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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 ＜三咲公民館＞ 

 

●事務局 

 ただ今の説明に対して、ご質問をお受けします。本日の終了時刻は８時半を予定しておりま

すので、およそ１時間を取りたいと思います。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。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、ご質問のある方。 

 

○参加者Ａ 

 幾つかあるんですけれども、まず１つ目は、発達支援児の人数が増えているというお話だっ

たんですけれども、民営化すると発達支援児の入れる園が減るんじゃないかと思うんですけれ

ども、その辺はどういうふうに考えていらっしゃるのかということをお聞きしたいと思います。 

 それから、２つ目には、財源になるということと人材を活用できるということが理由として

書かれていると思うんですが、ほかの自治体で今民営化の理由に財政問題を挙げている自治体

というのは、何かほとんどないという状況だと聞いているんです。Ｃ市とかＩ市とかＹ市とか

聞いてみても、財源になるということを理由には挙げていないということで、なぜ船橋だけそ

んなに財源ができるのかなということが不思議なんです。 

 この間、議会の健康福祉委員会を傍聴したときに、15ページの公立園と私立園の比較をした

グラフですけれども、公立園の場合、国の負担分がないんですよね。実際は一般財源化はされ

ているけれども、国から幾らかは保育のための補助金が入ってきているはずなんだけれども、

それが幾らなのかが正確にわからないので、書いていないということだったと思うんです。で

すから、ないわけじゃないんですよね。「そこが書かれていないのは不正確で、市民に誤解を

与えるので、ちゃんと説明をしてください」というふうに言われていたと思うんですけれども、

今日説明がありませんでした。その点について説明をしていただきたいということ。 

 それから、私は民営化には反対の立場なんですけれども、民営化の問題は私立がいいか悪い

かという問題ではないんです。今、公立保育園として立派に機能している保育チーム、それか

ら利用者との信頼関係、そういうものを解体して全く新しくチームをつくらなきゃいけないと

いうことが、どんなに難しいかということがすごく問題だと思うんです。普通に公立保育園で

保育士さんが異動することだっていろいろ苦労があるのに、全部新しいものをつくらなければ

いけないということがどんなに大変か。これは公立だからできるとか民間だからできないとか、

そういう問題じゃなくて、例えば民間の保育園を公立に変えましょうということであっても、

保護者の反対が起こると私は思います。これはお金では買えない損失というふうに思います。

だから、「地域の宝です」というふうに言っていると私は思います。 

 今、Ｉ市で、民間委託した保育園でいろいろな問題が実際起きているということはご存じで

すよね。そういうことは調査をしていらっしゃいますよね。園長先生も辞めてしまったとか、

ゼロ歳児を落とす事故があったとか、園児が脱走して、気がついたら２人いなかったとか、そ
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れから食物アレルギーのある子に除去食でない普通食を３回も間違えて食べさせたとか、最近

のことですけれども、そういう事故が起きているという話。 

 実際にそういうことがＩ市だけじゃなくていろんなところで起きているわけですけれども、

そういう問題が起きたときに、市としてどういうふうに責任を取るかといったら、この間健康

福祉委員会のときにも、結局は指導するということしかできないというふうに聞きました。指

導してもだめだったらどうするんだろうと思います。 

 それから、もう一つ、これは待機児対策とか、あと地域の子育て支援ということが大きな目

的ですけれども、待機児対策の具体的な計画が出ていなくて、民営化の計画だけが具体的に出

てくるというのはどうなのかということを一つ思います。 

 それから、民営化したときに、職員の配置基準は現状の公立保育園と同じにしますというこ

とでしたけれども、今、船橋の私立保育園では、看護師、栄養士などが配置されていない園が

多いわけですけれども、それは実際配置すれば、市から補助金は出るという仕組みになってい

るんですよね。でも配置されていないというのは、その補助金では現実に配置できない金額だ

から、配置されていないという現状だと思うんですが、今回民営化したときに、同じ職員配置

にするために補助金を増やすということを考えていらっしゃるのかどうか、お聞きしたいと思

います。よろしくお願いします。 

 

●保育計画課長 

 ５点ほどご質問をいただきました。 

 まず、発達支援の問題でございます。これは、基本的には民営化した保育園についても、ち

ゃんとしっかり担っていただきたいと考えております。そのための仕組みをしっかりつくって

いくということ。民営化したからそのお子さんが行けなくなるというようなことがないように、

今後やっていきたいということで、同じ配置基準で、看護師とか栄養士の配置ができるような

仕組みでやっていきたいというのが１点と、そこで浮いた保育士さんを公立保育園に再配置し、

さらなる発達支援への取り組みなども行っていきたいということで、市全体の受け入れ数の増

加も考えながらやっていきたいというのが１点ございます。 

 それから、財源の問題と人材の問題がございますが、各市いろいろな状況で、今民営化の取

り組みがなされていると思います。例えばＩ市の場合は指定管理制度をとっておりますことか

ら、15ページにある表の国庫負担金は出てきませんので、その分は財源効果としては尐ないよ

うなやり方も１つあると。 

 それから、本市の場合はあくまで 120名定員の部分の試算なのですが、現状としては、これ

だけの一般財源としての減尐を見込めるということは考えているところでございます。 

 あと、公立から私立への転換は難しいというお話でございます。他市でいろいろ事故が起き

ていると、Ｉ市でも起きているというようなお話がございました。この辺については公立から

民営化するときの移行の問題、それから移行後のかかわりの問題だと思うんですが、１つはこ

れから立ち上げるガイドライン検討委員会で、この前の車座の後でいろいろご意見が寄せられ

ました。例えば今あった障害の部分、発達支援の部分とか、アレルギーの対応をどうするんだ

とか、いろんなご意見も踏まえ、かつ先行してやっているところのいろんな事例も含めて、そ
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ういうことが起こらないようなガイドラインの策定の議論をしていただきたいと考えており

ます。 

 あと、民営化の理由の１つは、待機児童対策と子育て支援のためにやるということでござい

ます。待機児童対策が浮いた財源で賄えるかというと、そういうことではございません。待機

児童対策を今後もしっかりやっていく中で、ただそれ全部を持ち出しというか際限なくやるの

はなかなか市の財政状況が厳しい中で、一部をそれに充てたいというところと、再配置できる

人材が生まれてきますので、地域支援の拠点園に配置してしっかりやっていきたいというよう

なものでございます。 

 それから、配置基準の問題がございました。確かに今でも制度としてはあるんですが、私立

保育園で栄養士さんとか看護師さんの配置があるところとないところといろいろございまし

て、先ほど申しましたけど、公立から民営化する場合には、基本的には職員配置、職種も同じ

ような配置になるような形での配置を考えております。この辺はガイドライン検討委員会でも

検討はされますが、もし補助金が足りなくてできないという議論であれば、その辺のサポート

を市がどのようにしたらいいのかということも含めての議論になろうかと思います。 

 

○参加者Ｂ 

 13ページの（４）質の高い社会福祉法人、この質というのは何を担保としておっしゃってい

るんでしょうか。そこのところをもう尐し具体的に。それから、優良な法人、これは何を基準

として。非常に具体的ではないですよね。ここのところをはっきり聞かせていただきたいとい

うこと。 

 それから、近隣で実際に起こっている事例をどのくらいつかんでいらっしゃいますか。それ

はもう全国的な規模で私はお話を聞きたいんですけれども、近隣で命にかかわるような事故が

これだけ起きている事実をどのぐらいつかんでいるか、具体例で挙げていただきたいと思いま

す。 

 

●保育計画課長 

 保育の質の問題はなかなか難しい問題でして、例えば数値で示せるようなものではないとい

うことでございます。 

 

○参加者Ｂ 

 数値で示せるものもあると思うんですね。ですから、お考えになっていらっしゃる質、それ

をすべてちょっとおっしゃっていただきたいと思います。 

 

●保育計画課長 

 公立保育園は比較的同じような保育なのですが、それであっても、例えば縦割り保育をやっ

ている園とやっていない園がございます。それがどっちがいいとか悪いとかじゃなくて、そう

いう取り組みも公立でもあるというところで、私立保育園についても、法人さんの考え方で多

様な保育をなされていると。私立すべてがいいとか、すべてが悪いとか、そういうことではな
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くて、自主的ないろんな保育がなされている中で、公立保育園の対応と私立保育園の対応はな

