
第２回船橋市公立保育園民営化ガイドライン検討委員会 会議録 

 

日  時 平成 23年３月８日（火）午後７時 01分～午後９時 06分 

 

場  所 船橋市役所９階 903会議室 

 

出席委員 小林委員、太田委員、小山委員、髙橋委員、鈴木委員、篠原委員 

 亓十嵐委員、大畑代理委員、中村代理委員、佐藤委員 

 

欠席委員 田﨑委員、林委員 

 

市 職 員 川名部子育て支援部長、伊藤保育課課長補佐、池田保育課主幹 

 

事 務 局 健康福祉局子育て支援部保育計画課 

鈴木課長、古畠課長補佐、栗林計画班長、田中副主査、佐々木主任主事 

 

次  第 １．議事 （１）資料説明 

（２）運営条件について 

①職員配置 

②保育内容 

（３）意見聴取について 

（４）その他 

 

傍聴者の定員、実数 定員 14名、傍聴者８名 

 

会議の公開、非公開の区分   公開 
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午後７時 01分開会 

○会長 

こんばんは。一日長い時間お仕事の後のお集まりで、お疲れさまです。 

定刻になりましたので、ただいまより第２回船橋市公立保育園民営化ガイドライン検討委員会

を開催いたします。 

本日は、Ａ委員がお子さんの具合が悪いということで（「本人です」の声あり）、それからＢ委

員が、お子さんがやはり具合が悪いということで代理委員が出席で、このメンバーで検討をして

いきたいと思います。皆様、どうぞよろしくお願いをいたします。 

始める前に、事務局から確認の連絡をしたいということですので、よろしくお願いします。 

 

○事務局 

事務局から２点ご連絡させていただきます。 

まず、マイクの使用についてでございます。前回の会議後、代理人及び傍聴の方から、議事内

容が聞こえないというご意見をいただきました。当委員会を開催する部屋にはマイクの設備がな

いため、本日、ワイヤレスマイク２本を使用することにいたします。１本は議事進行のため会長

の席に置き、もう一本は委員の発言のために回してご使用いただくことになります。したがいま

して、マイクがお手元に届きましてからのご発言をお願いいたします。皆様にはご不便をおかけ

しますが、何とぞご理解ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

次に、前回の会議でご要望のありました、委員及び代理委員がお連れになる小学生のお子様の

保育についてでございます。小学生未満、小学生に上がる前のお子さんの保育の予約をお受けす

る要領と同様に、会議の１週間前までにご連絡をいただければ、小学生のお子様につきましても、

保育計画課の職員が別室で付き添いをさせていただくようにいたします。 

以上２点でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○会長 

よろしいでしょうか。それでは、会議に入りたいと思います。 

今日の会議の公開についてですが、今日は不開示情報が含まれておりませんので公開とし、ま

た、傍聴人の定員につきましては 14 人とすることで決めさせていただいておりましたが、今日

の傍聴希望者は８人いらっしゃいますので、どうぞ、入室をお願いします。 

 

〔傍聴人入場〕 

 

○会長 

よろしいでしょうか。傍聴人の方に申し上げますが、事務局からも注意事項がお手元にお配り

してあると思います。その注意事項を守っていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いい

たします。 

なお、本日の会議終了は９時を予定しております。どうぞ、皆様のご協力をよろしくお願いい

たします。 

１．議 事 

（１）資料説明 
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○会長 

それでは、本日の議事進行に従って、まず、議事の（１）資料説明ということで、事務局から

簡潔に説明をお願いいたします。 

 

○事務局 

資料全般について、ご説明申し上げます。 

まず、資料２－１でございますが、「運営条件について」ということで、①船橋市公立保育園

職員配置基準です。１番から６番までに各職員配置の説明と、裏面には国の配置基準と市独自の

配置基準をお示ししております。 

次、資料２－２でございます。「運営条件について」で、船橋の公立保育園職員がつくったも

のです。参考資料として、国が出している「保育所保育指針」もお送りしております。第１回検

討委員会でガイドライン案をお示ししましたが、その中の運営条件、「（２）保育内容」の部分に

ついて、専門家の委員の皆様から、尐し意味合いが違うのではないかというご指摘をいただいた

ところでございます。本来、保育内容というのは公・私立ともに同じ指針に基づいて行っている

ため、指針は下回ることはないということでございます。ここでは公立の園を移管するという前

提での話になりますので、現在、公立で行われていることをどう引き継いでいただくかという具

体的な話ができるよう、この公立保育園での手引きをお示しいたしました。 

また、本日机上配付させていただきました資料２－２「②保育内容」というＡ４で１枚の資料

でございますが、こちらは、「船橋の保育（保育の手引き）」の「保育理念」と記されている部分、

保育に当たり大切にしたいことを実現するために船橋市の保育園で具体的に行われている取り

組みについて、一覧にしたものです。これを参考にしながら議論を進めていただければと思いま

す。 

続いて、資料２－３ですが、「運営条件について」の③、保育士の研修です。22 年度の内容を

お示ししています。こちらは大きく課内研修、外部派遣研修、他課主催研修に分けてあります。

課内研修につきましては、研修名の後に（公）（私）と示してありますが、これは私立のご参加

もあったという意味合いでの表示でございます。しかしながら、この研修、年に何回か開催され

るのですが、すべてにご参加いただいたということではございません。講演会や何回かの研修の

うちの１回にご参加いただいたという程度のものでございますので、ご承知おきください。 

最後に、資料２－４ですが、民営化に関する懸念事項への市の考え方でございます。保育のあ

り方検討委員会やその一次報告の際の市民意見募集、また車座ミーティングで寄せられました懸

念事項でございます。これにお答えする形で市の考え方をお示ししてあります。 

次に、参考資料としてお送りしたもの、ご用意したもの５点です。 

１つ目は「保育所保育指針」です。 

２つ目は、他自治体民営化ガイドラインです。人口規模が船橋と似ているか、または近隣市と

いう条件で選んでおります。具体的には、世田谷区、相模原市、宇都宮市、横浜市、八千代市、

習志野市の６自治体です。 

３つ目は、他自治体の公立保育園民営化を管理・検証する組織についてです。世田谷区、横浜

市、大東市の３自治体です。 

４つ目は「公立保育園民営化訴訟資料」です。横浜市と大東市の資料となっております。 

最後に、本日お配りしました「船橋市保育のあり方検討委員会資料」です。ご覧いただきまし

たとおり、かなり膨大な資料でして、お持ちいただくのも大変かと思いまして、申しわけござい
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ませんが、郵送はいたしませんでした。 

以上で資料の説明を終わらせていただきます。 

 

○会長 

今の説明について、何かご質問はございますか。あまり多くて整理するのが大変だという感じ

ですが。 

 

○Ｃ委員 

最後のガイドラインの意見聴取の要望については、どこに入るのか教えてもらえませんか。今

日配られたんですけど。 

 

○会長 

わかりましたか、今の質問。 

 

○Ｃ委員 

今日配られました最後の資料はどこへ入るのかな。「ガイドライン検討委員会意見聴取の要望

について」はどこへとじたらいいですか。差しかえですか。 

 

○事務局 

資料２－４の次の「メモ」ということで。 

 

○子育て支援部長 

９ページの次のところに入れてもらえばよろしいかと思います。 

 

○会長 

ほかに何か確認は。話し合いをする中で一つずつ確認しながら進めていかれればと思います。

もし見当たらなければ、その都度おっしゃっていただきたいと思います。 

 

（２）運営条件について 

①職員配置 

○会長 

それでは、「運営条件について」のところから入っていきたいと思いますが、まず職員配置と

いうことで具体的に出てきています。議事進行の仕方ですが、これをこのまま進めていって皆さ

んが話に入れるのかなという気もしなくはないのですけれども、資料２－４の６ページに「運営

条件」があって、そこに職員配置ということが今までのいろいろな意見から出ているわけですね。

それを踏まえながらここのところの職員配置を見ていくのがいいのかなと思っています。よろし

いでしょうか。 

 

○Ｄ委員 

話を差し戻してしまうようで申しわけないのですけれども、今日欠席のＡのほうから意見をま
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とめたものを預かってきているのですが、これを代弁させていただくということは認めていただ

けますでしょうか。 

 

○会長 

何に関しての意見ですか。 

 

○Ｄ委員 

前回発言できなかったことと、それから運営条件についてということで。 

 

○会長 

ほかの委員の方、特にご意見がなければ。 

 

○Ｄ委員 

よろしいですか。 

 

○会長 

はい。簡潔にお願いします。 

 

○Ｄ委員 

すみません、貴重なお時間をいただきまして申しわけありませんが、代弁させていただきます。 

〔読み上げ〕 

前回発言できませんでした私たちの立場について、最初に言わせてください。 

前回の議事録の 32 ページから 33 ページのＥ委員の発言で、「民営化するということが大前提

のもとで、不安を尐なくすることを話し合いましょうというふうに思ってこの会に集まっている

ということ、そこから話し合いが始まるんだということも話し合っていなかったので」云々とい

う記述がありますが、私たち保護者は民営化大前提でこの会に参加しているわけではありません。

公立保育園を民営化する一番のうたい文句である子育て支援がまだ何も決まっていませんし、発

達支援児の受け入れや重いアレルギーをお持ちのお子さんが、どこの保育園でも、できれば幼稚

園でも、安心して通うことができる、そういう制度が整っていない今、民営化には到底賛成でき

ません。しかし、万が一民営化することになったときに、ひどいガイドラインになってしまわな

いよう、私たちは仕方なく、本当に仕方なく、この場に参加することを決めたのです。 

それから運営条件についてです。他市では、委託後１年以内に園長が３回かわったとか、職員

が20人以上やめてしまい、常に新しい先生が入れかわり立ちかわりという事例を聞いています。

そうならないような運営条件をぜひ専門家の皆さんに考えていただきたい。 

保育のあり方検討委員会で、どの回だったか記憶していないのですが、私立保育園の先生方が

「公立保育園の運営条件をそのまま維持するのには、私立保育園の中でダブルスタンダードにな

ってしまう」という発言がありました。しかし、今の公立保育園が何も変わることなく移管する

と市は言っていますから、ダブルスタンダードは仕方がないかなと思うんです。だって、そうし

ないと重度の発達支援児さんや重いアレルギーをお持ちのお子さんを安全に保育するなんて到

底できないと思うんですよね。できることなら、ダブルスタンダードにならずに済むよう、先に

その辺の制度を確立してほしかったです。〔読み上げ終了〕 
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ということです。以上になります。 

 

