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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 ＜高根台公民館＞ 

 

●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時を予定しております

ので、およそ１時間取りたいと思います。ご質問、ご発言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。ではよろしくお願いいたします。どなたか

いらっしゃいますでしょうか。 

 

○参加者Ａ 

 13ページについて、民営化の目的の中身について質問したいと思います。 

 今までのご説明を伺いますと、やっぱり私は基本的に民営化というのは賛成できないという

ふうに思っているということを前提に質問させていただきます。白紙撤回を要求したいです。 

 「優良な社会福祉法人等の参入により、民営化後も質の高い保育を安定的に実施するととも

に」ということを書いてありますけども、質の高い保育を安定的に実施するというのは、利用

者側からすると、保育の質が公立保育園時代から変わらないこと、維持できるか、または向上

することでないと納得が得られないというふうに思います。利用者の立場からすると、まかり

間違っても保育の質が低下するというようなことは納得がいかないものだろうというふうに

思いますが、その質の高い保育を安定的に実施するとなると、結構総体的に下がらないという

ことが保障されないような気がするんです。 

 そこのところと、あと「ひいては、市全体で保育の質の向上を図ります」とそこに書いてあ

りますけども、民営化された園の質の向上を図るということがなぜきちんと書いてないんでし

ょうか。 

 

●保育計画課長 

 13ページの「保育の質」の問題でございます。 

 社会福祉法人等による民営化後の保育は、１つは法人選定の部分にかかっているとは思うん

ですが、優良な法人を選定できるような選定基準、あるいは選考の方法によって、優良な社会

福祉法人にやっていただきたいという部分がございます。 

 それから、２点目の表現の問題でございますが、市全体ということではなく、保育園の質の

向上云々というお話でございますので、そういう意見があったということで受けとめさせてい

ただきます。 

 

○参加者Ａ 

市役所としては、保育の質というものをどういうものだというふうにお考えでしょうか。 

 

●保育計画課長 
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 保育の質の問題は、数値とかそういうものであらわすのはなかなか難しいと思いますが、例

えば職員配置の問題、これはしっかりと現行の公立保育園の保育士の数、あるいは栄養士、看

護師の数等を維持できるような仕組みでやってまいりたいということが１つございます。 

 また、いろいろ「保育の質」はございますが、サービスとしては延長保育の問題や一時保育

の取り組みなどもございます。あと、内容については、法人選定の中でいろいろご議論される

とは思いますが、そのような中を通じて「保育の質」が維持できるような法人を選んでいくと

いうことでございます。 

 

○参加者Ａ 

 今のご説明を伺いますと、保育の質というものの受けとめ方が保護者とはやっぱり全然違う

と思います。今おっしゃった延長保育の公立を超える実施であるとか、一時保育の充実である

とかというのは、それは保育サービスのメニューであって、保育の質ではないというふうに考

えます。 

 保育の質というのは、毎日の子どもを見る生活の中の、その提供される保育の内容なんです。

それが家庭と同じようなものを提供してくれるのかどうか、そこのところ、親の代わりをして

くれるのかどうかというところが、保護者にとっては一番大事な保育の質にかかわるところで、

子どもが毎日伸び伸びと明るく楽しく、にこにこして保育園に通ってくれる、そのことを保証

してくれる。 

 それが今、公立保育園でやってくださっていることから、もちろん下がってはいけないこと

だと思っています。それが職員配置というものではなくて、今おっしゃったのは職員配置とか

は基準であって、やっぱり保育の質ではないと思います。そこのところの認識というのがやっ

ぱりちょっとずれている。私たちが変えないでほしいと思っているものと尐しイメージが違っ

ているんじゃないかというところを非常に不安に思います。 

 

●保育計画課長 

 保育の質のご議論でございますが、１つは今後のガイドライン検討委員会の中での検討項目

の１つに、保育内容、保育の質も含めてのご議論をしていただきたいということは考えており

ます。 

 また、お子様が健やかに育つ環境を保っていくことが、保育の質が高いことだと考えており

ます。お子様たちに目が十分行き届き、くつろいだ雰囲気の中で安心して育ち、また生活や人

とのかかわりを通じてお子さんが成長していくことが大切だと考えております。そのことで保

護者の方が安心して預けられることも大切だなということは考えております。 

 

○参加者Ａ 

 やはりちょっと話がかみ合わないような気がするんですが、民営化後も保育の質が維持、向

上されることが保障されない限り、ガイドラインの検討をやっても意味がないんじゃないかと

いうふうに思います。保育の質というものの認識に対して共通したものがない限り、みんなで

合意できるガイドラインはつくれないんじゃないでしょうか。 
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 保育の質の維持、向上ができるという前提でガイドラインを検討するということが、私はち

ょっと不十分だなと思います。それは今の段階では全く保障されてないと、この計画を読んだ

時点では思います。 

 

●保育計画課長 

 その辺のところは、今後、ガイドライン検討委員会でしっかりご議論いただきたいなとは考

えております。 

 

○参加者Ａ 

 あと、計画で13ページ、（４）の「公立保育園を超える延長保育の実施や一時保育の充実な

ど」と書かれてありますけども、これは保育園が民間移管された直後から始めるというおつも

りで書いていらっしゃいますか。 

 

●保育計画課長 

 そうですね。これは民間に移管した時点での、サービスメニューと先ほどおっしゃいました

けど、質の部分のところだと考えております。 

 

○参加者Ａ 

 これはほかの自治体の方から聞いた話ですけども、受託者法人自身は、移管直後から延長保

育や一時保育は絶対できないと言って、それは実施できなかったそうです。それはなぜかとい

ったら、民間移管した後に新しく子どもさんたちを受けとめて、毎日の保育をするのが精一杯

だった。ですので、それが何年か経って定着してからでないと保育メニューの増加というのは

できないというふうに、それは受託した法人さんが言っているというふうに聞いています。な

ので、悪く言えば、民営化したらこれができるというように読めるような書き方って不誠実だ

なというふうに私は思っています。 

 

●保育計画課長 

 また今１点ご指摘がございました、この辺につきましては、引き継ぎ期間を１年程度設けま

すので、その中でも話し合いますし、また、保護者の方、法人さん、市の三者で一緒になって、

この問題についてもどのようにやっていけるのかをしっかり話し合いながらやっていきたい

なと考えております。 

 

○参加者Ａ 

 今のお話に関連して、もう一つ聞かせてください。引き継ぎ期間１年というふうにおっしゃ

っていますが、結局、合同保育は今の１年という引き継ぎ期間の中でたった３カ月です。３カ

月では、１年のうちの４分の１しか一緒に子どもと過ごすことができない。それは第２四半期

なのか、第３四半期なのか、第４四半期なのかわかりませんが、年間を通じて公立保育園がど

んな保育をしていたかということは、受託法人は絶対知ることができないですね。やっぱりこ
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れもほかの自治体の保育を受託した園の保育士さんの場合は、１年間は合同保育期間がないと

十分な引き継ぎができるとは思えないということを、その法人の保育士さんが言っているわけ

です。 

 ３カ月の合同保育で私は十分引き継ぎができるとは思えないし、引き継ぎ期間を１年間設け

ます、１年３カ月設けますといっても、ほとんどがそれは保育士さん探しの時間に使われてし

まうという実態が全国で見られているようです。なので、引き継ぎ保育の期間が１年間あれば

大丈夫という考え方は、私はちょっと甘いんじゃないかと。 

 

●保育計画課長 

 引き継ぎ保育のお話が出ましたが、３カ月ということで、いろんな自治体、いろんな例があ

ります。その中で、この時点で３カ月しかやらないということではございませんで、ガイドラ

イン検討委員会の中で、３カ月では不足だ、あるいは余り長過ぎるのは逆にどうなのかと、い

ろいろご議論があると思うんです。それから、移管してすぐに全く引き揚げるのではなくて、

ある一定期間は、移管前の園長さんとか一定数の保育士さんとかが引き続きかかわっていく必

要があるのではないか。その辺については、実際の保育園の関係者の方や保護者の方に入って

いただいて、ガイドラインのほうでしっかり検討していただければありがたいなと思っており

ます。 

 

○参加者Ａ 

 それはほかの自治体の事例をよく研究していただいたらいいと思うんですけども、そう言い

ながら、公立保育園の保育士さんが残って、引き続きかかわって、移管後の法人さんの保育を

監督していく、見ていくということは、実際はなされないことが多いというふうに聞きます。

それに関して、やはりどこまで市として責任を持つおつもりなのかということを非常に心配に

思います。 

 あと、顕著な例は、やっぱり民営化された後、子どもたちに、人ががらりと変わることで、

人間関係の中で不安を感じて、かみつきやひっかき、それから保育園の脱走といったような事

例が、非常にこれはどこの園でも増えるというふうに聞きました。私はこれはやっぱり保育の

質の低下だと思います。 

 やっぱり重大事故が起こるという事例もありますし、例えば私が１つ気になっていますのは、

船橋市はこれまでいいということで縦割り保育を推進してきていますけれども、縦割り保育を

している園で民営化をすると、非常に重大事故が多くなるというふうに聞いています。ジャン

グルジムからの落下であるとか、そういうたぐいが非常に増えるというふうに聞いています。

大きい子のまねをして、小さい子が無理をしちゃう。それは保育士の目が行き届かなかったと。 

 縦割り保育というのは、どういう算定基準だったか私はちゃんと記憶はしていませんけども、

年齢別保育より多尐保育士の数が元々尐ないはずですね。その上、民営化されたところで、も

っと目が届かなくなるということで事故が増えているということは実態としてあると思いま

す。 

 これについて、やっぱり縦割り保育はいいといって推進してきてくださった市役所として、
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特別にいいことがあると思ってやってくださっていたところで、例えばそれだったら縦割り保

育はそのまま民営化した後もきちんと法人さんに引き継いでもらって、その園の特色というの

を変わらないように維持してもらいたいと親は思うと思うんですけども、そういったことも維

持できるとお考えですか。 

 

●保育計画課長 

 縦割り保育の話と、それからもう一つ先には、移行後の管理はどこまでやるんだという話が

ございました。 

 移行後に関しては、先ほど来申し上げているガイドライン検討委員会の中で、移行後も一定

期間かかわりなさいということでありましたら、それにはしっかり市として対応していきたい

ということでございます。 

 それから、縦割り保育の話、私は専門でないのですが、公立27園全園で実施してはいない状

況があって、やっているところとやってないところがございます。保護者の方についても、縦

割りがいいという方と、いやそうじゃないという方もいらっしゃいますので、一概にどうこう、

ちょっと難しい問題もございますが、仮に対象園となったところが縦割り保育を実施されてい

る園であるとすれば、その辺は引き継ぎ期間の中でしっかりと、継続していくなら継続してい

くということで、どういう引き継ぎをすればそれがなされるのか。あるいは縦割り保育である

から、なお余計に合同保育なりその関与が必要だということであれば、それは三者の話し合い

なりになりますので、そこでしっかりと引き継げるような形にしたいと考えています。 

 