かなか単純には比較できないと思うんです。 

 それから、千葉県では第三者評価とかはないのでなかなか難しいんですが、神奈川とか東京

とか第三者評価をされているようなその辺を見ますと、かなりいろいろな保育の取り組みをさ

れていて、評価されていると。私は保育の専門家ではないので、一つ一つ挙げてこうだああだ

というのはちょっと難しいのですが、その辺のものを読ませていただくと、私立のほうの取り

組みで、第三者としての評価が高いようなご意見があるということもございます。 

 それから、２点目は何でしたっけ。 

 

○参加者Ｂ 

 近隣で起こった事故をどのぐらい把握していらっしゃって、どう考えていらっしゃるか。 

 

●保育計画課長 

 今日、ちょっとここには何も資料を持ってきていないんですけれども、初期の頃ですと、Ｋ

県Ｙ市の民営化の問題がございました。民営化後のいろいろ事故が起こったとかいうような話、

裁判の部分で出てきたところもあります。それから、身近で言えば、Ｙ市のちょっと今問題に

なっているような部分とかがございます。Ｉ市も、おっしゃっていたように、いろいろなって

いるんだというお話もございます。そのようなことはちょっと事例を集めて、なぜ起こったか、

起こらないようにするにはどうしたらいいかというような検討が必要かと思っております。 

 

○参加者Ｂ 

 ということは、今は事例をつかんでいらっしゃらない状況の中でお話をされているというこ

とですよね。 

 それから、質の言及に関しても、保育の専門家でないことはよくわかっていますけれども、

父母や子どもたちにとって、質の問題というのは大変な大きな問題だと思うんです。その点を

きちんと担保できない中で、具体例がない中でお話をされているということですね。 

 

●保育計画課長 

 これは、今後立ち上げるガイドラインのところでの議論にもなるんですが、どのような保育

を保障していくべきなのか、そのためにはどういう仕組みが必要なのかの議論は、今後してい

ただけると思っております。 

 

○参加者Ｂ 

 Ｙ市でも、実施されたときに、非常にハードルの高いガイドラインと言われる中で、実際に

もう事故が起こっているわけなんですね。ですから、私たちにしてみれば、そこら辺も含めて

言わせていただくなら、具体的なものがこれでは何も見えなくて、安心して子どもを預けられ

る保障がないように思うんですね。それで、私は具体的なものを挙げていただきたいと思った

んですけれども。 
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○参加者Ｃ 

 よろしくお願いします。 

 すいません。私、非常に基本的な問題なんですけど、１ページの「計画策定の背景と趣旨」

のところにある一文がどうしてもよくわからなくて、ぜひ細かくというか、わかるように説明

していただきたいんですけれども、真ん中から下のほうに「12月に市に提出された提言書では」

からの一文があると思うんですけれども、そこの一番下のところの「一部、民営化に対する反

対意見はあったものの」、ここから先です。「一定数を限度とする公立保育園の民営化はやむを

得ないとの提言をいただきました」とあるんですけど、ここは日本語が変じゃないですか。わ

からないんですね。「一定数を限度とする保育園」って何なんでしょうか。ここがどうしても

わからないので、どういう意味なのかをちょっと教えていただきたいんです。よろしくお願い

します。 

 

●保育計画課長 

 12月にいただいた提言書の「一定数」という部分は、全部やるんじゃないよという意味合い

での「一定数を限度として」というところで、提言書の中で具体的に民営化について述べてい

る部分で、「地域の公私立保育園のバランスなどを踏まえながら、５園程度の民営化はやむを

得ないものと判断します」というご提言でございます。この部分で一定数という、５園程度と

いうご提言をいただきました。 

 

○参加者Ｃ 

 わかりました。 

 

○参加者Ｄ 

 毎度申しわけありません。 

 一定数という言葉って結構上限がない言葉なので、一定数と言っちゃえば、別に 27 だって

一定数なんですけども、それは多分おっしゃっている趣旨を正確に表現していないと思うので、

「全園ではない」とか、具体的な書き方にしないと非常に誤解を招くと思いますので、そこは

訂正をしたほうがよろしいかということを要求したいなというふうに思います。 

 あと、私からの質問を幾つかさせていただきたいと思うんですが、17 ページの表 15 の正規

職員配置数の数字のことについてお伺いしたいんですが、ここの中の保育士 15 人という数を

どういうふうに算出されたか、もう一回すいません、ご説明をお願いします。 

 

●保育計画課長 

 これはモデルケースなので、120 人という設定で、円滑化という取り組みで、定員を超えて

125％受け入れている場合の現状の正規比率でのものです。保育士 15は、すべての公立保育園

の保育士総数が 455人で、それと園数とで平均をとったところで、120定員ですと 15名程度の

配置があるというところでございます。 
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○参加者Ｄ 

 お伺いした話だと、だとすると 120定員であったとしても、この保育士の数というのは、要

は 125％の人数じゃないと正確じゃないですよね。そこの前提をちゃんと訂正していただきた

いなというふうに思うのと、あと 120名定員の保育園の正規保育士の平均は何人ですか。あと

最低人数と最高人数を教えてください。 

 

●保育計画課長 

 すみません、私の手元にはちょっと全園の資料がないので。 

 

○参加者Ｄ 

 全園じゃなくて、120名定員の保育園の…… 

 

●保育計画課長 

 ですから、そのデータを今ちょっとここに持ち合わせていないもので。ちょっと待ってくだ

さい、保育課のほうで。 

 

●保育課長 

 後で。 

 

○参加者Ｄ 

 私個人にということではなく、これはホームページでパブコメの回答として公開していただ

けますか。 

 

●保育計画課長 

 ご質問の趣旨をもう一回お聞かせください。今、正確に回答いたしますので。 

 

○参加者Ｄ 

 はい。私の質問の趣旨としては、この 120名定員の正規職員配置数という書き方では、先ほ

どご説明のあった、125％の受け入れ人数に対する職員配置の比率とはまた違うということが

ありますので、まずここの表のタイトル自体が不正確だということをご質問申し上げたいとい

うこと。 

 あと、今のお話を伺いましたら、全 27園における正規保育士の数 450人の総数を 27という

園数で割った平均だということで、それは考えてみればおかしな話で、定員は多いところから

いけば 120名の定員のところもありますし、尐ないところだと 100名に満たない園もございま

すので、そこの全部の平均をとってこの数値を出したということ自体、そもそも算定がおかし

いというふうに私は思うんです。ですので、本当の 120名定員の保育園の正規保育士の配置数

の平均というのをまず出していただくことと、あと 120名定員の保育園の正規保育士の最低人
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数と最高人数を出していただきたいというのが質問の趣旨になりますので、ご回答をよろしく

お願いいたします。 

 あと、先ほどのご質問にもあったかと思うんですけども、近隣の市にいろいろ事故事例があ

ったということは、これから調べるというようなことだったというふうに認識してよろしいで

しょうか。 

 

●保育計画課長 

 一定数の事例はつかんでいるんですが、じゃあ全部つかんでいるかというと、そこまではま

だ作業は進んでおりません。 

 

○参加者Ｄ 

 わかりました。それでは、昨年にＩ市の民間委託化の対象園で起きた、法人Ｔというところ

が受託しました保育園の事例については、お調べになりましたか。 

 

●保育計画課長 

 その件の詳細についての問い合わせ等は、まだＩ市には行っていません。 

 

○参加者Ｄ 

 概要は知っておられますか。 

 

●子育て支援部長 

 Ｉ市の関連ですけど、父母会連絡会の中でいろんなニュースが出てまして。 

 

○参加者Ｄ 

 すいません、父母会のニュースで？ 

 

○参加者 

 父母会のニュースで？ 

 

●子育て支援部長 

そういう中で、まず対象の中でそういう事例があったという情報も、うちのほうは一応把握

はしております。ただ、実際にＩ市へ行って、これがどういう問題で、どういう形で検証して

いるかというのは、まだやっていない部分があります。先ほど言ったように、こういう事例が

あったときにどういう原因でこういうふうになったかというのは、やはりうちのほうもいろい

ろ調べる必要があるんじゃないかと思っています。 

 

○参加者Ｄ 

 じゃあ、事例の概要だけ、今つかんでいるところを教えていただけませんか。 
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●子育て支援部長 

 大量の保育士が辞めたという内容、細かいことはわかりませんけど、そういう部分で。 

 

○参加者Ｂ 

 辞めた事実関係しかつかんでいらっしゃらないということですか。その辞めた内容はつかん

でいらっしゃらない。 

 

