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保育整備計画（素案）市民の意見を聞く会（第1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14日（日） 

14時00分～15時38分  

国立市役所 

2階委員会室 
9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 

 

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】  皆様、こんにちは。定刻を過ぎましたので、それでは、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。 

 本日の予定になりますが、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）の内容につきまして、ご説明させていただきます。その後、

皆様より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。限られた時間に

はなりますが、どうぞ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。日曜日の午後の一番おくつろぎの時間帯にお集まりいただき

まして、まことにありがとうございます。市長の永見でございます。 

 今日は保育整備計画（素案）の意見を聞く会ということで開催させていただきましたが、公立保育

園を民営化させていただきたいという基本的な考え方がございます。これは民営化に伴う人的な資源、

あるいは財的な資源を、子育て支援の充実のために使っていきたいんだ、もっともっと子育て支援を

充実させていきたいんだ、そういう考え方からスタートしたものでございます。 

 ただし、そのためには、単純にいくわけではございません。子どもたちの環境の変化に対するショ
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ックをいかに軽減化しながら、ソフトランニングして、そして民営化していくか、そこで何が付加価

値としてつけられていくのかというようなことを皆様にご提示しながら、一定の考え方を整理してい

きたいということでスタートしたところでございます。 

 現在のところは、２月の末にこの計画（素案）というのを公表させていただいて、矢川保育園、矢

川プラスの中に新たにできる保育園については民営化でいきたいんだということをご提示申し上げ、

３月の市議会には陳情も出されまして、それらの審議の過程の中において、保護者会から出された陳

情は不採択、採択はされなかったわけでございますが、議会の意思として、民営化することについて

は、大多数の方はやむを得ないだろうと。ただし、住民の方々、あるいは保護者の方々と十分丁寧な

話し合いをして、その中でご理解を得る、そしていかにして影響を少なくして進めていくのか、何が

不安なのかを十分聞く中でそれを解決していく、このような中で集約されたと思っております。 

 そういう意味で、３月末に私も出席しまして、矢川保育園の保護者の方々との懇談、あるいは役員

の方々と話し合いをさせていただきました。その記録は資料に出ておりますけれども、やはり一番の

不安というのは、担任の先生がかわるというようなことが多く出されたところでございます。そうい

うことも踏まえて、さらに皆様の意見を聞きながら、どのような形でつくり上げていくのがいいのか、

そういうことを今日以降改めてまた話し合い、また矢川保育園の皆様とは別途、園のお手紙のポケッ

トを使いながら、そこでお互いの意見交換、情報交換をしながら進めていこうということを考えてお

ります。 

 どうぞ今日は忌憚のないご意見、あるいは不安があれば、その不安の内容というものをお示しいた

だいて、少しでも共通理解が得られるように努力してまいりたいと思いますので、よろしくお願い申

し上げます。 

 私からは以上でございます。 

【施策推進担当課長】  永見市長、ありがとうございました。 

 それでは、そのほかの出席者を紹介させていただきます。 

 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。 

【子ども家庭部参事】  薄井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

【施策推進担当課長】  児童青少年課長の松葉でございます。 

【児童青少年課長】  松葉です。よろしくお願いいたします。 

【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。 

【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】  赤尾と申します。よろしくお願いいたします。 

【施策推進担当課長】  矢川保育園園長の江良でございます。 

【矢川保育園長】  矢川保育園の園長の江良です。よろしくお願いいたします。 

【施策推進担当課長】  この後説明に入らせていただきます前に、１点事前の確認事項がございま
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す。本日のこの会の内容につきまして、後日ホームページ等で公開させていただきますので、ＩＣレ

コーダーによって音声記録をとらせていただきたいと思っております。予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、担当係長の脇領より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。説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 説明に入ります前に、本日の配付資料のほうを確認させていただきます。資料を４点ほどお配りさ

せていただいております。１つが保育整備計画（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、ナンバー２といたしまして、公立保育園民営化の方針にかかわる矢

川保育園保護者懇談会開催の記録というものでございます。資料ナンバー３といたしまして、保護者

の皆様には園を通じて一度配付させていただいておりますけれども、民営化通信のナンバー５を改め

て配付させていただいております。それから、ナンバー４といたしまして、総合相談窓口の概要とい

うものを配付させていただいています。それ以外にアンケート用紙をご用意いたしましたので、最後

にご意見等をいただければと思っております。 

 配付資料については以上でございます。お手元にない方がおられれば、手を挙げていただければと

思いますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、資料ナンバー１、保育整備計画（素案）の概要という資料をもとに説明させていただき

ます。本日、皆様からご意見をたくさんいただきたいと思っておりますので、説明のほうは簡潔にさ

せていただきたいと思いますが、わからない点等ございましたら、後ほどご質問のときにいただけれ

ばと思います。 

 それでは、資料をおめくりいただきまして、３ページのところからが計画についてになります。計

画策定の背景と目的というところでございますが、まずキーワードといたしまして、少子化、核家族

化、都市化というキーワードと挙げております。仕事の形態も多様化しておりますし、共働き家庭も

増えております。また、おじいちゃん、おばあちゃんなど近くにいないご家庭、それから地域に相談

相手がいないとか、そういった状況の中で、家庭や地域の環境が変化していたり、仕事と家庭の両立

が難しかったり、子育てについて孤立してしまったりとか、不安を感じたりとか、負担に感じている、

そういった状況の中で課題もたくさん出てきているところでございます。 

 国立市でも待機児童が出ておりますが、そういった課題や発達が気になるお子様への支援というと

ころの課題、それから児童虐待といったところの課題、これ以外にもさまざま子どもに関する課題と

いうのはたくさん出てきているところでございます。 

 目的のところですが、そういった課題の解決、また子育て支援に取り組むときに、人的資源、財的

資源、これは職員であったり、お金、市の予算といった部分であったり、そういったものを有効活用

しながら、民間や地域の力も取り入れながら、公の役割を明確化しながら進めていかなければならな

いということですとか、それから、子どもの最善の利益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、我々に課せられている基本原則というものがあります

ので、そういった兼ね合いの中で課題解決をしていかなければならないということがございます。そ
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れから、公立、私立の隔てなく、市内全体の保育環境、こういったものの維持向上を目指していく必

要があるところでございます。 

 そういったところから、この計画では、取り組むべき保育施策の方向性を示しまして、公と保育園

が果たすべき役割というのを整理しているところでございます。 

 おめくりいただきまして、４ページでございます。では、保育施策を市はどのように取り組んでい

くのかというところでございますけれども、保育施策をさらに充実していかなければならない、そう

いったところがあります。これは保育に限らず、幼児教育の関係、それから在宅子育て家庭、そうい

ったものを含めまして、未就学児全体の豊かな成長のために取り組んでいかなければならないところ

でございますが、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、財

的資源、また施設の部分もそうですけれども、経営資源は有限である、必要なものだからといって全

てがすぐできる状況にはないというのがあります。 

 そういったところを頭に入れていただきながら、５ページでございますけれども、市が抱えている

保育行政課題の解決に向けて、新しい事業を取り組んでいくためには、四角の中に３つ挙げさせてい

ただいておりますが、こういった視点を持ちながら進めていかなければならないと考えているところ

でございます。１つには、保育施策の必要度、優先度の高い施策を明確化にしながら取り組んでいく

必要があるということ。２つには、限られた人的・財的資源をバランスよく配分し、効果的に保育・

子育て支援施策を推進していくということ。３つには、創意工夫と民間活力の積極的な活用の中で、

多様な市民ニーズに応えていくということでございます。こうした視点が必要であると考えていると

ころでございます。 

 では、取組の優先度を市はどのように考えているのかというのが６ページになります。そちらに

１１項目挙げさせていただいておりますが、まず左の上のところでは待機児童解消というのがござい

ます。今年度の国立市では、待機児童の数が増加しております。こうした待機児童の解消というのは

最優先の課題になっているところでございます。 

 そのほかに優先度の高いところでは、右側の一番上ですけれども、発達が気になる子どもへの支援、

またはしょうがいを抱える子どもへの支援、こういった支援を丁寧にやっていく必要があるというこ

とと、それから在宅で子育てをしている家庭、こういった方が孤立しないような取り組み、そういっ

たところも必要になってきているということでございます。 

 それから、子ども・子育て総合相談窓口の創設というのが右側の中段にありますけれども、こちら

は子ども総合計画で重点項目の取組となっておりますが、この取組について、資料ナンバー４をつけ

させていただいておりますが、後ほど見ていただければと思います。そのような取組を今後市ではや

っていきたいと考えているところでございます。 

 それから、個別の事業では一時預かり保育の充実を優先度の高い事業と考えております。こちらは、

今、庁内で保育現場に携わる現場の職員も入れながら検討会を開いておりますが、そういった場でも

必要度の高い事業と挙げられておりますし、またパブリックコメントでも、この項目についてはさま

ざまご意見をいただいているところでございます。 

 次に、７ページのところですが、今後の公と保育園の役割はどのようになっていくのかといったと
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ころでございます。そこに保育審議会の提言というのを掲げさせていただいておりますが、市全体の