○参加者Ａ 

 引き継ぎをすればできるというふうにおっしゃっている根拠が、やっぱりどうしても納得が

できないものがあります。本当に保障します、検討します、ガイドラインの委員会で考えても

らいますというふうにおっしゃっていますが、結局今、民営化しますという市の決定とか考え

が示された時点では、要はまだ細かいことが何も決められてない状態で、それでどうして大丈

夫と言えるのか、私はそこはちょっと無責任だなというふうに思います。 

 これについてはもう終わりにしたいと思うんですが、次に財政のところの質問をさせていた

だきます。 

 15ページの資料を家に帰ってからもよくよく読んでみました。これ、思ったんですけども、

１園当たりの公立保育園の年間の運営費と、１園当たりの私立保育園の運営費の比較になって

いますけども、これはやっぱり矢印で左から右になるというふうなのはちょっと間違いじゃな

いかなと思います。それは単にゼロから民間さんで始めた私立保育園と公立保育園の比較であ

って、民営化では6,600万の財政効果があるというふうにどうしても思えないんです。 

 理由を申し上げますと、結局、国庫負担金が入るから6,600万となっているんですけども、

結局、保育園の運営費としては3,000万しか減らないわけですよね。市負担分の一般財源分と

して、ほかに回せるお金が6,600万は出るんだという話なんだと思うんですけども、やっぱり

民営化するのが、新しくつくった法人さん、私立保育園と公立保育園１園を比較するのとは違

うのは、やっぱり異動した公立保育園の保育士さんの人件費というのがここに全く載せられて
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ないわけですね。 

 地域交流担当保育士さんとしてほかの公立保育園に回る分とか、増員される分とかを加える

と、民営化された後は公立保育園は２億1,700万円というこの額より増えるはずなんですね。

だから、保育費を総合的に見たら、それは安くなるとすれば、臨時の保育士の先生と非常勤の

先生の首を切ってしまうというのがまず１つ、民営化した場合には安くなる根拠として考えら

れると思うんですけれども、それがまず１つと、あと退職した保育士の人の人数に見合わない

新規採用を行うという、要は保育士全体の数を採用するところから減らさない限り、保育費に

占める公立保育園の公務員保育士の人件費というのは減らないというのが、この表からは見え

てこないですね。だから、3,000万安くなるんじゃなくて、3,000万は違うところへ行くだけで

す。 

 あと、非常勤の先生だとか臨時の先生の首を切れば安くなるということは確実ですけども、

今、非正規の先生方が大体４割ぐらいで、それを人件費が公務員である保育士の先生と全く給

料が同じであると考えて、やっとこさ1,200万残る。あの先生方はそんなに給料をもらってい

ませんから、それが４割ではなくて２割だったりするわけです。そうすると、1,200万も浮か

なく、１園当たり600万ぐらいしか浮かないはずなんですね。これはやはりこの図を出しちゃ

うと、そこが全然見えてこないというのは、ちょっと説明として不十分だなというふうに思い

ます。 

 それについては、やっぱり保育費の総額でどういうふうに変わるのかということをきちっと

考えなきゃいけないというのと、あとこの6,600万を削減できるというのは、それはここに書

いてあるとおり、一般財源は6,600万削減になるという可能性はあるんですけれども、それは

内訳だけの問題であって、結局保育所の運営実態としてはそんなには出ないわけですよね。ほ

かのところに使える金が増えるだけという、それがやっぱりこれではちょっと見えにくいなと

いうふうに思うので、私はできればこれも変えた方が、尐なくとも総額で見るという資料に変

えるべきではないかと思います。 

 

●保育計画課長 

 財源効果のお話でございます。ここ、いろいろ議論が一番あるところだと思います。それで、

先ほど17ページで正規職員の20人という話は、ちょっと説明不足だったかもしれません。再配

置ということで簡単に言ってしまったのですが、１つはこの目的でもある地域への支援へ回す

ということ、もう１つが公立保育園の充実に充てる。３点目としては退職不補充ということで、

今、毎年30名程度の方が退職なさっております。その中で、何も手を打たないのであれば、30

名採用していくところでございますが、その20名のうちのある部分を採用ではなく再配置に回

すということで、保育士総数は削減されると考えています。 

 確かに、地域支援等新たな事業がございます。これはある意味、浮いた部分の使い道という

ことにはなってくると思います。１点目の待機児童対策という部分の全部は賄えませんが、そ

の一部に充てつつ、地域支援もやるということで、それを全部、何の工夫もせずにやっていけ

ば、待機児童なり地域支援の増えた分がすべて市の一般財源を圧迫するというようなところで

ございますので、このような工夫の中で幾ばくかでもその財源に充てていきたいということで
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ございます。 

 

○参加者Ａ 

 私も、ほかの事業に人とお金を回すという意味で、一般財源がほかの用途に使用できると、

要は国庫負担金が入ることで、一般財源としてほかに使えるお金が増える、保育所の運営費じ

ゃないものに使うことができるということは理解します。私、そのように申し上げたはずで、

全然そこについては齟齬がないはずなんですけども、全体のイメージの中で、そのような財政

資料になってないということがそもそも問題だということを、私は今回の質問では申し上げて

います。 

 あと、やっぱり算定根拠などに使われているこの120名定員の正規職員配置数というのは、

やっぱりこれはちょっと実態とかけ離れているでしょうと。こんなにたくさん正規の先生が保

育園にいませんので、そこからこれを計算しているということ自体もちょっとおかしいなとい

うことは思います。 

 あと、保育士の補充抑制というんでしょうか、退職した人の補充を抑制するという考え方自

体、私はやっぱり保育を軽視しているなというふうに思います。今までだって退職した人を全

部補充しているわけではなくて、30人退職したら20人になったり15人になったりとかしている

わけです。だから、そこのところで現場としてどういう影響が起きているのか、保育にどうい

う影響が起きているのかということをきちんと分析しないと、公立保育園の保育士さんは年寄

りばかりということになっちゃうと思うんですね。それがいいのか悪いのかというのは、きち

んと考えないといけないんじゃないでしょうか。やっぱり若い先生とベテランの先生がバラン

スよく、同じぐらいのバランスでいてくださるということで、どんどん経験が高まっていった

り、情報共有ができたりするというのが公立保育園のいいところなので、それをどんどんつづ

めていくという考え方は、私は公立保育園の保育の質の低下を招く要因としか思えません。こ

れは意見です。 

 

●保育計画課長 

 今の、今までも職員が辞めても毎年、全部補充してこなかったじゃないかという話でござい

ます。確かに、市全体の定員抑制の中で、必ずしも退職者数に見合うだけの採用がなされてい

ません。その結果として今、７割を割るような正規職員の比率になって、それはそれで現場の

大変ご苦労されているところで、この改善は当然図らなきゃいけないということは考えており

ます。それもございます。再配置して正規比率を上げていくという問題もございます。 

 それから、世代格差というか、例えば新採を５年間全く採らないよというのでは、確かに若

い方が減ってしまう部分はございますが、一度に止めて全く採用しないのではなく、仮に30名

退職するとすれば、その一部は再配置で賄っていくことによって、定数そのものは減らしてい

くということでございます。質の問題は、正規比率を上げることで質の向上にはつながるのか

なと考えています。 

 

○参加者Ａ 
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 正規比率を上げることで質の向上を図るというふうにおっしゃっていますけども、結局、今

まで非正規化を進めてきたのは市のご判断なんですね。それは質が下がるということをわかっ

てやってきてたんでしょうか。 

 

●保育計画課長 

 正規比率だけの問題で質を云々というのは、ある意味言い過ぎで、研修等その辺はしっかり

やりながら対応はしてまいりました。ただ、これ以上正規比率が下がりますと、例えば１クラ

スに１人も正規が配置されないとかいう部分もかなり多く出てきてしまいます。それで何も手

を打たないんであれば、ある意味最悪のパターンとしては、例えば正規比率が６割だったりと

いう部分もなきにしもあらずですが、そういうことは保育の現場としては食い止めていきたい。

むしろ逆に比率は上げていきたいという中で、じゃ、ただ人を採用しなさいと言いましても、

なかなかそれは全体の財政事情とかのことがございます。また、全体の公務員の削減という問

題がございますので、その中の１つの工夫であるというように考えております。 

 

○参加者Ａ 

 おっしゃるのは、ちょっとそこのところは納得がいかないところですね。公務員といっても、

やっぱり保育所の先生方というのは対人福祉サービスと言われる種類のお仕事をされている

人たちで、これには長い経験と研修、不断の研さんというものが必要で、非常に厳しい労働で

すから、労働環境、労働条件というのが守られて、それでやっと子どもたちにきちんと向き合

う保育ができるものだというふうに思っています。 

 もう既に６割ということ自体、市役所の皆様方としては問題のある状況だというふうにわか

っていらっしゃるんだったら、もちろん正規比率というのは上げられれば上げていくべきだと

いうふうに私は思いますけども、そのために公立保育園で維持してきた保育を放棄してやらな

きゃいけないのかどうか。そうしないと、どうしてもそこは正規比率を上げることだけで公立

保育園の保育の質が向上できると言っているように聞こえちゃいますよね。それとバーターで

民営化をしてしまってもいいと言っているように聞こえます。 

 私は、それは考え方としてやっぱりおかしいと思っていて、これだけ子育てが難しい世の中

であれば、やっぱり公立保育園が果たしてきた役割というのは、今までも私立保育園が果たし

てこられた役割とは全く別のものというのが私はあると思っています。それを今、投げ出す時

期かといったら、投げ出す時期ではないというふうに思います。 

 さっき資料の５ページにもありましたけれども、私立保育園さんも頑張って、いろいろ難し

い状況のあるお子様方をたくさん入れておられますが、その倍以上の数を、現状、保育園数が

尐ない中で見てくださっている。また外国籍の親御さんの数なんて、割といいところまで数が

迫ってきてますけども、それ以外の困難な状況を抱えているお子さんそれぞれの割合を見ると、

公立保育園はその約倍の難しいご家庭のお子さんを預かっていらっしゃるというのが実態と

してありますが、結局、公立保育園を１園減らしてしまうことで、私はそこのところが子育て

支援というのがやっぱり後退してしまうんじゃないかということがどうしても気になります。

そこはやっぱり公の責任で子育て支援をしていくということの本当の大事なところであって、
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本当に公立保育園を維持して、なおかつ正規比率を上げるということは、本当は市役所ではや

