅメールで保育計画

課までお寄せください。なお、電話等口頭でのご意見は受け付けておりません。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として公表いたします。なお、ご意見への個別

回答はいたしません。よろしくお願いいたします。 
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 では、予定の時間を超過いたしましたが、これで終了と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。 

 