●子育て支援部長 

 いや、申しわけないですけど、具体的な辞めた理由がどういうものかというのは、まだ本当

に正直言ってつかんでおりません。 

 

●健康福祉局長 

 いずれにしても、今のご指摘というのは大変ごもっともなご指摘で、まさに先ほどの質の問

題にも関連するんだと思いますが、質の高い法人とは一体何ぞやということになりますと、こ

こはいろんな要素があるのかもしれません。ただ、私ども端的に言えば、それはもうそこに通

われている保護者の方々、お子さんがきちんと満足して、安心してお預けいただく、そういう

ところが当然質の問題としては重要だと思います。その裏返しとして、そういった問題事例が

起きるということは、もう質の面でも当然に問題になるところです。 

 ですから、逆にいろいろご教示いただくことも、また心苦しいところではありますが、ただ

そこは率直に申し上げて、例えば父母会さんのほうで把握しているような情報とか、また実際

に訴訟となっている事例とか、そういったものももちろん総合的にきちんと検証させていただ

いて、そういったものが起きないようにするような、クリアできるような仕組み、やり方とい

うのはどうかというのは研究したいと思います。そういった意味でも、ガイドライン検討委員

会の場でも、また保護者の皆さんのお知恵をお借りしながら考えていきたいと思っています。 

 

○参加者Ｄ 

 そこで１点ちょっとおかしいなと思うんですけども、父母会がニュースソースとしてつかん

でくるものを使うということは、違いますよね。ガイドライン検討委員会の中で議論していた

だくためには、船橋市としてすべての材料をそろえたものを提出して、それを材料として、専

門家の先生方あるいは保護者の委員とかに検討していただくべきだと思うのです。 

 ですので、私がここで要求したいのは、まずガイドライン検討委員会を起こす前に、すべて

の検討材料となる調査資料を必ずきちんと提示していただくこと、事実関係をできるだけ詳細

に調べ上げたものをプリントアウトして、それを資料として配付していただくことを要求した

いなと思います。 

 

●健康福祉局長 

 数としてどこまでのことがというのはもちろんございますけれども。 
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○参加者Ｄ 

 せめてすべて近隣市を入れてください。 

 

●健康福祉局長 

 もちろん市として近隣なり調べさせていただいて、それは資料として検討材料とすることは

当然だと思います。 

 それと、すいません、父母会さんからの情報はというのは、ちょっと私の言い方がよくなか

ったのかも、語弊があるのかもしれませんが、ただ市だけが把握するような情報ではなくて、

父母会さんなりのほうでご懸念を持っているいろんな情報があると思いますので、そういった

ものを広く活用させていただくというのは大事なことだと思います。 

 

○参加者Ｂ 

 私はさっきから聞いていて非常に不思議なんですね。そういう状況も踏まえないでこういっ

た定員の配置をするということで、根拠が全然見えないんですよ。だって、普通なら、こうい

うものが出た段階で、すべてそういうものをクリアすることを考えて、配置とかいろんなもの

を決めていくと思うんですね。それなのにやることありきで、そしてその後で事故が起きない

ようなガイドラインを持ってくるって、それってすごい無茶な話だと思いませんか。私はそこ

が全然理解できません。 

 

●健康福祉局長 

 すいません、定員の配置というお話がちょっとよくわからなかったので、申しわけないんで

すけれども。 

 

○参加者Ｂ 

 定員の配置というか、要するに私はすごく質の担保をずっと問題にしているんですね。現状

の公立の保育園と同等の保育をするためには、やはり一定そこは近隣で起こったことをきちん

と調べた上で、それを基にきちんとした基準を出すべきだと思うんですけども、それすら知ら

ない中で出されているわけじゃないですか。だから、私はそれがすごく理解できないんですよ。

父母会の情報も含めて、そういうことがすごく後づけになっていることに非常な不信感を抱く

んですけども、会場にいる皆さんはどうなんでしょう。 

 

●健康福祉局長 

 ご指摘いただいた点、ごもっともな点、よくわかります。いろんな事例が起こるということ

の裏腹で、そこの部分はやはり皆様保護者の方からどんなご不安に思われる点があるか、どう

いうところが不安なので、ゆえに民営化にはちょっと賛成しかねる、反対だというようなご意

見、それはもう昨年の検討委員会の一次報告書が出た後からもいろいろいただいております。

そういった具体的な内容に対してどういうやり方ができるのかというのは、今も市のほうでも
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いろいろ検討しています。そういったものを踏まえて、またご指摘いただいた近隣市の事例な

どもきちんと研究させていただいて、それをやはりガイドライン検討委員会の中で具体的に議

論できればと思っています。 

 

○参加者Ｅ 

 このような場は初めてで、不勉強な部分があるので、自分が今まで考えていたことを言わせ

ていただこうと思うんですけれども、他県のそういう民営化の話を聞いていて感じるのは、ど

うして職員を全員一度に交代しないといけないのか。引き継ぎ時間もすごい短い期間で全員交

代させられると、小学生でさえ、担任の先生が替わるといろいろ気を使うことが多いと思うん

ですけれども、まだ言葉もしゃべれない１歳や２歳の子が、あるときがらっと先生が替わって

しまって、やっぱり不安もあって、正直事故が起こるのも当たり前じゃないかというふうにす

ごい今まで感じていたのです。 

 人件費削減という立場もあるのかもしれないんですけれども、ちょっとまだ読み切っていな

い部分はあるんですけれども、例えば公立で 20 人職員の方がいらっしゃって、それが私立に

なったときに何人になるのかということと、やっぱり保育って、マニュアルではちょっと計れ

ない部分がすごい多いと思うんです。ちょっとこれも私の思い違いかもしれないんですけれど

も、人件費が安くなるということは、結構マニュアル保育的なことがあるというふうに聞いた

んです。薬を間違えて飲ませちゃうとか、抱っこした子を落っことしちゃうとか、何か保育っ

てマニュアルどおりには進まないことは、やっぱり親として子どもを育ててきていて感じるこ

ともあったので、私立保育園になったときに職員がどのくらい替わるのか、その辺を市として

ちゃんと監督していってくれるのかということですね。そんなところをすごい個人的に感じた

ので、船橋市でも同じような事件が起こったりすると、本当に親としてもすごい悲しくなるの

で、何としても。 

 あと、もう一つ思ったのが、一度に職員を替える必要があるのか。例えば段階的に、派遣と

いうような形で職員を何人か残してくれるとか、それだけでも大分保育園の状況って変わるよ

うな気がする。辞めちゃう先生がたくさん出るということは、やっぱりそれだけ保育園が荒れ

てしまうから辞めてしまうのではないかなというふうに個人的には思うので、船橋市として新

しい方法を、本当は民営化してほしくない部分はあるんですけれども、尐しでも保育の質を落

とさないということを皆さん思っていらっしゃると思うので、何かそういう策をしていただけ

ればいいのではないかなというふうに思います。 

 

●健康福祉局長 

 ご指摘ありがとうございます。ご趣旨としては、仮に新たな法人さんに替わったときに職員

の方が一斉に替わるというのは、お子さんへの影響があるというお話だと思います。今現在、

通常今までの他市の事例であったりとか、また現実の制度として、運営の仕組みとして申し上

げるとすれば、法人さんが替われば、その法人さんのお雇いになる先生方に保育をしていただ

くということで、回りくどく申し上げましたが、担当される保育士さんが随分お替わりになら

れるというのが普通の姿であると、我々が考えている前提です。 
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 ただ、それですと、今おっしゃっていただいたような懸念がございます。１つは、先ほどか

ら申し上げているガイドラインとか、あとは三者協議会でのチェックであったりとか、そうい

うことはもちろん考えております。あとは、今おっしゃっていただいた段階的なやり方とか、

また場合によっては、前そこに勤めていた公立園の保育士さんが関与やアドバイスができるよ

うな余地とか、そういういろんな工夫はあろうかと思います。今、大変おっしゃっていただい

てありがたかったんですが、船橋市としての、 

 

○参加者Ｅ 

 合同保育が３カ月と書いてあって、３カ月は短いんじゃないかと。 

 