らなきゃいけないことなんじゃないのかというふうに私は思います。 

 

●保育計画課長 

 多々ご指摘いただきました。手法としてあれもやりこれもやりたいというのはございますが、

ただ、それをすべて何の工夫もなくやるのは、今、なかなか難しい状況にございます。 

 それから、要保護、要支援等の受け入れをという話がございました。これも私立さんも努力

していただいて受け入れてきていただいている状況がございます。公立保育園が減って、その

受け入れが減るんではないかというご懸念でございますが、民営化した園についても今までど

おり受け入れをしていただく法人さんを選んでいきたい。再配置したほかの公立保育園では、

正規職員が増えるわけですから、障害児も含め要支援、要保護の家庭もしっかり対応していき

たいと考えでございます。 

 

○参加者Ａ 

 そこは私、ほかの自治体の例で申し上げましたけども、民営化を受託した保育園というのは

本当に大変なんです。新しいお子さんたちを一気に引き受けて、すべて自分たちの園からベテ

ランを引き抜いてきて、全部経験のある保育士がやるわけじゃありませんから、半分ぐらいは

新人保育士さんを雇い入れなきゃいけないだろうと思われます。そうなりますと、新人の教育

をしながら、新しい子どもたちを受け入れながら、引き継ぎも受けて、保護者の対応をしなが

ら、市の指導も受けながら保育をやるというのは、本当に大変です。それは受託した園の子ど

もたちが非常に苦しい立場に置かれるということも、その中で起きてくるわけですね。 

 その中で、やっぱり今までどおり公立でやってきた要支援のご家庭の保育というようなこと

が簡単にできるとおっしゃることが、私はそこの発言自体が既に無責任だというふうに思いま

す。非常なリスクがあるということをきちんと示して、自分たちも認識して、その上でこうい

うやり方なら民営化をしても大丈夫なんではないかって、そこの検証がきちんとされないと、

それはどうしても無責任でしかないし、書いたことがすべて絵に描いたもちになってしまうん

じゃないか。私はやっぱりそこが一番の問題だというふうに思います。やっぱり民営化という

のは、基本的に無責任な方法だと私は思います。 

 

●健康福祉局長 

 今ご指摘いただきました、今まで公立保育園で受け入れさせていただいている要支援の方々

について、今後、仮に民営化後の園においてどう受け入れていただくか、そのために市として

もどういった支援ができるかというのは、真剣に徹底的に考えなければいけないと思います。

そのサポートは全くご指摘のとおりであって、そういったサポートなり新たな支援制度なくし

て簡単にできることではないというのは、私どもも理解しております。 

 ただ、１つは、新たな受けていただく法人さんと具体的な議論をしながら、どういうやり方

があるのか、またどういうサポートが必要なのかという具体的な議論の中で、必要な対応もも

ちろん考えていきたいと思っています。ですから、どういった形で例えば職員さんの配置をさ
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らに必要とするのか、そういったこともあろうと思いますので、その辺も議論してまいりたい

と思います。 

 

○参加者Ａ 

 民営化のリスクというのを最大限にちゃんと見積もっていただかないと、かなり危険だとい

うことだけはご認識いただいたほうがよろしいかと思います。 

 

●健康福祉局長 

 ありがとうございます。 

 

●事務局 

 申しわけありません。残り時間があと30分となりましたので、ほかの方のご質問を。 

 

○参加者Ｂ 

 ちょっと何点か質問を、手短にさせていただくつもりでございます。 

 まず、１ページ目、計画策定の背景の中で、待機児童対策が喫緊の課題だということであり

ます。この話の流れで今回民営化ということで出ています。待機児童問題ってすごくシンプル

な話だと私は理解していまして、単純に働く子育て世代の就労人口が増えて、子どもを預けな

きゃいけないと。ただ、それに対する箱が足りないという問題だというふうに、すごくシンプ

ルに考えているんですけど、そこと民営化とは論理的につながるとはとてもとても思えないの

で、そこはどう、ご説明いただけたらというのはちょっと教えていただきたい。それがまず１

つ。 

 それから２点目が、７ページ、現状の説明の中での数字の書き方なんですけれど、上の網か

け、民生費ですね。22年度予算額の増額部分が100億ということでありますが、これ単純に子

ども手当分ですね。これ、別に何か事業で増えたというよりも子ども手当。というのは、ホー

ムページ上、予算の説明がありましたが、110億の予算をかけていますが、これとほぼほぼ一

致するということで、別に何か事業で増えているというよりも子ども手当分。おまけにこれは

ほとんど国庫で賄っているというところでいくと、これで増えているという説明はちょっとど

うなんですかね、というのが２点目です。 

 それと３点目、その下の表７、保育所費の推移なんですけど、22年で110億、これは多分予

算がベースになってると思うんですけども、110億の予算の内訳をちょっと教えていただきた

い。 

 つまり、どういうことかというと、先ほど申し上げた市のホームページの予算上、尐なくと

も保育所費として計上されているものが、公立保育所費が約７億、私立保育所が約54億という

ことで計上があります。その差額は一体何なのか。あるいは、そもそもこの数字のままでいく

とするならば、公立保育所費ってそんなにかかってないんじゃないというのがあるので、その

内訳をちょっともう１回教えていただきたい。 

 あとは、先ほどもちょっとご指摘がありましたシミュレーションの話、15ページ、16ページ
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のところなんですけど、削減効果３億3,000万というふうに見込んでいるという話ですね。保

育所費の中からいけば、それなりのパーセンテージになるわけです、削減効果としては。ただ、

僕らは親であるだけじゃなくて、通常の納税者の感覚でいきますけども、一般会計総額1,600

億に対して３億の削減効果だと、たかだかシェアで0.2％というところですから、これ申しわ

けないですけども、どっちかというと削減の話というよりも予算配分の調整の話じゃないのと、

そのレベルじゃないんですかというのが質問です。その辺ちょっと教えていただければと思い

ます。 

 

●保育計画課長 

 まず１点目、民生費はほとんど子ども手当の増額ではないかという点でございますが、21年

度と22年度を比較した中で、子ども手当による増額は約75億程度。これは子ども手当に移る前

の児童手当という部分がございまして、それがかぶっておりますので、新たに増えた部分が約

75億でございます。それで、その子ども手当を除いた増額としては約31億の増となっておりま

す。 

 それから、110億の内訳ですが、ちょっとすみません、今、手元に予算の資料が。 

 保育課長からお願いします。 

 

●保育課長 

 保育所費の内訳は、公立保育所費と私立保育所費とに大きく分かれます。私立保育所費は22

年度での予算で48億円。それが私立保育所費ですね。ここは合わないだろうという話ですけど、

実は正規職員の一般職人件費というのは、予算の計上上、保育所費ではなくて児童福祉総務費

のほうで上がっていますので、それをカウントすると、一般職人件費の公立保育所費が約36億

9,000万ほどプラスされ、合計110億になります。ここにはちょっとその内訳がないので大変申

しわけございませんが、そういった形でございます。 

 

○参加者Ａ 

 だとしたら、そういう内訳の資料も出した方がいいと思います。 

 

●保育計画課長 

 あと最後、シミュレーションの話で、1,600億の中のたった３億ではないかという話でござ

います。1,600億と申しましても、これは全部一般財源ではございませんので、ちょっと今、

ここですぐ分析しろと言われても難しいんですが、国庫負担金から県の補助金、あるいは使用

料手数料、その他の部分もございます。今、一般財源の中での昨年の予算というお話をさせて

いただいているんですが、市全体ということでありますと、例えば待機児童対策の話がよく出

ております。それについても６ページで「あいプラン」の目標数字を出させていただいており

ますが、26年度に9,000人、それから家庭的保育事業75人という、このような数値目標を達成

したとすれば、一般財源として13億円程度今より増えてしまう。この民営化によってそのすべ

てを賄えないのではございますが、丸々かぶるということではなく、工夫してその辺に充てさ
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せていただきたいということでございます。 

 

○参加者Ｂ 

 そもそも、民営化とさっきの待機児童の話なんですけど、先ほど申し上げた、成果としては

そんなにないというふうに踏んでますので、確かに億単位の実額としてそれなりにありますけ

ども、そもそも全体の、さっき国庫補助金等々の話がありましたけど、それは当然予算の中で

全部織り込みで見てると思いますので、そこの込み込みでの数字で見ていって、そこは余り変

わらないと思うんですよ。だから、あくまでも全体の中の0.2％そこそこの数字を調整するた

めに、民営化を真っ先にというご質問者がありましたけども、リスクを負ってまで民営化を図

るのか、どうなの、というところがやっぱりあるんじゃないですか。 

 

●健康福祉局長 

 今のご質問なんですけども、数字のとり方はいろいろございまして、パーセンテージであら

わすとそうなりますが、実額であるということで、0.2％になるんですが、何分、実額として

億の単位であって、３億という額は大きいということです。 

 先ほど民生費の関連でご質問がございました。100億増の中の内訳で、子ども手当が上がっ

ていて、それ以外に30億強のお金が増えると。それはいわゆる子ども手当などを除く民生費の

部分として、32億程度の増加。その増加率は6.3％。こういう言い方は申しわけないんですが、

保育所費の部分を見ますと、こちらは9億8,000万円の増加で、パーセンテージとして19.8％の

対前年度比になります。 

 1,600億円との関係だけで申しますと0.2％になるんですが、やはり１年間だけで去年に比べ

ても９億何がしのお金が必要、さらに増加している状況なので、３億のお金が捻出できるとい

う状況は、これはまた貴重な財源であるというふうに考えられると思います。そういった意味

で待機児童対策にも資する施策というふうに私はお話し申し上げています。 

 ただ、先ほどご議論がありましたが、待機児童対策等々に関するお金の問題だけではなくて、

やはり新たな役割という部分、保育士さんに担っていただきたい新たな役割が、地域支援とい

う形になると思います。 

 今、様々な課題が求められる時代なんですけど、福祉の分野でも、例えば保育所の中とか何

とかの施設の中ではなくて、役所から外に出ていく、地域に出ていく。声を上げられない方々

のニーズをきちんと拾い上げることができるかどうか、これがこれからの市役所の福祉行政の

かなめになってくると思います。そういった役割を果たしていただくには、そういう人材をな

るべくちゃんとしていきたいと。この方策が、この民営化によって活動し得るベテランの保育

士さんの活用、そういったこともお金の問題とあわせて、人材の柱として考えていくべきじゃ

ないか、こういうように思っております。 

 