○会長 

ありがとうございました。ご意見として伺っておきます。 

もう一度繰り返し確認をしておきますが、もう既に議会が始まって、議員さんのいろいろな質

問や、それに伴う答弁も始まっていると思うのですが、今ここに集まっている私たちの役割とい

うのは、民営化をするかしないかという議論ではなくて、万一民営化されることが決定したとき

に、子どもたちにできるだけよい条件のもとで移管をしてほしいというガイドラインづくりをす

ることで、もし議会等で民営化しないということになれば、それはそれでお互いに保育を確認し

たというだけになってくるわけです。だから、ここは民営化するかしないかの議論の場ではない

ということはもう一度確認をしておいていただきたいと思います。もちろん、保護者の皆様のお

気持ちは前回もお聞きしていますし、その保護者の皆様の意見を最大限に聞く中で、どこまで可

能なのか、それから、子どもにとってどういうふうにしたら一番いいのかということで、私やＦ

先生が今ここにご一緒させていただいている一番大きな理由かなとも思っています。 

よろしいでしょうか、進めていって。具体的に入る中で、先ほど言った資料２－４の懸念事項、

できるだけこれをつぶしながら進めていくことが一番大事かなと思っています。 

では、戻りまして、最初の資料２－１の職員配置ということで、これはもう一度説明がありま

すか。このまま各委員の意見を聞いていってよろしいですか。事務局のほうで補足説明はありま

すか。 

 

○事務局 

特にないです。 

 

○会長 

特にはないですか。それでは、職員配置という形で、気づかれたこと、ご意見等があれば、ど

うぞおっしゃってください。これは現在の船橋市の公立保育園の職員配置基準がこうなっていま

すよということです。 

どうぞ。 

○Ｇ委員 

保育士配置基準の「（１）基本的保育士配置」の④「病休要員：保育士の病気休暇、分限休職、

介護休暇等に対処するため」というのは、申しわけないのですが言葉がわからないので、「分限

休職」というのは一体どういうことでしょうか。 

 

○会長 

これは部長さんですか。 

 

○保育課長補佐 

ここにあります「病休要員」というのは、まず病気休暇というものがあるんですが、これは船

橋の制度で、病気になったら 90 日まで休暇できるという制度でございまして、そのあと、病気

休職というものになります。どこが違うかというと、休暇と休職というところが違いまして、休

職になりますと、「病気休職を命ずる」と発令します。それで３年まで休めるんですが、要する
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に、休職ということを発令するようなものについて「分限」という言葉を使っております。理解

としましては、市で命じて休職させる、そういうものを分限と。どこどこに勤務しなさいという

のも発令、例えば夏見第一保育園に勤務しなさいというのも市の発令ですけど、そうじゃなくて

休職しなさいというのも発令するという意味で分限という言葉を使っています。 

これでよろしいでしょうか。公務上の言葉なので、なかなかなじみづらいかもしれないですが、

言ってみれば病気休暇の延長みたいなものです。 

 

○Ｇ委員 

病気休暇が終わったら、これに……。 

 

○保育課長補佐 

90日までは病気休暇をとれるんですが、治らなければ病気休職というものに続いていくんです

ね。そこの職員に対する身分というか、休んでいる状態が違ってくるんですね、病気休暇と病気

休職というのは。 

 

○Ｈ委員 

どう違うんですか。具体的にちょっと……、よくわからないので。 

 

○Ｃ委員 

全然わかりません。 

 

○Ｈ委員 

あいまい過ぎてよくわからないので、もうちょっと一般がわかる言葉でかみ砕いてもらってい

いですか。 

○保育課長補佐 

なかなかこれは難しいのですが、病気休暇をとっている最中というのは、例えば、まだ夏見第

一保育園に勤務しているというか、そこに職があるという状態ですが、病気休職になりますと、

休みなさいという市の指令になるんですね。 

 

○Ｈ委員 

じゃあ、園はどうなるんですか。園から抜けるということですか。 

 

○保育課長補佐 

病気休暇のときも抜けますし、休職のときも抜けますけれども、何て言ったらいいのか難しい

のですが、辞令が出るんですよね、「あなたは病気休職しなさい」と辞令を出すんです。 

病気休暇の場合は給料が出ています。病気休職になりますと給料の 80％しか出なくなります。

※注 

 

○Ｃ委員 

80％も出るんですか。すごいな、３年間も。 
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○Ｈ委員 

それは病院か何かでそういう書類を書いて 80％ですよね。傷病手当というやつですよね。 

 

○保育課長補佐 

病気休暇のときも書類は要ります。当然、お医者さんが休みなさいというふうに命令しないで

自分で休みたいということで休む分には、それは認められないですね。当然、お医者さんの書類

は必要です。 

 

○会長 

よろしいですか。 

 

○Ｉ委員 

独特な用語だから、なかなか理解はできないと思いますけど、要は、分限処分ということにな

りますので。 

 

○Ｇ委員 

処分なんですか。 

 

○Ｉ委員 

休職という発令が出ますから。 

 

○Ｇ委員 

休職しなさいよという意味になるんですね、90日を過ぎてしまうと。 

 

○Ｉ委員 

はい、そうです。 

 

○Ｇ委員 

その場合に 80％の給料が出るんですね。 

 

○Ｉ委員 

だから……、ここは論点が違うな。（笑声） 

 

○Ｇ委員 

すみません。じゃあ、次に行きます。 

その次の「⑤労働安全衛生担当保育士」というのは、先ほどＥ先生に伺ったのですが、もう一

度、市から説明をお願いできますでしょうか。 

 

○保育課長補佐 

労働安全衛生法というものがありまして、ある一定の職員を抱えている職場については、安全

管理者とか衛生管理者を置かなければならない。それで、職場にも衛生委員会とか安全委員会と
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かをつくらなければならなくて、職場を巡視しなければならないんです。例えばその職場の照度、

ちゃんと明るさがとられているかとか、段差があって危険じゃないかとか、いろいろ職場の安全

を見て回らなければいけないんですが、その安全衛生委員会というのは、当然、使用者側だけで

はなくて、労働者側と両方でつくっていくんです。その労働者側の代表として、これを１名保育

士は置いているということでございます。 

 

○Ｇ委員 

保育園に１名。 

 

○保育課長補佐 

全部の保育園で１名、公立 27園で１名です。 

 

○Ｇ委員 

はい、わかりました。ありがとうございました。 

 

○会長 

書き方の問題で、④と⑤は本庁に１名在駐させているということの理解でいいですか。これだ

と基本的保育配置だから、④の病休要員１名、安全担当保育士が１名、各園にいるという読み方

になりますよ。 

 

○保育課長補佐 

④の病休要員につきましては、27園で今のところ５名です。先ほどの労働安全衛生担当保育士

につきましては、27園で１名です。 

 

○会長 

今の説明でよろしいでしょうか。 

確認をしていきますけれども、①、②、③に関しては、これは基本的な保育士の配置である。

④、⑤に関しては、そういう方が出たときの対応として本庁で抱えている。 

 

○保育課長補佐 

配置自体は保育園のほうに配置しておりますが、どこかの園にいるということで。 

 

○会長 

じゃあ、どこかの園に毎年、病気休暇、分限休職、介護休暇等でいらっしゃると、５名が必要

だと。 

 

○保育課長補佐 

はい、置いております。どこかの園というのは、どこかの園で出るから置いているということ

です。 

 

○会長 
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普通、民間だったら出てから対応すると思うんですけど、おそらく、私立の園長先生たちはび

っくりしていると思いますけれども。 

それから（２）の「フリー要員」も、これは本庁ですか、各園ですか。 

 

○保育課長補佐 

これは各園ですね。 

 

○会長 

次の週休要員。 

 

○保育課長補佐 

これも各園ですね。 

 

○会長 

７－７体制をちょっと説明してください。 

 

○保育課長補佐 

変則勤務に対応するための職員でございまして、公立保育園は 12 時間開所しておりますが、

１人の勤務時間は、船橋の場合は７時間 45 分でございますので、当然、時間が足りなくなりま

す。これにつきましては、変則勤務、ずれ勤とか４週８休制、４週間で８つ週休日をつくるとい

うことで対応しておりますが、このローテーションを組むために配置している職員でございます。 

※ずれ勤：ローテーションを組んで、時間をずらして勤務する体系のこと 

 

○会長 

問題になってくるのは、これが公立保育園の基準だと、これをそのまま民間に当てはめなさい

と言われたときに、民間はどうすればいいかということなんですよ。27園に対して１名とか、27

園全体の中で５名、いろいろな病気休暇などに対して、市だから置ける。でも、各法人の場合は

どうしたらいいと思いますか。 

 

○Ｉ委員 

事務局にもうちょっと丁寧に説明していただければ、もっとわかりやすいのかなと思います。

１の（２）の「勤務時間及び週休日の割振りの特殊性による保育士配置等」で、各保育園に置い

ている部分と、27保育園全体で対応するための要員ということで各園に置いていない部分もある

んですね。まずそこの人数を確認して、事務局に説明してもらったほうがいいかなと思います。 

 

○Ｃ委員 

できれば、その説明を１園単位にしてください。受けるのは１園ですから。27園いっぺんに受

けませんので。お願いします。 

 

○Ｉ委員 

まず現状の配置を説明していただいて、ということが先かなと思います。 
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○Ｃ委員 

お願いします。 

 

○保育課長補佐 

それでは、まず人数ですけれども、フリー要員は各保育園に１人配置です。週休要員は公立保

育園全体で４人、７－７要員は公立保育園全体で８人、充実要員は公立保育園全体で１人です。 

というわけで、１園単位に直すというのは、なかなか、何とお答えしていいか難しいんですが。 

 

○Ｃ委員 

わかりました。コンマ１を切った場合、公立保育園に準じるためには、その職員は１人とカウ

ントしてしまうという前提で進めていいんですか。そうすると、すごい人数になりますけど、い

いんですか。じゃないと保育の質が下がったと人数面では言われるわけですか。 

 

○Ｈ委員 

聞いていると、兼任できそうな感じも若干するので、例えば、週休要員が４人いるのであれば、

１園だったら、１人で週休要員と７－７体制のための１人とか、そういうような感じで１園に対

してやるととらえるべきなのか、それとも、コンマ幾つを全部繰り上げてやっぱり人数をたくさ

んやるべきなのか、それをこちらに聞かれても、素人の私たちは答えられないので、そこら辺が

わかるようなものが保育課のほうであったらいいなと思ったんですけど、そういう資料はないん

でしょうか。何で分けているのかがわからない。 

 

