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保育整備計画（素案）市民の意見を聞く会（第3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28日（日） 

14時00分～15時21分  

くにたち北市民プラザ 

第1・第2会議室 
4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） 

 資料№6 保育園民営化通信（第7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 

【保育事業推進担当係長】  皆様、こんにちは。定刻となりましたので、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保育事業推進担当係長の脇領と申します。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）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。 

 限られた時間ではございますが、さまざまご意見をいただければと思いますので、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】  日曜日のお休みの日にお越しいただきまして、ありがとうございます。保育園の民

営化という問題を含めまして今後の子育て支援をどう進めていくのか、そこに民営化の問題をどうい

うふうに考えていけばいいんだろうかということを整理させていただきました。そして、今年の３月
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の議会で、陳情、それから我々の報告を含めて多くの議論を議会でさせていただいたと考えておりま

す。その後で矢川保育園の保護者の方、あるいはこういう機会を踏まえて皆様の意見を聞きながら、

保育整備計画というものをまとめていきたいと思っているところでございます。 

 今日は簡単に説明をさせていただいた後、皆様のご意見をいただく、そして、意見交換をできたら

と思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

【保育事業推進担当係長】  市長、ありがとうございました。 

 それでは、本日の出席者をご紹介させていただきます。 

 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】  子ども家庭部長、馬橋です。よろしくお願いいたします。 

【保育事業推進担当係長】  児童青少年課長、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。 

【保育事業推進担当係長】  それから、今部屋の外で案内に出ておりますので、今この場におりま

せんが、待機児童解消対策推進担当係長の赤尾という者がもう１人参加させていただきます。以上の

メンバーで進めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 説明に入ります前に１点事前の確認事項がございます。本日のこの会につきましては、後日ホーム

ページで内容を公表していきたいと思っておりますので、ＩＣレコーダーで録音させていただき、議

事録にしてホームページに上げていきたいと思います。その点ご了承いただければと思います。 

 それでは、座って説明をさせていただきます。説明に入ります前に配付資料を確認させていただき

ます。本日配付は、資料６点お配りさせていただいております。資料ナンバー１がＡ４横ホチキスど

めの保育整備計画素案の概要というものです。それから、資料ナンバー２、これが公立保育園民営化

の方針に係る矢川保育園保護者懇談会の開催の記録というもので、３月２６日に矢川保育園で行った

懇談会の記録でございます。それから、資料ナンバー３、これが保育園民営化通信第5号です。こち

らは公立保育園の保護者の方には保育園を通じて配付させていただいているものですが、今回の資料

とさせていただいております。続いて、資料ナンバー４、子ども総合相談窓口概要説明という資料が

一枚物でございます。資料ナンバー６が保育園民営化通信第6号です。こちらの資料はこの市民の意

見を聞く会の第１回を５月１４日に行っておりますが、このときの内容等を記載したものになります。

それから、資料ナンバー６も同じく民営化通信ですけれども、第7号の通信で、これは先週の市民の

意見を聞く会（第２回）においてご質疑・意見をいただいた内容をまとめたものでございます。 

 配付資料は以上でございます。 

 それから、別にアンケート用紙を１枚つけておりますので、ご意見等、終了後にさらに言い足りな

かった等ありましたら、帰り際にお出しいただければと思います。 

 それでは、ご説明させていただきますが、皆様よりご意見をできる限り多くいただきたいと考えて

おりますので、内容について簡潔に説明させていただき、ご意見をいただく時間を多く取りたいと思

います。 

 資料ナンバー１をご覧ください。表紙をおめくりいただきまして、３ページのところから説明させ
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ていただきます。保育整備計画とはというところでございます。背景のところですけども、３つほど

キーワードを挙げさせていただいております。少子化、核家族化、都市化という３つのキーワードが

ございますが、現在仕事の形態も多様化していろんな仕事、働き方もあります。また、共働き家庭も

増えている状況、また、近くにおじいちゃん、おばあちゃんがいないとか、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きているということです。それから、仕事

と家庭の両立が困難になってきていたりとか、それから、子育てに対して地域で孤立しているとか、

不安を常に抱えているとか、さらに子育てが負担になっているとか、そういった状況がある中で、市

でも待機児童の問題もあります。そういったものの早急な解消も図っていかなければならない。また、

発達が気になるお子様や家庭の支援、それから、児童虐待の対応など、さまざま課題がある状況でご

ざいます。そうした保育の課題の解決であったり、子育て支援にさらに取り組まなければならないん

ですけども、そのときに、目的のところですが、人的支援、財的支援を有効活用し、民間や地域の力

を取り入れながら、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。また、子どもの最善の

利益というの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の考えもございます。そうした兼ね合いの中で課題解決に向けて努力