●健康福祉局長 

 そこは、３カ月の期間がどうかということも含めて、いろいろ検討させていただきたいと思

います。 

 他方、お受けになる法人さん側とすれば、これはあり方検討委員会の中で私立保育園の園長

先生などもご指摘がありましたけれども、引き継ぎ期間が余りにも長過ぎると、かえってスム

ーズな移行ができないというか、お子さんへの影響という部分でも逆の効果があったりすると

いうこともあり、そこはいろいろ先生方によってご意見はあろうかと思います。そこは私立保

育園の先生方の立場、公立保育園の先生方の立場、さらには当然ながら保護者の皆さんの立場

で、ガイドラインの中でいろいろ検討させていただきたいと思います。 

 ただ、今おっしゃっていただいた、船橋としてのいいスムーズなやり方というのを研究する

ことが一番大事ではないかというご指摘は大変ごもっともでございますので、そういったこと

を念頭に検討したいと思います。 

 

○参加者Ｄ 

 先ほどの大量退職の事例について、もう一回重ねてご質問したいんですが、法人ＴはＮ市の

かなり歴史の古い社会福祉法人さんで、運営実績もかなりおありになるというところだったん

ですが、そちらがお受けになったＩ市の保育園の場合、１年間で園長以下全員が退職されたと。

委託直後に、27人だか 30人だか忘れましたが、その中の 25人が退職されたと。最終的に、１

年度が終わるまでには園長以下全員が退職されたということなんですけれども、例えばこれが

労働条件の問題であった場合、これについて市はどういうふうに介入をすることができるでし

ょうか。そのアイデアを聞きたいです。 

 

●健康福祉局長 

 労働条件というのは。 

 

○参加者Ｄ 

 保育士の労働条件。 

 



－12－ 

 

●健康福祉局長 

 例えば約束されたお給料と額が違っていたとか、そういうことですか。 

 

○参加者Ｄ 

 もちろんすべてですね。労働のシフトの時間帯の組み方であるとか、要は人間として継続が

可能な時間の勤務であったかどうかとか、そういったことの検証も必要かと思うんですけれど

も、労働時間の組み方とか出勤日数の組み方とか、もしそのところが問題だった場合、市とし

てはそこは改善を指導することができますか。 

 

●健康福祉局長 

 これは大変難しいご質問だと思います。形式的なことを申し上げますが、労働条件の部分で

あったりとか、そこはやはり雇い主さんである法人と、そこでお勤めになっている従業員の方

との労働契約的な部分でのお話しとなりますので、労働法の範囲の中で、市が第三者的と言っ

たら失礼になるのですが、行政がどこまで介入し得るのかというのは、非常に難しい問題はあ

ろうかと思います。そこは一般的な労働法制の中で市がやり得ることに尽きるんだと思います。 

 ただ、やはり移管に当たってこういう保育を提供するとか、こういう配慮事項を行う、その

ためにこれだけの人が必要ですよとか、こういうことをやりましょうという、そういったこと

と密接に関連するような事柄であれば、そこは市としての指導と言ったらまた怒られるかもし

れませんが、そういった関与というのはできるんだと思います。 

 

○参加者Ｄ 

 具体的に市が関与できる範囲の内容を、ちょっと想定があれば教えていただきたいというこ

とです。指導できる範囲。 

 

●健康福祉局長 

 そこはまたガイドライン検討委員会などでのご議論だと思いますけれども、１つは、 

 

○参加者Ｄ 

 ただ、それは有識者の委員とかの範囲じゃなくて、市役所ができる範囲はどこまでなのかと

いう問題は、多分会議のメンバーの人がわかり得ることではないと思うんですね。 

 

●健康福祉局長 

 現実としては、一番コアになる組織は三者協議会だと思います。ガイドラインとしての民営

化に関する配慮事項の一般ルールがあり、ただそれを今度、個々具体的の園において三者協議

会という組織をつくっていただいて、それぞれの立場の方で把握していただく。当然、そこに

は市の職員もメンバーとして入りますので、現にその保育園で起こっていることがどういうこ

となのか、もし何かが起きた場合どういうことが起きているか、それを保護者の方、市の職員

が入った三者協議会できちんと把握をしていって、何か改善が必要なものであれば、そこは改
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善を求めるということは可能だと思います。 

 

○参加者Ｄ 

 やっぱり回答が、私が求めるものとちょっとずれているかなと思います。先ほどのお話だと、

労働条件は難しかろうということは見込みでおっしゃってくださった。だから、そういうレベ

ルで、ここの問題は大丈夫だけれども、ここは違う、対象とはしにくいということを、はっき

りと本当はお聞きしたかったんです。そうでないと、保護者としては、何を市役所が守ってく

れて、どこは市役所が守ってくれないのかということが認知できないと思います。結局、どの

ことは市役所に訴えて、聞いて改善をしてくれるのか、どのことは市役所に言っても無駄なの

かということがわからないと、そこはちょっと情報の提示としてアンフェアだなというふうに

私は思いますが、いかがでしょうか。 

 

●健康福祉局長 

 非常に難しい問題です。というのは、なぜ難しい問題かと申し上げると、可能であればです

よ、甘えてしまいますけれども、例えばこういう問題が起こったような場合、こういう点につ

いて市としてどういった関与ができるのかみたいな個々具体例に基づいてご議論させていた

だくと、恐縮なんですが、やりやすいかなと。それを求めているのがガイドライン策定委員会

の場であったり、三者協議会だということなんですが、今、労働条件というのはご例示いただ

いたわけなんですが、そういうことであれば先ほど申し上げたようなお答えができると思いま

すし、もしかしたら不誠実なのかもしれませんけれども、では例えばこういった事例が起きた

ようなときに、結局市としての関与はどういう形でどういうことができるのか、そういったご

議論はさせていただければありがたいなと思います。 

 

○参加者Ｄ 

 そうですね。具体例は、ガイドライン検討委員会であるとか、そういう中で事例が出てくる

中で、どれができてどれができないというのが選別できてくるということはあるかもしれない

んですけれども、この基本計画の中での書き方が、やっぱりそれだとかなり不十分だというこ

とがあります。できないことをできないとはっきり書くというのが、私は市民に対する誠実な

ボールの投げ方だというふうに思っています。そこをあいまいにしたままで、さもできるかの

ように書くというのが一番不誠実だと思っています。 

 なので、こういう第三者評価機関でこんなことをやりますとか、三者協議の機関を設けてこ

ういうことをやりますということを書いたとしても、そこから漏れることは必ずあります。そ

この漏れることを最大のリスクとしてどこまで把握していらっしゃるのか、それに対するリス

クマネジメントをどうされるのかということをあらかじめ提示しておかないと、それを乗り越

える方法もガイドラインの検討委員会で考えていただきますというふうに、デメリットもメリ

ットもきちんと書かないで、いかにもバラ色の未来があるかのような書き方をするというのは、

私は市民に対するボールの投げ方として最悪だと思っています。 
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○参加者Ｂ 

 私も同意見なんですね。ですから、13 ページにある「質の高い」とか「優良な法人」とか、

その辺も全然具体的じゃないと思うんですよ。これは私たちは理解できません。私は尐なくと

もできないんですけど、いらっしゃる皆さんはわかりますか。「質の高い社会福祉法人」とか

「優良な法人」とか、あと保育の質に関しても、全然見えるものはないですよね。すごい不誠

実だと思うんですよ。 

 具体例として、だから具体的なものをもっと挙げてくださらないと、私たちは安心して子ど

もを預けられるというところの確約が全然見えなくて、不安ですね。これでは何も具体的じゃ

ないと思う。単に数字は述べられていますけれども、この数字の中で一体何をするのか。市と

して何を守ってくださるのか。子どもたちって、この船橋市においては財産ですよね、これか

ら。その財産である子どもたちに何をしてくださるのか、全然見えないんですよ。それですご

く不安を感じていると思うんです。その辺をきちんとお答えいただきたいと思うんですけれど

も。 

 

●健康福祉局長 

 ご指摘の点というのは、私どもとしても理解させていただくところでございますが、計画の

位置づけという問題もございまして、これまた行政的なお答えになるのかもしれませんが、こ

の計画については、民営化を進めるためのいわゆる基本的な考え方をお示しさせていただいた。

今お話しになったどういった法人に委託するのかというところは、まさに一言でまとめさせて

いただいておりますけれども、質の高い、皆様に安心してお預けいただけるような法人さんに

お願いするんだという基本論を書かせていただきました。 

 しかし、果たしてどういう法人がおっしゃっていただいたように優良で、どういう要素、要

件が必要なのかというところは、例えば今後設置される、先ほどから話が出ているガイドライ

ン策定委員会でもあり、また法人選定委員会もございます。そういった法人選定を行う上での

基準となる内容というものも検討していかなければいけないと思います。 

 