○保育課長補佐 

ローテーションは交代制なので、例えば、Ａ班、Ｂ班、Ｃ班、Ｄ班とつくっていったときに、

４つ班があれば、職員は４の倍数乗にならなければいけないはずです。ところが、これは正規の

人数によって配置していくんですが、正規は必ずしもある園にぴったりにならない。そういった

ときに、この人たちを加配していくことによって、各々の人数の是正をしていこうという制度な

のです。 

 

○会長 

わかりましたか。説明を聞いて余計わからなくなった。 

 

○Ｃ委員 

それ以外に非常勤もいるということですよね、保育士定数を上回って。 

 

○Ｉ委員 

まず、１ページの１の（１）ですけれども、もう一回整理しますと、園長が各保育所に１人、

主任が各保育所に１人、③に「児童数に基づく配置基準により配置する保育士」、裏面を見てい

ただきたいのですけれども、２ページ目の上に「保育士配置基準」、児童数の人数に応じる国の

配置基準は、０歳児はお子さん３人に対して１人、１～２歳児は６対１、３歳児は 20 対１、４

～５歳児は 30 対１というのが国基準です。ところが、公立保育所のほうはどこが違うかといい

ますと、１～２歳児はお子様５人に対して保育士１人、ここが違っています。受け入れのお子様
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の数でここを配置していくのですけれども、どうしてもそこの部分は正規の保育士だけでは賄い

切れませんので、そこは臨時保育士を雇い上げて入れている部分でございます。ですから、髙橋

委員が言っている非常勤というのは、臨時保育士と同じ言葉だとすれば、ここには臨時保育士が

入ってきます。要は、船橋市の保育士の配置基準で正規保育士だけで対応できない部分について

は、臨時保育士が入ってくる。ただし配置基準はこういう配置基準でやっていると理解していた

だきたいと思います。 

あとは時間外の部分ですね。時間外の部分はどうしているかといいますと、１ページの（２）

はシフトを組むための要員でございますが、７－７体制というのは朝７時から午後７時までの開

所時間に正規の保育士を１人配置しようという体制のシフトでございます。時間外の時間帯につ

いては非常勤の職員と臨時の時間外職員で対応しておりまして、１人の保育士がいれば時間外に

対応できるかというと、そういう対応はできませんので、そのために、それ以外の非常勤の時間

外の職員とか臨時の時間外の職員を雇い上げているということになります。ですから、ここでは、

時間外の部分の対応は出てきていませんね。 

継続して説明しますが、２番の障害児保育配置基準は、「対象児３人に対して保育士１人、た

だし重度の場合は必要に応じて配置」ということですが、重度の場合には１対１という形になっ

ています。あと産休明け保育配置基準というのは、６カ月未満児を受け入れている園については

保育士１人配置、ただし、６カ月未満児を含む０歳児が１人の場合は児童数配置で、ここもちょ

っとわかりにくいのですが、６カ月未満児の場合は保育士を１人配置しております。看護師につ

いては各保育所に１人、栄養士についても各保育所に１人で、看護師、栄養士については、現在

のところ、正規職員で全部配置できていない状況がありますので、一部では臨時職員。６番の用

務員配置基準は各保育所１人ですけど、これはすべて臨時職員で配置しているということです。 

一応、１ページはそういった形で補足させていただきます。 

 

○会長 

Ｃ委員、よろしいですか。おそらく、言いたいことはいっぱいあると思いますが。 

 

○Ｃ委員 

言いたいこと１つだけにします。切りがなくなってしまうので、１つだけ、こういう聞き方を

します。船橋市は、国が定める基準より何人多く雇えば公立保育園が回るんですか。それを私た

ちは社会福祉法人もしくは準じた法人として移管されるわけですが、要は、国の基準に基づいた

数字、人数、職種以外って、ここに並んでいるものですが、何人多く雇うと今回のこのガイドラ

インで保育の質が下がらなかったと言われるのか。その財源ってどこにあるのかを聞きたいとい

うふうに思っています。 

 

○会長 

これはＩ委員ですか、部長さんですか。 

 

○Ｉ委員 

私から。１ページ目の④の病休要員とか、⑤の労働安全衛生担当保育士とか、（２）のシフト

関係の要員というところですけど、特にシフト関係の要員は、私立保育園でも開所時間が 12 時

間、13時間、14時間とありますので、それぞれの法人の中でシフトが組まれていると思います。
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そういった中でも、シフトを組むに当たって、例えば児童数の配置基準の中だけでシフトが組め

るのかどうかという問題は一つあろうかと思います。そういった関係で、船橋は、保育士定数を

超えて保育士を雇い上げた場合に、２人まで予備保育士として補助制度を持っています。それと

の整合性でこれを整理したときにどうなるかということが一つポイントとしてあろうかと思っ

ております。 

あとは児童数に基づく配置基準ですね。先ほど説明した１～２歳児の部分の配置が違いますの

で、ここは私立さんは国基準の６対１で配置しているところが多いというふうに理解しておりま

すが、恐縮ですけど、予備保育士の２人分をシフトで使っている場合もあるだろうし、個々の配

置基準のところで独自の配置をしているところもあるだろうし、その辺はちょっとわからない点

なので整理したほうがいいかなと。 

 

○会長 

Ｃ委員、よろしいですか。 

 

○Ｃ委員 

はい。これは、突っ込んじゃうとどこまで行ってもという話になると思いますので。 

 

○会長 

できればモデル園で試算をしていただいたほうがよっぽどいいですね。今、多分、保護者の皆

様もわかりにくいところがあると思うんです。 

私もちょっと確認しておきたいのですが、６カ月未満児、当然、国基準の中では０歳児には６

カ月未満児が含まれているわけです。では、何で６カ月児だけこういうふうに取り出すのか。私

立では理解不能な、０歳児未満はおおむね３人に対し保育士１人、でも、６カ月未満児がいたら

１人プラスするということですよね。 

そこのところと、もう一つ、障がい児で重度の場合のこの「重度」というのは、どこで判定を

されたものを「重度」と言っているのか、私にも教えてください。 

 

○Ｉ委員 

要は、障害児保育の配置基準の考え方ですけれども、船橋は「発達支援」という言葉でやって

いまして、発達支援保育審査会という附属機関を持っています。その構成メンバーは、小児科の

医師、臨床心理士、理学療法士、作業療法士、当然、園長先生や看護師さんも入っています。体

験保育ということで観察して、そこで審査していきます。そこの審査会の委員さんだけで判断で

きない場合は、大きな審査会と単純に言っていますが、小児科の先生等が入った専門の審査会の

メンバーも観察委員になるのですが、そこで合議で決めていきます。それで集団保育に適すると

いうことになれば入所の判定に移っていきます。そこでまず決めていきまして、集団保育でＯＫ

ということであれば、保育士の配置はどうするんだとなりますので、そのときは、大体、重度の

場合は１対１の保育という形で、保育課で保育体制をとって受け入れていくということになりま

す。それ以外は３対１という形で、これは、公立保育園、私立保育園、当面、そういう審査会を

経てやっております。 

産休明けの６カ月未満児の受け入れという部分は、いろいろ調べたのですが、完全な理由は見

つかりませんでした。これは公立独自の配置ということで、現在も実施しているところでござい
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ます。ただ、６カ月未満児のお子さんが例えば７カ月になった場合はその配置は解除になります

ので、そういった対応をとっています。この場合は、すべて正規保育士ではなくて臨時保育士で

対応ということが多いです。当然、年度途中に入所しているお子さんの部分は、先ほど言ったと

おり、臨時保育士での対応が基本になりますので、すべてが正規ということではありません。障

がい児の部分は正規保育士で対応してございます。 

 

○Ｆ委員 

ちょっと戻る感じになるのですけど、保育士配置基準の③の児童数に基づく配置基準によって

配置する保育士の中で、正規と非正規がいるという話ですよね。 

 

○会長 

臨時保育士ですね。 

○Ｆ委員 

ですよね。そこの正規と臨時の割合がわかったら教えてほしいんですけど。人数がそれぞれわ

かれば。 

 

○保育課長補佐 

現在のところ、65が正規です。35が臨時です。 

 

○Ｄ委員 

先ほどから保育士の先生方の人数のお話を聞いていたんですけれども、最低基準というところ

で、私の考えとしては、この最低基準が子どもたちを保育するに当たって本当にふさわしい数な

のかどうか。今、日本で決められている数は、国の最低基準というのはこの数にはなっています

けれども、保育の現場で働いている先生たちは、本当にそれで十分に一人一人子どもたちを見る

ことができるのかどうかという、そこら辺の議論もやっぱりあっていいのかなというふうには思

います。 

諸外国と日本とはまたいろいろ事情が違うと思うので一概には言えないと思うのですが、そこ

ら辺を比べてみても、やはり、日本の基準というのはすごく厳しいですよね。今、具体的に数字

は出てこないのですが、幼児、３歳児や４～５歳児も、もう尐し小さい集団で子どもたちを見て

いるのではないかと思うんですね。なので、市のほうで今やっていただいているのは、そこら辺

を加味して加配という形でつけているのかなというふうに私は理解しているのと、あと、「７－

７体制」とか「週休」という言葉がよくわからないのですが、多分、先生方が出勤した分お休み

をとったりするんですかね。それとも、多分７－７だとお当番でずれていって、７時間 45 分と

いう勤務時間で働くと思うので、幾つかシフトがある中で先生方がずれて勤務をしていくという

ことは、例えば、１歳児で５人の保育士が配置されていたとしても、ある時間帯は必ず１人ない

し２人欠ける時間帯があるということですよね。それを満たすために、この人数の出し方が、ど

ういうところから８人、４人とかと出てきているのか私はわからないのですが、それを充実する

ために 27園で何人というふうに配置をされているんじゃないかと私は理解しているのですが。 

 

○保育課長補佐 

例えば７－７というのは言葉で言うと７時から７時までの保育ということで、12時間の保育を
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行っている。ところが、職員の勤務時間は７時間 45 分だということなので、これはおっしゃる

ように、幾つかずれて勤務しなくてはいけないということのための要員でございます。 

それと同じように、土曜日も保育園は開いておりますので、週６日開いているんですが、通常、

週５日勤務で１週間の勤務時間は大体 38 時間 45 分になるのかな。法定労働時間は 40 時間です

ので、そうすると、やはり１日分足りなくなりますから、これにつきましても交代で出てこなく

てはならないということで、これについても余分な要員を充てなければならないということにな

りますので、このためにもつけているというのが加配でございます。 

 

○Ｄ委員 

ありがとうございました。 

 

○会長 

ほかに配置基準についてご意見ございますか。 

どうぞ、Ｊ委員。 

 

