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船橋市公立保育園民営化基本計画（素案）説明会 会議録概要 

 

日時 会場 参加人数 

平成 23年１月 15日（土） 午前９：30～11：14 中央公民館  45人 

  午後１：00～２：34 東部公民館  22人 

  午後６：30～８：51 高根台公民館  48人 

 16日（日） 午前９：30～11：06 小室公民館  17人 

  午後３：30～５：13 西部公民館  46人 

  午後７：00～８：54 三咲公民館  10人 

 22日（土） 午後３：30～６：07 法典公民館  32人 

合計 7会場 220人 

 

事務局：込山健康福祉局長 

川名部子育て支援部長 

保育計画課 鈴木課長、課長補佐、計画班長、計画班副主査、主任主事 

保育課 佐藤課長、課長補佐 

 

１．はじめに 

 － 事務局より資料確認及び注意事項説明 － 

 

２．あいさつ 

 － 健康福祉局長あいさつ － 

 

３．船橋市公立保育園民営化基本計画（素案）説明 

 － 保育計画課長より説明 － 

（説明内容） 

船橋市公立保育園民営化基本計画（素案）をお開きください。まず、素案の構成でございま

すが、目次をご覧ください。計画策定の背景と趣旨、１点目として船橋市の保育の現状と課題、

２点目として保育のあり方検討委員会の提言、３点面、公立保育園民営化基本計画について、

４点目、公立保育園の民営化に関する基本的考え方、というような構成を取っております。 

では、まず計画策定の背景と趣旨からご説明いたします。 

 ここにございますように、近年、女性の社会進出や経済情勢などの影響により、特に都市部

において保育園への入園希望者が急増しており、船橋市においても待機児童の解消は、子育て

行政における最重要課題として位置付け、積極的に取り組んでいます。 

 市では、私立保育園の新設や増改築による定員増を進め、平成 12年４月から 22年４月まで

の間に 1,724人の定員増を行いました。しかし、定員増を上回るペースで保育の必要な児童も

年々増加し、平成 22年４月には 507人の児童が、１月には 1,270人の児童が入園待ち（待機）
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の状況で、待機児童対策が喫緊の課題となっています。 