○参加者Ｆ 

 たくさんの質問が出たと、聞いていてそう思ったんですけども、今回は説明会ですよね。質

問に対して答えがあったんですけども、その答えを聞いた中で、ちょっとわからないなという

点が数多くありまして、再度質問したいなと思っています。 

 ちょっと前に座っている方々の名前がわからないんですけれども、先ほど保育計画課長さん

が多分答えたと思うんですけども、中でよく出てきたのが「ガイドライン検討委員会の中でそ

ういう議論が出れば」という単語で、一番最初の方が質問した中で３回、次の質問で２回とい

うふうに出てきました。ということは、「ガイドライン検討委員会の中の議論で、議論として

出なければ検討はしない」という意味合いで受けとめていいのでしょうか。そうじゃなくて、

本当はそこは「議論をするように出します」というふうに言うべきなんじゃないのかなとちょ

っと思ったので。不安に思ったのが、ガイドライン検討委員会の人たちの中で議論されなかっ

た点について、先ほど質問された方がリスクマネジメントという点についても聞いたんですけ
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ども、その点について、ちょっと確認というか、お聞きしたいなというふうに思いました。 

 あと、先ほど父母会のニュースとかで他市の事例がという点、父母会のニュースで知ってど

うなのという意見ももちろんあると思うんですけども、私としては公立保育園のほぼ全園に父

母会があって、保育課との懇談会というのもあって、大変和気あいあいと毎年やって、日頃の

保育の感謝を船橋市の方に伝えるという貴重な場だとも思っているんですけども、船橋市で保

護者の声を聞く機会というのをすごくいっぱい持っていると思うんですね。実際の利用者の生

の声を聞く場を持っているというのはすごく強みだと思うんですね。 

 例えば子育て支援ってさっき話して、説明とかもあったんですけど、それに対して何でもっ

と――保育園にお子さんを預けている保護者は子育て世代ですよね。その意見をもっと組み込

んでいってもいいんじゃないのかなと。変なずれた子育て支援を打ち出すよりは、現場のお母

さんたちとせっかくそういう機会があって、その場を得られるんですから、別に今から、例え

ばじゃあ１人 5,000円出して、30人ぐらいのお母さんに集まってください、聞かせてください

ということをしなくても、せっかくあるんですから、ぜひそういうのも活用して、それって別

に予算を使わないじゃないですか。そういうのも活用してもっとやった上で、もっときちんと

した基本計画、今、説明会のところの質問で、何カ所も「ここはおかしいんじゃないか」「ち

ょっと言葉遣いも違うんじゃないか」というところを言われると、「ちょっと説明が足りない

部分がありまして」というところもあったので、もっとやっていけばいいんじゃないのかなと

いうふうに、それはまた質問とは違いますが、他市の方に聞いたら、「こういう何か父母会の

人たちと市が対話できるという場があるというのは貴重なことなんですよ」というふうに言わ

れたりもしたので、ぜひ活用してやることで、やれるんじゃないかと思いました。 

 あと、保育園に入る前のゼロ歳の子どもを持っているお母さんに対して、保育園というのは

こういう場所なんですよというのを説明するイベントとかもやっているわけですね。そういう

親が動いて子育ての人たちのコミュニティーをつくるというのもできるので、そういうのも考

えれば、もっとうまく今あるものを使うことで、そんなにすごい財源が必要じゃなくてできる

こともあるんじゃないのかなというふうに私としては思いました。 

 あと、先ほど合同保育３カ月というのがあったんですけども、またちょっと他市の方のお話

になってしまうんですが、他市の方から「合同保育３カ月って十分だと思う？」と聞かれたん

ですね。どういうことかなと思ったら、「合同保育が３カ月あっても、２週間に１回しか来な

かったら、計何回あったかわかりますか」と。それって合同保育３カ月だけど、実際子どもと

保育でかかわったのは６回とか、そんな感じなんですね。４月から民営化が始まって、子ども

の名前と顔が一致しない。それは当たり前です。だから、合同保育３カ月というのはどういっ

た期間での３カ月か、その計算ですね。例えばこれが 90 日間あった回数なのか、それとも３

カ月という期間は設定しているけれども、保育回数としては、例えばこれが週に１回だったら

12回なのかということですね。受託する園の方も、もちろん自分の園で保育をした上で引き継

ぎに来る方もいらっしゃいますので、毎日毎日来るというのはさすがに無理だろうと。そう考

えると、やっぱり先ほど言ったように、合同保育３カ月というのはちょっと短過ぎるんじゃな

いかなというふうに思ったので、合同保育３カ月というのはどういうふうに考えた上での３カ

月なのか、お聞きしたいと思います。 
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 質問内容としては、ガイドライン検討委員会で議論がなければ、それについては議論しない

ということなのかというのと、合同保育３カ月の３カ月というのはどういう意味での３カ月な

のかという２点についてお聞きしたいです。 

 

●保育計画課長 

 すいません、ちょっと表現が適切でなかったのかもしれませんが、ガイドライン検討委員会

に、保護者の方に入っていただきたいと思っております。その中で出てくる議論であるとは考

えています。出てこなければ、市で、そういう議論の題材として議論していただくという趣旨

でございます。すいません。ちょっとそういう言い方になってしまったのでございます。 

 合同保育の３カ月のことでございますが、これについては週に２回とかじゃなくて、基本的

に通常の保育士として入るようなイメージを考えております。ですから、週何回ということじ

ゃなくて、その方がそこに配置されたような状況で、きっちり一緒に入ってやっていただくと

いうようなことでの３カ月ということで考えております。 

 

○参加者Ｆ 

 今言った 90 日というのは、例えば半年あって合計で 90 日、それとも３カ月びっちり 90 日

ですか。 

 

●保育計画課長 

 ３カ月という期間であれば、３カ月びっちりということでございます。 

 

○参加者Ｆ 

 そうですか。自分の子どもに関係することですから、ちょっと他市の方のやつをいろいろ調

べたんですけれども、90日間びっしりというのが実施できているという自治体はどれぐらいい

るんですか。 

 

●保育計画課長 

 ちょっと保育のほうでその辺の調査はまだしていないんですが、私は障害福祉課にいたんで

すけども、そのとき光風みどり園を指定管理に変えました。このときも３カ月間の引き継ぎ期

間を設けました。これについては、ちゃんとそのクラスの中に３カ月間入っていただいて、90

日といっても休日の部分がございます。グループ分けされているので、実際にその中に通常の

勤務ということで１人入っていただいてやっていただくというような方式をとりましたので、

私の持っているイメージはそういうことでございます。 

 

○参加者Ｄ 

 じゃあ、そうなりますと、財政の資料として出してもらっている引き継ぎ委託料 1,200万と

いうのは、どういう計算で 1,200万なのか。人の数は 16ページに出ているんですけれども、「園

長・主任保育士・保育士６人・看護師・栄養士・調理員の 11 人で積算」ということは書いて
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ありますけれども、これの例えば３カ月分の平均給与の合算であるとか、算定の方法をちょっ

と教えてください。 

 

●保育計画課長補佐 

 合同保育引き継ぎ業務委託の試算根拠ですが、人数的には、今おっしゃったように園長候補、

主任保育士、各クラス保育士１名ずつの６人、看護師、栄養士、調理員を、現在の私立保育園

運営費補助金の補助単価をもとに算定して、３カ月間で 1,200万という数字を出しております。 

 

○参加者Ｆ 

 今のでちょっと質問なんですけれども、10掛ける私立の補助単価で 1,200万ということです

よね。ちょっと不思議だなと思ったのが、受けてくれる民間園がありますよね。そちらの先生

が来るんですよね。ということは、受けている側の保育園は 90 日間人材が不足しないんです

か。心配なのが、別に自分の子どもだけがよければいいというふうには思っていないので、90

日間 10人抜けるというふうに考えたら、じゃあその３カ月間、その民間園は 10人人材が不足

した状態で保育を行うというのは、その民間園に通っている子どもたちは大丈夫なのかなとい

うふうに思ったんですけども、それはどういうふうにお考えなんでしょうか。 

 

