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保育整備計画（素案）市民の意見を聞く会（第２回） 

開催の記録 

 

1．開催状況 

日時 会場 参加者数 

 平成29年5月21日（日） 

14時02分～15時35分  

国立市役所3階 

第1・第2会議室 
7名 

 

2．配付資料 

 資料№1 国立市保育整備計画（素案）の概要 

 資料№2 公立保育園民営化の方針に係る矢川保育園保護者懇談会 開催の記録 

 資料№3 保育園民営化通信（第5号） 

 資料№4 子ども総合相談窓口概要説明 

 資料№5 保育園民営化通信（第6号）  

 

3．概要 

（1）市長あいさつ 

（2）国立市保育整備計画（素案）の概要説明 

（3）質疑応答・意見交換 

 

4．記録 

【施策推進担当課長】  それでは皆さん、こんにちは。異常に暑い中、市役所までご足労いただき

ましてありがとうございます。定刻を過ぎましたので、国立市保育整備計画（素案）市民の意見を聞

く会を開催いたします。 

 私は、この会の司会をさせていただきます施策推進担当課長の清水と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 本日の予定ですが、初めに市長よりご挨拶をさせていただいた後に、２月末に公表させていただき

ました国立市保育整備計画（素案）、今、皆さんのお手元に行っている横長のもの、その内容につき

ましてご説明をさせていただきます。その後、皆様からご意見をいただきながら、意見交換を行って

いきたいと考えてございます。 

 市民の皆様の意見を聞く会ですので、大いに日ごろ感じていることですとか、この書類の中で感じ

る疑問とか、そういったものをいただければと思います。また、質問、疑問とかだけではなくて、日

ごろ感じている、こういう部分があればいいのにというご意見も改めていただいたり、お子様を育て

られている中で感じる感想といいますか、思い、それもあわせてお聞かせいただければと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。限られた１時間半程度の時間ではございます、大いにご意見



－2－ 

をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは初めに、永見市長よりご挨拶をさせていただきます。 

【永見市長】  皆さん、こんにちは。お暑い中、足を運んでいただきましてありがとうございます。

この手のお話し合いの機会を、昨年来何度となく設けさせていただきました。私とこういうところで

お会いしてお話をするのが初めてという方はいらっしゃいます？ お会いしていますよね。実は先週

もそうだったんですが、先週はもう少し多くの方に来ていただいたんですが、初めてというか、お顔

を知らない方になかなか私が会えないという、ちょっと寂しい状況にあります。 

 ほんとうはいろんな方のお考えがどこにあるのかというのをたくさん聞きまして、では、どうやっ

て解決するんだということを一緒に話し合う、あるいは意見を聞く場をつくりたいなと思っているん

ですけれども、皆さんもお忙しくて、そういう機会がなかなかないというのを、ちょっと残念に思っ

ているところでございます。 

 私のご挨拶としましては、３月議会前に、皆様のほう保育整備計画（素案）というものを示させて

いただいて、冒頭の理由の中で矢川保育園を民営化させていただきたく、それから３月議会に陳情が

出されて、この保育整備（素案）を議会の中でご議論いただいたということでございます。皆様から

は、やはり先生がかわること、環境がかわることに対する不安、これを何とかしてほしいんだという

ご意見が一番多く出されてまいりました。そして３月議会での陳情の審査の中でも、保護者の方から

出された議会への陳情は不採択、要するに賛同できませんという議会の意思が示されました。 

 しかしながら、要するに皆さん方が不安になっている、思っていることについては、しっかりと受

けとめて前へ進むべきだ、こういうご判断をいただいたと思っております。そういう意味で、３月の

後半に矢川保育園の皆様とのお話し合いに私は出させていただいて、４月がなかなか役員の皆様の切

りかえ時期、あるいは新たな入園時期ということで、機会がとれませんで、５月に入ってこのような

形をとらせていただいているというところでございます。 

 今日、新しい提案があるわけではありませんけれども、実はこの間の話し合いの中でどういうこと

が整理されてきたのかというようなことを少しご説明しながら、皆様とさらに前へ進めていけたらと

思っているところでございます。ぜひ忌憚のない有意義なご意見を賜れればと思います。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

【施策推進担当課長】  市長、ありがとうございました。 

 続きまして、そのほかの出席者を紹介させていただきたいと思います。 

 まず、子ども家庭部長の馬橋でございます。 

【子ども家庭部長】  馬橋でございます。よろしくお願いいたします。 

【施策推進担当課長】  子ども家庭部参事の薄井でございます。 

【児童青少年課長】  薄井です。どうぞよろしくお願いいたします。 

【施策推進担当課長】  児童青少年課長の松葉でございます。 

【児童青少年課長】  よろしくお願いします。 

【施策推進担当課長】  保育事業推進担当係長の脇領でございます。 
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【保育事業推進担当係長】  脇領です。よろしくお願いいたします。 

【施策推進担当課長】  待機児童解消対策推進担当係長の赤尾でございます。 

【待機児童解消対策推進担当係長】  赤尾です。よろしくお願いします。 

【施策推進担当課長】  以上のメンバーで本日進めさせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

【永見市長】  メンバーが少し増えました。待機児童はほんとうにどこの市もそうなんですけれど

も、保育園をつくるというのは大変で、民営化は民営化なんですけれど、民営化以前に、まず保育園

の待機児童をどうやってなくしていくかということをこの２人に命じまして、４月から担当させてい

ます。あわせてこちらも参加させていただいておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

【施策推進担当課長】  説明をさせていただきます前に、１点事前の確認事項がございます。本日

のこの会の内容につきましては、後日ホームページ等で公開させていただきますので、そのためにＩ

Ｃレコーダーで音声記録をとらせていただきますので、あらかじめご承知おきいただければと思いま

す。 

 それでは、国立市保育整備計画（素案）につきまして、担当係長の脇領からご説明をさせていただ

きます。 

【保育事業推進担当係長】  脇領です。改めましてよろしくお願いいたします。それでは保育整備

計画（素案）の概要につきまして説明させていただきますけれども、説明に入ります前に、本日の配

付資料について確認をさせていただきます。 

 資料を５つ出させていただいております。１つ目が保育整備計画（素案）の概要というＡ４横のも

の、ホキチスどめになっているものです。それから２つ目に、公立保育園民営化の方針に係る矢川保

育園保護者懇談会開催の記録という、３月２６日に開催した会の質問事項のまとめたものになります。

ナンバー３といたしまして、保育園民営化通信ナンバー５というものでございます。こちらは、保育

園の保護者の方々には園を通じて配付させていただいたものでございます。ナンバー４といたしまし

て、総合相談窓口の概要という資料を１つ。それからナンバー５としまして、今回から追加させてい

ただいたものですけれども、民営化通信のナンバー６というものを配付させていただきました。こち

らは前回のこの市民の意見を聞く会の内容などをまとめたものです。こちらも保護者の方々には園を

通じて配付させていただいたものを、改めて出させていただいております。それから別にアンケート

用紙をつけさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

 お手元にない方、大丈夫でしょうか。おりませんでしょうか。 

 それでは、資料ナンバー１、計画（素案）の概要の資料をもとに説明させていただきます。資料を

おめくりいただきまして、３ページのところからご覧いただければと思います。まず、保育整備計画

とはというところでございます。策定の背景と目的というところでございますが、背景のところ、

３つキーワードを挙げさせていただいております。 

 少子化、それから核家族化、都市化という３つのキーワードがありますけれども、仕事の形態も多

様化してきておりますし、共働き家庭も増えてきております。それから、おじいちゃん、おばあちゃ
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んと一緒に住んでいないですとか、あとは地域に相談相手がいないとか、そういったところで家庭や

