
第１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２月８日（火）午後７時 01分～午後８時 52分 

 

場  所 船橋市役所 10階 中会議室 

 

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、 

 五十嵐委員、田﨑委員、林委員、佐藤委員 

 

欠席委員 なし 

 

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．委嘱状交付 

 ２．副市長挨拶 

 ３．自己紹介 

 ４．議事 （１）会長・副会長の選任 

（２）代理委員の指定 

（３）会議公開に関する事項 

（４）会議の運営について 

①船橋市公立保育園民営化ガイドライン検討委員会につ

いて 

②船橋市公立保育園民営化ガイドライン検討委員会設置

要綱について 

③今後のスケジュールについて 

（５）意見交換 

（６）その他 

 

代理委員  ８名傍聴 

 

傍聴者の定員、実数 定員 14名、傍聴者４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 

１．委嘱状交付 

 

２．副市長挨拶 

 

３．自己紹介 

 

４．議事 

（１）会長・副会長の選任 

 委員の互選により、会長に小林委員、副会長に太田委員が選任された。 

 

（２）代理委員の指定 

 各団体から推薦された候補者を、会長が代理委員として指定した。 

（３）会議公開に関する事項 

事務局より、会議の公開に関する説明があった。 

 

（４）会議の運営等について 

①船橋市公立保育園民営化ガイドライン検討委員会について 

○会長 

それでは、続いて議事の（４）会議の運営等についてということで具体的に入っていきたいと

思います。事務局からよろしくお願いします。 

 

○子育て支援部長 

船橋市公立保育園民営化ガイドライン検討委員会の設置について、私のほうから説明させてい

ただきます。それでは、７ページの資料１－５をお開き願います。「船橋市公立保育園民営化ガ

イドライン検討委員会の設置について」をご覧ください。この委員会の設置に至りました経緯を

ご説明させていただきます。 

先ほど副市長のあいさつにもありましたように、市では、昨年４月に船橋市保育のあり方検討

委員会を設置し、11月まで待機児童対策や船橋の今後の保育のあるべき姿について議論を重ねま

した。12月に市に提出された提言書では、今後新たに展開する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が求められています。また、地域子育て

支援施策実現のためには、財源や人材の効率的な活用を図ることが必要であり、一定数を限度と

した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。ただし、民営化の該当とな

る保育園の児童、保護者、関係者への影響を最小限にするための丁寧な対応をとるように求めら

れています。この提言を受けて、市では、１月 15 日に公立保育園民営化基本計画（素案）を発

表いたしました。２月 14日までパブリック・コメントを募集中です。 

市内７カ所で行った説明会では、民営化に関してのご懸念を幾つかいただきましたが、本日お

集まりいただきました保護者、有識者、保育園関係者などの皆様にご協力をいただき、お子さん

に配慮した民営化を行うための基準について検討することを目的として、公立保育園ガイドライ

ン検討委員会を設置しました。この委員会で検討された事項は、提言という形で市にいただき、

市がガイドラインを決定することとなります。 
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あり方検討委員会の提言を受けて策定を進めております公立保育園民営化基本計画は、民営化

の基本となる骨子を定めます。また、ガイドラインでは、移行期や移行後に関しての具体的な配

慮事項を定めます。 

なお、ガイドライン検討委員会の決まった日程の中で、具体的な配慮事項という大事な部分を

ご検討いただき、皆様の意見を集約したいと考えております。委員の皆様におかれましては、各

回において充実した審議をお願いすることとなりますが、お示しする日程の中でご意見を集約す

ることにつきご協力をお願いしたいと思います。 

先ほど、副市長も申しておりましたが、船橋全体の子どもたちのためにという願いは共通だと

思います。そういった認識に立ち、よりよいガイドラインをつくるために、活発な議論をお願い

するところでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○会長 

はい。今回のガイドラインの大きな目的になります。 

続いて、もう尐し具体的な検討内容を、事務局お願いします。 

 

○事務局 

続きまして、船橋市公立保育園民営化ガイドライン検討委員会での検討内容について、ご説明

いたします。 

ただいまの資料１－５の２番目の「検討内容」をご覧ください。部長からも検討委員会設置の

経緯についてご説明いたしましたが、公立保育園民営化ガイドラインでは、移行期や移行後に関

して、共通して遵守すべき配慮事項を示すこととしております。したがいまして、資料の検討内

容でございます３つの項目、１番目、運営条件、２番目、円滑な引き継ぎ、３番目、移行後の市

の責任について、ご検討いただくことになります。 

 

○会長 

はい、ありがとうございます。 

これから皆さんと一緒に話し合いをしていく骨格というか骨子がこういうことですよという

共通認識を最初にしていきたいと思いますけれども、ただ今の事務局の説明に何か質問なりご意

見等あれば、どうぞ自由にお出しください。 

本論はこれから徐々に時間をかけてしていきますけれども、要はこの委員会が設けられた目的、

ねらい、それから話し合いの討議内容の説明です。会議を進行するに従って、またいろいろ皆さ

んのご意見も出てくると思います。それはお互いに大事にしながら話し合いを進めていきたいと

思います。とりあえずはよろしいでしょうか。 

②船橋市公立保育園民営化ガイドライン検討委員会設置要綱について 

○会長 

それでは、ガイドライン検討委員会設置要綱について、説明をしてください。 

 