○Ｊ委員 

意見というか、説明をしていただきたいんですけれども、おそらく、７－７体制の要員は正規

ですよね。正規職員が担うんですよね。週休要員も正規ですか。臨時はやらない？ 

 

○Ｉ委員 

シフトには臨時は入らない。 

 

○保育課長補佐 

入らないです。正規ですね。 

 

○Ｊ委員 

フリー要員というのは正規ですか。（２）に出ているのは全部正規の職員で雇っている職員で

しょうか。 

 

○保育課長補佐 

基本的には、正規の職員がずれ勤をやりまして、臨時職員につきましてはある時間帯を決めて

雇っておりますので、要するに、ずれ勤をやるのは正規です。 

 

○Ｊ委員 

そうしますと、臨時の職員のお仕事の時間は何時から何時というのが固定で、正規の職員はそ

の足らないところを埋めているというふうに聞こえちゃうんですけど、そういうことですか。 

 

○保育課長補佐 

やはり 65％は正規がおりますので、そういった意味では正規はコアの時間にもいますけれども、

ただ、ずれ勤をすることによりまして、正規の勤務時間帯、コアな時間帯が薄くなりますから、

そこについて臨時を入れているという形になります。 
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○Ｊ委員 

コアな時間帯というのは……。 

 

○保育課長補佐 

ごめんなさい。基本的には、臨時職員の勤務時間というのが９時から５時半です。正規につい

ては、さっきお話ししましたように、７時から７時までいますので、そのうちのある部分を切り

取って７時間 45分。 

 

○Ｉ委員 

コアな時間帯というか、通常保育時間帯と同じ言葉で使ってもいいのかなと思いますけれども、

ただ、11時間開所の時間帯とか時間外保育の時間帯と反対の言葉で、コアな時間帯ないしは通常

時間帯というふうに思ってもらえればいいと思います。そこについては児童数に伴う配置基準を

きちっと守らなければいけませんので、そこの部分については正規保育士と臨時保育士がいる。

だから、もっとわかりやすく言えば、シフトに伴う部分はずれ勤でやりますけれども、ずれたた

めにそこの時間帯で保育士が足りないというのは、当然、最低基準も守らなければいけないし、

公立の配置基準も守らなければいけませんので、そこに臨時保育士を充てているというふうに考

えてもらえればいいかなと思います。 

 

○会長 

Ｊ委員、いいですか。 

 

○Ｊ委員 

例えば、ある正規保育士が朝７時から７時間 45分働くので、そうすると午後２時 45分ですか。 

 

○Ｉ委員 

あと休憩時間とかがあればもうちょっと長い。 

 

○保育課長補佐 

３時半までです。 

 

○Ｊ委員 

３時半ですか。 

 

○Ｉ委員 

それこそシフト表を出さないとわからないですね。 

 

○事務局 

多分、この場で言葉だけでやっているとなかなか勤務形態が見えないので、次回に、モデル的

な勤務形態、例えば、７時からどこまで非常勤が入っていて、うち１人が正規だとか、今、臨時

が入っている時間帯という話がありましたよね。決まっている時間帯。そういうものがわかるよ

うな形にして資料を出して、その上で議論したほうがわかりやすいのかなと今聞いていて思った
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のですが、いかがでしょうか。 

 

○Ｈ委員 

お願いします。 

 

○会長 

いいですか。 

 

○Ｆ委員 

それでいいですが、さっきＣ先生が言われたみたいに、１つの園でというふうに想定したとき

に、どういうふうになるのかというのは提示できますか。 

 

○保育課長補佐 

今こちらでお話し申し上げましたのは、確かにおっしゃるように、正規職員の勤務パターンと

いうのは、７時からのものもあれば８時からのものもあるとか、そういうパターンがありますの

で、その勤務時間帯がどういうふうになっているかはお出しできるということなんですけれども、

先生のおっしゃるのはそういうことですか。 

 

○Ｆ委員 

勤務時間ではなくて、例えば 90 でも 120 もいいですけど、その定員の保育所があるというふ

うに想定したときに、その園で具体的にどれぐらいの人の配置になるかということを教えてほし

いのです。つまり、今はまたがって何園かに１人というような配置がされているけれども、仮に

その中の１つだけを取り出して、民営化されて法人が１つだけを運営するとなって、同等の人の

配置をするというふうに考えたときに、どれぐらいの人の配置になるかというモデルは提示でき

ますかということです。 

 

○保育課長補佐 

もう一つの要因というのが、さっきの正規の数だと思うんですけれども、65％しか正規はいま

せんので、120定員のときに、数自体は、例えば園長が１人いて、主任が１人いて、あと児童数、

何歳児を何人にするということもあると思うんですよね。それをどういうふうに想定するかとい

うことはあるだろうし、それに対して何人必要かということも出てくると思います。あとは、そ

のうちその園に正規が何人割り振れるかという問題が一つ出てくると思いますので、その問題は、

そこをどう想定するかにもよってくると思うのですが。 

 

○Ｆ委員 

正規の割合をどう想定するかというのは、今の正規と臨時の割合をそのまま基本的に当てはめ

てもらったらいいんじゃないですか。 

 

○Ｃ委員 

実在している保育園をピックアップして、その１カ月なりをきちんと出してくれますか。そう

すれば、例えば 150人の定員だとか 200人の定員だとか、そんなのはどうでもいいんですよ、何
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人でも。それに対して０歳児が何人いるんだとか５歳児までが何人いる、それで出てくる保育士

定数ってあると思うんです。ここで言っている（１）の③です。私立保育園はこれでしかお金が

入ってきませんから、これでやっています。ですので、１クラスに４～５歳児が 30 人いて初め

て１人分の人件費が出ると思ってください。ですので、そこで１人しか雇えません。赤ちゃんも

３人いて初めて１人分の人件費になります。そこからプラスして保育課長にすがりついて、お宮

の松みたいに蹴られながらも、「補助金をください」と言って運営をしているのが今の実情でご

ざいますので、公立保育園を民間委託するといったときに、どういう考え方をしたらいいんだと

いうことがここの配置基準の一番大きなところだと私は思っています。保育内容の部分では、こ

ういう言い方をしていいのかわかりませんが、どの園をとっても下回ることはないのかなという

ふうに私たちは信じていますので、一番大きいのは、ここの職員をどれだけ多く雇わなければい

けないのかというところです。 

 

○Ｆ委員 

先生が言われるのは、例えば法人の保育所の基準に当てはめてということですか。 

 

○Ｃ委員 

国基準に当てはめて。 

 

○Ｆ委員 

私は、民営化するというふうに考えたときに、現状から質を落とさないというふうに考えれば、

さっきＡさんの文章の中にダブルスタンダードという話があったんですけど、現状のことをその

まま民間に当てはめたらどうなるかということをあわせて一つ提示してもらえれば、比較はしや

すいとは思います。 

 

○事務局 

では、具体的に、ある園のどこかの月の実際の配置の状況ということでよろしいでしょうか。

ただ会議で言っていてもしようがないので、具体的にある園のある時期に、何人保育士がいて、

何人調理員がいてということで、次回資料を。 

 

○Ｃ委員 

もう一つ、せっかく資料２－１の裏側にも保育士の配置基準だとか調理員の配置基準だとか国

基準と言われる最低基準が出ていますので、これで試算をしてください。定員がわかって、実際

に公立保育園で例えば 200 人の子どもがいる、210 人の子どもがいるというだけで委託費は出て

きます。その収入と、どこまで加配をされているのが公立保育園なんだ、どこまで加配されてい

るのが私立保育園なんだ、あくまでも国基準があって、どこまで積み上げられているんだという

ところで比較をしないと、配置基準もお金も、公立保育園のある保育園で出されてしまっても、

私たちは定員の違う私立保育園を運営している人がほとんどですから、事情がわからない。です

ので、そういう比較をされるときに、特にお金の面と人の配置の面のことに関しましては、国基

準で委託費というのを、逆に私立だったらというところで数字を比較していただきたい。それに

どれだけ積み上げをされてきているのかという比較表を出していただかないと、私たちには読め

ないというところがありますので、よろしくお願いします。 
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○事務局 

わかりました。それでは、まず、現実にある公立園のある月の職員配置、それが国基準であれ

ば何人だということで比較したいと、そういう趣旨でよろしいでしょうか。 

 

○会長 

ちょっと確認ですけれども、例えば公立で軽度障がい児が２人いたらどうなっているんですか。

軽度が２人いたら、今どういう配置をしていますか。 

 

○事務局 

１人の配置になります。３人までは１人。 

 

○Ｃ委員 

これは３人までは１人と読むんですか。 

 

○事務局 

１人、２人、３人までは１人の配置です。 

 

○会長 

これはとても大事なことですよね。私立のほうからすれば、３人に対してというと３分の１と

いう理解をしてしまいます。３人まで１人、４人目から２人という理解でいいですね。 

 

○事務局 

はい。 

 

○会長 

あと確認するところでありますか。 

 

○Ｈ委員 

ちょっと話が変わっちゃうかもしれないんですけれども、もし自分が民営化した園に預けると

いうことを考えたときに、土日に預けたいとか、祝日、お正月とか、用があってとか、今、お正

月でも仕事をしている方はたくさんいるので、こういう配置はどうなのかわからないんですけれ

ども、休日関係なく 24 時間という園もいずれ出てくると思うんですね、民営化していく中で。

そういう園も出てくると思うんですけれども、そういった場合でもこういうことを守ってもらえ

るみたいなものがガイドラインとして出せたらいいかなとちょっと前まで思っていたんですけ

れども、そういうのを入れちゃ変ですかね。話がちょっと飛んじゃったんですけど。 

 

○会長 

今、公立は休日保育をやっているんですか。（「やってません」の声あり）やっていないですよ

ね。そうすると、船橋市全体が保育の質を上げるためにどうしたらいいかというところの議論で

は必要だと思いますけれども、このガイドラインという意味では、現状の保育の質を下げないと

いう論点だと思いますので、だから別な機会にと思います。 
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○Ｈ委員 

はい、わかりました。 

 

○会長 

先ほどＤ委員からも出ていますように、私立を運営している先生方からすれば、おそらく「船

橋はこうなの？」といろいろな驚きがあると思いますし、保護者の立場、預ける側からすれば、

それでも十分じゃないんじゃないか、もっと対子どもの人数を検討してもいいんじゃないかとい

うところになるだろうと思いますけれども、基本線は、今の公立の人件費等の配置基準を下回ら

ないことの検討ということでよろしいですね。それを前提に今話をしていますので、今、船橋は

示されたような保育士の配置基準がありますよと。それを、次回モデル園にしたときにどうなっ

ていくのか、現状では私立に対して船橋市が補助という形で何人か分上積みをされていますけれ

ども、それで足りますかということになってきますよね。その差額をどうするかということです

よね。その辺を次回まとめるということでよろしいでしょうか。 

 