地域の環境が変化してきていること、それから仕事と家庭の両立が困難であるとか、また子育てにか

かわって孤立してしまっているだとか、不安を常に感じているとか、負担に感じているとか、そうい

った状況がございます。そうした中で、市としましては早急な待機児童解消もございます。それから

発達が気になるお子様への支援、児童虐待など、さまざまな課題があります。 

 そうした課題の解決に向けて、また子育て支援にさらに力を入れていくためには、人的資源、財的

資源を有効活用しながら、民間や地域の力を取り入れつつ、公の役割を明確化しながら取り組まなけ

ればならないということが１つございます。それから、子どもの最善の利益ということを常に頭に入

れながら、一方で地方自治法では、最少の経費で最大の効果を上げるという、これまた我々に課せら

れた基本原則というものがありますので、そういったところの兼ね合いの中で、課題解決に向けて努

力をする必要があるというところでございます。公立、私立の隔てなく、市内全体の保育環境の維持

向上を目指していくんだといったところが３つ目の点になります。 

 この計画では、こうした取り組むべき保育施策の方向性を示しながら、公と保育園が果たすべき役

割というのを整理したものになります。この計画は、平成２９年から３５年の７年間ということで考

えているところでございます。 

 では、保育施策を市はどのように取り組むのかというところが４ページ目になります。保育施策の

さらなる充実を図っていかなければならないところなんですけれども、時代のニーズに合わせたさら

なる充実ですとか、保育、幼児教育、また在宅の子育て家庭も含めまして、未就学児全体の豊かな成

長のために、子育て支援を充実させていかなければならない。 

 しかしながらというところですけれども、市の職員、人的資源、それから予算の部分、財的資源、

また施設の部分もそうですけれども、経営資源というのは限りがあります。必要なものだからといっ

て、全てすぐに取り組むことができるわけではないということをちょっと頭に入れていただきながら、

５ページのところですけれども、そういった状況がありますので、市が抱える保育の課題の解決に向

けて、新しい事業に取り組んでいくためには、３つの視点をそこの四角の中に記載させていただいて

おります。保育施策の必要度、優先度の高い施策を明確化して取り組んでいくこと、それから、限ら

れた人的・財的資源をバランスよく配分し、効果的に施策を推進していくこと、それから、創意工夫

と民間の力を活用する中で、多様な市民ニーズに応えていく、こうした視点が必要であるとしており

ます。 

 おめくりいただきまして、それでは取組の優先度を市はどのように考えているかというのが６ペー

ジ目になります。そちらには１１項目挙げさせていただいておりますが、先ほど市長からもありまし

たとおり、待機児童の問題は国立市でも大きな課題となっております。今年度も待機児童の数は増え

ておりまして、こうした課題の解決というのが、一つ大きな課題になっております。 

 それから、表の右側の一番上ですけれども、発達が気になる子どもやしょうがいを持つ子どもと家

庭への支援というところも、現在大きな課題になっております。 

 それから、その２つ下のところでは、子ども・子育て総合相談窓口の創設というのもありますけれ
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ども、こちらは子ども総合計画でも重点項目と挙げさせていただいておりまして、資料のナンバー

４で資料を別に用意させていただいておりますので、細かいところはこちらの資料を後ほど目を通し

ていただければと思います。 

 それから個別の事業のところでは、左側の上から４つ目、一時預かり保育の充実というところでご

ざいます。こちらの優先度も高いと判断させていただいておりまして、パブリックコメントでもこの

事業についてご意見をいただいているところでございます。 

 続きまして、７ページのところですが、今後の公と保育園の役割はどうなっていくのか、そういっ

たところを記載させていただいております。保育審議会の答申の中で提言という形で１ついただいて

いるものが、市全体の保育システムを磨き上げていくことができる、そういう役割を担えるのは市の

みであるといったことを提言いただいております。そうした中で市では、公立保育園１園を基幹的保

育園としていき、そこでは子育て家庭全体への支援を行っていくということですとか、保育ソーシャ

ルワーカーを配置しまして、その中で関係機関等とつながりやすい支援といったものを展開していき

たい、そして市全体の保育の質を向上させていく取組をしていくことを考えているところでございま

す。 

 では、各保育園ではどういう役割を担っていくのかというのが、この７ページの下、右側ですけれ

ども、地域子育て支援拠点事業として、かかりつけ園と括弧書きさせていただいていますが、各園が

そういった園になって、地域の子育て家庭への支援をしていくことを目指していくというところでご

ざいます。このかかりつけ園という名称については、パブリックコメントでも、病院のようなイメー

ジがあるので、少し名称については考えたほうがいいという意見もいただいておりますが、そういっ

たものを目指していきたい、さらに民営化する園では、先ほど優先度の高いとしました個別の一時保

育事業のところ、こうした事業をプラスして実施していきたいと考えているところでございます。 

 おめくりいただいて、８ページから１０ページ目のところが、今出てきたキーワードの基幹的保育

園、また保育ソーシャルワーカー、あとは地域子育て支援拠点事業について、それぞれイメージ図を

出させていただいておりますので、ご覧いただければと思います。 

 １１ページになります。そういった取組をどのように実現させていくのかというところでございま

すが、子育て中のご家庭というのは、さまざま悩み、課題等を抱えられていると思います。市では、

妊娠前から子育て期の切れ目のない支援というところに注力していきたいと考えておりまして、その

ために必要なさまざまな事業というのがあるんですが、そうした事業を展開していくためには、人材

と財源を確保していく必要があるというところでございます。 

 先ほどもお話ししたとおり、人材と財源というのは限りがありますので、その中で人とお金を生み

出しながら、いただける補助金等も活用しながらやっていかなければならない。また、下の部分です

けれども、さまざまな事業全てを市でやっていくということはなかなか難しい状況です。そうした事

業を展開するために、民間事業者の力も活用していく必要があるということでございます。 

 １３ページ目をご覧ください。ここからが民営化の方針についての説明になります。まず民営化の

効果をこちらに４点ほど書かせていただいておりますが、その中でも、１番、２番のところですが、
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生み出される人的資源を子育て関連の部署に配置していくことで、新たな役割を設ける中で支援体制