○事務局 

それでは、船橋市公立保育園民営化ガイドライン検討委員会設置要綱について、要点をご説明

させていただきます。資料１－１をご覧ください。 

第１条は設置についてでございます。円滑な民営化を行うための基準について検討することを
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目的に委員会を置くものとしています。 

第２条は所掌事項でございます。委員会では、移行までの準備期間に関すること、三者協議会

の設置に関すること、移行後の市の責任に関すること、その他必要な事項に関することを検討し

ていただき、市長に提言していただくこととしております。 

第３条ですが、委員会は 10 人で組織するものとしております。なお、委員の中に欠席がある

場合は、あらかじめ指定された方が代理委員として出席できることとしております。なお、代理

委員については、傍聴人とは別に、役割として、議論の経過を知るため、会議の部屋に入って会

議を傍聴することができるものといたします。正規委員が欠席され、代理委員として会議に参加

するときのみ、発言をすることができるものといたします。 

第４条は皆様方の任期に関してでございます。任期は１年としていますが、再任を妨げないこ

ととしております。 

第５条は会長及び副会長に関してで、先ほど互選で定めさせていただきました。 

第６条は会議に関してでございます。 

第７条は公務災害補償に関してでございます。 

第８条では、委員会の庶務を健康福祉局子育て支援部保育計画課で行うこととしております。 

第９条は補則に関してで、最後に附則がございます。 

以上でございます。 

 

○会長 

ありがとうございます。 

設置要綱について、何か質問等、ご意見はありますか。よろしいですか。 

 

③今後のスケジュールについて 

○会長 

それでは、今後のスケジュールについて、また事務局からお願いします。 

 

○事務局 

資料１－６をご覧ください。船橋市公立保育園民営化ガイドライン検討委員会の今後の予定で

ございます。３月までの会議日程はご連絡しておりましたが、４月以降の日程はご覧のとおりで

す。皆様、お忙しい合間を縫って委員会にご出席いただいておりますので、年度初めの４月に関

しては月の終わりに設定いたしました。以降、月に１回のペースで日程を組みました。７月につ

いては６月の第５回委員会から２週間の間をあけての開催ですが、ここでは提言の最終確認段階

に入っていることを想定いたしておりますので、この日程にさせていただきました。 

第１回目の本日の会議では、委員会設置の経緯及び検討事項などについてご説明し、この後、

意見交換をお願いしたいと考えております。２回目以降については検討事項についての議論を始

めていただき、６回目に提言書をご提出いただければと考えております。会議内容はあくまで予

定でございますので、必要に応じて変更してまいります。 

次に、資料１－７をご覧ください。船橋市公立保育園民営化に関する懸念事項でございます。

これは、保育のあり方検討委員会や市民意見募集、車座ミーティングでいただきましたご意見で

す。こういった内容について、この委員会で話し合っていただくことになりますので、よろしく

お願いいたします。 
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○会長 

ありがとうございます。 

スケジュールに関して、ご意見、ご質問等はありますか。よろしいでしょうか。 

はい、どうぞ。 

 

○Ａ委員 

最後２週間で意見をまとめるのは大変かと思うのですが。 

 

○会長 

ごめんなさい、もう一回。 

 

○Ａ委員 

５回目から６回目に関して、２週間で提言をまとめることになると思うのですが、なかなか、

そこのスケジュールはきついのではないかと私は思うのですが、どうでしょうか。 

 

○会長 

皆様、委員の方のご意見はありますか。 

 

○Ｂ委員 

一つ質問してもいいですか。 

 

○会長 

どうぞ。 

 

○Ｂ委員 

７月 12 日に提出と書いてあるのですが、実際、自分たちが動かなくてはいけない時期、何か

をしなくてはいけない時期というのは、これだとよくわからないのですけど、その時期が繁忙期

に当たってしまったりすると、確かに２週間だと自分の仕事がやっぱり優先なので難しいかなと

思います。実際、ここの細かいことはどういうふうになっているから２週間なのでしょうか、と

いうところはお聞きしたいところです。 

 

○会長 

私のいろいろな類似の委員会に出ての経験になりますけれども、ある意味では、骨格というか

骨子は５回の６月 28 日でまとめる。あとは「てにをは」の修正、文言の修正をして、清書をし

てということなので、事務局が２週間あればできるかなという感じです。12日に細かいところを

討論して、そこから文章をまとめるということではなくて、基本的には６月 28 日で大体まとめ

ていくという。 

 

○Ｂ委員 

じゃあ、全部で４回ということなんですか。 

 



  

－5－ 

○会長 

今日を除けばですね。 

 

○Ｂ委員 

今日は、ほとんど内容がない話ですよね。 

 

○会長 

ただ、あとまだ 50分ありますので。 

 

○Ｃ委員 

逆に聞きたいのですけど、もしこの４回で全然話し合いが進まなくなったりした場合は回数が

増えるということも考えているのかどうか、確認していただきたいんですけれども。 

 

○会長 

２点あると思うのです。各委員の方々が延長してもいいということで一致するかどうかという

ことと、事務局サイドが延長してもいいという、その２点にかかってくると思うのです。私たち

の任期は、先ほどいただいた副市長からの任期では１年という形でありますので。ただ、当座は

この予定で話し合いをしていきましょうと。先ほど事務局からお話があったように、あとは、実

際にこの委員のメンバーで議事進行をしながら話し合いが煮詰まってくるのか、全くまとまらな

いのか、それによってまた４回、５回で話し合えばいいのかなと思います。ただ、事務局サイド

というか行政として、それでは困るということになったときに、またそれはみんなで話し合って

いくしかないのかなと。だから、今のこの段階では、事務局の、このぐらいの日程でやってみて

くださいという提案を私たちが受けて、進めていきたいと思っていますけれども。 

 