保育システムを磨き上げていく役割を担えるのは市のみである、そういった審議会からの提言をいた

だいております。そうした中で、公立保育園１園を基幹的保育園としていこうということを市では考

えているところでございます。そこでは子育て家庭全体への支援を行っていくことや、保育ソーシャ

ルワーカーを配置して、そこの中でつながりやすい支援といったものをやっていこうということ、そ

して国立市全体の保育の質の向上を図ることに取り組んでいきたい、そういうことを市では考えてい

るところでございます。 

 また、公立、私立問わず各保育園では、地域子育て支援拠点事業と書かせていただきましたが、地

域のかかりつけ園となれるような取り組みを目指していくということを考えているところでございま

す。また、民営化する園では、優先度は先ほどお話ししましたが、一時保育事業、こういったものを

拡充する中で、保育サービスも向上させていこうということでございます。 

 おめくりいただいて、８、９、１０ページとイメージ図を出させていただいておりますが、こちら

８ページが基幹的保育園のイメージ、９ページが保育ソーシャルワーカーのイメージ、１０ページが

地域子育て支援拠点事業のイメージとなっておりますので、少し目を通していただければと思います。 

 次の１１ページですが、では市は、考えている取組をどのように実現していくのかというところで

ございますけれども、そこでは、子育て中の家庭というのはやはりさまざまな悩みや課題を抱えてい

ると思いますけど、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力を注いでいき

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を展開していきたいところではあるわけ

ですが、そのためにはやはり先ほども申しましたように、人材と財源を確保していく必要がございま

すので、人とお金を生み出して確保していかなければならない、そういった状況にございます。 

 また、さまざま事業を展開していきたいところですけれども、そのためには全て市が、公としてや

っていくのはなかなか難しい状況でございます。民間事業者の力を活用していく中で、取り組んでい

く必要があると考えているところでございます。 

 おめくりいただきまして、１３ページから民営化のことについて触れさせていただいております。

民営化の方針はというところでございますが、まず民営化の効果といたしまして、生み出される人的

資源を子育て・保育関連部署に配置していくこと、それから、新たな役割を設けていくことによって

支援体制を強化していくことができるということ、また、生み出された補助制度などを活用していく

中で、市の負担を減らして、生み出された財的資源を保育・子育て支援施策に活用していくことで、

課題に対応していくことができる、こういったことが効果として挙げられます。 

 民営化の方針、ページ右側のところでございますけれども、まず公立１園は、先ほど申しました基

幹的機能を付加して、基幹的保育園としていくということ、それから１園は社会福祉法人に移管し、

民営化をしていく、それから２園目以降については、効果検証をしっかりしなさいというのを審議会

からもいただいておりますので、その上で１園目と同様に社会福祉法人に進めるのか、または市が出

資する財団のようなものを立ち上げて、そこが担っていくのか、そういった方法を選択していくとい

う考えです。 

 民営化に当たっては、ガイドラインを審議会で作成いただいております。ここには大学の先生とか
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学識経験者をはじめ、保育園、幼稚園、そういったところの園長先生や保護者の代表の方にも入って

いただいて、ガイドラインをつくっていただいております。ガイドラインでは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の引き継ぎなどの基準、そういったものを定めて

おりますので、これに沿って進めていくというのが方針としてございます。基幹保育園と民営化園に

ついては、基幹園をなかよし保育園、民営化園を矢川保育園と定めさせていただいたところでござい

ます。 

 おめくりいただいて、１４ページでございますけれども、平成３３年４月を民営化する時期として

定めさせていただいております。こちらのスケジュールは目安でございますけれども、この項目に沿

って取り組んでいくというスケジュールの目安を示させていただいております。 

 １５ページに参りますけれども、１５ページからは民営化する矢川保育園の今後についてというこ

とで少し記載させていただいております。どのように変わっていくかということを、現状と民営化後

というところで項目ごとに表示したものが１５ページでございます。保育の実施主体というのは市で

ございますので、そこの点は変わらないところでございますが、設置・運営主体というのが市から事

業者に移っていくというところでございます。 

 そのほかに、開所の時間であるとか保育料、また職員の配置、障害児保育や給食といったところの

項目は継承していくということで、ガイドラインでもいただいております。そういったところは変わ

らないところですが、職員の部分、先ほど市長からもありましたが、職員が変わるというところ、皆

様から不安の声もいただいておりますが、そこが大きな点であるかと思います。一番下の付加事業の

ところですが、民営化に当たっては一時保育の実施であるとか、課外教室の充実、それから緊急保育

や休日保育の検討、そういったものを付加させていく考えでいるところでございます。 

 １６ページ、１７ページのところでございますが、こちらは保護者が感じる不安に対してどのよう

に取り組んでいくかというところを、少しお示しさせていただいたところでございます。２月２７日

に計画の素案を公表させていただいて、その後、市議会に報告をしまして、ご意見をいただいており

ます。またパブリックコメントも９名の方からいただいたところでございます。矢川保育園では３月

２６日に懇談会をさせていただいて、今、役員の方々とも話す機会をいただいているところでござい

ます。今後もさまざまな場面で保護者の方々に参画いただいて、ご意見を伺っていきたいと考えてい

るところでございます。 

 それから、資料２と３が、矢川での記録と民営化通信でありますが、内容は細かく見ていきません

けれども、資料３の民営化通信のほうを少し見ていただければと思います。左側の部分で、３月

２６日に矢川保育園で懇談会をした内容でございます。 

 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、財団方式の民営化はできないのかです

とか、新園舎になるときの保護者の意見はどのように取り入れられるのかとか、あと、保育サービス

は拡充されるのかとか、民営化の進め方、どういうふうに事業者が決まるとかいったところのご意見、

それから市の関与がなくなってしまうのではないかといった私立園になることへの不安など、そうい

ったご意見をいただいております。 

 右側の部分では、４月１９日に矢川保育園保護者会の役員、４名の方々にお会いしたときの内容を
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記載しております。そこで挙げられたものとしては、この先どうなるかわからず不安であるというよ

うなこと、子どもの影響を最大限配慮してほしいといったご意見、それから懇談会で出た財団方式に

ついてわかりやすい解説をしてほしいとか、そういったご意見をいただいています。 

 また説明会になかなか出るのが難しいといった方もおりますので、そういった方々の意見を取り入

れるために、わかりやすい紙面を作成して、園を通じて配付して、最後にはアンケートをつけて、イ

エス、ノー、わからないといった形式で意見を把握し、結果をフィードバックしながら共有していく

のがいいのではないか、そういった意見をいただいております。 

 それから、資料はございませんけれども、昨日も夜、矢川保育園の保護者会の役員会のほうにお邪

魔させていただきました。その場でも、先生がかわってしまうことが一番の不安であるということで

すとか、これまで先生方と築いてきた関係がなくなるのが不安であるとか、それから、矢川保育園の

保育が継承されていくのかどうかが不安であるといった意見、さらには、今保育士不足が言われてい

る中で保育士が確保できるのかといった不安がある、そういった声もございました。また、保育の先

生方には保育現場で仕事をしてほしいといったお話もいただいたところでございます。今後も保護者

の皆様からの声をしっかり受けとめてまいりたいと考えているところでございます。 

 本日も、保育整備計画（素案）に対するもの、また民営化に対する不安、また日々お感じなってい

ることでも結構でございますので、さまざまご意見をいただければと思っております。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 説明は以上になります。 

【施策推進担当課長】  少し駆け足ではございましたけれども、保育整備計画（素案）についてこ

ちらからのご説明をさせていただきました。ここからは、市民の今日ご出席いただきました皆様から

のご質問、またはご意見をいただきたいと思ってございます。ご意見がございます方は挙手をいただ

きましたら、こちらからマイクをお渡しさせていただきますので、ご質問、またはご意見を頂戴でき

ればと思っております。いかがでしょうか。 

 では、お願いいたします。 

【保護者】  すみません、質問になるんですけど、人的・財的資源の確保のためということで民営

化を進めていらっしゃるわけですけれども、民営化することでどのぐらい、その人的・財的資源が生

み出されるのかがよくわかっていないのと、そもそも足りないと思っていらっしゃるのは、どのぐら

い足りないと思っているのかとか、そこら辺がちょっとわからなくて。民営化を進めることの国立市

としてのメリットがちょっと見えないので、そこを教えていただけると理解しやすいなと思います。 

【施策推進担当課長】  ありがとうございます。人的資源、また財的資源の部分でどれぐらいのメ

リットがあるのかというご質問だったかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【児童青少年課長】  では、改めましてよろしくお願いいたします。この民営化を進めてくる中で、