を強化していくことが期待されています。 

 それから、生み出された財的資源を、補助制度等を活用していったりとか、そういった中で市の負

担を減らして、その財的資源を保育・子育て支援の施策に活用することで、課題に対応していくこと

ができるということがございます。 

 民営化の方針、右側でございますけれども、まず１園を先ほどの基幹的保育園、さらにもう一園を

社会福祉法人への移管、２園目以降については民営化の効果検証を行った上で、１園目と同様の社会

福祉法人への移管を進めるのか、または市が出資する財団のようなものを立ち上げて、その中で担っ

ていくのかといった方法を選択していくことにしております。 

 そして民営化に当たっては、ガイドラインを保育審議会で議論いただきまして作成しております。

このガイドラインでは、事業者をどのように決めていくのか、その事業者の選定方法であったり、公

立保育園の保育内容を継承していくためにどう引き継いでいくのかとか、そういった基準になること

を示しておりますので、これに沿って進めているということが記載している内容でございます。 

 そして先ほどの基幹保育園については、なかよし保育園、民営化する園については矢川保育園とい

うのをこの計画で示させていただいております。 

 １４ページでございますけれども、スケジュールを載せさせていただいております。このスケジュ

ールは目安になりますが、平成３３年４月に移管ということでスケジュールを組んでおります。この

スケジュールの中で、事業者の選定ですとか、事業者が決まったのを三者協議会、さらには引き続き

の合同保育といったものを移管までに行っていくのをイメージしていただければと思います。 

 １５ページからが民営化する矢川保育園について示させていただいております。表の左側が現状で、

右側が民営化後という資料になります。保育自体の実施主体というのは国立市ですので、こちらの部

分は変わりませんが、実際に園を運営するところが、今までの市直営だったものが、移管する事業者、

社会福祉法人になっていくというところが変わる部分になります。 

 それから、開所の時間ですとか保育料、職員の配置、しょうがい児保育ですとか給食といった部分

は、これまでのものを引き継ぐとガイドラインでもしておりますので、そういったところを引き継ぎ

ながら、変わらずやっていきたいというところでございます。 

 これまでもご意見をさまざまいただいていますが、職員の部分、これまで市の職員が担ってきたと

ころが事業者の職員にかわるということで、この部分での心配というものも、この間ご意見をいただ

いているところでございます。 

 それから、一番下の付加事業のところでございますけれども、民営化によって、先ほどもお話しし

ました一時保育サービスの部分を広げていきたいということ、保護者の方々の要望の多いところでは、

課外教室等の充実といったものを挙げていただいていましたので、そういった部分の充実を図ってい

きたい、さらにその先には、緊急保育ですとか休日保育の検討も進めていきたいというところを示さ

せていただいております。 

 おめくりいただきまして、１６ページ、１７ページでございますが、こちらは保護者が感じる不安



－7－ 

の解消のための取組についてですが、２月２７日に計画（素案）というものを公表させていただきま

して、その後、この間までに市議会の福祉保険委員会のほうに報告させていただいて、ご意見をいた

だいたり、パブリックコメントを通してご意見もいただいてきております。また、矢川保育園では

３月２６日に懇談会を開催させていただいているほか、現在の役員の方々ともお話しする機会をいた

だいております。そうした中で、今後も保護者の方からご意見を伺いながら、丁寧に進めていきたい

と考えているところでございます。 

 それで、矢川保育園の懇談会等でいただいているご意見ですけれども、それが資料ナンバーの２、

３です。あとは追加で今回から出させていただいている資料ナンバー５の民営化通信等になります。

細かくはちょっとお話しいたしませんけれども、例えば資料ナンバー３の民営化通信を見ていただけ

ればと思いますが、左側の部分が、３月２６日の矢川保育園での懇談会でいただいた内容をまとめさ

せていただいたものです。 

 そのときのご意見といたしましては、保育士がかわらない財団方式での民営化はできないのかです

とか、新園舎に保護者の意見がどの程度取り入れられるのかですとか、保育サービスの拡充、時間と

いった部分のサービスの拡充について、それから、どのように事業者が決まるであるとか、応募する

事業者がいなかったらどうなるとか、そういった民営化の進め方の部分、それから、市の関与がなく

なってしまうのではないかとか、私立園になることへの不安、そういったものをさまざまいただいて

きているところでございます。 

 同じように右側の部分が、４月１９日に矢川保育園の保護者会の役員の方々とお会いさせていただ

いたときの内容です。そのときの主なものとしては、この先どうなるかわからなくて不安であること

ですとか、子どもへの影響を最大限配慮してほしいといったご意見ですとか、３月２６日の懇談会で

出ていた財団方式について、もう少しわかりやすい解説が欲しいなど、そういったものをいただいて

います。 

 また、説明会、懇談会などを開いてもなかなか人が集まらない現状があるので、今後はわかりやす

い紙面を作成しまして、園を通じてそれを配付していき、最後にアンケートをつけて、イエス、ノー、

わからないといった、答えやすいアンケートをとる形で、保護者のご意向を把握する方法がいいんじ

ゃないか、その結果をフィードバックしながら共有していくのがいいんじゃないかというご意見も出

されております。 

 それから、資料ナンバー５、民営化通信の６号ですけれども、これは今回から配付させていただい

ておりますが、これが５月１３日に矢川保育園の保護者会の役員の方々と２回目にお会いしたときの

内容です。それと、この市民の意見を聞く会の前回、第１回目のご意見を裏面に載せさせていただい

ております。 

 その中でも保育士がかわってしまうことへの不安ですとか、これまでの矢川保育園の内容が引き継

がれるのかとか、先生との関係性がなくなってしまうであるとか、あとは民営化で保育士がかわると

いうところで、早い段階でほかの園に移ってしまう家庭があって、子どもの友達も変わってしまうん

じゃないか、そういった子どもへの影響ですとか、保護者会がなくなるのではないかですとか、あと
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は、現在、保育士不足が言われておりますので、その中で移管先の保育士は確保されるのかと、そう

いった心配の声等いただいているところでございます。 

 今、そうしたさまざまなご意見をいただいているところでございますが、本日もいろいろなご意見

をいただきながら、進めていきたいと考えているところでございます。本日も、この計画（素案）に

対するもの、それから民営化に対する不安、ふだんお感じのこと、さまざまどんなことでも聞いてい

きたいと思っておりますので、ぜひご意見をいただければと思います。 

 簡単な説明でございますが、以上になります。よろしくお願いいたします。 

【施策推進担当課長】  それでは、説明が終わりましたので、ここからは、１時間程度ではござい

ますが、皆様より忌憚なくさまざまご意見、また疑問等についていただければと思います。ご意見ご

ざいます方は挙手をいただければ、マイクをお持ちさせていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

【保護者】  なかよし保育園の○○です。なかよし保育園の基幹園というところがちょっとぴんと

こなくて、具体的に今と何がどういうふうに変わっていくのかとか、その辺のスケジュール、いつぐ

らいにどういうふうにかわっていくのかとか、具体的に教えていただけますでしょうか。 

【児童青少年課長】  松葉です、よろしくお願いします。基幹園のイメージとしては８ページのと

ころに表記させていただいています。以前の懇談会のときからお話をさせていただいていますが、こ

の基幹園という言葉自体がすごく難しい言葉で、わかりづらい言葉が出てくるんですけれども、保育

サービス全体の核となってくる園というのが、このなかよし保育園です。 

 全体のところで、通常の保育の運営と、もう一つ保育サービスという部門をつくって、そこでこの

保育ソーシャルワーカーという言葉もあまり聞きなじみがないかと思うんですけれども、いわゆる

「かかりつけ園」といいますか、市全体でこの保育のサービスを上げていきましょう、各地域で園に

通っているお子さんじゃなくて、もうちょっと半径を広げたところのご家庭が通ってご相談できるよ

うな機能にしていきましょうと。 

 そのときに、先生方がそこに相談に来た人の変化だとかいろんなことに気づくためには、研修です

とか、アンテナを伸ばすためのものをいろいろ体系的に組んでいったり、あとはこれは保護者の方と

か先生方からも言われていますが、実際に課題があるおうちがあるときに、先生が例えば市役所に相

談に行ったらと言うんですけれど、仕事をしていてなかなか行けない、行こうと思っても、大体二の

足を踏んでしまうというところに、例えば３園に１人ぐらいの保育ソーシャルワーカーという、学校

で言うところのスクールソーシャルワーカーみたいな担当がいて、本人の承諾をとる中で、今度はバ

トンタッチをして、そのソーシャルワーカーの人が保護者と話をするといったことです。 

 結果、その人たちが、この基幹園の中で、実際に今後保育行政にこういうことが足りないであると

か、具体的な施策というのは、今我々のほうでつくって出していますが、今度先生方に出していって

いただくという機能が入っていくのが、この基幹園というイメージになっています。 

 なので、ある意味、司令塔的な感じです。ここにいる人がいろんな園に支援で、課題の抽出をした

り、必要な人のところにつないでくれるという役割をなかよし保育園の中に、保育のところともう一
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つ設けるようなイメージです。 