②保育内容 

 

○会長 

それでは、次のところに移らせていただきたいと思います。 

保育内容ということの中で、先ほど言った資料２－４、「運営条件」の中の「保育内容」でい

ろいろなものが出てきています。資料としても「保育の手引き」ということで公立保育園の先生

方が独自につくられたものがあると思いますけれども、まず、Ｅ委員から、これで簡単に説明が

あれば、どうぞ先に。 

 

○Ｅ委員 

保育園に関しましては、保育指針がありまして、その指針に基づいて計画を立てていくという

ことが基本です。これは、どちらの保育園にとってもそういうことだと思います。「船橋の保育」

という形で冊子をつくりましたが、この内容については、子どもたちを育てていくときに基本と

なるところ、子どもの発達とか育ちを重視して子ども中心の保育を実施するときに、どういうこ

とを基本としてやっていくかということを項目として挙げて、厚生労働省の定めた保育指針と船

橋の指針という形で使っているものです。最初につくった「船橋の保育」の内容は、若い職員に

とってもきちんとその内容が伝わっていくようにということの基本をつくったものですので、こ

ういう形で出していくというもので最初につくったものではないんですが、これを基準にしなが

ら各保育園で年間の指導計画を立てたりしていますので、出させていただきました。 

この中に「船橋の保育」で出してあります項目と同じものが運営条件という形では書いてある

んですが、「大切にしたいこと」の８項目、私たちは、特にこの内容を大切にしたいと思って挙

げています。それを実際例えば自分を信じる力とか人を信じる力にしたい、それは指導計画など

になったときにはどういう形で入れているか、どういうところにそれが入るかということを、簡

単に書くということだったので入れてみましたけれども、これは、例えば食育一つとっても、そ

れが命のはぐくみのところに入っていたり、健康であったり、それから、みんなでちゃんとつく

るということであれば生活の力にもなってくるわけですから、１つの項目がこの８項目の中のあ

っちにもこっちにも入ってくるということでは、保育内容としてはいいのだと思っていますが、
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基本の「大切にしたいこと」ということで出させていただきました。簡単ですが。 

 

○会長 

ありがとうございます。 

資料２－４の６ページ、「保育内容」で、今まで、あり方検討委員会、市民意見募集、車座ミ

ーティング等より、保護者の皆様から出た疑問点、心配なところというのがあります。ここをつ

ぶしていきたいと思うんですけれども、この中で保護者の方でもいいですし、どなたでも、何か

ここはこうだという意見があればおっしゃってください。特になければ、頭から一つずつやって

いきますけれども。特にはいいですか。一つずつ順序よくやっていくということでよろしいです

か。 

それでは、保育内容のということで、「幼児教育や発表会などを望まない」ということで、三

者協議でやったらどうかということが市の意向として出ていますけれども、「幼児教育や発表会

などを望まない」というのは、ちょっとよくわからないんですけど。 

 

○Ｆ委員 

個別のほうへ入る前に、全体のことでいいですか。 

今、船橋市の公立の保育所でどういうことを大事にしていて、具体的にどんな取り組みをされ

ているのかというのが、多分ある程度わかったほうがいいだろうなと思って、こういった資料を

出してもらいたいと言ったんですけども、例えば保育内容とか、前回もちょっと話があった保育

の質とかという話になると、今、保育の質って一定の尺度がないんですね。それで、例えば人的

な面を見て、保育者の資質の問題を見るとか、それから保育者の集団がどういうふうになってい

るのかというのを見る。それから、物理的な環境で、保育室とか園庭とか遊具とか教材とかとい

うのを見る。 

それ以外に、ここに出ているような、大事にしたいことをもとにした具体的な実践の内容とか、

それを具体化する方法というのがありますよね。例えば今だったら、ここで言うと発表会をやる

かやらないかというのもそうかもしれないし、縦割りで保育をやるかとか、年齢別の保育をする

かというようなこともそうだと思うんですけど、例えば物理的な環境みたいなものだけにどうし

ても目がいってしまうと、じゃあそれで保育の質が本当に担保されるかとか、本当はそういうと

ころに出てこないところですごく不安があるんだと思うんですね。 

送ってきていただいた資料とかを見れば、子どもの側から見たときに環境が激変しないという

ことで、基本的に保育のやり方も含めてある程度引き継ぐと。保護者からの意見なんかを見ても、

ある程度引き継いで、でもなおかつ民営化された民間の保育所のいいところをそこに反映させて

いって、時間をかけて保護者と一緒にそこを考えながらつくっていくというような流れになって

いる。そういうのが多分望ましい形なのではないかなと、私はいろいろ見て思ったんです。 

だから、結局、ここの保育内容は三者協議会で検討するとか、あるいはその前に多分選考する

ための委員会が出てくると思うので、そういったところで今の保育の内容とかやり方というのを

しっかり伝えていくというか、そこで協議をして進めていくということが必要になるのかなとち

ょっと考えています。 

だから、保育内容を見るときに、物理的な環境とか、人の数とか、そういったものだけではち

ょっと見られないところがあるだろうなと。でも、そこを何とかして拾っていくということが必

要ではないかという意見です。 
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○会長 

今の意見に対して、皆さん、いかがですか。 

 

○Ｈ委員 

今の意見に補足というか、思ったんですけれども、実際、民営化する園というのがどこかまだ

わかっていないし、当事者ではないので、ここで言っていても見えてこないものもいっぱいある

と思うんですね。なので、実際民営化が１園例えばあってから、もう一度どうなんだろうと、検

証するのを含めてやっていったほうがいいのかなと思います。 

移行期と完全に移行し切ってからとではやっぱり話も変わってくるので、その都度その都度何

かしら集まって、どうなんだろうというのをつくる、そういうもとをここでちょっと出せたらい

いなと思っています。どうでしょうか。 

 

○会長 

ほかの方々はいかがですか。 

 

○Ｄ委員 

今、「船橋の保育」という資料を見させていただきました。ちょっとうまく言えないんですが、

私は３人子どもがいて、一番上の子が半年のときから保育園で預かっていただいて、ちょうど６

カ月だったので、まだミルクしか飲んでいないところから、離乳食を食べて、スプーンの使い方

を覚えてという順序を、保育園ですごくやっていただいたという記憶があります。本当に細かく

先生方にすごく教えていただいたという記憶があって、もう上の子は今６年生なので、上の子の

ことはだんだん忘れかけているんですが、すごく細かくやっていただいたという記憶があります。 

先生方はそれを継承していく中で、多分この手引きだけだとちょっとわかりづらいというか、

公立保育園で多分先生方がかわってもそんなに保育が変わらないということは、公立保育園で言

えば、27園でこういう子どもを育てましょうという共通したものが多分あると思うんですね。そ

れを実践するに当たって、もう尐し細かいものがあるとするならば、そういうものが見れるとい

いなと思いました。 

あと、私立の保育園でもゼロ歳のお子さんからきっと預かっていると思うので、保護者の目で、

私たちが見てもわかるような具体的な食への取り組みのプログラムだったり、例えば「自然の中

で育つ」といっても、この文面だけだとちょっと私たちにはイメージしづらいものがあるので、

何か具体的に各園とかで取り組んでいる本当の保育内容の資料があれば、もっとイメージしやす

いのかなと思います。 

保育の質というところでは、何が本当にいいというのは人それぞれだと思うので何とも言えな

いのですけれども、だったら公立保育園のいいところと私立保育園のいいところを、せっかくい

ろんな先生方がいらっしゃるので、一緒に見させてもらって、よりいいものをつくれたら一番い

いんじゃないかなというふうに私は思いますので、もしそういう資料があるならばぜひ見たいで

す。 

 

○会長 

最初に、公立ではこれ以外にもっと詳しいものというのはあるのか。どうぞ、どちらかお答え

ください。これが共通のものなのか。 
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○Ｅ委員 

もう尐し具体的なものが入ったものを、私立保育園、公立保育園の船橋の保育のガイドライン

という形でできないだろうかということで、進行形な形でつくっていて、まだそれを公にする段

階ではないので、とりあえず公立保育園でつくったものという形で出させていただいたのが「船

橋の保育」です。もう尐し肉づけしたものは、各公立保育園の中でもやっているし、私立保育園

のほうでもつくっていらっしゃると思いますし、保育指針が変わった時点で、保育課程という形

で、各園の理念に基づいて、どういう形でやるかということは指針の中にもうたわれていまして、

各園で必ずつくるものです。それが共通の内容で一致すれば、船橋の保育としてレベルは上がる

ものだろうと思っていますが、まだここに出すというものではないんです。 

 

○会長 

現状として、公立は、これが今みんなが共通して理解して使えるものという理解でいいですね。 

 

○Ｅ委員 

そうですね。 

 

○会長 

今度は私立で、今質問があったそういうものがあるかどうか。 

 

○Ｇ委員 

私立はもちろんそれぞれの園でやっております。それぞれの園にそれぞれのいろいろなものが

あるんですけども、ちょっと私立の立場ではなくて、公立のほうで、昨年の 22 年３月で船橋市

保育ガイドラインの素案というのをもらったんですが、先ほどのお話はそれのことですか。 

それで、「これにご意見がある場合には保育課に言ってください」ということを言われたので、

私何点かこれでご意見を申し上げたのですが、例えばぱっとあけてみたら、トイレの指導の仕方

とか、それから幼児でおむつを使っている子の対応とか、休息・午睡とかということで、それぞ

れ本当に詳しいことが書かれているんですね。 

ですから、私はこれを基本というか、これをもとにして、それぞれの私立の意見がこの上に乗

っかったものがいいんじゃないかなと思っていたんですけれども、今これが進行中であるという

ことですので、もっともっとご意見をいただいて、これで何かやっていただけたらなと思います。 

 

○会長 

Ｃ委員、何かつけ加えることがあれば。 

 

○Ｃ委員 

私は、つけ加えるのではなくて、Ｄさんがおっしゃったことは、何を見たら一番わかるんだろ

うとずっと考えていました。具体的な、例えば公立保育園は 27 カ園すべて共通の年間カリキュ

ラム、月案カリキュラムを使われていると……。 

 

○Ｅ委員 

ちょっと違っています。 
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○Ｃ委員 

ちょっと違うんですか。 

 

○Ｅ委員 

各園違います。 

 