○Ａ委員 

じゃあ、進めていく中で変更はあり得る。 

 

○会長 

まとまらなければ。 

 

○Ａ委員 

まとまらなければそうなっていくということですね。 

 

○会長 

せっかく、そのための話し合いですので、まとまらなかったら、まとまらなかったときに「ど

うしましょうか」ということになるので。議事進行は会長をかえてお隣に任せるということだっ

てあるかもしれませんし、今からその先まで心配していても……。できるだけ忌憚のない意見交

換をさせていただいて進めていきたいと思っています。ある意味では、事務局サイドからすれば、

ここでまとまっていただければ一番嬉しいという願いですよね。 

ほかにスケジュールに関して、よろしいですか。 

それでは、当面、この７月 12 日までの日程で進めさせていただきたいと思います。というの
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は、皆さんもそれぞれお仕事をお持ちでご予定があると思うのですけれども、私も先生も日程が

あらまし決まらないと動けないところがたくさんありますので、日程に関しては７月までこの日

程でご協力をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（５）意見交換 

○会長 

この後は意見交換になってきますけれども、ここまでで皆さん再度確認をしておきたいことと

か質問等ございますか。 

どうぞ。 

 

○Ｄ委員 

資料１－５、ガイドライン検討委員会の設置についてということで、ガイドライン、それから

２の検討内容。次回には運営条件のことが話されることになると思うんですけれども、用語の説

明というのもなんですが、「職員配置」とか「保育内容」というだけの言葉で出ていて、それが

どの内容を指しているかがいま一つわからないんです。私たちが保育をしているときには、「保

育内容」というのは具体的な指導計画とかそういった「保育内容」なんですけれども、このとき

の「保育内容」は違うのかなと思ったりもします。これらの言葉の説明とかを、もう尐し丁寧な

形でしていただけるとよりわかりやすいのではないかと思いますが、どうでしょうか。 

 

○会長 

事務局、ここを補足できますか。 

 

○事務局 

これは項目だけでございますので、実際のもうちょっと細かく書いたガイドラインのたたき台

みたいなものをもしご配付させていただければ、内容がもうちょっと明確になるのかなと思うの

ですが、いかがでしょうか。 

 

○会長 

もしそういう資料があれば、どうぞ、今配付してみてください。 

〔資料配付〕 

○会長 

７ページの「運営条件」というのは、ただそれだけ書いてあるので理解しにくかったんですけ

れども、いわゆる委託を受けた法人の運営条件ということですね。 

 

○事務局 

これはあくまでたたき台でございまして、一つのたたき台から議論していただいて、いろいろ

皆様のご意見があると思いますので。例えば「職員の配置」についても、ここでは４点挙げてご

ざいますが、さらにこういうことも配慮しなさいとか、いろいろ出ようかと思います。また、こ

こに挙げていることがちょっとどうなのというご意見もまたあろうかと思います。また、（２）

の「保育内容」につきましても、メニュー的にいろいろ挙げているのでございますが、もっと詳
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しく、例えばアレルギー対応のお話ですとか、発達支援の保育のあり方ですとか、いろいろなご

議論が出てこようかと思います。それから引き継ぎに関しましても、三者協議会ということで項

目出しはさせていただいたのですが、この三者協議会の中身についてもご議論があるのかなと思

っております。 

また、多分一番気になっているところでは、移行までの準備期間としてどの程度が必要なのか、

あるいは、その移行計画をどうしていったらいいのかというところのお話になろうかと思います。 

まず、その移行期間の中での合同保育のあり方、もし法人が選定されて保育園で一緒になって

合同で保育をする場合の期間のこととかやり方とか。どの程度の期間がいいのかとか、そのあり

方、どういうあり方がいいのか、いろいろご議論があろうかと思います。 

また、３番目の移行後の市の責任と関与の仕方でございますが、それはそれぞれのお立場によ

っていろいろまたご議論が分かれるのかなとは思っております。そのようなご議論をいろいろい

ただきながら、この後議論を進めていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

○会長 

先ほど日程の中で、次回は主に運営と書いてありましたけれども、それはとらわれずに、当然、

２、３に踏み込むこともいっぱいあるだろうと思います。ですので、例えば私も船橋の状況はよ

くわかりませんので、「職員配置」の「①入所児童数に応じて、本市の配置基準に基づく」とい

うものの船橋市の配置基準というのは一体どうなっているのかとか、できるだけ、もう尐し具体

的な資料を次回までにそろえて、この委員会に提出していただきたい。できれば事前に配付をし

てください。当日見るのではなくて。保育内容も、公立保育園は全部これをやっていらっしゃる

ということなんですか。保育内容の①から⑥までありますよね。 

はい、お願いします。 

 

○Ｅ委員 

産休明けの保育は全園でやっております。②の延長保育は、７時から７時までですので、公立

保育園の現状は 12 時間です。発達支援保育も全園で受け入れ可能ということです。アレルギー

対応給食も対応しております。食育については、各園のやり方もありますけど、食育を推進して

いるということです。あと地域子育て支援事業というのは、園庭開放とか育児相談とか、そうい

った事業を各保育園でやっているという現状でございます。 

 