 国分寺市はこれを３つでやっているんです。地域を単純に言うと縦に割って、基幹園、基幹園、基

幹園がこの関係のところの園を、今言ったような支援をしていくことをやっているんですが、国立市

は４園のうち、ひとまず１つで基幹園をやっていこうということです。 

 具体的な年度については、平成３３年度から民営化しますけれども、基幹園、保育ソーシャルワー

カーの配置というのは、いきなり急にできるものでもないので、これは研修体系を組んで保育士の方

に受けてもらったりする必要があるんですが、そういうのはもっと早い段階で、必ず全員が受けるの

か、いろんな判断があると思いますけれども、そういうのを決めていきながら、まず研修を受けて、

その資格というんですか、スキルを身につけた後は、ＯＪＴといいますか、現場の中でやっぱりどん

どん身につけていってもらうと。 

 なので、あとは定員といって、今後毎年定年退職する先生が出たりしますので、そこの補充をどう

しようかとか、総体的な人数の中で考えていくようになるので、今のところすぐ、いつから何人とい

うことまではまだ決まっていないです。ただ、イメージとしては今のような働きをしてもらうところ

です。 

【子ども家庭部長】  同じような内容になるんですが、１つは、園に対する支援、そのソーシャル

ワーカーです。もう一つは、地域にアンテナを張ってそれを吸い上げるという機能がある。欲張りな

んですけれども、まずそのうちの園に対する支援は何をするかというと、例えば、今、実際にお子様

を各園、公立園、私立園が受け入れています。その中でいろんな課題が出ていると思うんです。その

園で解決していると思います。例えばアレルギーの問題は統一基準に基づいて何か解決しようと。そ

ういった共通の悩みとか課題があります。 

 それを例えば園長会といって、皆さんが集まる会で、これを市と話し合う機会もあるし、ふだんか

ら園同士、あるいは市で、それをどうしよう、対応しようとか、対処しようとかいうことをやってい

るんですが、それを保育士より専門的な立場で調整する役というんですか、今、例えば公立園が４園

でいろんな課題に対してやっていて、それをやることによって各私立園に対して、その課題を解決す

るということを投げかけているとはいいながらも、実際はそれがまだちょっと具体的にできていない

と思います。 

 例えばアレルギーにしても、意見を聞いてやるんだけど、それを総合的にこうしましょうという形

にはなっていないことから、それを先に保育士が吸い上げてやって、より各園へ。すぐにできるかと

いうと、できるかどうかわかりませんね。では、先ほどの研修をしましょうとか。今までいろいろな

研修をしています。最近は、私立園、公立園合同で研修もやります。幼稚園も一緒にやっていたりし

ます。 

 だけど、このテーマでもっと研修をやったら高まるんじゃないかなということを、よりこれまで以

上に、事務方がやるんじゃなくて、そういった保育士なりがやっていこうと。いわゆる公、公立園の

ほうがそういう機能を果たして、もうワンランク上に行こうじゃないかというのが、今ここで書かれ

ているようなイメージです。 



－10－ 

 それともう一つは、園支援と、これは欲張りなんですが、各園でこれまた地域支援というのをして

います。これは幼稚園なんかもしていると思うんですが、相談、園庭開放だとか、それをやっていま

す。より力を入れているところ、あるいはなかなかできていないところと、それぞれあると思うんで

すが、それをもう少し、もう一度仕切り直しではないんですけれども、市がそれを全体的に地域に満

遍なくというんでしょうか、各地域の園に通っているお子様のご家庭、あるいは通っていないご家庭

含めて、地域で拾っていくようなことをしていこうじゃないかと。 

 そうすると、今かかりつけ園という言葉が出てきますよね。ちょっと言葉がお医者さんみたいで、

よくないんじゃないかというご意見もありますけど、それもやっていくには、誰がやるのというと、

やっぱり例えば市がやりますと。そうすると、保育士がそれにかかわっていく必要があるねと、保育

ソーシャルワーカーという視点がありますので、園支援、あるいは地域支援のほうも取りまとめてい

くような取組が必要じゃないかということで、そうすると１人で足りるのか、２人で足りるのかとい

う議論になります。これはこれからやっていこうかなと。以上でございます。 

【保護者】  ありがとうございます。すみません。いっぱい説明していただいたのに、何となくし

かわからない。もうちょっとよく勉強してみますけれども。 

【子ども家庭部長】  説明が悪いですね。 

【保護者】  いえいえ。何かイメージ的には、例えば今いるクラスの人数が変わるとか、そういう

可能性があるわけではなくて、保育体制としては今のまま維持される中で、さらに加えられていく制

度と思ってよろしいんですか。 

【児童青少年課長】  定員については、現状のところは公立各園の保育は１００人で約４００人な

んですけれども、今後やっぱり減っていく可能性はゼロではないと思うんです。ただ、今のところい

つというのはないですけれども、当然児童数って減少していく傾向にあるので、国立市の基本構想の

中でも出ていますけど、平成３５年とか４５年と見ていくと、かなりの子どもの数が減る。ただこれ

はゼロから15歳までの人数なので、全部が未就学のお子さんじゃないんですけれども、確実に減って

いくということがありますので、いずれは定員の変更は考えていかなきゃいけないと思いますが、現

状は１００のままです。 

 ただ、今後この計画の中で、矢川でできる保育園が８００平米という中での建設となりますので、

例えば今の１００人のところが１２０人となれば、少しどこか縮小するとか、年齢の構成が、今のと

ころ３、４、５歳が空きが出はじめてくる。やっぱり１歳、２歳が爆発的に多いんです。それがその

ままいくんですけれども、やっぱり少なくなったところは少し定数を変更することは、ゼロではない

ということです。 

【保護者】  待機児童とかの問題とは別になるんですか。３、４、５歳を減らして１、２歳は。 

【永見市長】  今の待機児童の問題と、２０年先の人数がどうなるか、減る、減らないという議論

を一緒にやったら皆さんわからない。 

【児童青少年課長】  今のところ変わる予定ないですが、先ほど言ったようにそこに、平成３３年

に保育サービス係というのを基幹園の中に入れるとなると、やはりスペースを確保しなきゃいけない。
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となると、定員を減らす、新しいところで増やすということは、可能性としてはゼロではないですけ

れども、今のところ、まだそこのことまで考えていません。 

 ですので、そうするとその基幹園がすぐそこでなかよしをスタートするか、本庁のほうで今日資料

にいれていますけど、子ども総合相談窓口という相談窓口が今度７月からできますので、そこに人を

置いたりとか、あとは職員をやっぱり何人か置いて支援に行くということも、他市でやっているとこ

ろもあるんです。多摩市とか、小平市とかでも事務所のほうに職員を置いて、巡回支援をやったりし

ていますので、形としては基幹園ですが、場所の問題もありますので、そのときに定員を少し変更す

るということはあるかもしれません。 

【子ども家庭部長】  基本が今の４園であります。それは通常というか、公立保育園で保育事業運

営をしていますので、その形は当然崩れません。それ以外に場所の問題と人の配置を新たにというこ

とだと思うんですが、ベースは今の保育事業に支障を来さない形ではあるという考え方です。 

【永見市長】  今年の４月で待機児童は１２５人。定員を増やしても待機児童が増えるほうが多い

んです。ですからはっきり言うと、来年の４月は今のままの現状でいったら、おそらくさらに増える

んだろう、おそらく。民間の事業者と、新たな保育園を１園程度、今年度に何とかつくれるのではな

いかという見込みも立ちつつはあるんですけれども、それでもまだ解決できない。 

 私自身、３０、３１年までには待機児童ゼロにしますということを選挙で公約しました。というこ

とは、あと１５０人規模とか、下手すれば２００人ぐらいの定員を増やすため、保育園を２つないし

３つつくっていかなければ、おそらく対応がとれないでしょう。そういう現状と、それから保育を変

える、あるいは子育て支援の抱えている課題というのは、待機児童が一番大きな課題ですけれども、

市内全般を見ると、子どもたちの置かれている環境は極めて複雑です。 

 ですから学校で見れば、教育センターがありまして、各学校を支援しながら、スクールソーシャル

ワーカーを派遣して、不登校の子どもたちを何とかつなぐとか、矢川児童館へ行けるようにするとか、

そういう活動が現実に子どもたちの中に必要になっています。それから、障害者差別解消法ができて、

ソーシャルインクルージョン、共生社会ということが理念になって、可能な限り通常の形で教育が受

けられる、あるいは保育が受けられることを、合理的な配慮をやらなければいけないということが、

行政には義務づけられています。 

 そうすると、そういうお子さんへの保育所の支援はどうするのか、教育上の支援はどうするのか、

１人の教員、あるいは１人の担任が負える世界を超えた社会の環境の変化って出ていますから、それ

らの極めて専門的な人材をどうやって私立も含めてスキルアップしていって、国立の保育の質、教育

の質をきちっと担保していくのかというところで、例えば学校で言えば教育センターができ、スクー

ルソーシャルワーカーがいて、スマイリースタッフがいてというような形。 

 保育のほうは今までそういう形がなかったんですけど、もうこれからは総合的な相談窓口があって、

基幹的なセンターがあって、そして専門的な人材が、公私立を含めて園のレベルアップと個々の家庭、

地域の家庭へのアプローチみたいなことをやっていかないと、この社会全体の子育て支援がもたない

んじゃないかという時代が来ている。そういう人材と、それから財、いわゆるお金の部門をどうやっ
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て全体の中で生み出していくかというところに、今考えている課題がある。私自身はそういう整理を

させてもらっているということです。よろしいでしょうか。 

【保護者】  はい。 

【施策推進担当課長】  ほかにございますか。 

【保護者】  なかよし保育園の○○です。先ほどの話も踏まえまして、待機児童解消というのが大

きな課題としてある。急ぎ園をつくらなければいけないというのはもちろんそうだと思うんですけれ

ども、ただ園をつくればいいというものではないと思うんです。中身が重要だと思うんです。それを

踏まえまして、今の公立保育園がしてきた大きな役割の中の一つに、やっぱり人材の育成というのが

あると思うんです。今のこれだけの歴史を積み重ねてきた公立保育園で、いい先生が育って、その先

生がまた公立保育園の中でも異動したり、児童館に行ったりして、つながりも保ちながら、すごくい

い先生たちがたくさんいらっしゃると思うんです。 

 私も、不登校の子どももおりますし、スマイリースタッフについてもらっている子どももおります

し、いろんなところで子どもたちがお世話になってきました。もし民営化がこのまま進むとしたら、

そういったすばらしい人材を育てる場所、人材の育成という面では、すごく大きな損失になるのでは

ないかと危惧しています。その点につきまして、今後よい保育士を育てるという考えで、今まで公立

保育園の役割として培っていた、その人材育成を、どのようにこれからしていくのかというところを

お聞かせ願えればと思っています。 

【永見市長】  そういうふうに言っていただきますと、市長としては大変うれしいです。なぜかと

いったら、公立保育園の設置者であり、運営者ですから。保育の実施者ですから。ただし、では、私

立の保育園の保育士さんの質が低いのかというと、決してそうではないだろうとも思っております。

もしそれが低いと認めざるを得ないとしたら、国立の保育を必要としている子どものうち、公立を選

んでいないお子さんの数のほうが多いわけですから、公立じゃない私立のお子さんの数のほうが多い

わけですから、そこでもきちっとした保育はなされているということは現実になければならないし、

そうであると私は信じています。 

 そうすると、今おっしゃった話をどう考えるかというと、公立保育園の先生方は、経験年数では私

立の先生方より長いという意味で、多様な経験をされてきている。ですから、保育への適応力が極め

て高い部分があるだろうと。ですから、そういうノウハウをどういうふうに全体としてレベルアップ

させていくのかという課題は、やはりあるんだろうと思います。 

 それは、公だけがそういうことでいいのかというと、先ほどのＯＪＴという問題、オン・ザ・ジョ

ブ・トレーニング、日々の子どもたちと接する中において、よき指導者がいて、初めて保育の質とい

うのが、１週間研修を受けたから高まるというものではないはずです。そうすると、日々の園でのそ

ういう研修の機会をどうやってつくっていくのかというのは、私立に対しても公のいわゆる保育の実

施者として、ですから保育園というよりは、国立の保育行政の責任者は私立の保育園ともども、それ

をどう高めていくのかということに取り組まなきゃいけない。 

 もう一点は、私立の先生方が長続きしない要因の一つに、勤務条件と、それから給与の問題があり
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ます。ですからこの給与の問題というのは、毎年毎年補助を出して、私立の先生方の分を高めたり、