今、１園目を社会福祉法人にということで考えております。そうすると、大体１園当たり１５名から

２０名弱ぐらいの正規職員が各園にいらっしゃいます。民営化で社会福祉法人に移管されますと、合

同の保育――合同保育という言い方がまたちょっとわからないかもしれませんが、民営化をした後に、

しばらくはその園に何人かの先生が行っていただくということがあるかとは思いますけれども、基本



－8－ 

的にはその社会福祉法人に行った後、その先生方が他の部署に行っていただくことを考えています。 

 最初の説明の中でございましたが、対象先としては、例えば子ども家庭支援センターですとか発達

支援室、あとはここにも出ています保育ソーシャルワーカーという新たな、国立市全体の保育機能を

高めていくといいますか、先生方のスキルを上げていくための支援ですとか、各園での気になるお子

さん、課題があったり、支援が必要であったりする家庭をソーシャルワーカーが、各行政のサービス

機関につなぐという役割になってくると思いますが、そういったところに充てていく。 

 また、国立市では平成３１年度までに、学童保育所を４年生から６年生まで受け入れをするという

ことになっています。こちらは今のところ、大体各学年で２割ぐらいのお子さんが来るんじゃないか

という見込みがございます。その辺合わせてトータルで人数を出していく、考えていかなければいけ

ないかなと思っています。 

 あとは、当然今、各公立のほうも、フリーの先生が１人という、ちょっと少ない状況もあったりし

ますので、これは人事担当にも関係はしてきますけれども、場合によってはそういうところに少し、

加配というような形で先生が入っていければといったことも考えてございます。 

 財源的なメリットについては、審議会のこれまでの答申の中でも出てきておりますが、１園当たり

６,０００万円ぐらいのメリット、これは、国、東京都の補助金が今度活用できることになりますので、

その辺の金額が出てくるのではないかと見込んでいるところでございます。 

 また、その説明に対して何かご質問があれば、続けてやりとりをさせて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。 

【子ども家庭部長】  子ども家庭部長の馬橋でございます。どのくらい足りないかというよりも、

これから市としては、子育て、保育に関するお金が必要だと考えております。資料のほうで、この

６ページ目に、保育にかかわるいろんな施策、優先度を示しております。これは当然今までもやって

きています。ただ、まだまだ市としても、これに対してやっていかなくちゃいけない、そんな状況だ

と思います。 

 例えば、この中に待機児解消という問題があるんですけれども、それに関して、保育園を１園増や

しましょうといったときに、これは建設費が２億６,０００万円ぐらいかかります。それとあとは運営

費というのがかかります。１００人規模の園で例えますと１億７,０００万円ぐらい。その中で、国の

補助とかを抜きますと、市としては、運営費は１億２,０００万円ぐらいを市の負担がとして必要だと

いうことで、国から当然支援を受けるわけですけれども、こういった地方行政、市としては、市独自

に財源を持って取り組んでいかなくちゃいけない。 

 今、国立市では、大体１００人規模で２園、あるいはプラスアルファの保育園が必要だと言われて

おります。これは平成３１年度までに建てていかないと、この待機児童は解消されないと考えており

ますので、そういった費用がやっぱりかかっていく。当然子育てに力を入れるという視点がございま

す。当然ただ単に待機児童を解消するだけではなくて、保育の質というものを十分確保しながら進め

るということがあります。 

 先ほど課長がご説明したように、学童の問題、これは保育園から就学した後に行く学童を充実させ

ていかなくてはいけないと。４～６年生をこれから同じく受け入れていきます。今は３年生までとい
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うことになりますけれども、全学年を入れていくと。 

 そういったもろもろ、今やっていないこと、さらに新しい取組といったことを、例えでいくつか挙

げさせていただきましたけど、ほかにもここに示したような施策を進めていくということで、まだま

だそういった意味では、運営形態を見ながら、市がどこまで取り組んでいくのか、市としてよく見な

がら進めていく、そんな考えでございます。 

【施策推進担当課長】  今の回答いかがでしょうか。続けてご質問があれば。 

【保護者】  ありがとうございます。ちょっとわからなかったのは、補助金をもらえるから１園当

たり６,０００万円のメリットがあるということなんですか。 

【子ども家庭部長】  そのとおりで、いわゆる市の直営ですと市に対する補助がない部分が、民間

の社会福祉法人にて実施すると補助が出るということで、その分差額が出るということでよろしいか

と思います。 

【保護者】  はい。よくわからないですけど。 

【永見市長】  保育園の運営費というのは、私立であれ公立であれ、市が支弁する、お支払いして

いるんです。それに対して、私立にお支払いした分については国の補助金が市に入るんです。ですか

らその分税金が抑えられるということで、別の子育て支援、あるいは新たな保育園が開設されたとき

の運営経費にお金を回すことができる、あるいは子育て支援に回すことができる。その公立保育園

１園を私立園に切りかえると、おおむね６,０００万円の財政メリットが出るということを先ほどご説

明したところです。 

【保護者】  わかりました。そうすると、１００人規模の保育園が２つぐらい今後必要なことが見

込まれるということで、平成３１年ってもう大分近いじゃないですか。この民営化のスケジュールの

課程で、もう見えていなければいけない気もするんですけど、いろんなことで遅れているのかもしれ

ませんけど、その新しい２園をどうするかというのは、こういうスケジューリングはされることはな

いんでしょうか。 

【児童青少年課長】  今回３月に、この保育整備計画の素案を議会でもご報告させていただいたと

きに、私どもは待機児童の解消というのが並行して同じ最優先課題であろうと言っている中で、表記

の問題ではなんですが、やはりそこはしっかり打ち出しがされていないんじゃないかというご指摘も

いただきました。 

 書いていないから決して軽んじているということではないんですけれども、そこは組織としてこの

４月から職員を増員する中で、待機児童の解消に向けた取り組みということで、民営化とはまた別な

ところで、今２人職員が異動で来まして、待機児童解消に向けての取組をさせていただいているとこ

ろです。平成３１年の４月というのが目標値でありますけれども、前倒しができれば、もっと早い段

階でも取組はしていきたいと考えています。 

 ただ、民間の保育園をつくるのに、東京都にいろいろ手続をすると、やはり最低でも１年は期間を

要するんです。なので、来年の４月であればここのタイミングですし、市によっては６月とか８月に

募集をかけるような、新たにつくるところもありますけれども、なるべく早い段階で、前倒ししてで

も取り組めればと考えてございます。 
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 ただ、今のところすぐこの場で発表できる具体的なところがちょっとないんですが、事業主からお

話は来ていますので、並行して今相談はいろいろ進めさせていただいているところで、タイミングが

うまく早く出せればなとは思っているところであります。 

【施策推進担当課長】  よろしいですか。 

【保護者】  あまりこういう会に参加しなかったので、基礎的な質問になっているかもしれないん

ですけど、すみません。新しくつくる予定のその２園というのは、市が運営するものなんですか、あ

るいは民間の事業者に委託するんですか。 

【児童青少年課長】  保育の実施主体というのは市なんです。今、新たにつくると言っているとこ

ろの運営は、いわゆる民間、社会福祉法人を前提として、国立市は株式会社というのは全く今のとこ

ろ考えてございませんので、新たに社会福祉法人で２園設立していければと考えています。 

【保護者】  ありがとうございます。 

【施策推進担当課長】  よろしいでしょうか。他にご質問、またご意見。はい、お願いいたします。 

【保護者】  矢川保育園の保護者です。３月にやっていただいた矢川保育園での説明会に参加でき

なかったんですが、今日配付されたナンバー２の資料で、財団方式がＱ１で書いてあるんですけれど

も、アンサー、回答の意味がさっぱりわからないので、説明をお願いしたいのと、この会の結果とい

うことで、ほかから聞いた中では、財団方式でもできると。今回の民営化に関しても、これからの検

討で財団もあり得ると聞いたということだったんですけれども、そうなのか。その場合に、これから

どういう手続があれば、社会福祉法人ではなくて財団法人でやれるのかということ。財団法人という

のは、先生がかわらないという点で、保護者としてはいいんじゃないかという意見があるんですけれ

ども、実際にほかのメリット、デメリットが、市側についても保護者側についても子どもたちについ

てもわからないので、そのあたりの説明をお願いします。 

【児童青少年課長】 保育審議会でも、民営化をする考え方とか方法で、社会福祉法人に移管をする

か、新たに財団を設置するかということが議論の中でございました。保育審議会の第６回だったと思

いますが、その時の審議にあたって、保育の現場の先生方にもアンケートをさせていただいて、事業

団か社福かどうかと、いろんな意見をさせていただきました。 

 その中で、保育審議会でもそうですが、やはり事業団設立というときに関しての意義ですとか、あ

とは給与の格差はどうかとか、いろんな課題が見えてきていました。やはり保育審議会の答申を出す

中では、そこのところが、まず財団法人を立ち上げるということより、国立市としては社会福祉法人

の私立に移管をすることがベターじゃないかというところで答申は出させていただきましたので、そ

れを尊重する中で。 

【保護者】  今のご説明の中に、どうして社会福祉法人なのかというのはないんですか。 

【永見市長】  なぜ社会福祉法人がいいと判断されたかという、その理由が何ですかということ。 

【保護者】  そうですね。結論が財団じゃなかったのはなぜでしょうか。 

【児童青少年課長】  その答申が出るまでの期間の中では、言い方としてはそこまでの結論にちょ

っと至らなかったというところ、事業団を設立して、職員を動かして何かやるということについて、

また１園を事業団を立ち上げるということでも、意義が見出せるかどうかも含めた中では、やはり実
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績のある社会福祉法人に移管をするほうがベターだろうという結論に至ったところです。 