 そのような中、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。今後も保育園の新設や、公立保育園の耐震

化などのハード整備のほか、保育園運営費の増大や多様な保育サービスの提供などに多額の経

費が必要となり、財源の確保が大きな課題です。 

 また、子育て家庭を取り巻く環境を見ると、核家族化や地域の関係性の希薄化などにより、

子育てに不安を抱く保護者が増加しています。さらに、児童虐待や障がい、生活保護受給世帯、

外国人世帯、ひとり親世帯など、支援や保護が必要な子どもや家庭が増えています。保育園や

幼稚園などに通っていない在宅で子育てをしている保護者も含めた、地域の子育て家庭への相

談体制や、切れ目のない、きめ細やかな支援体制の整備が必要です。 

 これらの諸課題に対応し、公立・私立保育園を問わず、保護者の皆さんに安心して預けてい

ただける保育環境の維持・向上を図り、多様な子育て支援ニーズに応えるためには、限られた

財源・人材を効率的・効果的に活用していく必要があります。 

 そこで、市では、平成 22 年４月に、有識者、子育て支援関係者、保育園保護者からなる、

保育のあり方検討委員会を設置し、今後の本市の保育のあるべき姿について様々な角度から検

討していただきました。 

 12月に市に提出された提言書では、今後展開すべき子育て支援施策として、待機児童への緊

急の対応や、地域子育て支援の緊急かつ適切な実施を求めています。さらに、これらの施策を

実現するために、財源や人材の効率的な活用を図ることが必要であり、一部、民営化に対する

反対意見はあったものの、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。 

 市では、待機児童対策への緊急の対応と地域子育て支援の適切かつ緊急な実施に取り組むた

め、公立保育園の民営化を行い、財源、人材を活用することが、今後の子育て支援行政のため

に必要であると判断し、新たな子育て支援施策の実現に向けて、具体的な検討に入るとともに、

公立保育園の民営化に関する基本的な考え方や実施スケジュールなどを示す、公立保育園民営

化基本計画を策定しました。 

 民営化にあたっては、子どもや保護者に対する影響が最小限となるように丁寧な対応が必要

なことから、有識者や保護者、保育園関係者、行政職員による公立保育園民営化ガイドライン

検討委員会を設置し、民営化移行期・移行後の具体的な配慮事項を定めた公立保育園民営化ガ

イドラインを策定してまいります。 

 保護者をはじめ市民の皆様には今後、情報の提供や説明に努め、ご理解とご協力を得ながら

公立保育園の民営化に取り組んでまいります。こちらが今までの経緯でございます。 

 それでは、３ページの船橋市の保育の現状と課題でございます。 

 １点目、就学前児童の状況でございます。平成 22年４月１日現在、就学前児童が 34,758人、

そのうち認可保育園に 7,663 人、幼稚園に 10,853 人、認可外保育施設に 508 人通っており、

在宅は約 15,000 人でございます。図１のように、３歳未満の児童のおよそ 80％が幼稚園にも

保育園にも通っていない状況がございます。 

次に４ページでございます。こちらは保育園の待機児童の増加の状況でございます。平成 22



－3－ 

 

年４月１日現在、市内の保育園は公立 27カ所、私立 34カ所で入所定員は 7,044人、実際に入

所している児童数は 7,663人です。船橋市では、経済情勢などの影響のほか、大規模マンショ

ン開発や宅地造成による人口増加により、保育の必要な児童が年々増加しています。表２をご

覧ください。就学前児童は平成 22年度 34,246人で 14年度と比較しますと、2,408人増加し、

保育需要につきましては 22年度 8,170人で 14年度と比較して 2,562人の増となっております。

就学前児童に占める保育需要は、22 年度で 23.9％、14 年度と比較して 6.3 ポイントの増加と

なっております。児童数の増加と保育需要の高まりの両面から待機児童の増加に繋がっている

状況がございます。この間平成 12年から平成 22 年にかけて、先ほど申しましたように 1,724

人の定員増を行いました。しかしながら、待機児童は平成 22 年４月には 507 人となり、年齢

でみると表４にありますように３歳未満児が 425人で待機児童の約 84％となっております。 

次に６ページの保育需要の推計でございます。平成 22 年３月に策定された次世代育成行動

計画（ふなばし・あいプラン）後期計画では、表５のように平成 26 年度の保育所の保育需要

は 9,000人、家庭的保育事業は 75人の定員増の数値目標を掲げています。 

４点目、財政状況と保育所費の増加でございますが、市税の落ち込みや社会保障費の増大、

清掃工場の建替え、公共施設の保全など厳しい財政運営が続いております。民生費の 17％を占

める保育所費は表７のとおり、平成22年度には約110億円で15年度と比較すると約18億8,600

万円の増加となっており、今後も保育所の新設や定員拡大や耐震化整備に伴い、多額の経費が

必要でございます。 

 また、表８のとおり、公立保育園と私立保育園の運営費には、主に人件費を要因として経費

に差が生じているところでございます。一人当たりの経費を比較いたしますと私立に対して公

立は約 1.15倍、金額にして１年間で一人当たり約 17万４千円の差があるところでございます。 

次に８ページでございますが、５点目、保護や支援が必要な児童・家庭の状況でございます。

表９をご覧ください。生活保護受給世帯、虐待ケース対象児、外国人世帯、ひとり親世帯、及

び障害児の合計が 1,738人で、うち約 75％の 1,312人が保育園に入所している状況です。保護

者や支援の必要な児童の保育園入所比率が高くなっている状況がございます。 

表 10 は保育園に入園している障害児の推移でございますが、年々受け入れ数を拡大してい

る状況でございます。 

表 11は、被虐待者の推移ですが、増大している状況でございます。 

次に、９ページの保育園園舎の耐震化の問題でございます。表 12 をご覧下さい。まん中の

ほうに Is 値という数値がございますが、これは耐震強度の数値でございまして、数値の低い

方が危険性が高いというとこでございます。Is値の0.3未満を特に危険性が高いということで、

第１期の改修として公立保育園４園と南本町子育て支援センターを、まず建替えや耐震工事に

現在、着手している状況でございます。 

２期目としまして Is値 0.3以上 0.6未満の公立保育園 14園と高根台子育て支援センターの

建替え又は耐震工事を順次行う予定でございます。 

次に 10 ページでございます。こちらは、地区コミュニティごとの公立と私立保育園の設置

の状況でございます。網掛け、灰色の濃いところが私立保育園でございます。これを見ますと、

公立保育園は南部地域に 10園が集中し、西部地区は４園、北部地区は２園、中部地区に７園、
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東部地区に４園となっております。公立保育園の分布については、かなり偏った分布になって