今年度からは宿舎借り上げで、私立園で宿舎を借り上げたらそれに補助して、先生方の生活費を軽減

化させて、それで定着できるようにする、そういう方策を今考えています。 

 ですから、そういう総合的な観点でやっていかないと、決して公立をただ置いていても、公立の中

で機能しているんだったら同じことですから。そういう意味では先ほど言いましたように、スキルの

ある先生を保育ソーシャルワーカーであったりという形で、全体の底上げ、各園の底上げができる体

制をつくっていかなければ、やはりなかなか難しいのかなと。そういうことを総合的に取り組んでい

くというのが、やはり与えられた今の時代の環境なんだろうと思っています。 

 先週も言ったんですけど、公立の悪口を言うと自分の顔につばをかけていることになる、天につば

することになるので、あまり言いにくいんですけれども、公立の保育園に保護者の方から、皆さんが

そうだ、すばらしいんだと言うかというと、やはり公の保育園でも適用できないとか、先生の対応に

不満があるとかというのは、ないわけじゃないんです。ですから、そこはともどもやっていかなけれ

ばいけない。私立の苦情も入ります。公立の苦情も現実にあります。ですからどっちかが全てすばら

しいんだというよりは、全体をどう底上げするか、そういう観点で取り組ませていただきたいなと思

います。 

【保護者】  私も、私立にも子どもを預けていたことはありますし、無認可にも認証にも預けたこ

とがあるんです。結局やっぱり公立保育園がいいと思って転園を重ねてきまして、何園か経験してい

るんですけれども、私立と公立で遊びの幅が全然違うんです。先生の年齢も違いますし、やっぱり公

立に入れてよかったと私は思います。もちろんほかの方には、やっぱり一人一人すごく丁寧に見てく

れるから私立のほうがいい、そういう選択があっていいと思うんです。なので、今ある園がなくなる

ということは、私はすごくつらいんですけれども、保育の質って何かと言われたらすごく難しい問題

だと思うんですけど、親として子どもを預けるのに、やっぱり公立がよかったと思ったことが大きく

意義があると思うんです。 

 やっぱり違いは感じています。やっぱり限られた予算の中で経営をしながらやっているということ

で、おもちゃの数も違いますし、遊びの種類、ダイナミックさも、すごく違いを感じてしまうんです。

なので、やはりこれからは総合的な観点から、私立も公立のノウハウですとかスキルとかを分け合っ

て伸びていってくれたらいいんですけれども、ただ培ってきた歴史がいっぱい壊れるというところで

の残念感、それともったいないなとすごく思います。これは意見です。 

【永見市長】  せっかくこれだけの人数だから、そういう意見をざっくばらんに言ったら、すごく

おもしろいと思うんだけれども、市長という立場になると、公立だけでいいんだろうかとなってしま

うんです。圧倒的多数の方が私立ですが、人気はなかよし保育園が一番です。申込で第一希望の園、

一番はなかよし保育園。ところが入りたいという２番以下は全部私立です。東とか西とか矢川は下か

ら３つぐらい。どういう選択基準でお母さん方、お父さん方が選んでいるかなというと、基本が場所

なんですよね。内容までいかないんです。やっぱりこれはお仕事をされているからしようがない。 

 そうすると、自分の利便性のいい私立を選ばれている方が、公立の約倍ぐらいいらっしゃるとすれ
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ば、その子たちの保育環境、保育の質をどうやって持ち上げていかなきゃいけないのか。ところが財

と、それから人材って限られているとするならば、その人材の面とお金も含めて、有効に振り向けて

いかなきゃいけないという苦渋の選択ってやはりある。だからそこはご理解いただきたいなと。 

 ただし、そこでの影響を可能な限り少なくすることをどうしようかということを考えなければ、や

っていけない時代が来たのかなという気はします。ぜひご理解いただきたいと思います。これは私の

意見です。 

【施策推進担当課長】  いかがでしょうか。 

【児童青少年課長】  ほんとうにざっくばらんに。 

【永見市長】  ざっくばらんにやりましょうよ。せっかくの人数。 

【保護者】  今日はしゃべらないでと思ったんですが、あまり少ないのでどうしようかなと思って。

市長をはじめ、保育担当の皆さんがいろいろ考えていらっしゃるのはものすごくわかるんです。何回

も説明を聞いていて、一生懸命お話ししていただいてわかるんですけれども、考え方として、そもそ

も民営化をしないで、今あるリソースにプラス保育に投資して、保育士を増やして、それでもって園

を構えるんではなくて、園を持たないでそれぞれ保育サービスを展開するような事業を新たにつくる

とか、そういうのでお金を取れるようなサービス、市長もたしか選挙中にも、経営者の視点を持って

というようなことをおっしゃっていたかと思うので、そういうのをどんどん取り入れて、行政がもう

けちゃいけないということはないと思うんです。 

【永見市長】  そうです。 

【保護者】  なので、どんどんお金を取れるサービスというのを考えていただいて、民営化するん

ではない方法というのも何かあるんじゃないかなと、ほんとうは考えていただきたいなと思って。 

【永見市長】  ありがとうございます。ぜひ一緒に考えましょう。いや、ほんとうに。収益的な事

業をやって、新しいサービスとか充実に向けるって、役所も普通になってきたなとつくづく思ってい

ます。というのも、市役所の駐車場が有料化になりました。市役所を使う人は無料ですよ。でも一般

の人が払うお金って、毎月１００万円以上、税金以外にそれで入ってくるんですよね。それが施策へ

転換できるわけですから、そういう意味ではやっぱりそういう時代になっているんだなと思います。 

 ただ、保育事業ではなかなかそうもいかなくて、１園私立で、公立との差で６,０００万円程度とい

うのはなかなか収益事業では稼げない額なんですよね。芸術小ホールでネーミングライツをやっても

お客さんが来ないんじゃないかと。いやいや、笑われていますけれども、検討していた武蔵村山市が、

大きなホールでネーミングライツをやったら一社も来なかったと。立川はＲＩＳＵＲＵホールとなっ

て来ていますけれども、国立じゃ来るのかなと、いろんなことをやっぱり考えていることは事実なん

です。 

 保育園を公立で１園つくると、建設費に一銭も国から補助金が出ない。「国立市さん、勝手につく

りなさいと。」ところが私立であると、国と市からも助成金が出るから成立する。そういう意味では

ほんとうに制度自体が民を形成するような制度になっている。これは介護保険がそれまでは措置制度

で、ほとんど公とそれから社福法人がやっていたのを、全部門戸を開放して介護保険制度は契約制度
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となりましたよね。 

 最初非常に不安だったんですけど、私は当時、介護保険関係を長くやっていたのでわかるんですけ

ど、一番質がよかったのは社福じゃありません。質のいいのはＮＰＯ、次が株式会社。ただし株式会

社は両極端があって、破たんしたり、安かろう悪かろうで虐待があったりということもあるけれども、

全体として見るとＮＰＯ、次は株式会社で３番目ぐらいに社福法人というような実態も、サービスの

質からいくとあります。 

 ですから、必ずしも民が全部だめだということにはならないので、それはそこでの質の形成の仕方

になってくる。 

【施策推進担当課長】  いかがでしょうか。質問とか疑問とかということだけではなく、さまざま

な、今いただいたようなご意見、また保護者の皆様がお子さんをお育てになっている中、また保育園

を利用されている中で感じていることとか、こういうことがあって、夢物語とまでは言わないですけ

ど、どうなっていればありがたいなとか、そういったことも忌憚なくいただければと。せっかくのこ

ういう機会であるので、ぜひお願いします。 

【保護者】  いいですか。すみません。２つあるんですけど、１個は、今、公立ではなかよしが人

気が高い、入るのは立地だというところで、時代的に入れればいいとなっている保育園ですよね。そ

の入れればいいとなった保育園が、子どもにとっても保護者にとってもいい保育園であってほしいな

というのは、率直な保護者としての願いであります。 

【永見市長】  そうですよね。 

【保護者】  その中で、以前、保育審議会で委員をやらせていただいたときに、ある私立の園長先

生が、公立の先生に教えてもらおうとなんて思っていないみたいなことをおっしゃった方がいて、私

は、やっぱり私立が長い歴史があってやってきたものがあるから、そのようなことをおっしゃるんだ

ろうなと思ったんですけど、委員としてそこで壁を感じたんです。なので、例えば保育士の底上げと

かを全体でやっていくとなったときに、その壁のあるものをどうやって崩していっていただけるのか

ななんて一つ考えます。 

【児童青少年課長】  まず保育審議会のところからちょっとさかのぼりさせてもらうと、そういう

発言が確かに、とある園長先生からあったんです。ただ、私は公立保育園の担当の課長ですけど、聞

くときに、公立の先生はそんなことないんですと言うけれども、やっぱり公立のほうがやり方がいい

んだみたいな、何となくそういうふうに聞いて取れる論調があったかと思うんです。 

 それに対してやっぱり私立としては、私立は経営者１人が全部決めて、全部決まっちゃうんだ、公

立はそうじゃない、合議制でやっているんだと言っていて、ただ、私立もそうじゃなくて、第三者評

価があって、そんな経営者が１人で決めていたら、誰もついてこないし、意見も聞かなきゃいけない

でしょうと、やっぱりちょっとその感覚の違いがあって、それで公立からは教わることはないと。 

 その後のときにも、他の委員の方も、ちょっと言い方が上からだみたいな発言があったと思うんで

す。公立もそんなに私立を責めているわけじゃない、下だと言っていませんよと言うんですけど、聞

こえようによってはそうとれちゃうだろうなというのが、多分すごくあるのかなと。 
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 私立からすると、私立の園長会とか先生方に言われたのは、別に私たちは民営化をしてくれとは言