○参加者Ｃ 

 まず、皆様にお願いをしたいんですけども、10ページの各地区コミュニティーごとの公・私

立保育園についてのお話を課長さんからいただきました。公立保育園と私立保育園のバランス
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が悪いというお話があったんですが、やはり公立保育園、私立保育園、それぞれここにできた

という成り立ちがあったわけです。それで、その結果ここにそれぞれあるので、それを「バラ

ンスが悪い」という言葉で片づけてほしくないなと思います。今まで市役所の皆様や保育士の

皆様、もちろん先輩保護者とが一緒になってつくり上げてきた結果なので、それを否定するこ

とはやめていただきたいと、それは切に願います。 

 次なんですけれども、まず意見といいますか、７ページの保育運営コストの状況なんですが、

これは市の予算で負担している分の比較だとは思うんですけれども、この経費比較に含まれる

費用がそもそも違うので、これを見て、ただ単に公立はお金がかかっちゃってる、私立は安い。

だから、私立にしたほうが財政負担が軽くなっていいというのは、どうなのかなと思います。

財源に限りがあるからとか、そういうのがものすごく動かせない理由のように先ほどから何回

もおっしゃいますが、やはり保育は福祉なので、そういうことを一番の動かせない理由だとい

うふうに主張するのは、どうぞやめていただきたいと思います。 

 それから、質問なんですけれども、課長さんが「あり方検討委員会の提言にのっとって計画

を立てました」っておっしゃったんですけれども、その提言の中で「公立保育所の民営化は、

平成25年４月以降に実施する」と入っているんですが、計画書案では「以降」という言葉が抜

けています。 

 それから、移管するところですね。移管する法人は、提言では社会福祉法人、学校法人、医

療法人、または財団法人のうち認可保育所の運営経験ある法人としますとなっていますが、こ

れにも「法人等とします」という言葉が入っています。それはすごくこだわりたいなと思って

いるんですが、「以降」という言葉をなぜ切ったのか、それから、「等」という言葉をなぜ入れ

たのか、それはご説明いただきたいなと思います。 

 それから、８ページの表の９ですね。ひとり親世帯の父子家庭のところの市全体に横棒が引

いてあるのは、これは何なんでしょうか。もし把握してないんでしたら、把握していないよう

な表を載せるのは、とてもナンセンスだと思うので、なぜなのか、ご説明ください。 

 

●保育計画課長 

 では、まず「25年以降」の「以降」が取れているではないかというご指摘がございました。

これにつきましては、民営化のことだけではなくて、地域支援の取り組みなどを緊急にやりな

さいという部分も提言受けてございます。その取り組みを早く25年程度からやりたいというこ

とで、その人員を確保する部分での民営化とリンクしてございますので、「25年」とさせてい

ただいたところでございます。 

 それから、移管の法人のお話がございました。「等」という部分のお話だと思うんですが、

今回の場合は、18ページの７番のところでございますが、運営主体ということで社会福祉法人、

学校法人、医療法人、財団法人ということで、株式会社とか営利法人は排除したような形でこ

の辺は書き込んでいるところでございます。 

 それから、 

 

○参加者Ａ 
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 ２園目以降は、保障されないということですよね。 

 

●保育計画課長 

 この２園目以降の書き方の問題ですが、基本的には今挙げた法人さんで行くということでご

ざいますが、認可保育園の設置・運営実績がなきゃいけないのかどうかはちょっと議論がある

ところですので、それは１園目の状況を見てという書きぶりにしてございます。 

 

○参加者Ａ 

 だとすると、それは運営実績のある法人というところだけにかかっているのだとすれば、き

ちんとそれ以外の団体は対象としないということを書かないと、これは後で幾らでも変えられ

ないですか。 

 

●保育計画課長 

 ご意見を承りました。それについては表現ぶりを検討させてください。今、プリントの部分

で齟齬があるかどうか、ちょっと確認させていただきますので、申しわけございません、次の

質問お願いします。 

 

○参加者Ｃ 

 すみません、お答えいただいているときに横からいろいろ来て聞いていなかったのでごめん

なさい。 

 

●保育計画課長 

 今の件でございますが、「以降」を除いたという部分は、１つは民営化だけのことではなく

て、地域支援も緊急にやりなさいというご指摘もございました。この地域支援に配置できる保

育士の部分もございますので、地域支援に25年から取り組みたいというところが１つでござい

ます。 

 それから、移管法人の話でございますが、18ページに社会福祉法人、学校法人、医療法人、

財団法人ということで、これはある意味限定させていただいております。「２園目以降は、そ

の状況を踏まえて決める」ということは、認可保育園の設置・運営の実績がなければいけない

のかというところの議論で、ちょっとこのような書き方をさせていただいているところで、２

園目以降に株式を入れるとか、そういう趣旨ではございません。このことに関して、ちょっと

表記がおかしいんじゃないかというご意見を賜りましたので、その辺は書きぶりは検討させて

くださいということをお答えいたしました。 

 

○参加者Ｃ 

 たびたび申しわけございません。 

 13ページなんですけれども、「拠点保育園に地域担当保育士を配置し」とありますが、現時

点で拠点保育園に何人ぐらい配置するとか、そういうのが決まっているのかということです。 
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 それから、（３）の「公立保育園の機能強化 緊急的一時保育の実施」と書いてあります。

今、保育園は、定員の125％を受け入れております。それで、本当に子どもたちがたくさんで、

ギューギューの状態だなあということを感じております。その中で、現場の保育士さんが、子

どもたちが快適に過ごせるように非常な努力をされています。それにさらにプラスして、拠点

保育園は地域担当保育士がその担当地域に出て、支援のある子どもを例えば地域に受け入れた

りするということなのか、そこのところがちょっとわからないということと、同じように（３）

の公立保育園の機能強化で緊急的一時保育をするということは、ある日突然、125％よりもた

くさんの子どもが来てしまうということになるのかな。そうすると定員自体が非常に流動的に

なるのかな。拠点保育園にならなくても、やっぱりそこの園の子どもたちが、今日は何だか違

う子がいるね、落ちつかないね、ワーワーだねということになっちゃうのかなという、そうい

う心配や不安があります。 

 

●保育計画課長 

 拠点保育園にどのぐらい配置するんだというお話でございますが、これは今、検討している

ところでございます。それで、逆に保育士だけでいいのかという問題もございまして、その辺

も含めて今、庁内で検討しているところでございますので、これはある程度形が見えてまいり

ましたら、また皆様にもお知らせしたいと思います。 

 それから、緊急一時保育のお話でございますが、基本的には125％というのは、超えてはな

らない１つのラインでございます。緊急一時の中で受け入れの仕組みについて、各地区の保育

園に配置された保育士がアレンジをするというか、その必要性と受け入れ園の調整なども担っ

ていかなきゃいけないと考えております。 

 

●子育て支援部長 

 子育て支援部の川名部です。 

 緊急一時のお話なんですけど、詳細に今の今検討しているところです。現段階では保護者の

急病とか出産などによって、一時保育で対応できないお子さんを、専用の部屋じゃなくて、通

常保育をやっている枠の中で、基準を超えない範囲でお預かりするということを今のところ想

定しております。 

 

○参加者Ｃ 

 125％を超えてる状態ですよね。125％は超えてないんですか。 

 

●保育課長 

 そういった部分も踏まえて、今後、詳細に検討していきたいと思っております。ただ、これ

はあり方検討委員会の提言でいろいろお話しいただきましたので、今後、詳細に課題を含めて

検討していきます。 

 

●事務局 
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 時間が限られておりますので、あとご質問のある方は挙手いただけますか。初めての方だけ

でお願いします。６人ですね。申しわけないんですが、１人１分程度で順番に。 

 

○参加者Ａ 

 すみません、市民の声を聞く会なんだから、時間尐しぐらい延長できないんですか。なぜ制

限するんですか。 

 

●事務局 

 もちろん若干延長してもいいとは思っているんですけれども、なるべく短目で。遅い時間で、

やはり皆さん小さなお子さんもいらっしゃると思うので。 

 

○参加者Ａ 

 何回も集まれないんだから、きちんと発言してもらって、きちんと聞くべきじゃないですか。 

 

●事務局 

 はい。では、端の方から順にお願いいたします。 

 

○参加者Ｄ 

 座ったままで失礼します。 

 19ページの12番、選定委員会の設置。「運営法人の選定には、選定委員会を設置し――選考

に当たります」というところなんですけれども、実際にはどの点をどういうようにご覧になっ

て選考されるのかなというところが疑問に思いました。 

 一番初めの方がおっしゃっていたことと通じるところがあるんですけど、質の高い保育を安

定的にとか、質を下げないとかっていうところの考え方は、立場によってそれぞれだと思うん

ですけれども、親や今の公立の保育士さんたちが感じてらっしゃるような、保育の質とかじゃ

なくて、保育の内容とか理念というんですかね。書面で書いてわかるような、職員が何人いま

すとか、延長保育をやります、障害児を受け入れてますというところではなくて、保育の内容

とか、ここを大事にしているという理念は、今の公立の保育園と近いような法人さんを選んで

いただけるのかなというところがちょっと疑問に思いました。 

 自分の感じていることですけど、今、子どもを公立保育園に預けているんですけれども、自

分が私立で正規で働いていたことがあるんですが、やっぱり船橋の公立の先生たちは言葉かけ

とかはとても優しいし、「早くしなさい」とか言わないし、あと子どもの思いをちゃんと受け

とめて肯定してくださってると思うんですね。あとは、発達に合ったおもちゃだったり、援助

だったり、遊びだけじゃなく生活の面でもしてくださっていると思います。 

 必ずしも私立の保育園さんが悪いというわけではなく、本当にでもいろんな園があると思う

んですね。自分が働いてたところは、例えば保育士のやりやすさを重視して、子どもをパンツ

のまま部屋を移動、廊下を走らせたりというんですかね、おむつ替えと着替えがちょっと場所

が離れなきゃいけなくて、そういうときにパンツ一丁のまま廊下をダーッと走るのが普通だっ
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たりとかというのがあったんですね。なので、そういう点で親や子どもの目線で見たときに、

今の保育内容とか雰囲気と近いような法人さんを選んでいただけるのかなというところを教

えていただけたらなと思います。 

 