【保護者】  前提は１園だけの民営化ということですね。 

【児童青少年課長】  もともとは別の財政改革審議会の答申の中では４園を順次ということも出て

いました。ただ、国立市の保育審議会の中では、やはり公立を残す意義があるだろうと。公立という

のは公的な機関としてやっていくべきことがあるということで、公立を残すことも必要だという結論

に至りました。 

 なので、まずは１園を社会福祉法人に移管する中で、効果検証を踏まえ、この効果検証はその基幹

園となる公立のほうも、意義といいますか、効果検証も当然あわせてしなければいけないということ

がありますので、その中で２園目をどうするか、また公立というのは、やはりこの１園ということで

はなく、機能として残す必要があるだろうという効果検証もあれば、また違う動きもあるかと思いま

す。まずは１園目をやるということが結論に至ったところです。 

【子ども家庭部長】  私のほうからもよろしいですか。この財団あるいは「等」というのは、いろ

んな運営主体があると思います。先ほどの株式会社はちょっと抜いておいて、いわゆる文化・スポー

ツ財団、隣の芸小ホールや体育館を運営している、ああいった公益財団というものがあります。あと

は社会福祉協議会、これは全国的に見ると社会福祉協議会というところが保育園を運営したりしてい

ます。これもございます。あと、三鷹市は社会福祉事業団、これも社会福祉法人社会福祉事業団とい

う形ですので、法人格です。 

 ということでいろんな運営主体があって、その辺の財団等の議論は保育審議会でもしていたんです

が、先ほど課長から説明させていただいたとおり、例えば人の関係、これは市からその財団なり事業

団に派遣して運営する、あるいは財団固有の職員がいるとか、例えば保育士、今現在公立の保育士に

意見を聞くと、やっぱり環境についてまだまだほかの市の実態を見ると、もっと気にしなくちゃいけ

ないなという意見も出ました。 

 また、私たちも情報をいろいろと集めますと、そういった人の関係、環境の関係、あるいはどうい

った財団なりをつくっていくかということで、ほんとうに保育園を民営化するための事業団づくりじ

ゃないと思うんです。やっぱり事業団なり財団をつくるには、その地域の目的、地域の社会福祉の向

上のためですとか、あるいは地域貢献ですとか、その組織の目的をしっかりしなくてはいけない。 

 かなりそういった課題がありますねということで、それは時間のリミットということではないんで

すが、課題を残す中では、１園目をまず不安なくやるには、実績のある民間の他の社会福祉法人、そ

ういったところにまず確実にやって、その実績を見て２園目を検討したらどうかということで、まず

１園目をしっかりやりましょうねという中から導き出された結果だと思います。 

 ただし、そのときそういった他の運営主体でやる社会福祉事業団とか、財団であるとか、その段階

の後、私どもはその答申をもらった後も、それについてははっきり言って検討していますので、まだ

続いている状態ということでご理解いただければと思います。 

【保護者】  財団だったらどういうメリット、デメリットがあるかは、現段階ではまだわからない

ということでしょうか。 

【児童青少年課長】  財団というか事業団ですね。事業団でやったらどうかというメリットについ
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て、この３月に報告させていただいた後に、実際運営しております昭島市ですとか、あとは武蔵野市、

三鷹市にヒアリングに行っています。先ほど事業団とか財団とか言われて、なかなか意味がわからな

いということが多分あるんだろうなと思います。 

 それで、この間、矢川保育園の保護者の方々と話したときも、簡単に言うと、市がお金を出して新

しく立ち上げる会社みたいなもの、これが事業団なり財団法人というものです。そこに立ち上げるこ

とによって、市の直営でやることをその財団のほうに移管する中で、さらに機能を広げた事業運営を

実施していってもらうのが、この財団とか事業団というものなんです。方法も市が立ち上げているの

と同じなので、市の一定の関与、市の関係が一定続いていくような、半公的なものが、事業団なり財

団というものなんです。 

 これについて、各市の状況をいろいろ勉強させていただきました。わかりやすいところで言うと、

昭島市ではこれまで公立が４つありました。一番はじめに一般の社会福祉法人に、国立市で今やろう

としているような移管ということで、２園を民間に移管しました。その後青梅線を挟んで北と南に

２園が残ったんですけれども、北側の保育園は定員が少なくなって、子どもの減少化で廃園したんで

す。 

 南にある１個残ったこの公立をどうするかという話になったときに、昭島市は事業団、市が出資し

て立ち上げた新しい会社において、もっと前の段階から学童の運営を移管していたんです。学童保育

所の運営を、昭島市がつくった事業団に移管していて、昭島市がその学童の運営をしていました。 

 残りの１園だったこの公立保育園をどうするか、また社会福祉法人に民営化するか、このつくった

事業団に移すかという選択をしたときに、昭島市は、昭島市がもともとつくっている事業団に、この

平成２９年４月１日から移しました。移したことによって、園はそのままそこで建てかえをしている

わけではないので、基本、日にちが変わっただけで、先生はそのまま同じ先生方が担任等、園長も含

めて全部当たっているというのが、この昭島市の方式です。 

 メリットとしては、昨日もそうなんですが、保護者のご意見をいろいろ聞く中では、やっぱりどう

しても先生がかわるということの不安を拭い去れないといいますか、子どもが置かれている環境の中

で、場所が変わるのに、先生方がかわることの不安、これは絶対消えない、そこが一番心配だという

意見がありました。それとほかに、社会福祉法人に移管をして合同保育とかいろいろやっても、やっ

ぱり不安がある人は、ほかの園に転出することによって、子どものお友達がまた違うところに行った

りする、そういう不安もあるんじゃないかというお話がありました。なので、保護者側からすると、

先生方がかわらないことが一番の大きなメリットだと思います。 

 デメリットは、派遣法を使って先生に大体５年という期間で行っていただくんですけれども、事業

団でつくっている園ですので、いずれはプロパー、いわゆるその事業団で固有の職員を雇わなければ

いけないということがあります。そうすると、市の職員とまた身分がちょっと違いますので、給与の

格差が出てくるんじゃないか、他の市に行ったときもそうなんですが、そこがやはり一番大きな課題

じゃないかと言われているところです。 

 ですので、先生がかわらないこと、そこがこの当面の中では一番いいメリットなんですが、デメリ

ットとしては、やっぱり長い目で見たときに、いずれそのプロパーの職員さんにかわっていくと。そ
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れがただ、全部入れかわるのは１０年とか２０年先なんです。ですが、そこがデメリットじゃないか。

そこの人事をどういうふうに充てていくかということが各市としては課題だというところが、聞き取

りの中で見えてきたところです。 

【保護者】  ありがとうございました。メリット、デメリットは、多分今おっしゃった以外にもた

くさんあるんだと思うので、今後出していっていただきたいなと思います。友人で武蔵野市の保育士

をしている方がいて、財団になるということを反対していました。先生がかわらないことでいいだけ

ではやっぱりよくないと思うので、そのあたりも具体的に、市がどのくらいまで出せるのかというと

ころも、あわせて具体的な情報が欲しいと思います。 

【児童青少年課長】  もう一つ見えた課題は、私どもがつくっているこの素案は、基本その人的資

源をほかに充てますよということで、ほかの部署に入れるということが一つの大きなテーマであった

んですが、事業団に移すとそのまま先生が基本で動くとなると、当面の間その人的資源をほかに必要

だと言っている、例えば学童もそうですが、そういうところに充てていく課題が大きくあるかなと思

っています。 

 その他もろもろお金の面ですとかいろんなところではあるんですが、やはり立てることによって事

業団が設立することで、設立の補助金が使えるというのは大きなメリットではありますけれども、そ

の他今保育園がいただいているメリット、デメリットを改めて研究していく必要があるかなと考えて

おります。 

【永見市長】  事務的なことは別にしまして、今、いろんな意見を承っているんですけれども、そ

の武蔵野の知り合いの方はあまりよくないんだとおっしゃっているということもあると思います。で

すから逆に言うと、私どもの職員が把握していることと、市民の皆様のほうでメリット、デメリット

を把握されていることがあるとすれば、そういうことをぶつけながら、よりよい形はどうなんだろう

かということを考え合っていけたらいいのかなと思っていますので、一方的に私どもがどうですかと

聞いて答えるのもいいんですけれども、こういうこともあるんじゃないでしょうかとか、前向きに一

緒に話し合えるような機会をぜひつくらせていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。 

【施策推進担当課長】  ほかの皆様、いかがでしょうか。 

【保護者】  なかよし保育園の保護者をしています○○と申します。今日はありがとうございます。 

 幾つかお伺いしたいことがありまして、資料の７ページに、今後の公と保育園の役割はどうなって

いくのというテーマのページに、保育園の役割で、かかりつけ園の役割みたいなのが書いてあるんで

すけど、多分以前にも何かどこかでちらっとご説明いただいたんですが、いまいち私の中で理解がで

きなくて、園のイメージがどんな感じになるのかなという部分をもう一回、簡単でいいのでご説明し

ていただきたいのと、あとは、なかよし保育園は一応基幹園の予定になっていまして、ちょっとその

点で懸念している部分があって、印象としてなんですけど、市の手助けとかそういう部分が、いろん

な課題を抱えている子どもたちの支援を、基幹的な場所となって対応していくというイメージがどう

してもあるので、なかよし保育園だけで預かるということじゃないにしても、ソーシャルワーカーさ

んとのやりとりとかの中で、在園児とかに影響が出ないのかなとか、例えば、あの子はなかよし保育

園の出身だから何か難ありなのかなと、ほかのお母さんに見られたりとか、そういった部分で、その
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都度その都度で検証したりとか、課題があったら対応していってくださるというのはわかっているん