○会長 

あまり私が発言するのはよくないかもしれませんけれども、保育内容というと、私なんかから

すると、０歳、１歳、あるいは３歳未満児、以上児で、どういう保育をしているのかとか、職員

の研修はどうしているのかということが保育内容の頭に来るので、これはむしろ制度に関するこ

とで、保育内容としてはあまりピンと来ないんですけど、いかがですか、保育現場の方々は。 

 

○Ｄ委員 

そうなんです。これはメニューという形ですよね。 

 

○Ｅ委員 
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保育サービスも入っていますね、どっちかというと。 

 

○会長 

これは制度を整えればそれで終わっちゃうことであって、もっと保護者の皆さんが心配なさる

のは保育の質の問題ですよね。だから、運営条件なので、そこはどうでしょうね。その辺も含め

ながら、次回、話し合いをしていきたいと思います。 

 

○Ｆ委員 

一つの基準は、さっき職員配置の話があったんですけど、今、公立の保育所でされていること。

例えばここに挙がっている項目について、今、口頭でも説明がありましたが、現状どういうこと

がされているかということをまず一つ明示していただいて、それを基準に考えていきたいという

か、そういう資料をお願いできればいいのではないかと思います。 

 

○会長 

当然、民間の先生方からもいろいろなご意見が出るだろうと思いますし、その辺も含めて、次

回、細かく話し合いができたらいいなと思いますけれども、Ａ委員、何かありますか。 

 

○Ａ委員 

他の市のガイドラインをできるだけ多く見てみたいのですが、なかなか自分たちで集めるのが

難しくて、数市の分しか集まりませんので、最近行われた、10年以内に行われたようなガイドラ

インは、できるだけ資料をいただけると助かるのですが。 

 

○会長 

10年以内のガイドラインというと相当数に上るんじゃないですか。 

 

○Ａ委員 

５年でもいいです。 

 

○会長 

あまり船橋市と違う規模の市町村だと、財政とか保育園の数などが違ってくるので、似たとこ

ろ、あるいは県内で参考になるところのほうが、例えば東京都のものを今持ってきても、即、船

橋に移行できるかというと難しいと思うので。でも、私たちが話し合うときに参考になると思い

ますので、事務局、その辺、できれば県内でどこか、あるいは船橋と大体同じような規模のとこ

ろのできるだけ直近のガイドラインがあれば、用意して事前に配付をしていただけますか。 

 

○事務局 

はい、わかりました。 

 

○Ｇ委員 

もう一つ要望いいですか。今の近隣のといいますか先輩のガイドライン、できればなんですけ

ど、例えばこの周辺だと東京がどうしても中心的な立地になってしまいます。東京といっても、
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丸の内がいいのかどうかはわかりませんけれども、大体大ざっぱに東京と考えさせていただいて、

例えば電車で 30 分の円を描いてみたところで、言葉がいいかどうかはわかりませんが、何とな

く地域性といいましょうか、特色といいましょうか、東京に通うためのベッドタウン化されてい

る中に旧住民と新住民がいてみたいな、市の状況が近いという場所がもし見つかれば、あとは、

できるならば 50万、60 万という人口がかぶってくれるとすごくいいのかなというふうには思う

んですけれども。 

 

○Ｆ委員 

ほかの地域の事例を見て、うまくいった例もあるだろうし、それから、うまくいかなかった例

もあると思うんですね。だから、先に行ってきたところの、うまくいったところとか、うまくい

かなかったところをここで出し合って、リスクヘッジというか、なるべくうまくいかない要素を

取り除いていくということはしたほうがいいかなと思いますね。 

 

○会長 

今、どんどん意見交換になっていますけれど、どうぞ。 

 

○Ａ委員 

今思いつかない資料も出てくると思うのですが、後日お願いしても大丈夫なのでしょうか。 

 

○会長 

資料に関しては、事務局が準備に間に合う範囲でしたら次回に、例えば前日になると事務局も

無理ですので、そうしたら、その資料は次の次のときにということで。できるだけいい会議にし

たいので、委員の皆様がこういう資料を事務局にそろえてほしいというのは出していただいて一

向に構わないと思います、ガイドライン策定の範囲を超えない範囲で。 

 

○Ｇ委員 

私、これは３人に言うのはとても怖いんですけど、組織をできるだけ使わずに、どうして私立

に不安を感じているのか、そっと教えてくれないかなと思っています。（笑声） 

 

○Ｂ委員 

私も後で帰りにお話ししたいと。 

 

○Ｇ委員 

何でかというと、私立をどこまでご存じで、例えば船橋市には、小学校に入る前のお子さん、

特に５歳児であれば約 28％ぐらいのお子さんが保育園に入っています。公立も私立も大ざっぱに

言えば大体フィフティ・フィフティ。ここに３人の方がいらっしゃるということは、実は、ここ

にも私立の３人の保護者の方がいて「私立ってこういうところよ」と説明をしてくれるべきなん

じゃないかと私は思っているんですけど、どういうことか、公立側しかいない。で、私立の園長、

公立の園長といる中で、いろいろなアンケートを、全組織をつくってくださいなんていうと、資

料１－７みたいになって、私は私立の保育園をやめようかなと思うぐらい…… 
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○Ｂ委員 

違うんですよ。 

 

○Ｇ委員 

すごくレベルが低い低いと言われていて、ちょっと耐えられなくなりますので。 

 