●保育計画課長 

 保育の業界でのお話はちょっと私はまだあれなんですが、先ほども申しました光風みどり園

の指定管理に移ったときのやり方ですと、法人さんはその穴が開かないように、その分の雇用

をして配置したという状況がございます。ですから、例えば光風みどり園の例で言えば、ただ

人材を全部移行して、そこに配置してはとてもできませんので、ある程度のバランスをとって

やっているところから引き抜いて、そこの穴埋めをするというような方式で、現に経営してい

るところが困らないような形で、プラスアルファを雇用してやったということを見てきており

ます。 

 

○参加者Ｆ 

 それはこの計算には入っていない？ 入っている？ 

 

●保育計画課長 

 ですから、既存園で雇用するのはそちらの保育単価の中に入っていますので、あくまで移管

するところの委託料、要するに余分にはみ出てくる、ここで仕事をしていただく方の委託料と

いうことでございます。 

 

○参加者Ｆ 

 すいません。ちょっと今の説明はわかりにくくて。 

 

●健康福祉局長 
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 単純に申し上げますと、この問題は別に合同保育のことだけではなくて、当然移管後の話と

関連するんですけども、今お持ちになっている私立の保育園は、それを運営するだけの人材と

いうか、人の配置は当然確保しなければいけなくて、そこの中から穴を開けて、民間移管です

から、みんな対象園のほうに持ってくるということではなくて、簡単に言えば単純にプラスア

ルファです。今、既存の保育園を運営する人振りは当然付けつつ、今度新たに加わる民営化で

働いていただく方をプラスアルファとして、この方々が合同保育をやっていただく。その費用

は、合同保育に関して、先ほど申し上げた委託料をお支払いするということです。 

 

○参加者Ｄ 

 関連していいですか。ちょっとやっぱりお金の考え方がよくわからなくてあれなんですけど、

そうすると、純粋に支払っている保育単価分としては、請け負ってくれる候補の元の園に対し

ても、通常どおりの毎月分の保育料をお支払いすると。引き継ぎのために来てくださっている

11人の人たちの分の人数に見合った保育単価から計算した保育料も、受託園にお支払いすると。

だから、その人たちの人件費について、プラス丸々一月分は市が余剰分として面倒を見るとい

うことですね。わかりました。 

 そのようにした場合なんですけども、11人もいらっしゃれば、いろんな給料の額の方がいら

っしゃると思いますが、例えば園長候補の先生、主任保育士の先生みたいな方々って、多分、

保育単価から計算された月額単価じゃないお給料をもらわれているんじゃないかと思うんで

すね。まだ４年目の人が園長候補で来るなんていうことはちょっとあり得ないだろうと、５年

目の人が来るということもないだろうというふうに考えますと、例えば７年なり８年なり 10

年なりといった保育士の先生が園長候補とかで来てくださると思うんです。だから、単価分で

いくと、その人たちの分がプラスアルファで出ても、給与がオーバーしている分は法人さんの

持ち出しになっちゃうんですかね。 

 

●健康福祉局長 

 もし答えを間違えたら訂正していただきたいんですけど、現状の通常の民間保育園に委託費

としてお支払いするときにも、園長さんのお給料分としてこれとかはやっていません。 

 

○参加者Ｄ 

 はい、それは理解しています。 

 

●健康福祉局長 

 それと同じような形でお支払いするということで。 

 

○参加者Ｄ 

 だから、そうなるとその分は、新規に採用される方ばかりであれば、５年分の給料で満足さ

れる方がほとんどになるんだろうと思うんですけども、だとしたらそこの余剰分で、引き継ぎ

に来てくれる人たちのオーバー分の給料というのは、法人さんからきちんと同じ給料月額が払
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われるという仕組みになっているということなんですかね。 

 

●健康福祉局長 

 そういう委託料できちんとやっていただくという法人さんが行うということです。これは今

の合同保育のことだけじゃなくて、今申し上げたように、現状の私立保育園に対するお金の出

し方も今のところ同じです。 

 

○参加者Ｄ 

 あと、そのように引き継ぎで来てくださった保育士さんというのは、引き継ぎ保育にいらし

ている間、穴埋めに新規採用が入っちゃうと、戻ったら増員になっちゃうと思うんですけど、

それってどうなるんですか。 

 

●保育計画課長 

 引き継ぎに来ていただいた方が戻ってしまうと、何のための引き継ぎかということに。 

 

○参加者Ｄ 

 いやいや、戻ってしまうって、３カ月が終わったら。それとも、引き継ぎまでの直前に３カ

月設けるということになるんですか。 

 

●保育計画課長 

 法人さんの雇用の仕方は、こちらでこうせいああせいとは言えないんですが、尐なくとも３

カ月の引き継ぎを終わった方が移管後のある意味中心になっていただく方と考えているんで

すけど、引き継ぎだけやって戻ってしまったら、何のための引き継ぎ…… 

 

○参加者Ｄ 

 私が聞きたいのはそういうことじゃなくて、年度の途中にやっちゃったら、だから６、７、

８月とかにやっちゃって４月からだったら、９月から余っちゃうじゃないですか。だから、年

度末１、２、３月で合同保育をやって、そのまま４月からなだれ込むような形だというのが、

光風みどり園でのやり方だったということですか。 

 

●保育計画課長 

 そうです。 

 

○参加者Ｄ 

 他市の事例だと、合同保育に来てくださった保育士さんが、必ずしもそのまま４月から配置

されるわけじゃないということがあったので、それはもう船橋市ではないというふうに考えて

いいでしょうか。 
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●保育計画課長 

 要件にもかかわると思うんですが、合同保育をやった保育士さんが、そのまま引き続きそこ

でやるのを前提での合同保育をお願いしますということです。 

 それから、光風みどり園の例をまたちょっと出して恐縮です。みどり園は保育じゃないんで

すけども、引き継ぎ期間、合同保育に入る前の長い事前の打ち合わせがあるんですね。特に障

害の施設で、個々個人ごとの障害の支援計画がございますので、そこから始めて、障害特性も

含めた全入所者の引き継ぎを行った上で、合同の支援に入っていただくというところで、いろ

いろ問題点があれば、節目節目でまた市の職員と協議しながら、４月以降をお任せするという

ようなやり方をしました。 

 

○参加者Ｄ 

 わかりました。確認なんですけども、今の引き継ぎ合同保育のイメージは、年明け１月から、

実際に民営化される保育園に受託される法人の保育士さんが来て、３カ月丸々一緒に保育をし

ていただいて、４月からその方々を中心に保育をしていただくと。もし合同保育が短いぞと、

６カ月が適切だぞということになれば、それは前倒しで 10 月から始めますというようなイメ

ージなのかということを、ちょっともう一回確認させてください。 

 

●保育計画課長 

 ３カ月といった場合は、おっしゃるように１、２、３と。不足だよという議論も当然あり得

ると思います。そうしたら、それを前倒しで６カ月やるのがいいのか、３カ月後の４月以降も、

今度は逆に公立の今までやっていた方がある一定の期間そこに入りまして、その後の状況の中

で保育に入っていくやり方もあると思うんですね。その辺のご議論はあろうかと思いますが、

３カ月で十分かどうかは議論していただくところだと思います。 

 

○参加者Ｄ 

 だから、前から始まるか、延びて４、５、６になるか。例えば３カ月延びるとなったら、１、

２、３をコアにして、前か後ろかに合同保育を延長するならつけるというイメージだというこ

と。 

 

●保育計画課長 

 それはあり得る議論だと思います。 

 

○参加者Ｂ 

 そうすると、委託料も当然そこで増えますか。 

 

●保育計画課長 

 はい。それは増えるのであれば。ただ、丁寧な移管ということであれば、当然、これはずっ

とかかる経費ではございませんので、その辺はしっかりとやっていかないといけないです。 
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○参加者Ｂ 

 結構そこの部分で、また予算が変わってくる可能性も大だと。 

 

●保育計画課長 

そうですね。これは１つのシミュレーションでお示しした例でございますが、移行期に関し

ての若干の経費の増とかは議論の中での部分であると思います。 

 

○参加者 

 「例」と書いておかないと。 

 

○参加者Ｂ 

 そうね。これ「例」と書いたほうがいい。 

 あと、引き継ぎの委託料の中は人件費のみですか。これってひもつきのお金じゃないですか。

要するに、行政側から出されたお金を受託した法人がどう使うかは自由であったりすれば、Ｋ

市の例のように、委託料とは言いませんけれども、使い道がはっきりしなくてほかに流れちゃ

った場合もあるわけですよ。Ｏ保育園でそういう例があります。実際に起こっているんですね。 

 ですから、これはあくまでもひもつきとして、月にすれば 400万の金額を何に使うかという

ことも、きちんと行政のほうも監督するわけですよね。受託した法人さんがいい加減なものに

使わないように、そこはきちんとひもつきにするということですよね。その辺の確約はどうで

すか。 

 