ですけど、子どもたちは今を生きているので、そのときに、例えば１園、矢川保育園を先に民営化し

ました、うまくいったので次に進めていきましょう、じゃ、なかよし保育園、基幹園で頑張っていき

ますみたいになったときに、ソーシャルワーカーが入って基幹園としての活動を始めていきますよと

いうことでは遅いというか、民営化を進めていく中で、なかよし保育園がどういう課題を背負ってい

くことになるのかとか、ソーシャルワーカーさん一人が出歩くのかとか、今後全部が一応大枠で言う

と私立園になるんですけど、私立園とどうやって連携をとっていって、バランスをとっていくのかと

か、そういう部分がぎりぎりにならないで、もっと前の段階からぜひ検討していただきたいというの

が１点です。 

 あと、すみません、もう一点だけ、スケジュールのページですけれども、民営化園の効果検証の期

間が、平成３３年度から３４年度の丸々２年間で一応スケジューリングされていて、スケジュールは

目安ですとなっているんですけど、新事業者保育開始が３３年度で、開始から２年間の検証になって

いるんです。実際子どもを保育園に預けていると、経済的効果とかはもしかしたら出てくるのかもし

れないんですけど、その保育園がほんとうにうまく回ってきたかなとか、問題が全くないかなという

のを検証していく上では、２年間というのはちょっと短いかなという印象があって、ゼロ歳の子が

２歳になるぐらいなので、もう１年か２年あると、課題が明確になって、もうちょっと対応が。別に

２年で終わりますということじゃないというのはわかっているんですけど、その辺の市側の心構えと

いいますか、そういう部分でもうちょっと考えていただけると、親としては安心かなという部分があ

って、ちょっとお伝えさせていただきました。 

【児童青少年課長】  ありがとうございます。前提として、これまで去年ずっとこのスタイルで、

投げかけてご意見をと、この形がどうしても拭えない状況で、我々も何とかこの壁を取り除きたいと

思うんですが、多分その信頼に足るようなそれが、まだ全然ないんだと思っています。 

 ちょっと前段になりますが、昨日、矢川保育園の役員の方１０名とお話をしたときに、言われたの

が、お互いで歩み寄って、ここの机の前にある見えない壁を取り除く努力をしていかないと、なかな

かいい方向に一緒に考えていけないと。それは保護者側の方もそういうふうに思っていただいていま

した。 

 それであと、安心して園をつくってくれる人なんだよと保護者も子どもたちに言えて、子どもたち

も名前を覚えてもらえるような関係性になるようにというご意見をいただきましたので、今日もこち

らの説明で言われたように、こういうふうにそれについては思うということは、またこちらが訂正の

中でいろいろ考えていきたいと思うので、率直に聞いたご意見について、また返していただければと

思います。 

 それでご質問の件ですが、かかりつけ園というのは、イメージとしては、市内に今１４の保育園が

あります。国の保育所保育指針というものの中では、園に通っている子どもとその保護者がまず前提

ではありますけれども、簡単に言うと、それよりもうちょっと広い範囲の地域の支援ということをや

っていかないといけないよと言われています。 

 これは我々のこの素案にも書いていますが、やっぱり地域力の低下ですとか、社会環境が大きく変
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化していることによって、教育力の低下とかいろんなことが言われています。なので、園だけじゃな

くて、もうちょっと大きいところでやっていこうと言われています。なので、市内には１４の保育園

がある、そこには保育士はもちろんいますけれども、保健師、看護師ですとか栄養士ですとか、子育

ての相談を聞ける機能の人たちが各園そろっていると。なので、その機能を使わないというか、活用

しないことはもったいないということが、まず前提にあります。 

 市内に今後、矢川プラスですとか駅前に大きな子育て広場というのができますけれども、ベビーカ

ーを押した人が１キロとか２キロ先の広場まで行くかというと、なかなかそれもやっぱり難しいよな

と。誰もがやっぱり自分の近所にそういう通えるところがあるといいんじゃないかというところで、

このかかりつけ園。 

 ただ、これはパブリックコメントの中でも、「かかりつけ園」という言葉はあまりよくないねとい

うご意見も聞きました。何となく病気を想像するから、かかりつけ園というのはちょっとどうかとい

う意見もあったので、また名称はそれで考えたいと思いますけれども、いわゆるそのような園が動き

をしていけばいいかなと思っています。 

 ただそこに行ったときに、今度そういう課題が見つかったり、これは保育審議会でもそうですし、

検討部会の中でも言われましたけれども、保育士の先生方も、課題を見つけた人に、例えば行政のほ

うに相談に行ったらどうと勧めても、なかなかお仕事もしていて行かない。あとは発達のことが気に

なっているけれども、なかなか保護者のほうが、自分のお子さんを見たときに、そういう前提でやは

り見られない。なので、なかなか機関のほうにつながっていかない。 

 その発見といいますか、そういう課題を見つけるアンテナを伸ばす力もつけていかなきゃいけない

ということで、やっぱりそういうかかりつけ医になっていくためには、全体の保育士さんのスキルを

上げていく必要があるよねとなりました。そこで、この保育ソーシャルワーカーというのは、人数は

まだほんとうに決まっていません。当然１人なんかでは無理だと思っていますし、何人かというのは

いろいろ先ほど言ったように、人的なところでどういうことを考えなきゃいけないとありますけれど

も、そういう人たちが各園を、学校でいうところのスクールソーシャルワーカーですね。課題があっ

たところに学校から、こういう人がいるんだけどと聞いたところに行って、今度はその人とやりとり

をして、その人が各いろんなところにつないであげるとか、あと、ほかの市でもやっていますが、ソ

ーシャルワーカーという言い方じゃないんですけれども、園長先生なんかが我々の事務所のほうに入

っていて、巡回の指導とか支援をしている市もあるんです。そういう機能的なものをやっていこうと

いうことであって、なかよし保育園に課題があるお子さんを集めるということじゃないです。そこは

もう全然違います。 

 逆に、その部分については、去年の秋に公立四園保護者会との懇談会をさせていただいたときに、

保護者の方からご意見がありました。私のほうでそこはしっかりやりますとお答えさせていただいて、

私立の園長会のほうにも提案させていただいて、今月からしょうがいとアレルギー児の受け入れ、入

所に関してということで、公立の園長先生も入って何人かで部会をつくって、来年の４月から、今言

われている、自分で見に行ってください、うちは入れません、次に行ってくださいみたいな、その当

事者の方にそういう思いをさせないような、入口のところで聞き取りができるような仕組みを何とか
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つくれないかということでやっております。なので、公立だけに固まるということではなく、全市で