○Ｂ委員 

おっしゃるとおりです。そのように誤解を受けているらしいということも私たちはわかってい

るので、そのあたりのことも、多分、私たちが見て説明ができれば全然いいんですけど、誰もち

ゃんとした説明をしてくれなかったんです、私たちに。こういういいところがあるよとか、公立

と私立の同じところを説明してくれる人がいなかったんです。言う意味がわかりますか。もちろ

ん、条件とか保育メニューは同じなんです。多分同じようなものがあるんだけど、その中身につ

いての詳細というのを、私たちもちろん自分たちが保育園を探しに行くときは、そこの保育園に

行っていろいろな説明を受けたりとかしていますが、入ってから、私立は怖いところと思って嫌

だ嫌だと言っているわけではないんです。「民営化をするに当たって、こういうことって大事だ

と思うんですけど、それについてどう思いますか」と保育計画課に問いかけたときに、明確なお

返事がもらえなかったことがそもそも私たちをすごく不安にさせた一つの原因なんですね。 

 

○Ｇ委員 

どこにどういう不安があるのかがわからないと、一から十まで説明申し上げると、ゼロ歳児で

お預かりした子も５年間、６年間かかりますので、そんな悠長なことはしていられませんし、逆

に私は、どうして公立の保護者の方たちは公立の中だけでしか情報交換がなされないのかがわか

らない。 

 

○Ｂ委員 

だから見に行きたいと思っているんです。 

 

○Ｇ委員 

いや、違います。私立の保護者の方たちは、公立にも保護者のお友達がいるし、公立の内容も

知っているし、私立はほかの園の内容もものすごくアンテナを張られています。「あの保育園に

はどういう先生たちがいて、どういう雰囲気で、どういう保育内容で……」「入るんだったらこ

こがいいよ」「あそことあそこは見たほうがいいよ」というようなネットワークはたくさんある

のに、今のお話だけ聞いてしまうと、公立保育園の保護者さんは何で公立保育園の中だけで固ま

っているんですか。 

 

○Ｂ委員 

それもちょっと偏見があるかもしれませんね。 

 

○Ｇ委員 

今の話でですか。私立のことを誰も教えてくれなかった。要は、友達も私立にはいないのかな

と。 
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○Ｂ委員 

ちょっと揚げ足をとられた感じなので、申しわけございません、今、局所的にお話をしている

ので。 

 

○Ｅ委員 

意見交換になっているかどうかわからないんですけれども、その辺を整理してもらえるといい

かなと。 

 

○Ｂ委員 

ごめんなさい、トータル的にちゃんとお話しできていなかったので、求められた答えについて

ピンポイントで私が今一つだけ思いついたところだけで答えてしまったので、これが私の全部で

はないんですね。なので、今でいくと、教えてくれなかったというのは語弊があります。私も第

一希望は私立保育園を出していましたので、そういう意味でいくと、私立が嫌だとかそういうつ

もりは全くないんですね。 

 

○Ｅ委員 

今、保育所入所は、なかなか待機児童が多いので、複数希望してもらっているのが実態です。

第一希望からいっぱい書いていただいているところなんですけれども、利用選択制というか自分

で選んで入ってもらっているのは事実なので。ただ、第一希望に入れないというのもいっぱいあ

りますので、結果として私立に行ったり公立に行ったりというというのも実態としてあります。

その中でも、どうしても私立保育園に入りたいという保護者もいますし、公立に入りたいという

お子様もいます。そういうのが実態です。 

ただ、先ほどＡさんが言った資料の関係が議事として残っているので、いろいろな資料が我々

委員にどっと来る時期はいつまでなのかとか、その辺ちょっと、戻って恐縮なんですけど、整理

してもらえればいいかなと思います。 

 

○会長 

いつまでというのは、その資料の量とか……。 

 

○Ｅ委員 

助かっているのは、次は３月８日ですので、１カ月の間があります。私たち、例えば他市のガ

イドラインと言っていましたから、膨大になってしまうと読む時間も必要ですので、ルールをこ

こで決めていただければと思うのです。 

 

○会長 

大体ルールはありますよね。 

 

○事務局 

資料請求のルールについてご説明させていただきたいのですが、今日は火曜日で、金曜日まで

に次の資料の請求をお願いいたします。ただ、今回は金曜日が祝日ですので、来週の月曜日、２
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月 14 日の朝までに、メールでも構いませんので、お寄せいただければ、次の会議に間に合うよ

うに準備を進めたいと思います。 

あと、委員さんからこの資料を会議資料として提出したいというご希望があるかと思いますけ

れども、それについては、会議開催の２週間前までにお願いしたいと思います。次回は３月８日

ですので、２月 22 日火曜日までにお申し出いただければ、こちらでコピーなり準備をいたしま

す。よろしくお願いいたします。 

資料は１週間前までにはお送りしたいと思っています。もし２週間前に委員さんのほうから配

付資料の要望があったりすると、その時点では無理なんですけれども、なるべく早い段階でお送

りしたいと思っております。 

 

○Ａ委員 

資料請求を今週の金曜日までしか受け付けなくて…… 

 

○事務局 

受け付けないということではないのですが…… 

 

○Ａ委員 

今回は来週の月曜日ですけど、送ってくるのが１週間前というのは、ちょっとないんじゃない

ですかね。 

 