○Ｃ委員 

そうですか。じゃあ、そこら辺が、標準的なのはどこをもって、何保育園の月案カリキュラム

がいいのかわかりませんけれど、そういうことなのかな。言いかえれば、要はこの月にどういう

ねらいがあって、子どもとはどういうかかわりをしていく、どういう指導をしていく、保育をし

ていく、その中で職員がどういうことに留意点を持ってかかわっていくのかということを、各園

ですべて持っているんですよ。でも、それを例えばビデオに撮って上映できるようになっている

かとか、ペーパーになってプレゼンテーションできる状況になっているかというと、それはない

かなと思いますので、何を比較をしてもらうと、公立保育園の保育の質と言われる部分と私立保

育園の保育の質と言われる部分を比較できるのかなと、今考えていたんです。今そのくらいしか

思い当たらなくて、あとはもう、一日見ていただくしかないのかなというぐらいしか思えない。 

ここで言うガイドラインはすごく難しくて、公立の保護者の方がおっしゃっていること、会長

がおっしゃっていましたけど、資料２－４の「公立保育園民営化に関する懸念事項」、これはこ

こにいらっしゃる３人の方が全員思っていることではないじゃないですか。 

 

○Ｄ委員 

違いますね。 

○Ｃ委員 

そうなんですよ。そうしたら、この違う意見、公立保育園の保護者の代表の方の意見と違うと

言っていることを一々取り上げていく必要があるのかどうかということも、私はすごく大切なの

かなと思っています。 

特に一番最初に保育内容である「幼児教育や発表会などを望まない」というのは、本当にそう

かな。じゃあ、公立保育園では幼児教育はしていないのね。私たちが読むと、親の前で何か出し

物をするというような生活発表会を含めて、していないのねと思ってしまうわけです。公立保育

園のことを知らないから、そういう活動の内容については。 

ですから、このことをさっき会長が「一つずつ検証していこう」と言ったときに、どうとらえ

たらいいんですか。一人もしくは１枚メモが入っていたから、メールが入っていたから、それに

ついて私たちは全部どうしましょうかというふうに話をしていくのかどうか。それとも、ここの

10人のメンバーの中で、ロバート議事法じゃないけど、尐数意見はきちんと尊重します、資料と

してはあなたの意見があったことを残します、でもこれはいいよね、でいくのか。その辺はこれ

から会長が進めていかれるんだと思いますけれど、ここに書かれていることって本当に皆さんの

意見ですかというのがすごく逆に心配です。本当にこう思われているんだとしたら。 

ちょっと話がそれちゃって申しわけありませんが、比較をしていただくのには、今私が頭に浮

かぶのは、月案カリキュラムぐらいを比較すると、その保育園のことがよくわかるのかな。年間

カリキュラムを見てもわからないし、週間カリキュラムを見ても、日案なんかを見ても、その日

のことしかわからないですから、難しいなと思っています。 
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○Ｄ委員 

月案カリキュラムというのは毎月つくられているものですよね。もしそういうものが見せてい

ただけるのであれば、ぜひ見たいなという気持ちはあるのと、この保育内容で懸念事項として出

てきたところも、もちろん私もすべてそう思うというものはないです。全部ではありません。な

いんですが、やっぱり何人かでもこういう意見を持った保護者がいるというところで、例えば公

立・私立関係なく、実際保育に携わっている先生方の保育観みたいなものを聞かせていただくと、

どこが大事なのかというのが尐し見えるのかなというふうには思いました。もしかしたら公立も

私立も同じかもしれないし、大事にしているところが多尐違うところが出てくるかもしれないし、

そういう議論がこの場で必要かなと私は思います。 

 

○Ｉ委員 

私はちょっと補足的なことで、まず公立保育園 27 園あるんですけれども、それぞれに保育課

程があって、年間カリキュラムがあって、月カリがあって、週カリがあるということは理解して

いただいたと思います。 

それと、Ｇ委員が言っていた保育のガイドラインの案なんですけれども、これは次世代育成の

後期計画を策定するときに、委員の皆様からご意見をいただいて、船橋の保育のガイドラインを

つくって、それで保育の質の向上に寄与するためにどうかという話がありましたので、参考書的

につくる必要があるだろうということで、その後期計画をもとに受けて、ガイドラインの策定の

ほうに入ったんですね。 

現在、公立保育園、私立保育園それぞれの園長会とかで提示して、Ｇ委員が言ったとおりご意

見をいただいております。その中でまたフィードバックしたりしてつくり上げていくものという

ことで、現在まだ案がとれていない段階ということで理解していただきたいなと思います。 

 

○会長 

何かありますか。 

 

○Ｋ委員 

私もなかなか発言する機会がなかったんですけれども、Ｃ先生が「本当に私立保育は劣ってい

ませんよ」「じゃあ公立で何を大事にしているのかというものを示してくれ」と言われたので、

文章ではなくて、一応ピックアップして、指針があり、各園で保育課程をつくり、このようにし

てみました。 

ただ、これから見えてくるたくさんのもの、例えば先ほどＤ委員が「自然はどういうことを示

しているの」と言われたので、ここの自然の部分を見ていただいて、自然の中で育つということ

を一応このジャンルで分けてみましたけれども、ここから広がるもの、それは保育課程の中にや

はりゼロ歳児から年長まで掲示し、この中で例えば一番最後の「身近な事象に関心を向ける」と

いったら、じゃあ何なのか。これはやはり見ているだけではちょっとわからないかもしれない。

自然事象もあって、四季折々の季節の変わりとか、草花の様子を見るとかというようなところ、

あとは社会事情とか人間関係とか、すべて保育課程に入っているかなと。ただ、それはちょっと

書き切れなくてというところでのものです。地域の中で育つってどういうことって。 

公立だけではなくて、もちろん私立でも行っているものだと思いますし、先ほど言われた「『船

橋の保育』に大分詳しく出ていますね」というのは、新人保育士も入ってきますし、途中から臨
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時さんも入ってきますし、まずこれを見ながら保育も進めていったらわかるんじゃないかなとい

う中でかなり細かく入っています。公立は結構それをもとにやってきたので、私立の先生にも見

ていただけたらなという思いで、今あと尐しで完成する途中になっております。 

 

○Ｅ委員 

自然の中で育つということで、四季折々のものを使って室内環境を整えるということをここに

書いてあるんですけれども、例えば四季折々のものを布や自然物を使ったり、それからフェルト

ボールをつくってみたりとか、ドングリを拾ってきたり、いろいろな自然のものを室内環境の中

にも取り入れていくということは、こういう言葉の中にはなかなか出てこないものなんですね。

室内環境を整えるといってもいろいろな形で整え方がありますので、うちの園にしたら、やっぱ

り布を使って、そしてその環境も、ちょっとしたお人形でもつくったものを置いてみたりとかい

う形で、定期的に変えていくという形をとっています。自然のかごの中に柿が入っていたり、リ

ンゴが入っているときもありますし、編みぐるみの動物が入っているときもありますし、それは

その園の考え方などが、どういうものを使って自然の中で育ってほしいかという思いが入って環

境を整えているということですから、その内容をここにあらわすといいましても、なかなかあら

わしにくいものだなと思っています。 

ですから、一つ一つをそういう形で出すということが難しいものを、ガイドラインの保育内容

の中にどういうふうに入れればいいか、共通認識にするのは難しいなと思いました。実際どれに

当てはまるかということは自分たちでやってみたんですけれども、なかなか入れるのが難しかっ

たというのはありました。それが実際の保育の中での目に見えてこないところのものなんだと思

うんですけれども、それをガイドラインの中に入れるときにはどういうふうにあらわしたらいい

かということは、逆に教えていただけるとまた違う言葉であらわせると思うんですけれども。 

 

○Ｋ委員 

もう一ついいですか。先ほど懸念事項の中で「幼児教育や発表会を望まない」とありましたけ

ど、私もこれを見て、じゃあ幼児教育って何と。「望まない」と書いてあるけど、３歳になった

ら何とか指導をするとか、そういうことが幼児教育なのか。保育園でも教育は全くしていないと

いうことではないよと、その辺をこれを見て私は思いました。 

発表会といっても、保育園は舞台の上で発表会はしません。生活の一環の流れの中で、やはり

保護者の皆さんに見ていただけたらという思いもしていますので、その辺で一つ一つ見ていくと、

私立の先生の思いもこちらの職員の思いもあるかなと。養護から始まって、養護の中にもやはり

教育的なところも入っているよというところで、小さいながらも養護と教育。それが幼児になっ

てくると、教育的な部分で字を教えることが教育ではなくてというところで保育しているので、

その辺「あれっ」というようなところも今ちょっとこれを見て思った次第です。 

 

○会長 

いろんなご意見が出てきましたけれども、要はここのところをどう整理するかということの中

で、保護者の皆様は公立保育園でやっている保育の水準を、ともかく民間移管になってもそのよ

さをなくしてほしくないというところが多分本音で、そのなくしてほしくないというところの中

でいろんな疑問点、言葉遣いが専門的でないところがあって、誤解を招くところもありますけれ

ども、そうあってほしくないというものがあるんだろうと思います。 
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先ほど大畑委員から出たように、皆さんは公立保育園の保護者の立場ですから、私立の保育が

どういうことかよく見えないから、そこでいろんな疑問とか不安が出てくるだろうと思うので、

先ほどＣ委員から出たように、月案等を公立と私立とそれぞれ出していただいて、来月それをそ

れぞれ説明していただくと、もう尐し皆さんにわかりやすいかなと思うんです。私立はお二人で

話し合って進めていただきますか。 

 

○Ｃ委員 

うちでもいいんですが、さっき言葉足らずでしたけれども、３歳未満児は個別なので、子ども

一人一人に向けて、もしくは月齢を狭めてつくらなければいけませんので、子どもの名前が入っ

てしまっていますから、３歳以上児にしてください。でいいですか。０歳、１歳、２歳はちょっ

と出しづらい。子どもの名前を全部黒塗りしてしまうと何だかわからなくなってしまうので。 

○Ｄ委員 

黒塗りでは出せないんですか。難しいですか。 

 

○Ｃ委員 

難しいですね。例えばその中で、この月齢なんだけど、本当は基準的にはこのくらい、例えば

おむつがもうそろそろ平均的にはとれるんだけど、この子はとっても遅れているというようなこ

とも全部そこに組まれてしまうから、３歳未満児はちょっと出すのは厳し過ぎますね。公立も３

歳未満児は個別ですよね。 

 

○Ｋ委員 

個別配慮をしています。 

 

○Ｅ委員 

全体のカリキュラムがあって個別配慮があるという形ですから、個別だけではないです。 

 