●健康福祉局長 

 議論の前提で、かなり法人さんがいろんなことをやるという前提での、まあそういうことも

リスクとして考えなければいけないというのは理解するんですが、余りそこまで、いろんなお

金のいい加減な利用云々ということまで前提にということはいかがかなと、すいません、これ

は個人的な感想を申し上げます。 

 ただ、本題に入りますけれども、先ほど申し上げたように、移管のためにプラスアルファと

して人を雇用して、その人に当然お給料をお支払いするわけで、そのための費用としての委託

費をお支払いするわけですから、そこに使っていただくというのは当たり前ですし、行政とし

ても見なければいけない部分はきちっと見ようと思っております。 

 

○参加者Ａ 

 最初の発達支援児のことをもう一度お聞きしたいんですけど、民営化する時点で、入ってい

る支援児さんを追い出すということはないとは思うんですよ。それは考えられないと思うんで

すけれども、新しく入りたいという希望があったとき、受けるかどうかというのは園長が決め

ることですか。 
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●保育計画課長 

 基本的には、今いる方を支援できる体制を組んでお願いするということは、例えば年度が変

わっていって、卒園されて、また受ける枠が出てくるわけですよね。それは体制的には整って

いますので、引き続きお願いしたいと。 

 例えば、民営化園だけがそれを今後やっていけばいいのかという議論も出てくると思います。

公立だけが受ける、あるいは民営化したところだけが受ける、私立の一部しか受けないみたい

なものでいいのかという議論は当然出てきて、市がそれをどうするのだという、その先の議論

はあろうかと。 

 

○参加者Ａ 

 ということは、園長が何でうちだけが受けなければいけないんだというような立場だったら、

入れないということもあり得るということですか。 

 

●保育計画課長 

 保育園の入所は、発達支援児だけではなく、今、他の世界と違って直接契約ではありません。

園が受ける、受けないという保護者とのやりとりではなくて、基本的には保育課に保護者の方

の入園希望があります。その第１希望、第２希望とか優先順位の中でどこへ入っていただくと

やっていく仕組みの中で、保育課としての関与はしていけるところなのかなと。発達支援のお

子さんの受け皿としての民営化後の園に関与はしていけるところなのかなと。 

 

○参加者Ａ 

 そこは、発達支援児の入れる保育園は減らさないということに責任は持てるということです

か。 

 

●健康福祉局長 

 補足は保育課長のほうにお願いしたいんですけども、今までお入りになっていた発達支援児

の方をきちんと保育するとかということを前提として民間移管します。であれば、それは当然

にその後も発達支援児を引き続き引き受けていただくということは、お願い以上にやっていた

だくことだと思います。その具体的な仕組みを。 

 

●保育課長 

 当然、そういうご懸念はありますので、保育課とすれば、移管園は当然継続して新規の受け

入れもしていただきたいということを、ぜひ移管条件に入れていただきたいと思っております。

それとともに、船橋は私立の受け入れ園が今４カ所ぐらいしかなく、私立保育園で発達支援児

の受け入れの拡大ということも大きな課題になっていますので、私立保育園での拡大というの

も今後あわせてやっていきたいとは思っております。 

 

○参加者Ａ 
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 そのための条件整備ということも考えていますか。 

 

●保育課長 

 これは人件費の補助金の問題が長年の懸案になっていて、父母会の皆さん方からも懇談会で

いろいろ要望をいただいているんですけど、その補助金の拡充という部分を含めて、ぜひ私立

保育園でも受けられる環境を整えていきたいというのが私どもの課題です。それは継続してや

っていきたいと思っています。 

 

○参加者Ａ 

 さっき労働条件の問題も出ていましたけれども、私立保育園はかなりワーキングプアに近い

ものが現実としてあると思うんですよね。そういう中で難しい障害児保育もやっていかなけれ

ばならない、あれもやっていかなければならないというのはすごく大変なことだと思うので、

そういうことでＩ市の件なんかも起きてきているのではないかなということも想像できるん

ですよね。ですから、市民としてやってほしいことは山ほどあるけれども、一方でちゃんと働

く人の労働条件も保障されての上でなければということも思いますので、ぜひよろしくお願い

します。 

 

●事務局 

 時間を延長していますけれども、あとご発言したい方はいらっしゃいますでしょうか。 

 

○参加者Ｅ 

 最後に一言だけお願いしたいことがあります。これだけ私たちが不安に思っているというこ

とは、やはり預けたときに子どもがちゃんと元気で帰ってくるかどうかということだと思いま

す。みんなとても保育園を待っている方が多いと思うんですけれども、預けたのはいいけれど、

死んで帰ってこられては困るんです。そこを肝に銘じて選んでいただきたいと思います。 

 

●事務局 

 たくさんのご質問、ご意見をいただき、どうもありがとうございました。 

 それでは、最後に、事務局から連絡事項をお伝えいたします。今日の次第の裏面に「計画素

案に対する意見を募集します」というのを載せておりますが、昨日から２月 14 日まで、市で

は計画素案に対する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ください。 

 なお、電話等口頭による意見の募集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、概要と市の考え方を公表いたします。 

 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。 

 それでは、遅くなっ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。 

 

○参加者Ｂ 
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 すいません。この２日間、それから 22 日も含めて３日間、こういう質疑応答がされていま

すけど、その議事録の公開はされないんですか。 

 

●事務局 

 ただいま検討はしております。 

 

○参加者Ｂ 

 それはぜひお願いしたいと思います。 

 

●事務局 

 はい。ただ、テープに、特にマイクを通っていない声をどこまで拾えるかという問題があり

ますので、逐語録の形で出せるかどうかというのは、ちょっと難しいところがあるかなとは思

っています。そこは持ち帰って聞きながら、また業者さんに出すということも考えながら検討

はいたしますけども、完全なものは難しいのではないかというふうには…… 

 

○参加者Ｂ 

 完全なものでなくていいんですけれども、きちんとしたニュアンスが伝わる議事録を、ぜひ

リライトして起こしていただきたいと思います。 

 

●事務局 

 はい。あと、ご本人の発言の確認ができないところが非常に大きな問題でして、そこをどう

いうふうにクリアしようかなと思っているところです。お顔のわかっている方だったら確認し

ていただけるんですけども、ちょっとお名前の聞き取れない方も多数いらっしゃって、その辺

がすごく難しいなと思っております。 

 

○参加者Ｂ 

 でも、名前は出さなくてもいいんじゃないんですか。行政側と質問した人の…… 

 

●事務局 

 名前は出さないんですけども、その方にご確認をいただくことができないので。 

 

○参加者Ｂ 

 内容ですね。 

 

●事務局 

 はい。内容の確認をしていただくことができなくて、こういうふうに言ったのではないんだ

と。特に聞き取れなかった場合、例えば東部公民館だと電車が通ったりもしていましたので、

聞き取れなかったところの確認をどのようにしようかなというのは、これから持ち帰って検討
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はいたしますけれども、ご期待に十分沿えるかどうかは、ちょっと今の段階ではお答えできな

いということはご理解いただければと思います。 

 

○参加者Ｆ 

 すいません。ちょっと確認だけさせてもらってもいいですか。 

 さっきも言いましたけど、先ほどの話の中でたくさん「ガイドライン検討委員会で議論をす

る」と言っていましたよね。議事録とちょっと似ているかなと思って確認したいんですけども、

「ガイドライン検討委員会の中で議論をしてほしい」「こういうことも必要があります、こう

いうことも必要があります」とおっしゃってくださったので、ぜひともガイドライン検討委員

会を開催するときに、きっとこれだけ話し合ってほしいですというのをいろいろ出すと思うん

ですね。それはもうこの説明会で出たものはきちんと全部出して、この説明会に出た意見で最

低でも抜けはないようにちゃんと出してもらえるんですよね。それはできないけど、ガイドラ

イン検討委員会はもう始めましたということはないですよね。 

 