○事務局 

まあ、請求された資料の量にもよると思うんです。膨大な量ですと、それだけ事務局も時間が

かかりますし、比較的簡単な、例えば「公立の今の基準は」とかいうことでしたら、すぐそろう。

その辺のボリュームもあって、一旦そこで切らさせていただいて、それについては責任持ってお

渡しできますけれども、それ以後はボリュームと中身といただいた時期によって一つ後ろの会議

に延びる場合もあるし、どうしても急ぐのであれば、申しわけないけど１週間前とか、その辺は

資料の中身と量でやらさせていただければありがたいと思っています。一応、今は原則論として、

これでご請求いただければ何とかそろえて送りますということでございます。 

 

○会長 

できるだけ、この会を進めていくためにこういう資料が欲しいということは、この会で出れば

一番理想的ですよね。そうすれば事務局は安心してそろえられると思いますので。Ｅ委員、一旦

資料の件は、いいですね。 

 

○Ｅ委員 

いいです。 

 

○会長 

先ほどの件で、とても大事なことだと思うんですね。保護者の皆様から、いわゆる民間という

か私立にお願いすることへの不安ということもあるし、Ｇ委員から出たように、何でそんなに民

間を毛嫌いするんだということ。それは会議が終わってから話されることではなくて、まさにこ
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こでゆっくり話をしてほしいことなので、どうぞ、お互いにそれは出し合ってほしいと思います。

そういう意味では、今日の本来の議事そのものは終わっていますので、意見交換ということで続

けていきたいと思っています。 

それと、先ほど事務局から出た、いろいろな皆様の話し合いの中で気になるところが幾つか書

き出されていましたよね。また資料１－７「配慮事項の検討にあたって」ということでいろいろ

な意見が出ていますので、それも目を通していただいて。なるほどなと思うところもあれば、こ

れはちょっと難しいんじゃないかなというところもありますので、今日いただいて、すぐこれを

吟味するというのは大変かと思いますけれども、このことも含めて、あと 20 分ぐらい、自由に

意見交換の続きをしていただきたいと思います。 

 

○Ｄ委員 

事務局から出された内容の案には、ガイドラインの目的が入っていますけれども、この場の皆

さんは、ガイドラインの目的はこの内容でＯＫなのか。ガイドラインの用語にこだわるわけじゃ

ないですけれども、「ガイドラインってそもそも何？」「ガイドラインをどういうふうに考える

の？」ということについての話が共通認識としてなされないと、２回目で、どんなに配置基準と

保育内容について他市のガイドラインなどの資料を見て検討したとしても、読み方によっては違

ってきてしまうので、ここのガイドラインを策定するメンバーで、ガイドラインについてどう思

うかということの共通認識をきちんとしたほうがいいんじゃないかと思うんです。目的について

は、確かにこの資料には書いてあるし、子どもたちに影響を及ぼさないような形でできないだろ

うかとか、保護者の方にとっても一番いい方法はどういうことなんだろうかとか、そういう一般

的なことは思うんですけれども、それはこの文章を読んで私がイメージで思っているのであって、

皆さんはどう思っているかとか……。どうでしょうか、もし時間が許すならば、このことについ

てやって次回の本題に入るという形にしたらどうかと思うんですけれども。 

 

○Ｂ委員 

まず、今日は保育内容の定義から違っていましたものね。 

 

○Ｄ委員 

そうですね。 

 

○Ｂ委員 

そうですよね。なので、確かにそういう意味では、専門家の方の言う保育と私たちが見ている

保育というのはちょっと違うのかなという気は先ほどのお話を聞いていても思ったところなの

で、それでいくと一つ一つの言葉の定義はちょっとずれているような気がするから、その確認と

いう意味では、私はあってしかるべきだと思います。 

でも、こういうことが園長先生が話し合いたいという保育内容だったのではないですよね。ご

自身が思っていた保育内容というのは、先ほどおっしゃっていたように、ちょっと違ったじゃな

いですか。メニューのお話ではなかったですよね。会長もそうですけど、保育内容というのはこ

ういうものだと思っていたと先ほどおっしゃっていたじゃないですか。なので、そのあたりとの

ギャップというのは、あり続けちゃうと多分ずっとずれていっちゃうのかなという気はしました。 
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○会長 

いろいろな自治体で民間委託をするときに何を大事にするかということだと思うんですね。そ

れから、船橋はこういうメニューを、尐なくとも公立でやっているメニューは民間に引き継いで

ほしいということがとても大事な要素ならば、これも大事な項目だと思うんです。ただ、それだ

けでいいですか、ということが私が言いたいことであって、これが要らないということではなく

て。 

 

○Ｄ委員 

私も、この保育内容が違っているとか、そういうことではなくて、次回には保育の運営条件に

ついての配置基準とかこの内容をやるわけですから、ガイドラインのそもそもの目的の話をちゃ

んと皆さんと話をしておいて、保育内容は次回やればいいので、今日時間があるのだったら、そ

れ以前の話のところを、ちょっとでもやったほうがいいんじゃないですか。共通認識するために

という意味なんですけれども。 

 

○Ｂ委員 

いや、思います。 

 

○会長 

取っかかりでＤ委員から、自分はこういうふうに思うということを言っていただいても。 

 

○Ｄ委員 

ガイドライン自体は、公立保育園から民営化されていく園になり、元々保育園に毎日通ってい

て、生活していたところの先生とかが全部かわるわけですから、そこの子どもたちの不安、それ

から親御さんの不安というのはすごく大きいものがあるので、それをどうにか最小限にするとい

うことは当然です。そのために、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。もちろん、それがわかって皆さん来てら