●保育計画課長 

 法人選定のお話でございます。２つの面があると考えています。 

 １つは、今後、ガイドラインの中で保育の内容についてのご議論があろうかと思います。そ

れから、選定に当たって、その辺の部分をどういう物差しで選んでいくのか、何を評価して選

んでいくのかという、２点があると思っております。 

 選定においても、書類だけの選考ではなくて、ヒアリングを行いますし、場合によっては法

人さんが経営する保育園を実際に委員の方が見ていただいて、その部分の評価によるような仕

組み、これは今後、選定委員会の皆様にご議論していただいて、そのような優良な法人を選べ

るような仕組みをつくっていただこうと考えております。 

 

○参加者Ｅ 

 よろしくお願いします。 

 まず１点は、13ページの（４）の質の高い社会福祉法人等によるというところなんですが、

「民営化園の運営法人に、優良な法人を選定することで、船橋全体の保育水準の底上げを図り

ます」と書いてあります。底上げということなんですが、「底」というのはどこ、一番下とい

う意味ですけど、どこを基準に「底」という意味を書いているのかを教えていただきたいです。 

 それは公立保育園なのか私立保育園なのか。私立保育園だとしたら、どういうところだった

のか。もし、いい法人を探さないと底が上がらないのであれば、船橋市内にある私立の保育園

には受託させないとか、そういうことなのか、その辺をちょっと教えていただきたいことと、

あと、この基本計画の中とはちょっと別のお話になってしまうんですが、説明会を７カ所で開

催していただいているんですが、このレジュメのところにも載っていますが、私から見て、開

催地の場所の偏りをすごく感じます。北部地域、人口から考えて２カ所行う必要があるのか。

２カ所行うことは構わないと思うんですが、７カ所のうち２カ所選んでもらうほど、そんなに

たくさん必要――船橋の駅周辺にすごくたくさん保育園があって、子どもを持っているお母さ

んがすごくたくさんいて、そういう意識がものすごく薄いことと、三咲公民館をなぜ選んだの

か。あそこはとても駅から遠いところにあって、そこの時間しか行けないのに、あそこで開催

されても行けない人はすごくたくさんいますし、二和は二和保育園があって、二和公民館がす

ぐ近くにあるのに、そこで開催しないというのはわざととしか私には感じられないです。 

 今後もこういうふうに説明会を行うのであれば、きちんと場所は、そこしか空いてなかった

ということではなくて、そこが空いている日にちに設定するなりして、きちんと行けるような

場所を設定していただきたいと思います。 

 あと、１月１日付の広報でこれが載ったかと思うんですが、保育園が１月４日に掲示がされ

たようなんですが、保育の締め切りが７日まで、今日の参加するために７日までで締め切られ

ています。公開してからこんなに早く締め切られてしまうというのは、とても不誠実だと私は
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感じています。とにかく説明会をしたという既成事実をつくるためにしかやってませんという

のをありありと感じるような気がして、本当に聞いてもらえるんだろうかと、そういうことを

感じてしまいます。 

 前回の車座についてもすごく公開時期が短かったですし、保育のほうは短いという意見がた

くさんあったかと思うんですが、何度もこういうことを繰り返していきますと、行政不信とい

う側面がすごく心配されます。そういうことがないように、開催場所を発表するのはもっと早

くしてほしいし、保育をどうするかというのも、もう尐し余裕を持ってできるようにやってほ

しいなと思っています。 

 あと、先ほど公立保育園の話が尐しあったので、私、ちょっとここのところだけはどうして

も言いたいので、言わせてください。公立保育園というのはやっぱり人を育てていると思いま

す。特に保育士さんなんですが、実際新設している私立園では、定年を過ぎた公立の園長先生

が何人も就任されていますよね。私が知っているだけでも５人以上いますので、過去をさかの

ぼればものすごい数の公立の保育園で育った園長先生が、私立のほうでまた違う任務を背負っ

て、今も頑張っていらっしゃってると思います。 

 そういう意味では、ベテランを育てるという意味では、お金に換えられない、とても大切な

役割を公立保育園は担っていると思います。私立のほうを見ていただければわかると思うんで

すが、そんなに長く働き続けている保育士さんの数はいらっしゃらないことはもうご存じです

よね。やっぱり園長候補になるような保育士が余りにも尐ないこの現状であって、公立保育園

を減らしてしまうということは、先ほど局長さんが「ベテラン保育士をたくさんつくって、地

域に残さなきゃいけない」と言っていました。なので、ベテランの保育士をたくさんつくるた

めにも、公立保育園をこれ以上減らすのは、私は反対です。 

 異動した園長先生や主任先生には、今でも相談に行って、子育てに悩んだときとか先生とう

まくいかなくなっちゃったときに、どうしたらいいかということをアドバイスをもらっていま

す。こういう関係ができるというのは、本当に公立園のすばらしいところだと思います。です

ので、ぜひぜひ、公立の保育園を１つでも多く残していただきたい。できれば新設していただ

きたいと思っていますので、よろしくお願いします。 

 

●保育計画課長 

 まず１点目でございます。13ページの底上げの話がございました。これは、例えばどこの保

育園の質が低いとか、そういうことでここに書いたわけではなくて、これをきっかけに市全体

の保育の水準の向上を図っていきたいという、全体的な表現として書かせていただいたところ

でございます。 

 

○参加者Ｅ 

 そう言ってしまうと、やっぱり気分がよくない私立の保育園が出てくるんではないでしょう

か。言い方はもうちょっと考えたほうがいいんじゃないかと思います。 

 

●保育計画課長 
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 ご意見を承りまして、ちょっと表現振りは検討させていただきたいと思います。 

 あと、７カ所の今回の設定でございますが、二和等もあるだろうということで、今後その辺

を検討して、説明会の設定はさせていただきたいと思います。 

 また、保育の締め切りについては、もうちょっと前もってお知らせして、もう尐し余裕を持

った日程で今後実施してまいりたいと考えております。 

 あと最後、公立保育園が人材を育ててきた、確かにおっしゃるとおりのことはございます。

ただ、今後、私立の保育園についても人材が育っていくような仕組みはぜひ必要ではないかと。

公立だけではなくて、そのような仕組みもあわせて今後考えていかなきゃいけないのかなと。 

 

○参加者Ｅ 

 人件費補助とかそういう関係ですか。 

 

●保育計画課長 

 そうです。いろんな仕組みが必要だと思います。それで、ここでは全く触れてはないんです

が、保育のあり方の提言の中に、今後、私立、公立保育園、幼稚園も含めて、子育ての全体の

連携について今後話し合っていきなさいよと。それで子育ての充実を今後図っていこうという

中で、そういう議論の中でもやっぱり人材育成、あるいは一緒に研修できないか。あるいは相

互の交流とか、それぞれの質のアップは今後やっていかなきゃいけないのかなと考えておりま

す。 

 

○参加者Ｅ 

 子育て支援部長さんいらっしゃるんですが、いつごろまでにそういう子育て支援の基本計画

みたいなものは出す予定なんでしょうか。 

 

●子育て支援部長 

 今回の計画の中で、地域支援、子育て支援の基本計画というお話がありました。その部分を

早急に緊急にやりなさいという提言もある中で、12月にあいプランの作業部会でプロジェクト

チームを立ち上げました。子育て支援部以外にも、当然ながら母子保健とか、子育てサロンと

か、いろんな分野で子育ての部分をやっています。そういう関係者も入れ、毎月２回程度のス

ケジュールもつくりながら、早急にその部分を検討するような形で今進めているところでござ

います。 

 

○参加者Ｅ 

 議事録なんかはホームページで見れるんでしょうか。 

 

●子育て支援部長 

 もしそういう検討内容があれば、ちょっと検討させていただきたいと思います。 
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○参加者Ｅ 

 民営化だけ進んでいくようにしか感じられなくなってしまいますので、そこの部分は必ず教

えていただきたいと思います。 

 

●子育て支援部長 

 そうですね。ご指摘のとおり、民営化だけでなくて、子育ての地域支援についても早急に対

応したいと思います。 

 

○参加者Ｅ 

 期限は決まっていないんですか。 

 

●保育計画課長 

 子育て支援の仕組みについては、25年にはもう絶対実施すると。 

 

○参加者Ｅ 

 じゃあ２年後ですね。 

 

●保育計画課長 

 ええ。そのためのスケジュール感を持って、じゃあ前年に何をしなきゃいけないか、23年度

中にどこまで進めていかなきゃいけないのかということも含めて今話し合っておりますので、

それに間に合うスケジュール感を持って今進めているところでございます。 

 

○参加者Ａ 

 それだと、やっぱり民営化するまでは地域支援はやらないというふうにしか聞こえないんで

すが。 

 

●保育計画課長 

 実際に機能するのは、やはり人員を再配置してからではございますが、24年度中に例えば先

行してモデル事業等ができないか、今、検討しているところでございます。 

 

○参加者Ａ 

 何か前にも言ったことがあるような気がするんですが、なぜそのプランができてないんでし

ょうか。 

 

●健康福祉局長 

 具体的な地域支援の仕組みをつくるためには、当然その必要な人材を確保する必要がありま

す。人材なくしてそういった新たな支援はなかなか難しいと思います。先ほどご質問にもござ

いました。現実の保育園の中で、現に今ある保育に対する対応だけで保育士の先生方の皆さん
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に大変ご苦労をかけています。それに加えて、人材的な配置がなくしてそういった仕組みをさ

らにやっていただくということは非常に難しゅうございます。 

 ですので、例えば民営化が25年４月からスタートできて、そこで人材というものが実際でき

るんであれば、そういった方に担っていただきたい。こういう段取りでおります。ただし、今、

課長が申し上げたように、その25年の４月の前から、24年の段階あたりから、具体的なモデル

的な事業として、そういったことができないかどうかというのは検討しているところでござい

ます。 

 

○参加者Ａ 

 子育て支援は人がなくたってできる部分というのはあると思うんです。それはさんざん検討

委員会なんかでも言われてきたと思いますが、子育ての関係者、専門家の集まったネットワー

ク化であるとか、その辺は予算も人材も、新しい人材登用がほとんどなくてもできる事業とい

うのがあるはずなんですが、なぜそこについては計画ができてないんでしょうか。 

 

●健康福祉局長 

 今のご質問の趣旨がよくわからないんですが。 

 