●健康福祉局長 

 議事録をどうつくるか、今ちょっと技術的なことを申し上げました。ですから、概要的にで

きるかどうか、これもちょっとまた検討させていただきたいんですが、今おっしゃっていただ

いた点、これも本当に非常に大事な点で、確かにこれだけいろいろご意見をいただいて、私ど

ものほうからもガイドライン検討委員会で検討しますとお答えいたしましたので、具体的に上

がってきた項目、事項は何かというのはきちんと整理しなければいけないと思います。いただ

いたご意見をきちんと整理して、ガイドライン検討委員会でやるべきことをきちんと明確にし

たいと思っています。 

 

○参加者Ｆ 

 すいません、時間が過ぎているのに。 

 あと、この素案の中でたくさん「ちょっと資料としてここはわかりにくかったです」とか、

「この言い方については誤解がある」というふうにおっしゃったんですけども、この訂正版と

いうのはつくられますよね。 

 

●保育計画課長 

 もちろんパブコメで、「ここはわかりづらい」とか「誤解を生むよ」とか、いろんな意見を

いただきました。それについては、「素案」がとれる段階でご意見を真摯に受けとめて、「ちゃ

んとわかるように」「もっとわかりやすく」というご意見もございましたので、その辺は工夫

してやっていきたいと思っております。 

 

○参加者Ｆ 

 何か今のでやってくれるというのはわかったのでいいんですけども、形としては、例えばこ

ういうふうなご指摘がありました、だからこういうふうに協議しましたって、これとは別の形
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ですか。わかりやすさで言えば、これをきちんと訂正したもので、ここがもっとこういうふう

によくなりましたというほうが、私としては見やすくていいなというふうに思ったんですけど

も。 

 

●保育計画課長 

 パブコメの一般的なあれなんですが、いただいたご意見について市の考え方をお示しする中

で、ここでいただいた意見について、もっともなのでこういうふうに変えましたというような

ところは、ちゃんと公開していこうかなと思っています。 

 

●健康福祉局長 

 おっしゃっているのは、今の案をいわば見え消しにするようなイメージで、ここはこういう

ふうに具体的に変わりましたよというのがはっきりわかるようにするという。 

 

○参加者Ｆ 

 ちょっと今の説明だと、これとは全く別物で、自分たちで見比べないと、どこがどう変わっ

たかとか、どういうふうにここがわかりやすいというのがわからないと思うので、ちゃんと改

善したものを拝見するというのがあったほうが親切なんじゃないのかなと思ったんですけど。 

 

●健康福祉局長 

 パブコメの形式的なことを申し上げると、こういったご意見をいただきました、修正を求め

る意見がある、それに対してどういう対応をしたかと、こんなことだと思うんですが、今ご指

摘なのは、今の素案がどういうふうに変わったのかというのが、ある意味一目瞭然でわかるよ

うにされていないかということで、そこは資料の出し方として検討したいと思いますし、やら

なければいけませんよね、そういうことは当然。 

 

○参加者Ｆ 

 素案の計画じゃなくて、この資料の出し方として、ここはちょっとどうなんですかというの

があって、もっとわかりやすくつくっていくということをするのは、別に民営化基本計画素案

に限らないでいいことだと思うので、やっていただきたいなというふうにちょっと希望で伝え

ておきます。ありがとうございます。 

 

○参加者Ｄ 

 最後に幾つかお願いがあるんですけれども、表 15の 120名定員の正規職員配置数の訂正を、

できればさっき言ったポイントを中心にしていただきたいなと思っています。全園の正規保育

士の総数の平均値で 120名定員の保育士の数を出すというのはやっぱりちょっと乱暴な気がす

るので、120 名定員の保育園の平均値で試算し直さなければいけないんじゃないかなというこ

とがまず１つ。 

 それと、参考事例として、平均ではなくて実態の最低数、最高数とさっき申し上げたことを、
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表 15 の附属情報として米印か何かでつけていただくというのが非常にわかりやすいと思うの

で、そういうふうに差しかえをしていただきたいのと、その表 15を起点にした 15ページの図

３、ここの計算のし直しをお願いをしたいということ。 

 あと、何回も申しましたが、この図３が民営化した後の保育園の経費比較にはなっていなく

て、ただの公立保育園とただの私立保育園の経費比較で、見た限りでは、決してここには時間

の経過というのが入る余地がない資料なんですよね。なので、この一般財源化したら 6,600万

円削減できるというのは、やっぱりこれは一面的な書き方で、ちょっと違うなというふうに思

います。 

 どうしても絶対に財政論として必要なのは、保育費総額としてどうなったのかということと、

市予算の中で、総額として人件費比率というのがどういうふうに変わるのかということ、そこ

を示さない限り、人件費だけの問題じゃなくて、民営化したら市財政全体がどうなるのかとい

うことがやっぱりわからないですよね。何回も言いましたけども、異動した正規保育士さんの

人件費というのは減りませんから、民営化したら、そこの公立保育園のところに上乗せされる

という図になるのが一番正確だと思うんですね。削減されるのは、内訳を挙げれば、何回も言

いましたけれども、臨時採用の先生であるとか、非常勤職員の先生であるとか。もしかしたら

場合によっては、非常勤の先生は他園の時間外保育士の人数に穴が開いているところの穴埋め

になるかもしれないので、逆に非常勤の先生なんかの人件費なんていうのは節約できない部分

だと思うので、多分切れるとすれば、臨時の採用の先生だけだと思いますので、そこの節約で

きる費用の内訳というのをきちんと出すというのが大事かなと思います。 

 それと、あと新規採用を抑制するといった部分の内訳で、幾ら安くなるのかといった試算を

きちんと入れていただかないと、何か 3,000万丸々運営費が減るというのは、ちょっと資料と

しては不十分なデータだと思いますので、今の条件が全部わかるような資料に差しかえてもら

う必要があるなというふうに思います。これはやっぱりどう見ても勘違いしちゃうと思います。 

 あと、この資料は、収入内訳を運営費の中に入れちゃっているというのがすごい分かりにく

くて、保育園１園当たりの運営費というのは、結局さっきの表 15 の試算に基づいて、総額と

して 3,000万しか安くならないんですよね。だから、保育所の運営費自体は変わらないわけで

すよね。国庫補助金が入った分、一般財源の分で 3,600万浮くので、それをほかのものに充当

するという図にしないと、間違っているんじゃないのかなというふうに私は思うんですけども、

いかがなものでしょうか。 

 

●保育計画課長 

 市の考え方としては、一般財源でどれだけ節減できるのかと。その理由としての総額の差と、

それから市としては国庫負担金の特定財源が入ることによって圧縮できるというような、市の

側からの考え方の表示でございます。 

 

○参加者Ｄ 

 なので、別に１園当たりの経費の中で考えるということではないですよね。だから、うまく

言えないんですけども、この図を見ても、支出としては 3,000万しか減らないわけじゃないで
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すか。その 3,600万分の一般財源がほかのものに使うことができる。プラス 3,000万がほかの

子育て支援なりほかのものに使うことができるというのが正確な図なんじゃないかと思うん

ですよ。違いますかね。 

 

●健康福祉局長 

 それを意識してこの図の３という形になっていて、 

 

○参加者Ｄ 

 これは１園当たりで考えたら分かりにくいんですよね。 

 

●健康福祉局長 

 １園民営化すると、要するに１園当たりでどれだけの効果が出るのかというのがあって、た

だそれがそのまま削減されるわけじゃなくて、ご指摘いただいているように、まずそのお金を

使って、市全体の中で今度は何に使うんだということだと思うんですね。それが、 

 

○参加者Ｄ 

 そこが見えないんですよね。 

 

●健康福祉局長 

 金額は、まだその 6,600万の浮きの分のうちの何千万が何になって何千万が何になってとい

うことは、今の段階ではもちろん決まっているわけではないものですから、そういう意味で、

じゃあどういったものに使い得るメニューがあるかというのが、この図３の右側に書かせてい

ただいている、こういったほうにお金として使われますよということなんですね。そういった

意味をここに書いているわけなので、ちょっとそこは説明が、 

 

○参加者Ｄ 

 だから、これがすごく分かりにくい。 

 

●事務局 

 誠に申しわけないんですが、９時にはこの部屋を開け放さなければならないので、とりあえ

ずここは閉めさせていただきたいんですが、よろしいでしょうか。 

 

○参加者Ｄ 

 でも、すいません。だから、今のやつで、とりあえず全体の額の資料というのをあわせて出

すか何かしていただけないんですかね、総額。 

 

●事務局 

 検討いたしますので。 
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申しわけありません。時間がかなり超過しておりますので、これにて終了させていただきま

す。いろいろ貴重なご意見をどうもありがとうございました。 

 