受け入れる体制というのをつくっていきたいと思っています。 

 ただ、定員の関係があるので、１００名のところと６０名のところで、受けられる人数というのは

差はあるとは思いますけれども、各市でしょうがいですとかアレルギーのお子さんを同じような条件

で受け入れられるように、そのためにはやっぱり同じような研修を先生方は受けなきゃいけないとい

うことで、その研修の体制というのも、ソーシャルワーカーですとか、なかよしを基幹園にして構築

していきたいと考えているところです。 

【施策推進担当課長】  そのほか何かご質問、またご意見ございますでしょうか。よろしくお願い

します。 

【保護者】  東保育園でお世話になっています保護者です。ちょっと民営化と関係あるかどうかわ

からないんですけれども、この間の矢川のその資料２のところで、私立園の先生と公立の先生の交流

に関して、平成２６年以降取り組んでいて、交流が増えてきていると書いてあるんです。どれぐらい

のペースでどれぐらいの方が参加して、どのような内容をしているのかというのがちょっと気になっ

たので、それを教えていただきたいなというのと、あとは、今まさに森友とかどこそこの保育園のよ

うなところの問題で、メディアに完全に流されている保護者の一人なんですけど、このＱ１９のとこ

ろに、今の私立園が適正な運営をしているかどうか、その確認をされているのかということに対して、

私は一般職で全然こういうことがわからないんですけど、自分のやっている仕事に関しては、月に

１回、ミステリーショーパーといって、誰がどうなのかわからないような人たちに、自分たちの仕事

ぶりを審査され、会社からああだこうだと言われるような仕事をしているんですが、２年に１回程度

監査をして、ほんとうにそんな程度で大丈夫なのかなと思ってしまったのと、書類に関して提出して

いただいていると書いてあるけど、結局問題になったところが、改ざんじゃないですけど、いろいろ

嘘をつこうと思えば幾らでも嘘はつけるし、完全にメディアに流されちゃっているので、絶対大丈夫

ですよと言われてもちょっと不安なんです。オブラートに包んで、国立市では絶対にこういう問題は

ないと言っていたとちょっと聞いて、オブラートに包まない言い方をすると、クレーマーが多いので、

小さいうちから問題は摘めるから、こういう大きいことは絶対起こらないと私は捉えたんですけど、

その根拠がどこから出てくるのか、私にはちょっと理解できないので、ほんとうにこんな程度で大丈

夫なんですかという不安がちょっとあるんです。質問になっていなかったらごめんなさい。お願いし

ます。 

【児童青少年課長】  １点目の研修については、平成２６、２７、２８年、３年経過しているんで

すが、今までは保育園のほうで年３回のじゃれつき遊びとか、保育士が中心になった研修をやってい

ました。ただ、保育・幼稚園係に今いる職員がもともと社会福祉士の資格を持っていて、あとは八王

子で子ども家庭支援センターで働いていたりということがあって、多摩市にある島田療育センターの

先生とも仕事をした関係もあったりして、発達に課題のある子どもと家庭への支援の研修というのを

中心に、この２、３年でかなり厚くやってきています。 

 これは主事クラスの職員の先生と、中間ぐらいの人、それと去年は園長もやりました。そういう研

修を４回シリーズとか、あとは実際に園にみんなで行って、対応を島田療育センターの先生と一緒に
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見たりするという実践もやらせていただく中で、交流は研修と一緒にやっています。 

 それで、大体人数が、例えば２０人参加者があるとすると、私立の参加のほうがちょっと多いのが

実情なんです。ただこれは、時間だとか業務の関係もあるので、一概にそれが多いからどうというこ

とではないです。あと、幼稚園も入っていますので、一概に人数のところは何とも言えないんですが、

ただそれをやる中で、必ず最後に１０分とか１５分でグループディスカッションみたいなのをして、

そうするとやっぱり転園をしているお子さんがいたりするんです。そうするとそれであのお子さんど

うなっていますかみたいなことで、そこの中で交流が開いて、いろいろ話ができるようになったと。 

 以前はやっぱり外に散歩に行ったときに、お互い全然知らないので、同じ公園にいても挨拶してい

いのかどうかわからないという状況もあったりしたんですが、少しずつお互いの顔が触れるようにな

ってきているので、そういう面での交流というのは広がっているかなと思います。 

 あとは、先生の現場からはどうですか。 

【矢川保育園長】  もともとは保健の関係で、保健所から市の中でネットワークをつくっていって

ほしいということもありまして、今保育園では、医療職の業務と栄養の業務と保育ということで、

３つの研修会みたいなものがありまして、それぞれ医療職のほうは、公立の窓口は児童青少年課にな

っていますが、公立も保健師や看護師が主になって進めて、そこに今、例えば感染症のことであると

か、いろんな各私立の保育園も全てそろって、いろんな病気のことについて質問したりとか、そんな

医療職の会を設けたり、栄養のほうではアレルギーも含めて、やはり公立の栄養士が中心になりまし

て、いろんなアレルギーについての意見交換をする。保育のほうは保育士が中心になりまして行われ

ています。先ほども質問にありましたように、外部のほうの先生をお呼びして受けたりということも

しております。それが年に２、３回です。 

【子ども家庭部長】  そうしましたら監査のことです。これはよくご質問があります。確かに私な

んかも、報道というか、マスコミを見ていると。それ以外にも事故なんかも。ここ２、３日だと思う

んですが、報道で、いわゆるうつ伏せ寝の事故率があって、意外に認可外と私なんかもとるんですが、

認可外、そして認可の事故があります。それは全国的に数件の話なんですが。 

 例えばそういった事故とか安全・安心面、あるいは監査でも、先ほどの森友さんというか、そうい

う財務的な部分や給食も含めて、いろんな疑義が生じてくると思うんですが、それを日々どういうふ

うに見ていくかというのは、当然東京都なり、今度は市に法人監査が移行しているわけなんですけれ

ども、それ以外に聞くと、やっぱり保護者から何かおかしいぞ、あるいは保育士さんもそこに勤めて

いますので、やめてしまうとか、何か違う原因があるんじゃないかとか、そういうタイミングで入っ

ていくと。それが例えば市に直接にクレームが来るとかもあります。 

 ですので、そういうことをどこで市として発見につなげるかというと、当然園長さんとしか会えな

いんですが、まず月１回のペースで私立園長会をしています。そこでいろんな情報交換をしますけど、

そこで発見できるのかというと、そういうものではないんですが、やっぱりいろんな情報を得たりし

ていくと、だんだんと園の状況って見えていくんです。 

 あと、当然年度初めとかは園を回るんです。事業所を回って、園の状況だとか施設の状況をチェッ

クします。安全面だとかチェック項目がありますので。そういった中で発見というのはありますから、
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やっぱり行政としては、日々の距離が離れてしまう、いわゆる怠ってしまうと、何か事故だとかを見

落としてしまうんじゃないかと思います。ただ、それはあくまで認可保育所という視点で私たちは見

て、チェックするということですけれども、まずはそういうことが大切なのかなと。 

 国立市の場合には、比較的行政区が限られていて、まだまだ見られる範囲なんです。これが多分他

区とか市に行くと、当然数がもう格段に違いますよね。もしかしたらそういうのもあるんじゃないか

と思いますので、そういう意味では、私たちは園を回ることを怠らないということが大切なのかなと

思っています。ちょっとお答えになっているかどうか。 

【保護者】  ありがとうございます。 

【矢川保育園長】  私立園は第三者評価をもうずっと長くされてきているということなので、多分

保護者のほんとうに忌憚のない意見をもらって評価していると思いますし、公立の保育園にありまし

ては、年に１回、保育問題連絡会と公立４園のアンケートを、もうずっと長い間何年も行って、保護

者の皆さんのほんとうにちょっとした意見もみんな拾いまして、それを園のほうに伝えてもらってい

ますので、そういう意味では、クレームがすぐ小さいうちにというのはちょっとわからないんですけ

ど、やっぱり保護者会の活動がとても活発だということ、それがそういうことにつながっているんじ

ゃないかなと思っています。 

【保護者】  ありがとうございます。今聞いて、ああ、そうなんだなと思ったんですけど、私がす

ごく不安に思ってしまったのが、卒園式で１人卒園児を出したんですけれども、卒園式の間近になっ

て、私は会長をやらせてもらっていたので、去年いろいろ公立保育園とかの４園に出た中で、なかよ

し保育園から、私立園でいろいろあったという意見を言ってくださったお母さんの言葉を聞いて、実

はこういうことがあったんだよねという話をちょっと保護者の中でしていたら、私もねと。言葉には

出さなかったんだけど、実は希望した私立園で全て同じことを言われて、たどりついたのが今の東保

育園だったんだよねと言ったお母さんがいたんです。 

 それを知ったのも卒園間近で、それをもっと早く言ってくれればよかったのにという話だったんで

すけど、言った言葉が、私立園で言われてきた言葉で全て自分の心が閉ざされてしまって、こういう

ことって恥ずかしいことなんだと思ったから言葉に出さなかったと。私がいろいろこういう活動で、

こういう方がいて、こういう意見を聞いてきたんだよという話をたまたましていたときに、いや、実

はうちもそういうふうにはっきり断られた、うちの園では対応できないし、おたくのお子さんがどう

してこういうところを希望するのかよくわからないみたいなことを言われて、たどりついたのが東だ

ったんですと言っていた方がいたりしたんです。やっぱり救い上げられない言葉、卒園間近になって

初めて知ったこと。 

 でもその子は卒園するときに、他人の子どもではありますけれども、保護者として、すごくこの子

は成長したなと思って卒園していってくれたので、よかったなとは思ったんですけど、そのお母さん

の苦労を考えると、そのときにそうやって救い上げることができなかったけど、これを今後も救い上

げることができるのかなという不安もあったので、ちょっといろいろ質問させてもらったんですけど、

いろいろ意見は上がってきているので、いいのかなと思いました。ありがとうございます。 

【永見市長】  どういうお子さんでというのは、何となく私も聞いております。情報は私、市長の
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ところまで部分的には入っておりますので、よくわかります。そういう意味では、公立、私立という