っていないと。言っていない中で、私立のほうが給料が安いだ何だと批判をされると、やっぱりおも

しろくない部分が正直あるんだろうなと。私立は私立で経営を一生懸命やっています。 

 これは先ほど市長の話でもありましたが、自分も天つばになっちゃうんですけれども、危機管理と

いう面で言うと、若干私立のほうが鋭いかなというのが、これは担当課長の正直な意見です。事故報

告ですとか苦情があったときの早さというのは、私立のほうが早いです。それはやっぱり経営をして

いるので、市で措置はしています。ただやっぱり人気がないと、行きたい人は少なくなる。そこはも

う経営感覚は絶対必要なことだと思うんですが、公立の園長は経営者じゃないんです。市の職員なの

で、やっぱりそこが遅いかなというのは、正直何回も呼んで注意しなきゃいけないこともありますし、

ケースの対応とかでもこれじゃだめだと指導しなきゃいけないこともある。 

 ただ、私立のほうが園長とか理事長を中心に、比較的さっと対応するというような、そこの違いと

いうのはやっぱり今後、公が直していかなきゃいけないところで、公がそこをもっと全体的にちゃん

と指導ができるようになっていかなければいけない。公が気づいて、こういう動きをしなきゃいけな

いですよねということをやっていくことが必要だと思っています。 

 ちょっと余談が多くなりましたけれども、昨年、公立四園保護者会との懇談会をやらせていただい

たときに、しょうがいのお子さんの受け入れの話が出ました。毎年それを言っているのにたらい回し

にされたみたいなことですね。私のほうで責任を持ってやらせていただきますというお答えをさせて

いただいたんですが、その後園長会に話をかけて、この５月から公立・私立園長のしょうがいとアレ

ルギーのワーキンググループで議論を始めています。これは来年度の入園、入所の手続の際に、そう

いうご負担をかけない。しょうがいのある子とアレルギーの子の入園に際しては、こういう子がいる

という事情は説明しなければいけないと思いますが、ただ、そのときに本人が行って聞いてください

ということはやめようということで、公私立の園長を入れて今始めさせていただいて、来年、平成

３０年度の入所のときには、相談員みたいなかたちでうまく受けると、その人が話を聞いて、園との

取り持ちができるということです。そこが合同の園長会ですとか、民営化を契機に、両方がわりと話

す機会が増えたとは思っています。実感として、園長もお互い垣根は大分下がってきているんじゃな

いかと思います。 

【子ども家庭部長】  私も今の説明で、結構同じような感じを受けているんですけれども、就任以

前から何となく話は聞いていましたし、なぜ公立と私立が今までちょっと一緒にできなかったのと。

これはどっちが悪いということじゃなくて、やっぱり公立からすれば寄り添っていったんだというん

ですけれども、これは条件、就労の条件にしてもいろんな環境条件って公立と私立は差がありますよ

ね。その中でやっぱり公立はそういうことを含めて私立に投げかけて、一緒にやりましょうという感

覚がちょっと足りなかった。私立もやはりそれだけ違いがあって、同じことを投げかけられて一緒に

同じ条件ですぐにやりましょうというのは厳しい。そういったまず話し合いのところが差ができてい

たのかなということで、どちらが寄り添っていかないとという条件でなかったということがあろうか

と思います。 
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 ここへ来て最近その辺は、やっぱり園長も含めて、一緒にやっていかなくちゃいけないということ

はもう重々わかってきたので、今言ったことは大分できてきました。今までそれができていなかった

環境というのは、誰が悪いという問題じゃなくて、やっぱりお互いに寄り添っていくのがちょっとな

かった。私はそう思って、ここ何年間で、民営化ということが契機で申しわけないんですけれども、

よりそれが高まってきたと思いますので、そういう意味ではかなりその辺の議論も進められてきたか

なと私自身感じています。 

【児童青少年課長】  発達の研修など島田療育センターの研修を今取り入れていて、その研修とか

を公私、あとは幼稚園も入れた中で、年何回のシリーズとかいろいろ、あとは主任クラス、園長クラ

スでやっているんです。それとあと、ご存じだと思いますが、うちの子こんな子シートが今、少しず

つですが使用率が上がってきて、それも毎年研修会をやるんです。 

 そのときに、どの研修もそうですけど、講師の先生が最後にグループワークというか、意見交換す

る機会を必ず設けるようにしているので、最初はやっぱり公園に行ってもお互い、子どもを連れてい

ってもあまりしゃべらなかったりしたのが、少し顔見知りになってきたりとか、うちからそちらに転

園した何々ちゃん、どうですかみたいな会話が聞こえるというのが少しずつ入ってきているので、大

分お互いのそういう垣根というのは低くなっている。 

 ただやはりお互い忙しいのはもうどうしても事実なので、なかなか研修をやっても多くは参加でき

ないというところ、そこが課題であって、国は研修に行かせるために、そこにいないときにかわりに

穴を埋めるような臨職さんとか嘱託さんという手当てをしないと、なかなか先生たちは資格を取るた

めの研修が受けられないというのを考えなきゃいけないみたいなことを言ってきておりますので、今

後また少しそういう流れが変わるんじゃないかと思っています。 

【保護者】  スクールソーシャルを目指していて、というのは７年前に大阪で起きた児童、育児ネ

グレクトの事件があったから、やっぱり自分自身が勉強していきたいと思ってはいるんですけれども、

実際に今国立市に入らせていただいて、学校でスクールソーシャルにつなぐ案件というのは、学校長

がスクールソーシャルにつなげないと、スクールソーシャルは動けないということでした。学校長に

つなぐのは、各学校にいるコーディネーター、連絡調整をする役割の人が学校長に伝えて、学校長か

らスクールソーシャルと、何段階か踏むんです。その各学校のコーディネーターの知識だったり質に

よって、なかなかつながらない、埋もれていくという状況の子どもが実はいるんです。 

 保育ソーシャルワーカーを目指す中で、そういう案件は起きてほしくないので、細かい部分をマニ

ュアルとして決めていくのか、その保育ソーシャルワーカーの研修をしていくことも大事だと思いま

すし、それ以外にもつなげていく方法というのを細かく決めていかないと、なかなか埋もれている、

ほんとうは助けが欲しいと思っている保護者に手を差し伸べるまではとても難しいんじゃないかなと、

実際に入って思ったので、ぜひそこをよろしくお願いします。 

【児童青少年課長】  やっぱり子ども家庭支援センターだけではもうどうにもならないんです。は

っきり言って私はいたのでわかりますが、小学校と学校の連絡会をつくりました。それまでは個別の

ケースだけだったんですが、各学期ごとに小・中学校全部連携で、そこの地区はワーカーがいて、学
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校と共有してやると。今は保育園のほうにもたしか子ども家庭支援センターは広げていっていると思