○Ｃ委員 

うちは、全部その月齢の子ども用になってしまっているので、そこはちょっとお見せしづらい。

３歳以上児だったらお見せできます。 

 

○会長 

どうですか。 

 

○Ｊ委員 

Ｇ先生の園のほうはどうなんですか。 

 

○Ｇ委員 

０歳については完璧に個別にやっております。その上については、２歳、３歳は、やっぱりＣ

先生のところのように配慮事項ということで、必ず週の中でその子について何かを記録するとい

う、それはもう全園児ですね。 
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○会長 

とりあえず、以上児で比較するということでいいですか。 

 

○Ｈ委員 

幼児教育の件でちょっと。 

 

○会長 

ちょっと待っていて。 

要は月案をどういうふうに出すかどうかということで整理をしておきたいんですけれども、Ｃ

委員から、個別に関して個別過ぎるので、できれば公立と私立を比較するという比較のしやすさ

から言えば、３歳以上のお子さんたちの月案をお互いに出し合ったら理解していただけるかなと

いう提案ですけれども、それでいいでしょうか。 

 

〔「はい」の声あり〕 

 

○Ｃ委員 

１年分ですか。 

 

○会長 

どこかの月案。だから、それを決めれば、何月ということを私立はお二人で、ほかの園でも構

いませんし、公立はそちらお二人で、どこの園でも構わないですけれども、月を合わせて、５月

にするのか６月にするのか、私立と合わせて次回提出していただくということで、公立のほうは

よろしいでしょうか。じゃあ、次回それを参考にしながらということでしてください。 

先ほど、懸念事項を個別にやってもいろいろだということがありまして、どうしますか。要は

基本的に公立保育園の保育内容を受け継いでいくと。ここに出た「船橋の保育」の手引きを尊重

してほしいと。だから、それは選定委員会で、今度実際に園が決まって、その園を引き受ける私

立が手を挙げたときに、この「船橋の保育」を参考にしていただけますかという確約をとってい

けばいいということになりますけれども、そういうことで一つ一つ今取り上げなくてもよろしい

という理解でいいですか。 

 

○Ｄ委員 

何回もしゃべってすみません。私はできれば話してほしいです。 

 

○会長 

一つずつ？ 

 

○Ｄ委員 

はい。というのは、やっぱり私も幼児教育や発表会などを望まないという意見ではないんです。

例えばここで話した意見がじゃあ全員そうなるかというと、そうではないんですが、代表として

集まってきているというところで、ここに集まっている委員がどう思うかというのはすごく大事

なことだと思うんですね。ここに書いてあることをじゃあ引き継いでくださいと言っても、やっ
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ぱり話さないとイメージがわかないと思うんです。例えば本当にそんなに突っ込んで話はしなく

ていいと思うんですけれども、幼児教育や発表会について言えば、全員が一言ずつしゃべらなく

てもいいんですけれども、やっぱりどう思っているのかというのは、私はぜひ聞きたいです。 

 

○Ｆ委員 

ガイドラインをつくるとか、ガイドラインについて検討する、この委員会の使命というか役割

として、どういうことが話し合われるかということが多分大事なので、今、Ｄさんが言われたよ

うに、検討はしたほうがいいかなと思うんですね。ただ、これ全部を一つずつやっていくかどう

か。この中で特にここはどうしても気になるということがあれば、そこを中心にやっていったら

いかがでしょうかと思うんですが、どうですか。全部必要でしょうか。 

 

○Ｄ委員 

これはあり方検討委員会の市民意見募集と車座ミーティングからの意見だったと思うんです

が、市民意見が多分、九百何通あったと思うんです。 

 

○Ｊ委員 

903。 

 

○Ｄ委員 

903 通あって、車座ミーティングでもそれぞれが何カ所かでやった中で、いろんな方がいろん

なことを言っている中での抜粋がこれだと思うので、やっぱりこれは一つずつやっても意味があ

るかなと私は思います。 

 

○会長 

Ｃ委員、いかがですか。 

 

○Ｃ委員 

やるならやりますが、ただ、結局３人の方のお話を承って、３人の感性で、例えば今の話です

と、私たちと「幼児教育や発表会などを望まない。いいよね」という話になってしまう。そうす

るとこれを上げた方っているはずなんですよ。そういう方の意見はどうしたらいいですか。 

 

○Ｄ委員 

じゃあ、なぜ望まないと思ったのか、何を見てそう思ったのかというのは、もしかしたら違う

とらえ方をしている可能性もあると思うんですね。もしかしてどこかで経験したのかもしれない

ですし、どういうふうにあれしているかわからないんですが、とらえ方が違うというところでは、

じゃあ何で望まなかったんだろうと。例えば子どもに厳しく厳しく教えて、すごく完成度の高い

劇をさせたという話を聞いた保護者がいるとしますよね。そうすると、子どもにそこまではさせ

たくないなとか、あと私の子どもが通っている保育園で言えば、もうふだんの生活を中心にとい

うところでとらえれば、そういうことをすごくいつも言われているので、そういうところを中心

に発表会というものを組めば、また違う印象になりますよね。そういう話をしてほしいなと思う

んです。 
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だから、「じゃあ発表会はやめましょう」とここで決断するということではなくて、何をみん

なが大事に思っているか、それぞれ出してくれば、ここで決めなくてもこれは議事録に残ります

よね。そうすると、ほかの保護者も、いろんな方がみんな読めるわけですよね。そうすると、一

体どんなことが話し合われたのかがわかるし、ああ、この委員はこういうことを考えて発言した

んだとか、そういうのがもっと細かく見えると思うんです。これが、じゃあこの資料のまま、「こ

ういうことは引き継ぎましょう」で終わってしまったら、議事録だけを読んだ方はわからないと

思うんです。なので、一つ一つちょっと時間がかかって大変かなとは思うんですが、そういう話

をすることが大事かなとは思うんですね。 

 

○Ｊ委員 

これは懸念事項として上がっているものですが、おそらくこれ以外にもたくさんの意見があり、

車座ミーティングでの発言もあったと思うんです。ただ、その中で事務局がこれをやはり上げた

ということは、それだけたくさんの数があったと同時に、事務局のほうがこれについて議論して

いただきたいと思っているのかなと私は理解したんですけれども、それはどうなんでしょうか。 

 

○事務局 

基本的に事務局で抜粋するということはなくて、集約しました。同じ意見が何通もあれば、そ

こで一つのところに集約しますので、車座とこれの出た意見を項目に当てはめて、これだけの種

類の意見がありましたということです。 

 

○会長 

まだありますか。 

 

○Ｊ委員 

そうしましたら、やはり私もＤ委員と同意見なんですけれども、出た意見を集約したというこ

とであれば、そういう意見をお持ちの方がかなりの数いて、しかも意思表示をしたということな

ので、尐なくとも保護者委員がそういうふうに思っていなくても、私たち以外の人が思っている

ということについては、やはり丁寧に話し合うべきかなと思います。 

 

○会長 

それでは、次回、これを一つずつみんなで話し合って、共通理解という形でしていきたいと思

います。１～２分で済んでしまう項目もあれば、皆さんが理解するために尐し時間をかけたほう

がいい項目もありますので、残された今日の時間ではちょっと無理だと思いますので、人件費の

ところと保育内容の中身の問題は次回の頭にしていきたいと思います。 

 

（３）意見聴取について 

 

○会長 

実はもう一つ、今日中にどうしても皆さんの確認をとらなければいけないものがあるので、次

の項へ移らせていただきます。 

議事の３番の意見聴取についてということで、前回終わった後、皆さん各委員から、できれば
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この委員会にこういう方をお呼びしていただきたいという意見が寄せられたんですね。ですから、

それは後半ではなくて、できるだけ早い時期に来ていただかないと意味がないので、できれば次

回そういう方に来ていただいて、それぞれの体験をお聞きできたらいいなと私も思っています。 

「ガイドライン検討委員会 意見聴取の要望について」というところの用紙をちょっと確認し

てください。お手元大丈夫でしょうか。 

Ａ保育園（民営化移管園）で、実際に民営化移管を受けた保護者の方に来ていただくというこ

とが一つ。２番目、社会福祉法人で、実際に受託をした法人の園長先生に来ていただいたらどう

か。もう一つは、保育園廃止処分取り消し請求裁判の原告になった方。４番は愛知の方、法人に

て民営化受託を経験した方ということなんですけれども、一点は次回の日程がこちらが決まって

いますので、その日程に相手の方が実際に来ていただけるかということがまず前提条件になりま

す。 

あとは、この四方全部必要なのかということの中では、もしかしたらご都合が悪い方もいらっ

しゃると思うので、順番をこの 10 人で決めていただいて、交渉をしていただいて、それでご都

合の悪い方は、「当日どうしても来られません」と言われてしまえば、相手のあることですので、

来ていただきたいと思ってもご無理だと思うんですけれども、そんなふうで尐し決めていきたい

んですけれども、よろしいでしょうか。 

お呼びしたい方で、次のページも皆さんあるんですよね。 

 

○事務局 

１枚です。 

 

○会長 

１枚ですか。そうしたら、Ａ保育園の、実際に千葉県の中で移管をした他市の保護者の方とい

うことでお呼びすることには、皆さんどうでしょう。よろしいですか。反対の方はいらっしゃい

ませんね。 

２番目の実際に受託をした私立の法人の園長先生に来ていただいたらどうかということはよ

ろしいですか。 

３番目の請求裁判の原告の方に来ていただいたらどうかということでは、どうでしょう。ガイ

ドラインというレベルで来ていただけるのかしら、この方はちょっと。 

 

○Ｃ委員 

質問していいですか。何のために、このＣの方はどういう理由でお呼びするのかによって賛成

もしますし、反対もしたいと思うんですけど、公立保育園を裁判になってしまうほど変な移管を

したのを繰り返さないためにどうしたらいいんでしょうかということで、これはすごく前向きに

は無理をして読んだつもりなんですけれど、どう理解をしたらいいんでしょうかね。これはこの

委員の中から出たということですよね。 

 

○会長 

ですよね。推薦した方は、保護者のほうからの推薦？ 

 

○Ｊ委員 
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Ａ委員です。 

○会長 

どうしますか。 

 

○Ｊ委員 

Ｃ先生のおっしゃっていることでほぼ正しいと思います。結局、あるところの保育園でそうい

う裁判ざたにまでなってしまっていると。そういうことをしてしまった方のお話を聞いて、そう

ならないために何をここで話し合うべきなのかということを考えたいと思います。 

 

○会長 

あくまでもガイドラインづくりに対しての貴重なご意見を伺えるということですね。賛成、反

対のレベルだとちょっとずれてきてしまうので。 

 