垣根を取っ払って、実はそういう受け入れの問題とか、いろんな課題があるとか、お子さんをどこの

園でも受け入れられるような。先程、保育の実施者が国立市だと言ったのは、保育の実施者は私なん

です。ですからそういうのは、本来的には私が責任をとらなきゃいけない案件のはずなんです。 

 ですから、それは公私という形で語られるのが非常に残念で、実は皆様からよくお話を伺います。

確かにそういうこともあるんでしょう。一方で、私のところに入ってくる、これは皆さんの前でほと

んどしゃべることはないんです。自分に戻ってくるので。実は公のほうに全く課題がないのかという

と、そんなことはありません。公が常に１００％、そのお子さんの気持ちに寄り添って全部できてい

るかというと、やはりいろんな課題の苦情があります。 

 ですから、それをただ、だからだめなんですよなんて公が言ったら、おまえが悪いんじゃないかと、

私は自分に言うことになりますから言いませんけれども、そういう意味では、ずっとそういうことを

やはり議論し合いながら、どうやって保育の質を均質にして高めていくかということを、やはり保護

者の方と一緒につくっていくんだ、それが国立の保育の特徴なんだ、これは公私関係ないんだという

ところに、ぜひ私は持っていきたいと思っていますので、そういう意味でぜひいろんな情報交換をし、

ご協力いただけたら、非常によくなるのかと思っていますので、今後ともよろしくお願いしたいと思

います。 

【保護者】  ありがとうございます。 

【施策推進担当課長】  本日、せっかく日中のこの大事な日曜日にご出席いただいているので、今、

市長のほうからありましたように、質問とかということだけではなくて、せっかくこちらに来ていた

だいているので、ご感想等も、まだご発言いただいていない方からもいただきたいなと思っておりま

す。ご感想でもご意見でも、特に質問で答えが必要ということでなくても構いませんので、一言ぐら

いずついただければと思いますが、いかがでしょうか。 

【保護者】  何かいつもそうやって意見を交わしたいとか、話し合いたいとおっしゃっていただい

て、もちろんこちら保護者としてもそのようにしていきたいと思っているんですけれども、まず本日

の案内につきましても、小さな紙でウォールポケットに入っていて、今日も保育があるのかないのか

も、こちらからお問い合わせするまでわからない状態でした。問い合わせた結果、園長先生まではお

りていたみたいなんですけど、全体にはおりていなかったということ。手紙にも書かれていなかった。 

 その後、掲示をしますということで掲示していただいたんですけれども、それもとても小さな案内

で、今日掲示してくれると言っていたけどどこにあるのかねと、すごく園の中をきょろきょろして、

結局その日はよくわからなくて、帰ってから、あそこに張ってあったよといって、それをまた誰かが

言ってくれたみたいで、翌日にはまた大きな掲示にはなっていたんですけれども、それがもう週末近

かったんです。 

 その段階でそういった案内をしていただいても、やっぱり平日働いている分、週末予定が詰まって

いたりとかしますので、皆さんも普段のお仕事があって、休日出勤で大変だと思うんですけれども、

もうちょっとそういった部分も考えて、一緒に歩みを進めていただきたいと思うんです。 

【児童青少年課長】  おっしゃるとおりで、すみません。今回も掲示のところについては話してい
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ただいて、園長先生なんかとも相談して、矢川も入ったところに張らせてもらって、民営化のところ

なんですけど、やっぱり小さいんです。役員の方からも見づらいという声が出て、それでまた先生の

ほうにも話をして、見やすい部分に移してもらったりするんですが。あとはどうしても各園の掲示の

スペースの問題があるので、対策はしていきたいと思うので、逆にこの辺がいいとか。矢川もほんと

うは、階段を上がるところの下にぶら下げられたりすると一番見やすいとかとあるんです。あとはド

アに張ったりとかもお話はしているんですが、なかなかうまくいかないところがあるので。でも、そ

こはちゃんとやらなきゃいけないと思っています。今回、保育のほうも、すみません、漏らしている

わけではないんですが、そこはちゃんと改善したいと思っています。 

【保護者】  矢川保育園の保護者です。質問というか、感想にはなるんですけど、今預けている下

の子が年長になるときが民営化になるときなので、年長さんで積み上げてきたものを発揮する年に先

生もかわるし、イベントも何をやるかわからないという点では、やっぱりとても不安を感じています。 

 あと、ほかのところから引っ越してきて、公立の保育園に今回入れて、とても質がというより、人

がいっぱいいるなというのにびっくりして、目黒区から引っ越してきたんですけれども、認可ではあ

ったんですが、私立の保育園で、やっぱりいる先生たちでやりくりしながら回している、矢川よりも

小さい規模ではあるんですけれども、そういう保育士さんの質を。まず人数が違うから、手厚く見て

もらえているな、とてもありがたいなとも思うし、でもそれが今度民営化されて、また前みたいに戻

るのかなとか。それが悪いわけではないんでしょうけど。 

 あとは私立の先生と公立の先生が研修とかでというのを聞いても、やっぱり先生たちはすごく多忙

だと思うので、そこに自分の時間を使って行くことで、逆に疲労困憊しないでほしいなというか、研

修に行くなら行く、公立の先生は何か配慮してもらえるのか、私立の先生は自分の時間を使って、勤

務内でやる研修みたいなのができるのかわからないんですけれども、お給料の面とかでも、先生たち

のモチベーションが下がらないように、やっぱり子どもたちの保育の質を高めるには保育士さんの手

当、お金をかけてほしいなとは切に思います。 

【施策推進担当課長】  ありがとうございました。 

【保護者】  公立保育園でお世話になっている保護者です。本日はどうもありがとうございました。

私は公立園に通わせている親としての率直な感想として、ほんとうに毎日きめ細かく保育士さんの方

に見ていただいているので、今のところとても満足して、安心して通わせることができております。 

 先ほども市長から、公立、私立にかかわらず、保育の質の向上をという話があったんですけれども、

民営化の話とはちょっとずれてはしまうかもしれないんですが、最近ほかの市から転入してきたんで

すけれども、率直な感想として、ほかの市とかに比べると保育園が少し古いというのもありまして、

セキュリティーとかの面で多少怖いというか、不安があるなと感じておりまして、国立市は治安はい

いほうかなと思っているので、あまり怖い事件とかは今まで起こっていないとは思うんですけれども、

今のこのご時勢、どこでそういう事件が起こるかわからない中で、私立、公立にかかわらず、セキュ

リティーの向上とか、そういった面でもこれから考えていっていただければと思います。 

【施策推進担当課長】  ありがとうございました。後ろの方どうぞ。 

【保護者】  遅れてきてすみません。矢川保育園の保護者です。連日お疲れさまです。矢川保育園
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は、こういう説明会を開いても参加率がとても低いというのを聞いて、私は役員をやっているんです

けど、矢川保育園の関心が薄いと思われるのがすごく嫌で、今日は２日連続で来ました。やっぱり何

でそういうふうになってしまうのかなと自分なりに考えるんですけど、きのうもお話ししたんですが、

どうせ仮園舎だしみたいな、諦めがあるのかななんてちょっと思ったりして、そういう雰囲気をちょ

っと変えていかなきゃいけないのかなとは何となく思っています。 

 先ほどからもお話が出ていますように、かかりつけ園というところで、私も育休を２年間とって、

地域で子育てをしていた経験もあるので、やっぱり自分の矢川保育園の民営化ということだけじゃな

くて、地域にも目を向けていかなきゃいけないんだなというのは、すごく実感としては感じています。 

 やっぱり地域で子育てをしているとすごく孤独だし、ほんとうに孤立してしまうので、そちらのほ

うも進めていってほしいなとは思うんですけれども、そういうのは公立園が担うべきなんじゃないか

なという思いも自分の中ではあったんですけど、今日、私立、公立のどちらに行ってもいいように、

保育の質を全体的に上げていくという市長さんのお話を聞けて、ぜひそれに取り組んでいっていただ

けたらなと思いました。今日はありがとうございました。 

【施策推進担当課長】  ありがとうございました。そちらの男性の方、まだいただいていないかと

思いますので、すみません。 

【保護者】  こんにちは。ちょっとどうなのかなというところの確認なんですけれども、１４ペー

ジの民営化スケジュールのところを見ていて、ちょっと気になっているところが、矢川プラスの工事

で、新園舎建築工事がされて、このスケジュールは目安と書いてあるんですけれども、建築工事が終

わって３カ月後ぐらいに、４月から新事業者の保育開始となっているんですが、この新園舎建築工事

の計画でほんとうにいくのかどうかというところによっては、先生が新園舎に戻って、そこまでのな

れる時間と、またそこから新しく新事業者の方たちで保育を合同でやるんだと思うんです。だからこ

の移転プラス引き継ぎというのは、結構やっぱり大変なことなんじゃないかなと思いますので、そこ

ら辺のスケジュールをどういうふうに考えていらっしゃるのかというか、先生方もどこら辺であれば

可能であるのか、先生方に対してもヒアリングをしていただいたほうがいいのかなと、このスケジュ

ールを見ながら思いました。 

【施策推進担当課長】  ありがとうございます。 

【児童青少年課長】  スケジュール、またこちらも引き直しじゃないですけれども、ちゃんとしな

いといけないと思っています。目安とさせていただいたのは、今後素案から案に変えさせていただい

て、保護者説明をさせていただいて、今度事業選定委員会をつくっていくわけですが、今ガイドライ

ンがありますけれども、そこをまたさらに保護者の方々とお話をしていかなければいけないと思って

いるので、はっきりこの目安を今のところまだしっかり立て切っていないのが正直なところです。 

 国分寺市に聞き取りに行ったときは、国分寺市は社福に移管をしているのですが、募集要項を保護

者の方と１年ぐらいかけてつくった。２年目はこういうテーマでと、３か年ぐらいでやってきたとい

うこともありますので、またそういうのもちょっと聞きながら。 

 あとは今回陳情をいただいた中で、しっかりその意見を聞きなさいということで、市議会からもお

話もいただいています。これは聞くだけの意見交換ではなく、一緒に話を高めていけるような機会、
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一緒に考えていく機会をつくっていかなきゃいけないと思います。なので、スケジュールも、またい