○参加者Ａ 

 船橋の中で今まで地域の子育て支援がきちんとできていなかったのは、各課の縦割り行政の

中で連携がとれてなかったからだというふうに私は認識しています。これはあいプランの会議

の中でも随分申し上げてきたことですが、持っている資産、人材であるとかネットワークとい

うもの、その分野に関する専門家、その起用であるとか、そういうことについては既にやって

おられるのに、なぜ今回はやらないのかというのは、それは課の縦割りを超えたネットワーク

づくりがないからだというふうにしか、私は今までのところ認識できていません。 

 そこのネットワークづくりなんていうのは、別に民営化とバーターでなくたって、もう23年

４月からできるはずです。そこについて本気でやる気があるんだったら、もう今の時点でそこ

をひっちゃきになって計画をつくってよいんじゃないかと。そして、それがきちっと市民に示

せて、こういうステップで私たちは考えていますよということを一緒に説明しない限り、これ

からの民営化の理由の後づけでしかないというふうにしか私は受けとめられないと思います。 

 

●健康福祉局長 

 ネットワークが大事だというご指摘は全くもっともでございまして、いわゆる今度新たにお

願いしようとしているこの地域保育士の方々のネットワーク、この地域保育士の方がすべての

いろいろな、事例への対応であったりとかいろいろな支援を行おうとしているときに、そのた

めに何をやらなきゃいけないかというのは、今ご指摘いただいた、まさにネットワークをつく

って、そこにつなげていただくという役割だと思います。 

 ポイントはやはりコーディネートと、それと外に出ていただくときにはアウトリーチだと思

うんですね。そこの部分については、これはやはりネットワークでしかできないことです。す
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べての方が担うというわけではありませんが、調整と、外に出ていただくという部分の役割、

これは人材がなくしてはできないことですし、誰でもいいということではございません。それ

なりのきちっとした経験を持っていらっしゃって、子育て支援とは何ぞやということを体でも

ってきちっとわかっていただける方に担っていただかないと、それこそ絵に描いたもちになっ

てしまいますので、そういった意味で、モデル事業の早急な実施であったり、具体的な検討と

いうのを始めていきたいと思っております。 

 

○参加者Ｆ 

 私はこの間、ずっとあり方検討委員会を傍聴してきました。一番最後に会長は、子どもの犠

牲が避けられないけれど、それを最小限にするんだという、「犠牲」という言葉を発しました。

それにすごく憤りを感じて、今回の提言がどのように出てくるかなあと思って、拝見しました。 

 12ページに、あり方検討委員会の提言の一番最後に「対象となる保育園を利用する児童や保

護者に対する影響が最小限となるように」と書かれています。この「影響」というところをど

のように考えているのかということを、まずお聞かせください。 

 それから、13ページ、最初の「民営化の目的」のところに「市全体の保育の質の向上を図り

ます」とあります。私たち公立保育園を利用した親のほとんどは、まずほぼ全員が公立保育園

に対して、ここは質が悪いなんて思っている親はいません。どの保育士さんも園長も、一人ひ

とりの子どもたちにきちっと向き合って、一生懸命子どもの個性を生かし輝かせ、そして子ど

もらしさを大切にして育ててくださいました。親もその中で親育ちをさせていただいておりま

した。そういう点ではすごく感謝しております。 

 その保育の質というところが、あり方検討委員会ではすごく頓挫されているという感じがあ

って、聞きに行くたびにすごくいろいろご意見を、今でも覚えていますが、あなた方が言って

いる保育の質ということを、改めて今ここで聞かせてください。具体的に並べてください。 

 15ページの、先ほどもデータの説明がありましたけども、この6,600万というものの計算も、

やはり私もすごく不可解です。実際の財源というのは3,000万ということをきちっと書かない

でいて、こういった表をイメージとして載せてしまうということはすごく乱暴だと思うし、そ

して30年以降は毎年約３億3,000万の財政効果が見込めますみたいなことを書いてしまうとい

うことは、やはり乱暴だと思います。 

 それで、それでもやはり３億だって先ほど局長は言いましたけども、私たち市民は、まして

や私たちは納税者ですけども、税金が市民もしくは子どもに還元されることに、決して安過ぎ

るとか高過ぎるとか思ったことはありません。ましてや、次代育成に関する子どもたちに対し

て、そこを削減するということに私は全くもって理解できません。大体2,600億円の全体の予

算に加え39億の国からの交付金がおりているはずです。39億という金額が、この３億3,000万

の財政効果が見込めますということとどういうふうにリンクしているのかということは、全く

理解できません。改めて、なぜ保育を削減しなければならないのか、ご説明願います。 

 

●保育計画課長 

 １点目の影響の部分はたびたび議論にはなるのでございますが、公立から民営化という保育
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士が変わるという部分での影響の部分が多々ご指摘、今までされているところでございます。

ただ、その部分について、影響をなるべく尐ないような形での引き継ぎができないかというこ

とで、ガイドライン等、それを円滑にやっていける方法をご議論いただきたいというところが

１点ございます。 

 あと、質の向上、質の問題でございますが、具体的に保育内容というのは、ちょっと私、保

育園にいないのであれなんですが。 

 

○参加者Ｆ 

 わからないでこういう保育の民営化を決めるんですか。 

 

●保育計画課長 

 保育の質に関しましては、ガイドラインの中の議論でもございます。 

 

○参加者Ｆ 

 今までもそうでした。あり方の検討の質というところでは、ちょっと議題にあったんです。 

 

●保育計画課長 

 今回のガイドラインのほうは、漠然としたことではなくて、具体的な議論になると考えてい

ます。それは、公立保育園の園長さん、保護者の方も入っていただくし、私立の園長さんも入

っていただく。さらに、有識者として保育の専門家の方に入っていただきますので、具体的な

議論をお願いしたいと。 

 

○参加者Ｆ 

 そこから具体的に入っても遅いんだと思うんです、私。全体にきちっと今築かれてきた方た

ちの保育というのがあるのに、そこを全く理解しないで、移行する際に対して、そこから一生

懸命、ゼロから出発するような議論では遅いと思いますよ。 

 

●健康福祉局長 

 先ほど申し上げた「保育の質」という言葉、非常に難しい言葉であることは私どもも認めざ

るを得ません。まさにこの「保育の質」とは何ぞやというのが、ある意味定型的にきれいにご

説明ができるのであれば、そんなに難しいことではないのかもしれませんが、それはやはりそ

れぞれの園で、保育士の先生方が非常にご苦労されて、その保育を築き上げてくださっている。

それは公立にしても私立にしてもそうだと思います。 

 行政的なことを申し上げれば、保育指針があって、それに加えてそれぞれの園の理念があっ

て、そういうようなお話になるんですけれども、一番大事なのはやはりそこに通われているお

子様であったり、保護者の方々が安心してお預けいただける、そういったもの、それが本当に

必要な「保育の質」だと思います。 

 今ご指摘いただきました、そんなのでは遅いというご指摘があったんですが、この話という
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のは実は具体的な話であって、現実に現実論の中で見えてくることがあると思います。 

 もう尐し具体的に申し上げますと、今回の民営化のケースで言えば、今までの公立保育園で

はこういう具体的な保育をやっていた。それについて保護者の方々のご賛同を得てご支持があ

った。それに対して、今度新たな法人さんがいらっしゃって、我々の理念としてはこういうこ

とをやっていく。今までの保育というのはどうでしたか、こうでしたかということを具体的な

ところで今後ご議論いただいて、それを守っていくということができるんじゃないか。そうい

うところの積み重ねで、具体的な意味で「保育の質」というのを守っていくことができるんじ

ゃないかというふうに考えております。 

 

○参加者Ｆ 

 おっしゃるとおりだと思いますけれども、あり方検討委員会の第一次報告が出た段階で、皆

さん公民館と、それからパブリックコメントを募集しましたよね。約900通パブコメが来たと

いうふうに聞いております。その中にも、具体的に保護者からもこういうことで保育園で大事

にしてもらったという声があったはずなんですね。その声がなぜここの中には何も入っていな

い。おかしいじゃないですか。 

 そして、そのパブリックコメントは、「民営化するに当たって配慮すべきこと」というふう

なことに書き換えられて、資料として提出されたんですよ。私たち親の声をもっと聞いてくだ

さいよ。何のためにあの第一次報告の公民館の、私はあれも行きました。パブコメも出しまし

た。今回、この中に、何のためにやったのかなと思うぐらい、何にもないんですよ。だから保

育の質をあなた方はどうやって考えているんですかって、あえて聞いたんです。きちんと考え

直してください。 

 

●健康福祉局長 

 一次報告に対するご意見につきましては、今ご指摘いただいたように、提言書のほうの資料

の中に資料として転載させていただきました。今おっしゃったように、それを何か形を変えて

というようなお話があったんですが、いただいたご意見をいろいろ拝見させていただくと、要

するに民営化に対するご不安な点であるだとか、懸念される具体的な事項について、具体的に

ご指摘いただきました。 

 そこで私ども、市の資料としましては、いただいたそういったご不安な点、懸念される点と、

それに対して現段階で市としてどういう対応ができるかどうかというのを考えさせていただ

いて、それを資料にまとめさせていただいたという形式になっています。 

 先ほどのガイドライン検討委員会の話に戻りますが、ああいった資料も片や活用し、そして

具体的な話として、こういったご懸念に対してこの法人さんはどういうことができるのかとか、

そういったこと、船橋全体として民営化に当たってどういう工夫ができるのかというのを考え

させていただきたいと思っています。 

 いただいたご意見を無駄にしたということは全くございません。具体的な内容に対して、市

として今現在考え得る最大限の方策というのはどんなものか、さらに今後議論していかなきゃ

いけない点もあろうかと思います。そういった材料にさせていただいているところでございま
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す。 

 

○参加者Ａ 

 さっき言った「人が替わることによる影響」ということを、具体的に今の段階でどういうふ

うに影響を抑えられるというふうにお考えでしょうか。私、人が替わることによって子どもの

心に与える影響というのは防ぎようがないと思うんです。それは防げるということですか。 

 

●健康福祉局長 

 Ａさんから具体的にいろいろご指摘いただきました。一番大事なことというのは、やはり他

の市町村でも起こっている事例で、それは一番問題となるお子様に対する影響であって、先生

方が替わることによってどういった影響が起きているか。これは現実の事例として出てきてい

るところもございます。そういった他の市町村の事例も逐次勉強させていただいて、そこをど

うクリアするかということ、これはガイドライン策定委員会の場であったり、検討委員会の場

であったりというところで具体的にきちんと検討していきたいと思います。 

 

○参加者Ａ 

 今さっき、私は具体的に人が替わることによって子どもが落ちつかなくなる事例というのは、

何例かご紹介しましたけども、起こる事例というのはかなり具体的だと思うんですが、それを

どうやってというのは私は全然イメージができないんですね。抑制できるのか。かなり…（聴

取不能）…そこはちょっと楽観的過ぎるかなと思います。 

 