をしていかなければならないということでございます。３点目のところですけれども、公立、私立の

隔てなく、市内全体の保育環境というものを維持向上させていく、そうしたこともしていかなければ

ならないというのがあります。そうした中でこの計画は今後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を整理した計画というものになっているということでございま

す。 

 おめくりいただきまして、では、保育施策について市はどのように取り組んでいくのかというとこ

ろが４ページになります。保育施策のさらなる充実ということで、時代のニーズに合わせて保育施策

をさらに充実させていかなければならないということがございますけれども、それは保育だけでなく

て、幼児教育、在宅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

せていくというところがあります。しかしながら、市の職員（人的資源）、それから、市のお金、予

算ですが（財的資源）、また、施設なども含めてですけれども、そうした経営資源というのは有限で

あると、限りがあるんだということです。そうした状況では、必要なものだからといって全てがなか

なかできる状況にありませんので、そういったことを頭に入れてなければならないということでござ

います。 

 下の５ページに行きまして、「そうであるならば」と記載のところですが、市が抱える保育行政課

題の解決に向けて新しい事業に取り組んでいかなければいけないわけですけども、「そのためには」

というところで３つ視点を書か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

確化しながら取り組んでいくということ、それから限られた人的・財的支援をバランスよく配分し、

効果的に施策を推進していくということ、それから、創意工夫等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、こういった視点を持っていく必要があると考えているところであります。 

 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ところが、おめくりいただいた６ページ
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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、まず、大きいところでは待機児

童の解消ということがございます。今年度も国立市では待機児童、旧定義で１２５名という状況にご

ざいます。この解消については大きな課題になっていると考えております。また、右側の一番上です

けども、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の支援というところで、それから、

あと、左の一番下、在宅子育て家庭の支援、先ほどの悩みを抱えたり、孤立してしまっているという

状況の中でそういった方々への支援、こういったものも重要度が高くなっていると考えております。

また、子ども子育て総合相談窓口の創設というところで、子ども総合計画で重点項目とさせていただ

いておりますけれども、こちら資料ナンバー４でこの総合相談窓口の概要はお示しさせていただいて

おりますので、説明は省略しますが、後ほど目を通していただければと思います。こういったところ

も子ども総合計画の重点項目となっており、課題となっているところでございます。それから、個別

の事業でいいますと、左側の真ん中、一時預かり保育の充実というところです。こちらはパブリック

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おります。なかなか予約がとれないと

か状況がある中で、こうした事業の充実も図っ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。 

 下の７ページのところでございますけども、次に、今後の公と保育園の役割がどうなっていくのか

というところでございます。上のところですが、「市全体の保育システムを磨き上げていく役割を担

うのは市のみである」というのがありますけども、こちらは保育審議会の中で答申の中の１つの提言

としていただいた内容でございます。こうした答申を受ける中で市では公立保育園１園を基幹的保育

園としていくことを考えているというところでございます。その中で子育て家庭全体への支援を行っ

ていったり、保育ソーシャルワーカーという職を新たに配置しましてつながりやすい支援を展開して

いきたいというところでございます。３つ目には、市全体の保育の質、こういったものの向上を図っ

ていくことを取り組んでいきたいと考えているところでございます。 

 右側の保育園の役割というところですが、公立・私立かかわりなく、保育園では地域子育て支援拠

点事業として、ここには「かかりつけ園」という形で書かせていただいておりますが、地域の相談の

窓口となっていくような、地域の子育て家庭への支援をしていく役割を担っていくことを目指してい

きたい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

病院のイメージがあるということでマイナスだということでご意見もいただいていますけども、こう

いったことを各保育園では目指していきたい。それから、民営化する園では、先ほどの優先度のとこ

ろで個別事業では高いと考えています一時保育事業などをプラスする中で実施していきたいと考えて

いるところでございます。 

 ８ページから１０ページについて図を出させていただいておりますが、こちらは今出てきました基

幹的保育園、それから、保育ソーシャルワーカー、それから、地域子育て支援拠点事業というキーワ

ードありましたけども、そのイメージ図を出しておりますので、目を通していただければと思います。 

 １１ページに行きまして、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。子育て

中の家庭ではさまざまな悩み、また課題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
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切れ目のない支援に注力をしていきたいと考えておりますけれども、そのためにはさまざま必要な事