うんですけれども、やっぱりなかなか今言っているように、そこをほんとうにどういうふうにという

のは課題なんです。 

 ただその現場にいる方のアンテナがほんとうに伸びないと、おかしいという変化はやっぱり現場の

人が一番見ているんです。学校もそうです。ある学者の方が言ったのは、子どもはランドセルの数だ

け悩みは持っているんだよと。１日の半分近くいるじゃないですか。朝行ったときの顔で、きのうは

顔を上げていたのに今日下げていたというのは、やっぱり担任の先生とか学校の人が気づいてあげな

いと、なかなかその変化にはたどりつかないんです。 

 ただサインってすごくいろんなところで出ているので、急に連絡帳の文字が汚くなったとか、返し

方が荒くなったとか、そういうサインってどこかで出ているんです。それは研修とかで教えていかな

いと、気づいていかないんです。 

【永見市長】  確かに、これはどこまで市長部局で言えるかという学校の問題はあるんだけど、は

っきり言えばいいと思うんだけれども、教育機関だから学校長の管轄下にあって、校長の資質そのも

のによって大幅に変わるということを言いたいわけでしょう。だってアンテナを幾ら張っていても、

その過程で何か落ちちゃう。で、どこか消えていっちゃう。で、実は地域の中で埋もれちゃう。で、

課題だけ残っちゃうみたいな。 

 これはだからなかなか市長部局のほうから言いづらいんだけれども、実際そういう行為って僕自身

も聞くから、これは誰がということじゃないけど、やはりそういう課題はしっかりやってほしいと、

私のほうから教育長に伝えることはできるから、これは別に今日の話じゃなくほかでもあるんですよ。

個別的に相談が入ってきたら、どこにあったんだろうかみたいなことを、教育委員会でちょっと別の

席で話してみたら、ここで線が緩んじゃったのかなんていうこともあったので、それは機会を見て話

しておきます。 

【保護者】  ありがとうございます。 

【子ども家庭部長】  私はやはり例えばＤＶだとか児童虐待とかいじめ、直接は教育委員会なんで

すけれども、そういったことのいろんなケースを見ていくと、はかり、物差しってないんですよね。

これが今その家庭にとって子どもにとってどのくらい危険なのか、どのくらい支援が必要なのかとい

うのは、経験とかいろんなケース会議をやって、これは今救おうねとかってあるんですけど、その物

差しってすごく難しくて、多分さっきおっしゃったのは、入っているコーディネーターさんとかが、

そのはかりを１人じゃやっぱりはかれないというのか、その物差しを。 

 私たちもケース会議をやって、一定のこれはこうしようという方針が出るんですけど、やっぱりそ

れはすごく難しいなと感じています。例えばお子さんは学校にいるときと学童に来るとき全然違いま

すよね。学校でかなりほんとうにもう圧縮されちゃっていて、学童に来てそれがぱっと爆発しちゃう

子もいるし、もしかしたらその逆もいるかもしれないし、いろいろ一人一人の子が違うので、それも

やっぱり学童は学童で、その子をどう支援していくか、いろんな対策というか、みんなで話し合って

いくんです。 
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 そのときやっぱりたまに学校ともっと話そうねと、漏れていたりするんです。じゃ、しようとか、

養護の先生と話しましたとか、そういうことで繰り返しなんですけれども、やっぱりほんとうにいろ

んなケースがあるので難しいなと。たださっきのお話は、そういう今のシステムというんですか、校

長先生がいてというそのところに、やっぱりエポックがあっちゃいけないなと思いますので、それは

やっぱり教育委員会さんと私たちも、そういう話からぜひ解決する必要があればしていきたい、そう

感じました。 

【保護者】  ありがとうございます。 

【永見市長】  でも結構校長さんとかは一生懸命やっていますよ。 

【保護者】  やっています。 

【永見市長】  感覚つかめます？ 自分の管轄で入学する子のリストを見て、誰がどこに行ったか

わからないというと、校長先生が一軒一軒回っているんですね。 

【児童青少年課長】  今から4、5年前ですか、これは本にもなっていますが、相模原で居所不明児

が小学生のときからずっと見つからなくて、遺体でアパートの一室で見つかって、もう白骨化してい

たと。それはお母さんは出て行っちゃって、父親は新しい女性と交際していて、たまにしか帰ってこ

なくて、結局だんだん足が遠のくじゃないですか。ばれないように目張りを全部して、家賃も払った

ままにして、結局、中学生になったころにやっぱりおかしいと児相が動いたか何かで発見したらもう

遅かったんですけれども、そのときから全国的に居所不明児の実態調査をするとなったんです。 

 一つのポイントとしては乳児健診ですとか、１歳半、３歳とか、ああいう健診を受けていない家庭、

あとは就学時健診を受けていない家庭というのは、連絡を取って確認することになっているんです。

全件それに今当たらなきゃいけないとなっていて、実態がわからない家は、入国管理局に子ども家庭

支援センターから調査をさせて、入国しているか、出国しているか、その歴も全部とるんです。出国

していれば一応おしまいなんですけれども、入国していたら、さてどこにいるということをやっぱり

全部追跡しなきゃいけないというので、限りなくゼロにしていかなきゃいけない。 

【永見市長】  逆に言うと、社会って今そういう時代になっているんだろうなとつくづく思います。

こういうところに来てくださるお母さん方じゃなくて、多くは孤立感もなしに、自分なりの子育ての

仕方をしていると。ただそれが一つ歯車がちょっとかみ合わなくなると、社会的に孤立しちゃって、

ほんとうに不幸な事件まで行ってしまうようなことがそこら中にぽつぽつ起きて、それをどうやって

セーフティーネットをつくっていくのか。 

 そのセーフティーネットって、集団でいるなら楽なんですよね。どこにいるかわからない、そうい

うお子さんたちがいて、あるとき突然セーフティーネットが必要になって、またそこから自立してい

かなきゃいけないみたいな、そういうことを年がら年中繰り返していかなきゃいけない時代というの

は、ものすごく人もかかるし手もかかるし。 

 だからそれがまさにさっき言った家庭の養育力の低下とか、地域の養育力の低下みたいな言葉で語

っちゃうんだけれども、そういう時代になってきたときの子育て支援のあり方って、保育園をつくり

ました、何とかつくりましで済むような時代じゃなくなってきているんだなということを共有しても
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らってどうしようかと。そのときの財とか人材をどうするんだということを一緒に話し合われたら、

結構いい集まりになるんじゃないのかなと思いますね。 

 そうすると地域の中にこういうケースがある、ああいうケースがある、自分のところはいいけどこ

ういうケースがあったと。では、こういうケースって地域ではどう支えたらいいんだろうかといった

議論までいけば。行政のどこへつなぐんだ、今だったらどこへ、子ども家庭支援センターへつなぐの

か、総合相談につなぐのか、福祉総合相談窓口へつなぐのか。あるいは場合によっては、ここででき

たオンブズマンでもいいわけですけれど、いろんなチャンネルがあって、いろんなところでつなぎ合

える、そんな時代を迎えているんだということを、保護者の方々と行政が共通で認識を持てれば、例

えば今日は民営化の問題だけれども、民営化の細かい話というのは子どもにとっては重要だからそこ

はつなげばいんだけど、全体感としてはもうちょっと違う議論で、民営化みたいな問題というのは議

論できるのかなと。そこの共有感がないと、何で財なの、何で人なのといっても、その現実のところ

をお互いリアリティーを持ち合えないと、なかなか難しいのかなと思います。ぜひそこは今日、面白

い議論ができたなと、実は内心うれしいんですけど。どうぞ。 

【保護者】  矢川保育園の○○です。よろしくお願いします。すみません、ちょっと要望的な感じ

になっちゃうんですけど、ほかの市の保育園で、多分各教室にカメラがついていて、保護者が好きな

ときにスマホで様子が見られるというサービスを行っているそうなんです。それを聞いていいなとち

ょっと思ったりして。多分先生方は嫌だろうとは思うんですけれども、保護者としては安心だなと思

いますし。 

【永見市長】  仕事中でもちょっと見られる。 

【保護者】  そうです。民営化して私立になるということで、ちょっとここを見ると、書類だった

り、何か監査があると聞いたんですけれども、それだとやっぱりちょっと不安だなという部分があっ

て。 

【永見市長】  お子さんがね。 

【保護者】  そうですね。 

【永見市長】  書類とかそういう監査だけじゃなくて、もうちょっときめ細やかに保育の実態が見

られるとかですね。 

【保護者】  そうですね。やっぱり兵庫のほうのあのスプーン１さじぐらいしか給食を上げていな

ったという事例がすごく衝撃的だったので、そこら辺をもうちょっと、抜き打ちじゃないんですけれ

ども、見られる状態だとうれしいなと思っています。 

【児童青少年課長】  ありがとうございます。カメラのことについては、まず安心して預けていた

だけばと思います。カメラの設置となると、なかなか難しいところもあるかなというのが正直なとこ

ろでして、今、入口にある安心安全カメラ自体も、通行人の顔を映しちゃいけないとか、いろいろカ

メラということ自体がなかなか難しくて、逆に言うと安全なんですけど、監視をしていると思われる

部分があったり、その部分について一番いいのは、安心してお預けいただける仕組みにこれからも努

力させていただくということだと思っています。ただ、大変貴重な意見として頂戴します。 
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【永見市長】  カメラの設置は、結局のところ、預けている保護者の方がどこまで同意できるかだ