●健康福祉局長 

 ちょっと聞き取れなくて申しわけないんですが。 

 

○参加者Ａ 

 楽観的過ぎるんじゃないか。 

 

●健康福祉局長 

 そういうところのご指摘を踏まえながら、有識者の先生や保護者の方に話し合いをやってい

ただくことになっております。きちっと議論したいと思います。 

 

○参加者Ｇ 

 民営化という話が出てから、あっという間にどんどんどんどん進んでしまっていて、周りの

保護者とか利用者はその流れについていけてない状況だと思うんですが、あり方検討委員会も

傍聴させていただいたんですけど、民営化推進委員会なんじゃないかと思うぐらい、もう民営

化のことが11月の時点でかなり話が進んでいて、私たち保護者の代表である委員の方の意見な

どは、話を進めているというよりも、話がガンガン切られているような印象しかなかったのが

私の感想なんです。公立保育園の民営化ガイドライン検討委員会というのができたとして、ま
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たそのようになってしまったら、利用者の声とか保護者の声はどういう形で聞き取ってもらえ

るのか、すごく不安です。 

 耐震による建て替え、移転で、それだけでも先生方にとっても子どもたちにとってもいろい

ろ環境の変化があるのに、さらに民営化となった場合、本当にどうなってしまうのか、一利用

者としてとても不安に思っています。 

 本当に民営化は最終手段で、そういう形になっているのか。たくさん先ほどもいろんな方が

言われていましたけど、利用者の声、保護者の声、現場の声、本当にどこまで聞き取ってもら

えているのか。今回の説明、そしてこういうのを見る限りでは、私たちの意見がどこに入って

いるのかって、すごく感じました。 

 もう一度、民営化を進めるのがとても早過ぎて、どうしてこんなに早く決断をしようとして

いるのかが全くわからないんですが、もう尐し、大人の事情だけではなく、きちんと現場や子

どもたちのことを本当に考えて、一番大事なことと先ほどおっしゃっていたなら、なおさらや

っぱりもう一度考え直していただきたいと思っています。利用者の声をもう一度聞いていただ

きたいです。質問じゃなくてすみません。 

 

○参加者Ｈ 

 小室で明日、説明会があるんですけれども、保育園のほうで木曜日まで全く掲示がなかった

もので、ないのかなと思って、慌てて仕事の都合をつけて、こちらのほうに今日来ました。 

 先ほどおっしゃっていた方がいましたが、とりあえず説明会を開けばいいのかというふうに、

私はその掲示が上がるのが遅かったんで、既に保育の受け付けも終了していましたし、私も同

じ感想というか、説明会を開いたという事実だけを残したくてやっているのかなというふうに

思いました。 

 あと、先ほど１人目の質問者の方と２人目の質問者の方が言っていた財源、財政、あと表に

ついて、6,600万の削減効果についてもっとわかりやすくきちんと書いたほうがいいとか、あ

と子ども手当のことですね。15ページと７ページですね。こちらのほうは、まず市民にわかり

やすく書くというのも大事なことだと思うんですね。なので、先ほど２番目に話をされた方が、

いろいろ財源とか、0.2％じゃないかという話をされたのに答えた方が、最後に言った言葉が

「ご理解ください」だったんですね。それっておかしいと思ったんですね。「ご理解ください」

じゃなくて、「この表を見た時点ではわからない」という指摘があったので、解決すべきでは

ないかというふうに思いました。 

 あと、同じく経費について１ページなんですけども、「保育園運営に要する経費は、総額で

110億円を超え、市の一般会計予算に対して6.9パーセントを占める規模となっています」と書

いてありますけども、こちらですね、平成15年度の定員は5,797人、平成22年度の定員は7,044

人になっていますね。そうすると、定員の数だけでいったら21.6％増加しているのに対して、

一般会計における比率は6.5％から6.9％、わずか0.4％しか増加していないんですね。これは

この文章の中から全く読み取れず、「6.9％もあって、すごいね。かかってるんじゃない」とい

うふうに受けとめられかねない文章なので、訂正をお願いしたいなと私は思いました。 

 あと、先ほどに続いて、民営化の予定の表なんですけども、最後のページ、19ページですね。
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１園目が25年度から民営化と出ていますね。２園目も法人募集と選定・決定が終了しちゃって

いるんですね。先ほど２園目以降は、１園目の開始の実施内容を見て、改善するべきところは

改善するみたいな説明だったんですけど、既に無理じゃないかという。本来だったら１年やっ

て、２年ほど空けて２園目をやらなければ、実際に民営化されてどういうふうな問題が起きた

か、その改善はどうすべきか、１園目のを受けてさらに改善して２園目をやるというなら話は

わかるんですけど、とりあえず１園目をやっちゃう。２園目は選定の時期にはもう間に合わな

いという予定なので、これはちょっといかがなものかなというふうに思ったので、ここは改善

というか、考え直す余地があるのかなと疑問になりました。 

 あと、先ほど民営化ガイドライン検討委員会のお話があったんですけども、このガイドライ

ン検討委員会でつくられたガイドラインは、絶対守られるべきガイドラインになれるのかどう

かというところが１つ疑問でして、あと、文京区のほうで民営化についての話を行政と保護者

が話し合っているというところに、実際に民営化を経験した保護者の方を呼んで実体験を聞く

という会議があったんですね。なので、もし船橋市のほうで民営化ガイドライン検討委員会を

開くならば、有識者の人が判断するのではなく、その方たちは実際の民営化で何が起きたかを

知らない方ですので、実際にそれを受けた保護者の方たちをぜひ呼んで、どういう問題があっ

て、じゃ、それならば船橋では改善していくというふうにやってほしいなと思って、そういう

のもできるのかどうかをお聞きしたいと思って、今日は来させていただきました。 

 

●保育計画課長 

 基本計画の資料の提示の仕方や表現の仕方でいろいろご指摘いただきました。ここら辺は先

ほど来いろいろご指摘いただいているところでございますので、わかりやすい資料の出し方等

は確立していきたいと思っております。 

 それから、ガイドラインが出たとき、それを守れるのかということでございますが、これは

もちろんガイドラインに沿ってやるべきものと考えております。ガイドラインが出たけど、そ

うはやらないよということは考えていないところで、ガイドラインに沿って進めていきたいと

いうことでございます。 

 

●健康福祉局長 

 ガイドラインの生かし方については、委員会を立ち上げた後にいろいろ検討して、委員の先

生方でご協議いただきたいと思っています。今ご指摘いただいたような点も含めてご協議をお

願いしたいと思いますが、有識者の先生などに、民営化の事例であったり、そういった中身に

ついてご見識のあるような方もお入りいただいて、そういった方々のご指導のもとで整理して

いただくというのが一番適当なのではないかと考えております。 

 

○参加者Ｉ 

 主にスケジュールとガイドラインについて、意見になるかと思うんですが、述べさせていた

だきます。 

 まずは、座長がＹ市のほうでやっぱり民営化のいろいろなあり方という、そういったところ
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の検討の座長を務められた先生なんですけども、そのＹ市では結局、民営化されたときに事故

が起きたり、お子さんたちが民営化で大変つたない状況になった。それは本当に訴訟まで起き

ております。そういう民営化された園で、つい１年近く前に保育士が子どもへの虐待を行った

ということで事件が起きております。先生が責任の上で民営化されたそういったところでそう

いうことが起きている、そういった方を引っ張ってきておいて意見をまとめた。それが信頼で

きるものかどうかということを大変不安を覚えるんですね。 

 なので、Ｙ市のその事件というか、いろんなことが起きた。それについては保育課としてど

のように検証し、どのように見直すべきかということを思っていらっしゃるのかということは、

とても疑問なことです。そういったことは、こういったことが問題であった、なので船橋市で

はこういうふうにしようと思っているということをきちっと示していただかないと、安心感が

出てこないと思います。 

 あり方委員会のほうの意見が出て、先ほど「25年度以降」というのが「25年度」に、「以降」

という言葉が取れた。それは子育て支援等を進めなければいけないんだということなんですけ

れども、あり方検討委員会の意見を受けて、結局、船橋市として具体的な行動スケジュールを

示されたのがこのスケジュールだったと思うんですけれども、例えば今、乳児期、子どもを預

けようと思ったときにやっぱりこの園にとなったら、年尐から新たに入るとすると、年長まで

３年間過ごしたいと思うんですね。やっぱり今乳児の２歳児さんのお子さんであればその上に

と思う。うちの子は縦割り保育で、あちこち複数園、縦割り保育を経験しまして、縦割り保育

のすばらしかったところは、３年間人間関係を築き、上を見て育つという積み重ねが子どもの

成長につながったと思うんですね。 

 そういうことで、例えば今度年尐に入る子にとってはどうなのか。このスケジュールになっ

たときに。来年４月に入りますね。そうすると、25年にはこの園は私立になります。そうなっ

たとき、子どもはわからないですけど、大人、親の不安はどうでしょうか。ならば年尐いっぱ

いで、子どもに影響が出ない年中さんでは次の園に移ろうということもあり得るかなと思いま

す。そのまま残るとしても年長のときには、またカラーが変わった園でどうなるのか。落ちつ

かないその最後の１年、１年で卒園させるというのは大変心配で、そういうことが起きるのか

なと思いまして、この２年間、25年で実施しようという、その施設の者が子どものことを考え

てないなというのが見えてしまうという、親を不安にさせてしまうなというふうに、保育課の

方々が子どものことを考えてくださってないんじゃないかと、これを見て思ってしまうんです

ね。 

 だから発表があって、やはり尐なくとも、６年間とは申し上げませんが、最低３年、お子さ

んたちがそこで過ごした上で変わる、できれば合同保育だとか引き継ぎのような慌ただしいこ

とは、その子が卒園した後から始めてほしいと思うんですね。そのあたりも汲んでスケジュー

ルを考えていただきたいということはあります。 

 それで、ガイドラインなんですけれども、先ほどから保育の質ということで、船橋市のほう

で示してくださるということなんですけれども、あと、具体的には結局、引き継ぎには何年か

けますとか、経験何年以上の保育士を必ず何％入れますとか、具体的にはそういう数字になる

と思うんですね。 
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 そう縛っていくときに、私立という結局利益を考えなければいけないところが、どこまで縛