業というのを展開していかなければならないというところですが、そのためには人材と財源を確保し

ていく必要があるということでございます。そして、先ほどお話ししましたとおり、人材と財源には

限りがあるというところで、その中で人とお金を生み出しながら確保してやっていかなければならな

いということでございます。さらにはさまざまな事業を新たにまた拡充していくという中では民間事

業者の力えお活用して実施していかなければ、全てがなかなか課題をクリアしていけないというとこ

ろで民間の力を活用していくというところの記載でございます。 

 資料１３ページになりますけども、そのページから民営化の方針ということになります。 

 まず、左上の民営化の効果でございますけども、４点挙げておりますが、まず、１つ目が、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や新たな役割というものを設けていくこと

で支援体制を強化していくということができるという点です。それから、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の対応をしていく、それができるという点が効果として

挙げております。 

 民営化の方針でございますけども、右の上の四角です、まず、１園を先ほどもありました基幹的保

育園にしていきたい。それから、もう１園を社会福祉法人に民営化で移管をしていく。それから、

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園目の社会福祉法人と同じような方法で進め

るのか、また、別に市が出資する財団など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

択していくというところでございます。 

 そして、民営化に当たってはガイドラインを審議会で議論いただき、作成していただいております。

このガイドラインに沿って事業者の選定であったり、公立保育園の保育内容を継承していくための引

き継ぎであったり、そういった基準を示しておりますので、これに沿って進めていくということを記

載しているところでございます。 

 次に、基幹的保育園ですが、なかよし保育園を基幹的保育園としていくこと、それから、民営化す

る保育園は矢川保育園をしていくことを計画素案で示させていただいているところでございます。 

 １４ページが民営化のスケジュールでございます。目安になりますけども、民営化の事業で平成

３３年４月というところから移管するということでスケジュールを組んでおります。その間に事業者

選定委員会を立ち上げて選定をするであるとか、事業者が決まったら三者協議会、合同保育の引き継

ぎを行うなどしながら丁寧に移管を進めていくということでございます。 

 １５ページのところですけども、民営化する矢川保育園についての記載でございます。矢川保育園

どのように変わるかを現状と民営化後を比較してお示ししております。保育の実施主体としては国立

市でございます。これは私立・公立にかかわらず保育の実施主体は市であるということでございます。

その設置・運営主体が今回民営化により市から事業者へ変わるというところで、ここが変わってくる

ところでございます。場所については今仮園舎で矢川保育園行っていますが、矢川北都営住宅の建て

かえに伴って、矢川プラスの場所に新たに建てていく予定でございます。開所時間であるとか、保育

料、それから、職員の配置基準であるとか、しょうがい児保育をするとか、給食を自園調理で行うと
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かといった項目については、これまでと変わらず継承していくという考えでございます。事業者に移