いる状況となってございます。 

 続きまして 12 ページでございますが、ただ今申し上げた本市の状況の中で、保育のあり方

検討委員会を設置し、８月 25 日に一次報告、12 月３日に提言を頂きました。この提言に基づ

いて基本計画を策定したところでございます。この公立保育園民営化基本計画についてでござ

いますが、１．基本計画の位置付けでございます。保育のあり方検討委員会の提言に基づき策

定するものであり、今後の本市の公立保育園の民営化を進める上での、基本的な考え方、実施

スケジュールなどを定めるものです。民営化にあたっては、本基本計画に基づいて進めるとと

もに、移行期・移行後の児童や保護者への配慮事項等を定める公立保育園民営化ガイドライン

を策定し、実施することとしております。 

次に、計画の期間でございますが、平成 25年度から平成 29年度までに計画している公立保

育園５園の民営化に適用します。 

 次に、公立保育園の民営化に関する基本的考え方でございます。 

 １．民営化の目的。市では、待機児童への効率的な対応を図るため、必要な経費の一部に民

営化により捻出する財源を充てます。また、在宅子育て家庭への支援などの地域子育て支援、

要保護・要支援児童の保護者への支援、公立保育園における発達支援保育の充実、緊急的一時

保育の実施のために、民営化により再配置できる公立保育園の職員を活用します。 

 さらに、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、民間保育園としての柔軟性や活力、ノウハウを生かした保育サービスを提供し、ひ

いては、市全体の保育の向上を図ります。 

 まず、待機児童対策につきましては、（１）にありますように新設・改築等による認可保育

園の定員増だけではなく、認証保育制度、保育ママ、幼稚園における預かり保育、一時保育の

利用拡大など多様な取り組みを行いたいと考えております。 

 次に、（２）地域子育て支援の充実でございますが、５つの行政コミュニティに拠点保育園

を１園ずつ設置し、（仮称）地域担当保育士を配置し、地域における子育て支援や健診会場で

の子育て支援等、母子保健との連携システムの構築や、要支援家庭への支援、出張相談、出張

育児講座などを行います。次のページの表 13 をご覧下さい。５コミュニティごとの拠点保育

園の候補でございます。南部地区は湊町保育園、西部地区は若葉保育園、中部地区は夏見第一

保育園、東部地区は習志野台第一保育園、北部地区は二和保育園を予定しております。これは、

保育園の配置のバランスや、交通の利便性、耐震建替えに伴い、地域支援の拠点として相談室

や地域支援のための部屋などハードの整備も期待できることから、これらを考慮し、拠点園の

候補としたものでございます。 

13 ページに戻っていただきまして、（３）公立保育園の機能強化として、緊急一時保育の実

施、発達支援保育の充実を掲げております。民営化後、地域支援とは別に公立保育園に一定の

保育士を配置することにより、発達支援保育児の受け入れ数の増加も見込んでおります。 

（４）としまして質の高い社会福祉法人等による保育の質向上と保育サービスの提供で、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ること、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、民間保育園の柔軟性・ノウハウを活かした保育サービス
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を提供します。 