られて来てくれるのかどうかということです。障害児保育を申し上げますと、69人で、公立が

61人、私立が８人しか受け入れていない。実は障害児保育というのは、お子さんを１人預かる

と、私立の園にはある程度の補助が入るんですけれども、１人のお子さんを見るのに、例えば

先生を増やしたとして、１人の人件費の半分、あるいは３分の１ぐらいの補助しか出ない。 

 となると、私立の園としては、１人のお子さんに１人の先生を加配すると完全持ち出しなん

ですね。あるいは多尐、経営を成り立たせるためにお子さんを２人預かって、それでようやく

２人分の補助金をもらって先生１人雇えるかなと、そんな計算になるんです。結局、そういっ

たことをやり繰りしてくださっているというのは、８人分しかないということですね。結局、

民間というのは、子どものためにというよりも経営が先に立ってしまった結果、69人のうち８

人しか受け入れてくれているような法人はないという、結局やっぱり経営が先なんだなという

のが、この数字からも伝わってくるんですね。 

 Ｙ市ですと、民間委託された園ではないですけど、民間さんの事例として、障害児をこれま

で受け入れていたんだけれども、結局、もう来年からは受け入れませんという、そういったこ

とが起きたという、受け入れなくなってしまったということがありまして、結局は経営が成り

立たなければ、もうお預かりはということになってしまう。そういうことも実際起きているな

と。結局は経営主体、経営が大事になってくるんだと。 

 それで、ガイドライン、さっき申し上げた例えば経験年数何年以上の職員を何名配置すると

か、何％配置するとなると、結局そこで幾ら経費がかかるかということになりまして、そのガ

イドラインを守れるかどうかということが出てくるかなと思うんですね。そういうことではガ

イドラインがどういうものになるのか、私たちが願うようなガイドがつくられたときに、本当

にそれは民間というか、利益を追求する団体に受け入れてもらえるものができるのかどうか。

ガイドラインができればＯＫですよということはいかないんじゃないかなと思うんですね。 

 そのガイドラインについても、結局、示して、それでこれで満足かどうか。あるいは本当に

ガイドラインがそのまままとまるかどうかというのがあると思うんです。なかなかまとまらな

いときのスケジュールはどうなるのか。あるいは、まとまって、これでいいのかどうかという

のを一度市民に問い込むという、そういったスケジュールも本来含まれるべきなのかなと。い

きなり、もう来年度で公募しますではなくて、こういうガイドラインなんだが、これでいいの

かどうかという期間が必要になるかと思います。 

 それで、受託するほうは「そのガイドラインでならやります」と、検討するというためにも、

このスケジュールでは多分ガイドラインづくりが一応終わってから法人募集になるんでした

かね。そういうことではとても慌ただしい23年度になるんじゃないか。ガイドラインづくりに

どれだけ時間をかけていただけるのかとありますし、それが示されてから、一体、法人さんで

受けてくれる人が出てくるのかどうか。法人のほうでもきっと検討する時間というのが欲しい

と思うんですね。そういうことでのスケジュール、ガイドラインを示すのに、あるいは示して

から、法人を募集するのにどれぐらい時間をかけるのかということも、もう一度検討していた

だきたいと思います。 

 それで、万が一なんですが、ガイドラインがまとまって、応募者がないときどうするかです
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ね。その保証は何も書いてません。ガイドラインがあればうまくいきますということなんです

が、ガイドライン、これではとてもやっていけませんというお話があったときに、では、じゃ

あもう民営化は諦めますというふうにしていただけるのか。 

 そこで切り下げる可能性もあるんです。「ガイドラインを変更しません」という言葉は入っ

ておりません。なので、そういうガイドラインができたときに、応募が万が一なかったとき、

その内容を切り下げるようなことがないという、そういったお答えもいただきたいなと思って

おります。 

 それと、最後は障害児保育、結局私は根本的に公立を減らすというのは反対なんですが、障

害児保育を結局、この数でも公立がほとんど受けている状況なんですけれども、民間委託され

ますと、受ける公立というのはますます狭くなります。 

 それと、障害児保育は、子ども１人に先生が１人つけばいいということではなく、例えばこ

のクラスに１人入りました、２人入りました、先生がクラスに１人多くなります。そこのクラ

スの運営は何とかなるんじゃないかということではなく、そこのクラスの先生方がいっぱいの

状況になってしまったときに、ほかのクラスから応援を回すという、そういった園全体の運営

があると思うんですね。そうなりますと、あちこちのクラスに障害児がいると、受け入れ園が

尐なくなります。今後、障害児で一般集団を望む方が増えると思うんですね。そういったとき

に受け入れ園が減っていれば、１つの園に障害児が集中します。各クラスにあるときに、何か

事が起きたとき、応援を回せるようなクラスがほかにない、あるいは移動の職員がないとなっ

たときに、多分職員の方々の負担は大きいんではないかと思うんですね。 

 そういうことで、私は根本としては公立園をこれ以上尐なくする、そういった必要はないと

思っております。そうすることで障害児保育が充実するというのは、とても違うお話だなと思

っております。 

 

●保育計画課長 

 ガイドラインの関係でいろいろご指摘していただきました。ガイドラインの策定に当たって

は、保護者も入っていただきますが、公立保育園で現に保育している現場の方、それから私立

保育園の方も入っていただきます。それから、保育に詳しい有識者の方々の議論の中で、今言

った問題は話し合われていくんだろうと思っております。 

 このガイドラインで募集して、応募者がなかったらガイドラインを引き下げるんじゃないか

ということでございますが、ガイドラインは一定の公立保育園を民営化する上での１つの示さ

れたものでございますので、募集の方法の工夫のほうで、ガイドラインを引き下げて募集する

というのは、基本的に今は考えてございません。 

 それから、ご指摘の中に、民間は経営が先というようなことがございました。 

 あと、障害児保育の問題が述べられたところでございます。ガイドラインのときに議論にな

るとは思うんですが、民営化した園でも障害児を担っていただけるような仕組みでやっていた

だくとともに、ほかの公立保育園については、先ほど申しましたように再配置をしていくとい

う部分がございます。これは、さらなる障害児の受け入れも含めた部分での再配置をしていき、

障害児の受け入れ総枠は増やしていきたいということは考えているところでございます。 
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●健康福祉局長 

 お話の中で、私立の保育園は利益優先で、利益を目指して運営するので、こういった例えば

障害児保育等に取りかからないというような誤解があったんですが、大変恐縮なんですが、一

言だけ申し上げると、私立の保育園は基本的にはその多くは社会福祉法人がやって、利益追求

という法人ではございません。皆さんご自身の保育園と社会のため、多くの方々に尽くしてい

ただいておりますので、そのイメージがどうだからということだけでそういう誤解になってい

るというふうに我々は理解しています。 

 

○参加者Ｉ 

 赤字を出すわけにいかないというのがありますね。その点なんです。プラスの利益をつくろ

うとしているところとは思わないですが、尐なくとも黒字は維持していかなきゃいけないとい

うことで。 

 

●健康福祉局長 

 ご指摘はもっともでして、民営化園については、通常の私立保育園に比べて、役所のほうか

ら要求水準も実は高くなると思います。特別な保育を要求しなくても。それを、行政のサポー

トが何もなくて、「じゃ、これをやってください」というのは、おっしゃるとおりできません

という話もあろうかと思いますが、それはいろいろご相談しながら、財政的な部分も含め、い

ろんな「人」の話も含め、どういったサポートをすれば可能なのかというところも議論しなけ

ればいけませんし、願わくはそういった新たな民営化園が、私立の保育園をリードするような

立場に立っていただいて、その保育内容の充実を市全体の充実に結びつけていくようなことを、

我々当局としても考えていかなきゃいけないと思っています。 

 

○参加者Ｉ 

 そうすると結局、お金が要るぞということは、趣旨が違ってきちゃいますね。 

 

●保育計画課長 

 市全体のことは今ちょっと議論できないんですが、尐なくとも例えば民営化園で障害児を担

っていただく部分について、今の補助制度では不足するという部分がございましたら、その辺

も議論になっていくとは考えています。できないような制度でお願いしますというわけにはな

かなかまいりませんので、その辺も議論は出てくる。私立の委員の方がいらっしゃいますので、

「いやいや、そういうレベルは今の補助制度ではできないよ」とか、そういう話が具体的に出

てくると思います。その中で解決する方法を探っていくということでございます。 

 誠に申しわけないんですが、公民館を撤収して、９時までにはお返ししなきゃいけないもの

で、あと10分程度しかないので、申しわけございません。また１カ月のパブコメ期間がござい

ますので、ご意見を寄せていただきたいとともに、もし疑問なことがあれば、メールなり何ら

かの形で知らせていただきましたら、その辺にもお答えさせていただきたいと思います。申し
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わけないですが、今日はちょっと時間の都合がございまして、延長はさせていただきましたが、

もう撤収しなきゃいけないということで、ご理解いただきたいと思います。 

 本当に申しわけございませんが、これで一旦閉じさせていただきます。本日はどうもありが

とうございました。 

 

○参加者Ａ 

 もう一つ最後に、これだけ時間延長しても、皆さん、市役所の方々とお話をして、説明を聞

いて、自分たちの気持ちを伝えたいと思って来られる。今日来られなかった人もいっぱいいる

んです。２日間で７回というのは余りにも数が尐な過ぎると私は思います。ここまで時間が延

びなきゃいけないほど皆さんまだしゃべりたいこと、聞きたいこといっぱいあるんです。追加

開催は考えませんか。私はそこをぜひ要求したいと思うんですが。 

 

●保育計画課長 

 追加開催の予定は今、ないんですが、今後、ご疑問のことがまだまだ多数あると思いますの

で、直接課のほうに寄せていただいて、そこで皆さんにわかるような形でお答えはしていただ

きたいなと考えております。 

 

○参加者Ａ 

 それはホームページなり何なりに回答を出すということですか。 

 

●保育計画課長 

 そうですね。直接ご本人だけではなく、ほかの方にもわかるような形で、市はこう考えてい

ます、あるいは、こういう質問に対して、こういうご回答ということでやらせていただきたい

なと考えております。 

 

○参加者Ａ 

 説明会ではなくて、その場でしかやらないということ。 

 

●保育計画課長 

 とりあえず今のところそのような形で考えております。 

 

○参加者Ａ 

 あとガイドラインの素案ができたときには、こういった説明会は行われますか。私は要求し

たい。 

 

●保育計画課長 

 その辺は検討させてください。必要があればやっていきたいと思っております。 
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○参加者Ａ 

 必要はあります。 

 

●保育計画課長 

 はい。では、本当に長い時間どうもありがとうございました。１カ月のパブコメ期間がござ

いますので、ご意見をお寄せいただければありがたいと思います。どうもありがとうございま

した。 