○Ｊ委員 

それは違います。もしかしたら、この裁判にまでいってしまったケースは、こういった話し合

いが十分なされなかったのかもしれないですから、やはりそういった意味では、この話し合いを

より意味のあるものにするためには必要だと思います。 

 

○会長 

よろしいですか。ちょっと心配？ 

 

○Ｃ委員 

あるなし論に戻ってしまって、ガイドラインの委員会ではなくなってしまう懸念がちょっとし

ます。この方がどういう話をされる方か全然わからないですけど。 

 

○会長 

ただ、保護者の皆様からの推薦。 

 

○Ｊ委員 

ただ、当然ですけれども、船橋市では経験をしていないわけですから、尐なくとも民営化を経

験された方の、実際民営化をしてみて、ガイドラインを決める上でやっていなかったけれども、

実はこういうことが必要だったんだよ、こういうことも決めなくてはいけなかったんだよ、とい

うお話は聞けると思います。 

 

○会長 

それでは、実際に交渉に当たるとき、この方に来ていただくときに、事務局の方はそのところ

を確実に念を押してください。「今こういう性格の委員会を開いています。できれば貴重なご意

見を伺わせていただきたい。今、このガイドライン検討委員会の役に立つ貴重な意見を伺いたい」、

そういうお話をさせていただいて、来ていただけますかという交渉をしたらどうでしょう。よろ

しいですか。 

それから、Ｄ保育園なんですけれども、愛知の方というと、９時に終わって愛知まで帰るの？ 
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ちょっと私はそれが心配なんですけれども。もし差し支えなければ、同じ立場の方、Ｂが東京都

の方ですので、いかがでしょう。もし東京都の方もだめで、上から３人全部都合がつかなかった

といったら、もう事務局に何とかしてもらうしかないんですけれども。これも保護者のほうから

の推薦ですか。いいですか。 

 

○Ｊ委員 

打診だけしてみるというのはいかがですか。 

 

○会長 

打診してこの４人全員をお呼びしますか。 

 

○Ｊ委員 

できれば聞けたらいいかなと思います。 

 

○Ｃ委員 

１人 10分とかになっちゃいますよ。 

 

○Ｉ委員 

多分、時間の配分もあるし。 

 

○会長 

丁寧にお聞きしたいんだったら、同じ立場の人はあまり必要ないんじゃないか。保護者の立場、

受託した園長の立場、それから裁判の方はそういう何か貴重なご意見があるかもしれませんけれ

ども、園長が二人でわざわざ愛知からという必要性は。 

 

○Ｄ委員 

Ｄ保育園の園長先生という方は、ちょっと私の記憶が定かではないんですが、公立保育園の園

長先生をされていた方で、民営化という話になったときに、「じゃあ自分の園で受けます。自分

が受託園の園長になります」と言ってなられた方だと思うんですね。わかりますか。 

だから、公立保育園の園長先生をやっていて、市内でどこかの園が民営化されなくてはいけな

い。「じゃあ私の園が受けます。自分の園を民営化してください。自分はそこの園の園長になり

ます」と言ってなられた方だと思うんですよ。なので、東京都の同じ法人の中で受託を担当され

た園長先生というのと、また尐し経験した内容が違うと思うので、Ａはこのお二方を選んだんだ

と思います。そこの違いがあるのではないかなと思います。 

 

○会長 

公務員の立場で自分の園で手を挙げますというのは、ちょっと私は理解ができない。 

 

○Ｄ委員 

ちょっと率直的な言い方をしてしまったので、そういうふうに本当に言ったかどうかはわから

ないんですが、多分一度退職されてとかという形になるんだと思うんですが。 
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○会長 

かなり特殊な方ですよね。そうすると、今、船橋でできるだけ共通理解をしようとするときに、

どうでしょう、どこまで、かなり特殊な例じゃないんですかね。 

 

○Ｈ委員 

来られるかどうかがわからないので。 

 

○Ｄ委員 

ちょっと愛知の方なので、何ともわからないんですけど。 

 

○Ｈ委員 

一応出すだけ出して、来れるかどうかは追い追いということで。 

 

○Ｅ委員 

どの方を言っているかわからないので、違うかもしれませんが、公立保育園ではなくて法人の

社福の方が受けたんだと思います。ちょっと違うケースかもしれないですね。 

 

○会長 

そうすると全くＢと同じですよね。 

 

○Ｊ委員 

多分、Ｅ先生の思っていらっしゃる方とは違うと思う。 

 

○Ｉ委員 

ただ、情報が尐なくて判断ができない。 

 

○Ｅ委員 

これではちょっと判断がつかない。 

 

○Ｉ委員 

ＡとＢはいいと思うんですけどね。 

 

○Ｊ委員 

今日はこんな席に座っていますが、やはりもともとのＡ委員の要望なので、前向きに調整いた

だければと。 

 

○会長 

とりあえず、ここは限られた回数と､時間は２時間という感じですので、４人をお呼びすると、

先ほどの話ではないけれども、一人じっくり聞く時間がなくなってきてしまうのかなという気が

します。 

提案ですけれども、とりあえず次回４月ということを考えると、１、２、３の方に交渉をして
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いただいて、その結果でまたみんなで話し合って、５月に、やっぱり３人聞いたけれども、この

Ｄの方もお呼びしたいと皆さんの意見が一致すればということではいかがでしょう。４月同時に

４人というのはなかなか難しいし、交渉する方が実際に愛知から「終わり９時ですよ。いいです

か」と言って確認をしていただかなければなりませんので。 

よろしいでしょうか。１、２、３、事務局のほうから交渉をしていただいて、４月はとりあえ

ず出席していただける方に来ていただくと。ご都合がつかない方及びＤに関しては、終わってか

らまた皆さんで話し合って、どうしても保護者の皆様の意見としてＤの方も来ていただきたいと

いうことであれば、５月に検討するということでよろしいですか。 

 

〔「はい」の声あり〕 

（４）その他 

 

○会長 

それでは、一応今日の議題の（１）（２）（３）のところを終わりまして、あとその他に入りま

すけれども、事務局、何かあったでしょうか。 

 

○Ｉ委員 

１点いいですか。 

 

○会長 

どうぞ。 

 

○Ｉ委員 

６ページの保育内容とか、先ほど話題になった「幼児教育や発表会などを望まない」というの

は、１行だけなので、ちょっと意味が伝わっていないのかな、簡略された表現になっているんじ

ゃないかなと思うので、事務局に、もうちょっと前後の文章があるんだったら入れてもらうとい

うのはできないでしょうか。 

 

○事務局 

幾つかの意見で「幼児教育」という表現にしたと思うんですけども、ただ、そのうちのこうい

うような幼児教育というような例示でよろしければ、若干。確かに「幼児教育」だと、保育指針

に書いてあるような幼児教育と、いやいや、英語教育だよとか、いろいろあると思うんですね。

うちの園は５歳になると望む人には英語教育をやるとか、いろんなそういうのがあるので、ここ

はわかりにくいので、その辺をもうちょっと工夫はしたいと思います。 

 

○会長 

じゃあ、そこはよろしくお願いをいたします。 

 

○Ｅ委員 

今回、公立保育園の保育内容を書くというときに、テストを受けているみたいに、そこに当て

はめるので大変難しかったんです。やってみて思ったんですが、事務局のほうで出された保育内
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容を、何々すること、実施することという言葉の内容が違うかもしれないということで出したわ

けですけれども、実際にガイドラインに保育内容を今後どういうふうに載せていくというか、ほ

かの市のものを読んでも、具体的にはそれほどは書いていないんですけれども、どこまで盛り込

んだりすればいいのかが、実際に自分で書いてみてとても難しいということがわかったんです。

それが共通のものになるかということになると、またさらに難しいということもわかったんです。 

次回、具体的な保育内容についての共通理解のために話し合いましょうということなので、話

し合うことはいいんですけれども、実際それをあらわすときには、どういう言葉であらわしてい

くのかというのがよくわからなくなったので、次回でもいいですし、今回でもいいですので、例

えばこういうふうにまとめていくと保育内容についてはわかりやすいでしょうと、内容はともか

く、何々することとか、そういうふうに書きあらわしましょうとか、そういうのがどこかで出る

といいなとは思うんですけども、次回にそういう話になっていくんでしょうか。 

 

○会長 

これは皆さんの合意ではなくて、ちょっと私見として聞いてください。ガイドラインですから、

そういう細かいところまで、全部一言一句までやることはないと思います。だから、例えばここ

で、船橋で使っている保育の手引きを受託する園は尊重してくださいよとか、あるいは今、私立

も含めて新しい船橋共通のものをつくろうとしていらっしゃるわけでしょう。実際に移管になる

のが２年後だったら、それまでにでき上がるんだったら、でき上がる公私立共同でつくった保育

の内容を尊重する園が受託してくださいよという表現になってくると思います。その中身は実際

にプリントになるもので、ガイドラインの明記というのはそこぐらいまで、一言一句この中身を

あらわすということではないんじゃないかなと、今、私はそんなふうに思っています。 

また、今日はちょっと残ってしまったので、次回、保育内容を確認した上で、そういうことで

いいですかという意見をとらせていただきたいと思っていますが、よろしいでしょうか。 

ほかに事務局のほうで、次回等含めて確認があったらお伝えください。 

 

○事務局 

それでは次回の予定ですが、次回の会議は、４月 26 日、火曜日、午後７時より、今日と同じ

903 会議室にて開催いたします。内容といたしましては、意見聴取を行った後で、今日に引き続

き、運営条件についてのご議論から入っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○会長 

よろしいですか。 

それでは、予定の時間を６分過ぎましたけれども、ご協力ありがとうございました。これで第

２回の検討委員会を閉じさせていただきます。お疲れさまでした。 

午後９時 06分閉会 
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※注 

所管課に後日確認しましたので、正確な内容を下記に補足させていただきます。 

 

≪病気休暇、休職について≫ 

 

給与 

・病気休暇（90日まで有給） 給与 100％支給 

・病気休職 ①休職期間が満１年に達するまで有給 給与 80％支給 

       ②休職期間が１年を超えたら無給 

法定給付 

・傷病手当金（給与の概ね 80％） 休職期間が１年を超えたら、通算１年６ヶ月の間 

 

期間 90日まで ←  １年間  → ←     ２年間      → 

種類 病気休暇 病気休職 

給与 給与 100％支給 ①給与 80％ ②無給 

法定

給付 
対象外 

 傷病手当金(１年半) 
 

給与の概ね 80％支給 

 

 