っしゃるんだろうとは思ったんですけど、でも、まずその確認が一番ですよね。そのときにどう

いうことが必要かということを、子どものために必要なことを話し合いましょう。公立保育園の

内容をそのままやりましょうとか、民営化のところに来たそこの法人さんが持っている内容でや

りましょうとか、そういう話を今するというんじゃなくて、とにかく、子どもにとって、そこに

通っている保護者にとって負担のない形のものをまず考えるんだということを、ここで共通認識

でまずやりましょう、話しましょうね、ということを一番最初にみんなで確認することを、当た

り前といえば当たり前なんですけれども、やりたいなと思ったんですけれども、どうでしょうか。 

 

○Ｈ委員 

私も、これを読んで、目的ということで４行で書かれていますけれども、先ほど私も、子ども

たちが「おはよう」「さよなら」といつも不安のないように来られるようにというところで、こ

の会が、10人が同じスタートラインで会が進められるんだというところの確認は、皆さんもお思

いになっているかと思いますけど、必要だったかなと思います。 
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○会長 

ほかの方はいかがですか。何かありますか。 

 

○Ｆ委員 

具体的に、いろいろな不安なことというか、さっきの話ではないんですけど、要するに、民間

の保育所が悪いということではなくて、自分たちが今預けている子どもたちの生活環境が変わる

という、民営化されることに伴う不安というのが大きいと思うんですよね。今のＤ先生の話にも

あったんですけど、じゃあ、その不安なことをここでなるべく具体的に出して、それで、ガイド

ラインの中にどういう形で盛り込んでいったらそれが解消できるかというか、その抱えている不

安をそれこそ最小限にできるかという形を詰めていかないといけないだろうとは思いますね。 

だから、例えば保育内容と言ったときに、ここに今出てきたようなものもそうだし、いわゆる

保育の質と言われるようなものをどう考えていくかというようなことも出てくるだろうし、それ

から、例えば、民営化をした後にどういうふうに考えていくかというようなことも、そういう中

で具体的に出していって、ガイドラインにどういう形で反映できるか。だから、そういう形で詰

めていければいいと。ここで子どもたち、お母さんたち、お父さんたちも不安がないように、あ

る不安をこうやれば何とかいけるんじゃないかという形になるようにしていくということが前

提で、それを具体的な形でガイドラインの中に盛り込んでいく。そういう指針になればいいんじ

ゃないかと思いますけど。 

 

○会長 

先生、何かありますか。 

 

○Ｉ委員 

私がこの委員になると決まった後に、職員会議でうちの職員たちに「もしこの園が逆の立場で、

違う法人が来るとか、あるいは公立になるとなったら、みんな、何が一番大変というか困るかね」

というようなことを投げかけたんですね。そうしたら、やっぱり、子どもたちの心が不安定にな

るというか、保護者もそうだと思うのですが、不安になるということが一番問題じゃないだろう

かというようなことを会議の中でほとんどの職員が言っていました。今これを見ていたら、その

不安を取り除くために、具体的にどういうものを盛り込んでガイドラインをつくるか、どういう

ふうにやっていったらいいんだろうかというのが非常に難し過ぎて、これだけだと取っかかりが

…。不安を乗り越えるというか取り除くための具体的なものというのは一体何なんだろうか、ど

うやってそれをガイドラインに反映したらいいんだろうかということは、ますますわからなくな

ってしまったところなんですね。ですから、どこかに取っかかりを見つけたいとは思っているん

ですけれども。 

とにかく不安なんですよね。私の園の職員も、逆になれば不安だと言っていました。私も、も

し自分の子どもが行っているところがそうなれば不安です。でも、それをガイドラインにどうや

って盛り込むかというのは、非常に難しい作業だなと余計考えてしまいました。 

ちょっとまとまりませんが、以上です。 

 

○Ｃ委員 

私がこのガイドラインに入るときに思ったのは、個人的な意見かもしれないんですけど、私は
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別に、私立でも公立でも、今の保育園がよりよくなるのであれば、それはＯＫだと思うんです。

ただ、それがもし今よりも悪くなったり全く 180度変わってしまうのであれば、それは子どもに

とって一番よくないわけです。だから、そうならないための話し合いをするので来ているんです

けど、この案を見ると、「じゃあ、こういうふうに変わらなくやりましょう」とか「数をこうし

ましょう」とか、そういうふうに言われてしまうと、それが必ずしも今後いいこととは限らない

じゃないですか。そこの数が増えたり減ったりは、それぞれのカリキュラムとかによってまた変

わってくるので。多分、数字とか物とかで見えない部分が保護者は一番不安なので、数字化とか

表記をするのがすごく難しいなということを今一番感じていて、今すごくプレッシャーを感じて

いる感じで、このまま私がここに座っていていいのかなと今急に不安になりました。なので、そ

こは多分、今ここにいる保護者側も同じことを思っているといいなと思いつつ、来月までに頑張

って勉強してきたいなと思っている感じですね。 

 

○会長 

ありがとうございます。 

何かありますか。 

 