ろいろお話を聞かせていただく中でしっかりつくっていきたいと思っています。 

 ただ、矢川プラスは、今のところ平成３１年度中に更地化されます。今年から解体に入って、矢川

の旧園舎のほうもここでなくなったりしていくわけですけれども、その更地化が３１年度中なので、

その矢川プラスの担当部署とも話を進める中で、しっかり一緒に考えさせていただければと思ってい

ます。 

 また、ちょっと話がずれてしまいますが、昨日、矢川保育園の役員の方とお話ししたときに、旧園

舎の遊具だとか桜の木を何とか移植できないかとか、また違ういろんな視点の意見をいただきました。

去年、本町学童を増築したときに、やっぱり桜の木が１本あって、あれをどうしても残したいという

のがありまして、移植をさせていただいて、少し南側のほうにうまく根づいたんです。なかなか桜っ

て根づかないという意見があったんですが。 

 なので、そういうこともやっぱり保護者の視点というか、目線だからこそいろいろ見えるところも

あるかと思いますので、一緒にお話をさせていただければと思っています。よろしくお願いいたしま

す。 

【保護者】  ありがとうございます。 

【施策推進担当課長】  ほかにご質問、ご意見とかございますでしょうか。 

【保護者】  回答は要らないので意見を４つ言わせてください。 

 先ほどからあった公立・私立園での受け入れの点では、人が多い、先生が多いというところで、公

立だと受け入れやすい、私立だと多分それが少なくて、実情とか運営ということは知りませんけれど

も、難しい面があると思うので、受け入れる気持ちがあるかとか、そういうことではなくて、具体的

に受け入れられるように配慮して、調整していっていただきたいと思います。 

 ２点目ですが、１３ページに、矢川保育園が新旧園舎での段階的受け入れ等、園児への負担軽減が

可能と書いてあるんですけれども、ここでない別の場所で、低年齢児は新園舎でほかが旧園舎で……。

どっちだったか、何かそういう受け入れを年齢で分ける、毎日行く場所が、上の子はこっちで下の子

はこっちでと読んだんですけれども、それになると、兄弟で預けている人は両方に行く必要があるん

じゃないかなと。それがメリットとして書かれていたので、そうでないのであれば、訂正していただ

きたいなということです。 

 それから、先ほど、今年度の矢川の役員の方がいらっしゃいましたけれども、私は昨年度役員をし

ておりまして、昨年度まではまだ対象園が決まっていなかったので、４園全体で考えていくことがで

きました。今年度は役員としては多分とても大変で、矢川が一心に市と話さなきゃいけないし、矢川

以外の保育園については対象外だということになってしまって、今日も来てくださっているところな

んですけれども、全体の意識としては、矢川じゃないから意識がちょっと落ちているというか、関心

がなくなっている人もいるかなと思います。 

 民営化通信も出していただいているんですけれども、今回４月の前が１２月に出ていて、とてもタ

イムリーとは思えませんし、矢川以外の保護者にもこの民営化ということを伝えていく努力がもう少

し欲しいなと思います。 
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 あと４点目なんですが、質問箱が設置されたんですけれども、どのくらい活用されるのかなと。パ

ブコメなんかも出して、何かに反映されたという手応えは全くないので、同じであれば質問箱のほう

も、箱で終わってしまうんじゃないかと考えています。置いたことで何かしたと思われてしまうと、

ちょっとこちらとしてはつらいなと思います。 

【施策推進担当課長】  ありがとうございました。そのほかございますでしょうか。 

【保護者】  すみません、時間がない中で申しわけありません。保育園に子どもを通わせて１年ぐ

らいで、そんなにまだ保育園からの情報に触れていない状態ではありますけれども、今日参加させて

いただいて、民営化についていろいろと書面を見ていましたけど、わかりにくいなとか、そういう印

象が強くありまして、今日皆さんに接して、あまりまじめにやっていないのかなと思っていたんです

けれども、そうじゃないなと思いました。意見交換をしっかりやらせていただきたいというお気持ち

もすごくありがたいなと思うんですけど、どうしても普段こういうことに接している時間が、職員の

方と保護者の方と、期間も時間もばらばらで、知識があまりない方が多いですね。 

 なので、意見交換をしたいという気持ちはありがたいんですけど、それには保護者のレベルを保護

者自身も上げなきゃいけない一方で、職員の方からの適切な正しいわかりやすい情報を発信していた

だかないと、そのコミュニケーションというのは成り立たないと思うので、今日質疑応答の中でも、

お答えが若干ふわっとしていたり、わかりにくいなと感じるところが結構ありまして、特にメリット、

デメリットというところにおいては、誰にとってのメリットなのか、デメリットなのかという、その

視点によって、いろんな答えが出てくるとは思うんです。 

 一生懸命ふだん検討されたり、議論されたりしているはずなのに、お答えがしっかり伝わらないと

もったいないなと非常に思いますので、その点だけちょっとお伝えさせていただきます。 

【保護者】  すみません、１点だけちょっとご意見させていただきたいんですけれども、昨年度、

なかよし保育園であった保護者会会長をやっていて、皆さんとは何度かお顔を合わせているんですが、

今日来てみてこの人数に、正直私自身も愕然としているところです。去年１年間積み上げてきて、

４月には４つの園合同で民営化の学習会を保護者が開催して、役員さんを全員呼んでやったりとかし

たんです。 

 それでこの人数なので、もう正直打ちのめされているというか、去年１年間何だったんだみたいな

ことを感じる１時間半だったんですけれども、こうやって話をすれば、あっ、そういうことかとわか

ることもあるのに、この話を聞いていない保護者がほとんどというのが、私の中では一番の問題だと

常々思っておりまして、１点だけずっと気になっているんですけれども、以前より園の先生から保護

者に投げかけが全くないのが、私としてはなぜというのが大きかった。 

 今日園長先生もいらっしゃっていて、保育の申込は担任にしてねとか、そういう感じにはだんだん

なってきてはいるんです。市の担当の方に直接お電話しなくても園で事足りるとか、そういうふうに

してきていただいて、少しずつご配慮いただいているのはわかってはいるんですけど、こういう市長

と直接お顔を合わせてお話できる機会があるから、ぜひ行ってねという一言を担任から一回ももらえ

なくて、市の職員だから、別に意見交換なので、絶対やめてくださいと言いに行ってねということで

もないですし、これをどうやって考えていらっしゃるのかをぜひ聞いてみてねということでもいいの
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で、別に市の先生がそれをお母さんたちに、ぜひ行ってと言っちゃいけないことじゃないと思うのに、

一回も言われたことがなくて。 

 私たちが、「実はたんぽぽ組の保護者なんですけれども、来週の火曜日に説明会なのでぜひ一緒に

行きませんか」と、全く知らないお母さんに言うのと、毎日顔を合わせて、子どもたちの様子はこう

ですよと話している先生が、何組のときに民営化の話は進んでくるから、ぜひ話を聞いてみてねと声

をかけられるのとでは、保護者の受け取り方も全然違うので、誰やねんこいつという人から言われる

よりも、信頼を置ける先生から声をかけられるほうが絶対にリアクションはいいと思うので、ぜひそ

ういうもう一歩踏み込んで園のほうでも対応いただけると、保育もあるからさ、ぜひ行ってねと言っ

てくれれば、ちょっと聞いてみようかなとか、わからないけどお話だけ聞いてみたら何かわかるかな

となると思うので、もうちょっとお願いしたいなと。１つだけ言いたくて伝えさせていただきました。

ありがとうございます。 

【施策推進担当課長】  ありがとうございました。大変にさまざま貴重なご意見をいただきまして

ありがとうございます。また今日ご質問いただいて、回答として不十分だった部分も、もしかしたら

あるかと思います。それらについてはまた別の方法で、こちらからお伝えできるような形を考えたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 本日は１時間半以上のお時間を、日中大変大事な時間帯でございましたけれども、ありがとうござ

いました。 

 以上をもちまして、本日の意見交換会を終了させていただきたいと思います。本日は大変ありがと

うございました。 

【保育事業推進担当係長】  アンケートですけれども、ご記入いただいているものは帰り際にご提

出いただければと思います。おうちに帰って、言い足りなかったことをご記入いただいて、後日保育

園にご提出いただいても構いませんので、ぜひご意見をお寄せいただければと思います。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 