と思います。今、課長が言ったのは、国立市では非常に難しくて、いわゆる防犯カメラというもので

も賛否が分かれてしまい、今やっと通学路、小学校なんかにつけましたけれども、保育園につけるの

でも、つけてくださいという要望があったとしても、ほんとうに保護者の皆さんいいんですね、その

かわりプライバシーの部分には同意しますね、映るということは、自分の肖像権のプライバシーを第

三者が見る可能性が高いわけですから、あるいは見られることを前提に安心をもらうわけですから、

いいんですよねと。それが２０人なら２０人、３人なら３人のクラスで、お母さん方が同意していな

いと、我が子だけ映してくださいというわけにいかないですからね。 

 そういうところのレベルの議論を丁寧にしていかないと難しいけれども、趣旨はだから、もっと安

心して預けられるようにしてくださいということでしょうから、それはよくわかります。 

だけども、国立市内の私立保育園について、最近問題になっている事例についてリアリティーが持

てる？ 例えば給食を食べさせていなかったとか。あるいは監査とか指導、検査とかがあるけれども

それだけじゃ不安だと。もちろんそうだろうと思いますけど、私の感覚で言うと、全園の園長を知っ

ているし、どこに遊びに行ったって大丈夫なんだけど、必ず情報がもっと前に入るし、その辺の連携

というのはすごく密だと思っています。 

【児童青少年課長】  それとあと、今、矢川保育園でいろいろ保護者の方や役員とお話ししている

ときに、紙面でやりますというお話はしていますけれども、今回のような形式ではなかなか来られな

いので、そうじゃなく、巡回をしてほしいと。ただ巡回も、巡回だけじゃなくて巡回のときに３０分

ぐらいこちらで場所を設けて、そのときはこのテーマについていろいろ話すよというのもしないと、

なかなか立ち話だけでも、園長先生や先生も大分気を使って、来ている方どうぞと言われるんですけ

ど、いきなり向かい合うとお互い、保護者の方もしゃべらないんです。ちょっと今日は忙しい、帰り

ますみたいになっちゃうので。 

 前に巡回したときには、なかよし保育園ではここにいるとだめ、奥に入ったほうがいいといったご

意見をいただいたり、園によっては入口がいいとか、いろんなパターンがあるので、そんな形をとっ

ていって、なるべく声を聞きたいと思っています。何かほかの方のお声とかはいかがですか。 

 矢川保育園では、やはり先生が変わることが不安だというのが圧倒的、８割、９割ぐらい。人によ

ってはもうそれしか不安はないという人もいれば、何だかわからない、全然実態がまだわからないと

いう人もいますし、保育士は保育士として現場に残ってほしいんだという方もいらっしゃいますし、

やっぱりそういう声が多いんです。 

【保護者】  矢川は財団法人の話が出ているじゃないですか。それについて何個か聞きたいんです。

いいですか。その先生がかわらないということだけに注目すると、私なんか、財団法人ってすごく、

それでいいじゃん、何の問題があるのかと思うんだけれども、そもそも保育審議会で財団法人か社会

福祉法人かという検討がされたときに、財団法人に至らなかった理由を教えていただきたいのと、そ

の財団法人になった場合の具体的なイメージが、ほんとうにその先生がかわることだけ見て判断して

いいのか、そのあたりが、多分保護者としては見えづらいのかなと思います。 
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【児童青少年課長】  保育審議会のとき、ある一定の期間の中で、財団・事業団を立ち上げてやろ

うといったときに、４園一斉にやった方がよいという人もいました。 

 ただ、まず１園という方針が出たときに、１園の規模感で事業団というものを立ち上げて、これが

ほんとうに有効かどうかというところの議論、あとは現場の先生の資料も出しましたけれども、先生

方としても事業団というのはよくわからないというのもあったので、結論としては、審議会は限られ

た期間でやっていますので、それは長くすればいいじゃないかとなるかもしれませんが、諮問という

のは一定の期間を設けてやりますので、その中で国立市では、まずは１園目は社会福祉法人でやろう

という答申をいただいたというところでした。 

【保護者】  多分私の感覚的なもので言うと、公立園の園長先生が公立を公立として守りたいとい

うお気持ちがすごく強かった。だから、１園でも公立を欠けさせていくんであれば、財団法人にして

いくのは嫌だという思いがすごくありましたよね。ちょっと何か人の名前を出すようでよくないかも

しれないんですけど。それで公立は公立のままで置いておきたいというご意向が非常に強かったため

に、その先生も、多分社会福祉法人にどうぞと言ったわけではないんですけれども、財団法人でいこ

うというご提案はされなかったんです。 

 私はすごく財団法人はいいかなと思って、特に矢川プラスはほかのものも入りますので、全体的に

民営化すると考えたら、児童館とかいろんなものも一緒に同じ子育て財団のような形が、吉祥寺とか

のようにやれたらと思っていたんですけれども、結構みんな反対なんだみたいな感じで、何か流れは

社会福祉法人へみたいな感じだったんです。 

【保護者】  わかりました。その財団のイメージとともに保護者におろしてほしいのと、判断材料

というんですか、ほんとうにそこで簡単に財団にしてしまっていいのかとか、ちゃんと考えたほうが

いいのかなと思うんです。保護者としては、いつまでにそういうのを考えればいいのかとか、議会の

こととかもわかりませんので、できるだけ具体的におろしていただいたほうが、まとまりが早いと思

うんです。 

【永見市長】  ありがとうございます。こういう形で５月いっぱいからいろんな意見を聞いて、出

た中で、財団とか事業団というご意見。この中間的な形で幾つかの手法はありますけれども、どうな

んだということを今度は……。 

【保護者】  事業団というのは何なんですか。 

【永見市長】  社会福祉法人の福祉事業団というのがありまして、財団というのは公益法人法の財

団なので、法律体系が違う形で、同じように市の職員を出して、１００人規模の保育園をつくる手法

というのが、武蔵野市は財団で、三鷹市は社会福祉事業団です。昭島市も事業団。ところが実際中身

は変わらないんですよ。法律上の体系的な形態が若干違うとか、補助の形態が違うとかいうことがあ

るので、そういうのも整理しなきゃいけないんですけど、一通り皆さんとお話しした上で、今度は社

会福祉法人のメリット、デメリット、そういう新たな形のメリット、デメリットみたいなのを皆さん

にご提示しながら詰めて、あっ、これなら、１００％とは言わないけど、９０点ぐらいの安心感は担

保できるとか、保育の運営としても安心できるんじゃないのというところを少し、あと２、３か月ぐ
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らいの中で落として、形をつくっていきたいなというのが私の考え方です。 

 ですから最初６月議会に、ここで決め込みましょうと思ったんだけど、ちょっと皆さんと話し合い

を始めるスタートが１カ月遅くなっていますので、６月議会よりもうちょっと先まで持っていって、

具体論を今度少し詰めながら、７月、８月ぐらいの間に方向性を決め込めたらと思っています。 

【保護者】  ありがとうございます。やっぱり保育園って毎年卒園者が出て、当事者がかわってい

くというところで、なかなか時間を割いてまでできないのが現状なのかなと思うんですけれども、そ

こは一緒に意見を出しながらやっていったほうが、それでよいものができ上がってくるだろうなと思

いますので、紙でアンケートをとると言っていましたけど、多分回収率はすごく悪いと思うんです。

そのときにどうしたらいいかというのをちょっと考えていただきたい。 

 私が個人的に思うのは、先生がほんとうにかかわってこられたら、すごく身近になるんじゃないか

なと思うんです。先生から回収日２日前ぐらいに、保護者会経由でももう一回声をかけていただくだ

けで、保護者会内部のアンケートでさえ回収率は悪かったりしますから、やっぱり１回忘れちゃうと

そのまま忘れちゃうので、もう一回お声がかかるとありがたいなと思います。よろしくお願いします。 

【永見市長】  役員さんは毎年かわるんでしょう。だからこれはエンドレスにしちゃうと、せっか

くの議論が、来年の３月終わりでまた切れるんですよ。だからやはり一定の形の中で集中的に話し合

いをして詰めていくということをさせていただきたいと思います。ぜひご協力をお願いします。 

【施策推進担当課長】  ありがとうございました。予定の時刻になっているものですから、皆様、

この後ご予定のおありの方もいらっしゃるかと思うのですが、何かございますか。 

【保護者】  私はパブコメを出しているので大丈夫です。 

【児童青少年課長】  パブコメも結構いろんなご意見をいただいて、新しくできる園はフルタイム

の園じゃなくてもいいと。全部毎日いなくでも、週２とか週３でいいという人もいて、そういう保育

園みたいのもいいんじゃないかとか、やっぱり人によっていろんな視点が。批判もありますけど、い

い意見というのはやっぱり出てきて、聞かせていただいています。矢川保育園は、今このアンケート

をして入れていただいているので、回収率もかなり高くて、保護者の方とは、役員会をこの間やらせ

ていただきましたが10人いて、１人ずつご意見を言っていただいているので、ただそれを生かさなき

ゃいけないということが、我々の命題なので、ぜひ継続してこういう会を開かせていただきたいと思

います。 

【永見市長】  でも、このくらいの人数だと話しやすいですよね。15人いたら、１人５分お話いた

だいて７５分。ということは、それだけで時間を費やしてしまうので、こちらからお話しする機会が

なくなってしまうので。いろんな良い面、悪い面はたくさんあるから、そこは出し合って全体で上げ

ていくしかないと思います、ほんとうに課題はたくさんありますから。 

【施策推進担当課長】  それでは、お忙しい中、大変ありがとうございました。まだご意見がとい

うことがあれば、アンケートをお書きいただいて、直接ここでもいいですし、また後日でも構いませ

ん。保育園にご提出いただいても構いませんので、忌憚なくご意見いただければと思います。 

 本日は大変ありがとうございました。 
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【永見市長】  どうもありがとうございました。 

 