○Ａ委員 

Ｉ先生の話を聞いていて、すごく共感したのですが、やっぱりわからないということが一番不

安です。本当に一か八かじゃないですか。いい保育園に来てもらえれば、それは成功すると思う

んです。でも、それは、本当に受託していただく園がどういう園なのか全くわかりませんし、ど

んな先生なのか、例えば、先ほどありましたように、保育内容というところで職員の研修に関し

ても、今、公立の保育園で先生方が一生懸命研修している内容も見せていただいていますので、

そういうふうに見えているものに関してはすごく安心しているのですが、新しく来るであろう園

がどんな研修をしているのか、先生たちがどういう研修会に出て、どういうふうにスキルをアッ

プしていくのか。あとは、私は子どもが発達支援児ですので、発達支援児を受けたことがあるの

か、どのレベルのことを受けているのか、例えば、それはダウン症であるのか自閉症であるのか

肢体不自由があるのか、その辺は、どういう子を見たことがあって、どういう取り組みをしたの

かということがはっきり見えないところがすごく不安です。なので、見えてくるようにするため

には、例えばあまり遠くの法人になってしまうと見に行くことはできないですし、そこの先生が

来るわけはないので、船橋市内で雇うことになりますよね。そうすると、その法人で先生をした

ことがない人たちを集めて保育園をつくるような、これから集団をつくらなければならないよう

な受託園であったら、それはまた逆に不安になりますし、そうならないでほしいというふうにも

思います。なので、できれば近いところの受託園が入ってきてくれたらいいなとは思いますね。

できれば転勤できるぐらいの。 

 

○Ｆ委員 

先生たちが異動できるような。 

 

○Ａ委員 

そうですね、できるようなところでないと。私も仕事をしていますが、チームをつくるに当た

って一から全部つくり直していくのに、既に公立保育園は定員よりものすごく超過して、しかも
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手のかかるお子さんがいっぱい入っていて、そういう保育園をチームができていない保育園に受

託されるのは不安だなと感じたりします。そういうところがこのガイドラインに入っていけたら

いいなと思います。 

 

○会長 

先ほどＤ委員からも出たように、共通認識を持ってスタートしたいということの中では、今、

皆さんがいろいろ不安とか疑問に持たれていることを一つずつ解決しながら、一番最初に出たよ

うに、移行するに当たって子どもに負のこととしてはどういうことが考えられるか、それをでき

るだけ負ではないようにするための条件はどうしたらいいか、保護者にとってもまた不利益にな

らないようにするにはどうしたらいいか、と同時に、受託する民間保育園さんの園長先生たちの

立場から、逆に言えば、どういう条件だったら安心して引き受けられるかというご意見もまた出

てくるだろうと思うんですね。先ほどＧ委員からもあったように、公立保育園の保護者代表の皆

さんはいらっしゃるけれども、私立に通っていて「こんないいところもあるよ」というようなこ

とも皆さんに聞いてほしい。そういうニュアンスが私にも聞こえたんですけれども、そういうこ

とも取り入れながら、この会を何回か進めさせていただければと思っています。 

事務局への確認ですけれども、会長が必要と認めたときには、いわゆる委員以外のどなたかを

お呼びしてもいいということですけれども、大丈夫ですか。もし、私立の保護者の代表、あるい

は、実際に公立から保育を委託された近隣の園の保護者の人に来ていただけることがあれば、そ

ういう人の意見を聞いてみるとか、そういういろいろな工夫をしながら、できるだけ不安を取り

除くということを最大限この委員会でできたらいいなと思っていますけれども。 

 

○事務局 

皆さんのご要望があれば、そのように対応してまいりたいと思っております。 

 

○Ｅ委員 

１ページの資料１の第６条第２項に、「会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の

出席を求め、意見等を聴取することができる」と書いてありますので、この範囲内の話じゃない

かと思うんですけど、事務局、どうですか。いいと思いますけど。 

 

○会長 

一応これを踏まえたんですけれども、事務局からいろいろな条件が出てくるだろうと思ったの

で。ここの委員会では、先ほどＤ委員もおっしゃったように、紙に書いてあるからとか、もう話

を聞いたからということではなくて、一つずつ確認をしながら進んだほうがいいかなと思いまし

たので、皆さんに共通認識をしていただくために、もし皆さんも、こういうところでこんな人の

話を聞いてみたいなというものがあれば、この場で出していただいて、整理して事務局に次回お

願いするということもありかと思ったので、お願いをしてみました。 

あと何か自由にご意見があれば。何か補足はありますか。 

 

○Ｆ委員 

さっきの資料の件ですけど、ガイドラインの案の一番最後に「民営化を管理・検証する組織の

設置」というのがありますよね。これについて、ここだけで構わないので、ほかの市の事例を調
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べていただけたらと。三者協議会があまりうまくいっていないとか、そういったことはたまに聞

くんですけれども、（３）がどんな運営をされているかということはなかなか見えないので。 

 

（６）その他 

 

○会長 

それでは、予定の時間が迫ってきました。お子さんを置いて、具合の悪いお子さんもいらっし

ゃるので、そろそろ閉じたいと思います。 

次回に関して事務局から確認事項を。 

 

○事務局 

次回の会議について説明いたします。 

次回は、３月８日火曜日、午後７時より、本日と違う場所で申しわけないのですが、市役所９

階の 903会議室にて会議を開催いたします。委員の皆様には、開催通知の際に詳しくご案内いた

します。内容といたしましては、検討内容１の運営条件についてを中心にご検討いただきたいと

考えております。よろしくお願いいたします。資料につきましては、今日ご要望いただいたもの、

また来週月曜日までにいただいたもの、その後につきましても、間に合うものであればご用意し

たいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

○会長 

足すことはありますか。いいですか。 

 

○事務局 

はい。 

 

○会長 

それでは、長い時間にわたってご協力ありがとうございます。これで第１回の検討委員会を閉

じさせていただきます。ありがとうございました。お疲れ様でした。 

午後８時 52分閉会 

 