次に、15ページ、民営化により生まれる財源でございます。図３は、120名定員の保育園を

民営化した場合の財源効果のイメージでございます。 

１園で 6,600万円の財源効果が見込めると考えております。 

次に、16 ページ表 14 は５園の民営化する過程での財政影響額を示したものでございます。

上段は、民営化の際に必要となる委託費や補助金、民営化関連経費でございます。下段は、民

営化により公立園が減ることにより、人件費や運営費の減額効果を表示したものでございます。

先ほども申したとおり、１園当たり 6,600万円で、５園を民営化した場合は３億 3,000万円の

財政効果があると考えております。 

次に 17ページ、３．民営化により再配置できる正規職員でございますが、表 15のように 120

名定員のモデルケースで、正規の保育士 17 人、看護師１人、栄養士１人、調理員１人が再配

置を見込めます。新たな子育て支援のために、５拠点に保育士を配置するほか、公立保育園の

機能強化や正規職員の比率の向上を図ります。なお、一部保育士を退職者の不補充に廻すこと

で、保育士総数の抑制も図っていきたいと考えております。 

 ４点目、民営化の進め方でございますが、保護者の理解や協力を得ながら、円滑な移行を図

るため、民営化に関する情報を積極的に提供するとともに、説明や意見を聞く機会を確保しま

す。民営化を進めるにあたっては、移行期、移行後において、保育園の児童や保護者に配慮す

るための事項などを定める公立保育園民営化ガイドラインを策定します。策定にあたっては、

有識者や保護者、保育園関係者、行政職員からなる公立保育園民営化ガイドライン検討委員会

を設置し、検討してまいります。 

５点目、民営化対象園の選定と公表時期でございます。民営化対象園の保護者や、新たに入

所を申し込まれる保護者に配慮するため、民営化の公表から移行まで原則２年の期間を確保で

きるよう、対象園は、できるだけ早い時期に決定し、公表します。また、公表は対象園の保護

者はもちろん、広く市民に行うこととし、公表後は、対象園の保護者に対して説明会を実施い

たします。 

18ページ６番目、民営化の手法でございます。市の財政的な効果、事業者による経営の継続

性や安定性、事業運営の自立性を考慮し、市の用地・施設を譲渡または貸し付け、私立保育園

として運営する移管方式とします。 

７番目、設置・運営主体でございますが、１園目の民営化受託者は、社会福祉法人、学校法

人、医療法人、財団法人のうち認可保育園の設置・運営実績のある法人とします。２園目以降

の民営化受託者は、その状況を踏まえて決めることとします。 

８番目、対象園の選定基準でございます。民営化対象園の選定には、地域の特性やニーズを

踏まえ、以下の５点を重視して、総合的な見地から判断して、市が決定します。 

１点目、 地域の公・私立保育園の設置状況。公・私立保育園の地域バランスに配慮して選

定するものです。10ページをお開きください。先ほどの地区コミュニティごとの公・私立保育

園の設置状況の表でございますが、公立保育園は各地区に均等に設置されている訳ではなく、

南部に 10 園、北部に２園とかなり偏った配置の状況になってございます。このような点を考

慮して選考することとしております。 



－6－ 

 

２点目は、利便性がよく、将来にわたって保育需要が見込めることとしております。 

３点目は、民営化移行時に耐震整備や老朽化に伴う建替え・改築・大規模修繕の必要がない

こと。 

４点目、地域子育て支援拠点園でないこと。先ほど申し上げました 14 ページの地域子育て

支援の候補でございますが、こちらは拠点となることから、民営園から除かれるということで

ございます。 

５点目、建物・敷地が市の所有であること。10ページでございますが、この表の右から 3列

目に敷地の記載がございます。市有地が多いのですが、中にはＵＲ、こちらは独立行政法人都

市再生機構所有地、いわゆる団地の中にある保育園は、ＵＲの土地を市がお借りして保育園を

建てているところでございます。南部地区若松保育園、西部地区行田保育園、中部地区金杉台

保育園、高根台保育園、芝山第一保育園、東部地区習志野台第一保育園、習志野台第二保育園

と、このようなところは、ＵＲの土地を市が借りて設置する場合は無料でお貸しいただけるん

ですが、民間の保育所になりますとＵＲが土地の賃料を取るということでございますので、こ

のような部分は除外するものでございます。 

戻りまして 18 ページでございますが、９番目、対象園数は、今の選考基準に基づいて５園

程度を選定いたします。 

10番目、民営化実施スケジュールは、表 16にあるとおり、25年度から１年に１園ずつ順次

民営化していきます。 

11番目、職員配置につきましては、職員の職種と人数につきましては、公立保育園と同様と

いたしします。 

12番目、選定委員会は、民営化対象園の保護者、有識者、保育園関係者による選定委員会を

設置し、選考にあたります。 

13番目、三者協議会の設置。運営法人が決定しましたら、保育園保護者、法人、市、こちら

は保育園職員を含めてでございますが、三者からなる協議会を設置し、移行後少なくとも３年

間程度は開設し、保育が適切に実施されているか確認を行います。 

14 番目、移行期・移行後を管理・検証する組織の設置。民営化の移行を管理するとともに、

移行後においては移行園の検証を行い、保育の質が保証されているのか評価する組織を設置し

ます。 

説明は以上でございます。 

 

４．質疑応答 

 － 会場別質疑応答に記載 － 