管をしますので、職員のところ、ここが大きく変わります。これまで市の職員で行っていましたが、

事業者の職員にかわるということで、この点についてこの間意見を伺ってくる中で保護者の方からも

ご不安の声をいただいてきているところでございます。一番下の付加事業のところについては、民営

化に伴って先ほど申しました一時保育事業をプラスしていくことであったり、保護者の方々から要望

として高い項目であった課外教室を充実していったりということを民営化にあわせて図っていきたい

ということでございます。さらには緊急保育ですとか、休日保育についても検討を今後進めていきた

いというところの記載でございます。 

 おめくりいただきまして、１６ページ、１７ページは保護者が感じる不安の解消、また、円滑な移

管のための取組というところで記載をさせていただいております。２月２７日にこの計画（素案）を

公表させていただき、皆様にお示しさせていただきました。その後、これまでの間、市議会への報告

をさせていただき、議員の皆様よりご意見をいただいたり、パブリックコメントも実施してきている

ところでございます。また、民営化する矢川保育園では３月２６日に懇談会を開催させていただきま

して、また、保護者会の役員の方々とも定期的にお会いさせていただき、お話をさせていただいてい

るところでございます。また、矢川保育園の各クラスの懇談会にも出させていただくなど、さまざま

な形でご意見を現在伺っているところでございます。今後も保護者の方を含めましてご意見を丁寧に

聞き取っていきたいと考えているところでございます。 

 この間に保護者の方々からいただいた声については、資料ナンバー３、５、６の民営化通信を少し

ごらんいただければと思います。 

 資料ナンバー３、民営化通信の第５号ですけれども、こちらは３月２６日の矢川保育園での懇談会

のこと、右側には矢川保育園保護者会役員の方々とお会いしてお話しした内容を記載しております。

その際、出てきた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ができないかと

か、新園舎に保護者の意見が設計等にどのぐらい取り入れられるのか、民営化によって保育サービス

が拡充されるのかとか、進め方のところでは三者協議会であるとか、合同保育、どのようにやってい

くのかとか、そういったことについてご意見をいただいております。また、私立保育園に対してどの

ようなチェック体制があるのかとか、私立保育園になることに対する不安などのご意見もいただいて

おります。 

 右側の役員の方々とお話しした内容ですけども、そこではこの先どうなるかわからず不安であると

いうことであるとか、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、さらには３月２６日

の懇談会で出た財団方式についてわかりやすく解説してほしいなどもいただいております。また、説

明会など開催していただいてもなかなか全員には説明が行き渡らないという中で、今後わかりやすい

紙面などを作成して、園を通じて配付していく中で、最後にアンケートをつけて、イエス、ノー、わ

からないといった単純形式でアンケートなどを取りながら保護者間、我々とも結果を共有しながらよ

りよくしていきたいといったご意見でございます。 

 それから、民営化通信の第６号が矢川保育園の保護者会の役員と２回目の内容でございます。その
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場でも、保育士が変わってしまうということでの不安というのは特に多くご意見いただいております。

さらに矢川保育園の各クラス懇談会にも今出席させていただいている中においては、保育士が変わっ

てしまう、また、先生方との関係が途切れてしまうであるとか、今、保育士不足も言われている中で

移管先が保育士を確保できるのかといった課題であるとか、保育士の先生には保育現場で働いてほし

いといったご意見もいただいております。そうしたさまざま今ご意見をいただいているところでござ

います。今後も声をしっかりと聴き取る中で丁寧に進めてまいりたいと思っております。本日も保育

整備計画素案に対することでも結構でございますし、民営化に対する不安、また、ふだんお感じにな

っている保育行政に対す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

おりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 簡単ではありましたけれども、説明はこれで終わりにさせていただきまして、この後、皆様からご

意見をいただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、早速でございますけども、ご意見ある方、挙手をしていただいて、ご発言いただければ

と思います。人数も多くないので、順に…。はい、どうぞ。 

【参加者】  保育整備計画の概要の５ページなんですけど、先ほどの必要度、優先度の高い施策を

優先的に取り組んでいきたいということなんですけど、優先度が低かったり、用途としては家族とし

てそこまで多くはないものであっても、やはりほんとに必要なものというのがあって、私２年ぐらい

前に、しょうがいのあるお子さんがいるお母さんが２人目を妊娠中で、妊娠２７週のときに切迫早産

で入院か絶対安静かみたいな状況の中で、上のお子さんの預け先がない。子どもショートステイを紹

介してもらったんだけれども、しょうがいがあるお子さんはということで利用できない。それで、行

き場がなくなってしまって、ほんとに命がかかっていることだったんですけど、緊急的に上のお子さ

んを預かれる場所がもうほんとに、それこそ児相の入所みたいな、緊急一時みたいな感じで預けてし

まうぐらいじゃないと、でも、それも期間が２７週から出産期に入るまでの間は十何週かあるんです

けど、その間その子をどうするのかという課題の中で、とにかく預け先がないというので、とりあえ

ず私保育士の資格を持っていて、「じゃあ、私見るよ」ということで、自宅で、もう朝も６時半ぐら

いからお父さんが連れてきて、夕方仕事が終わってまた５時、６時ぐらいまで、お子さんを迎えに来

るまでの間、自宅でその子をケアしていたときがあったんですけど、子ども家庭部では施策がないと

いうことで、しょうがい担当部署がうまくそのしょうがい児のサービスを運用してくださって最終的

には何とかなったんですけど、そういうのは数も少ないし、ケース的には稀なのかもしれないですけ

れども、子どもの命がかかっている、すごく大事なことなのかなと考えたときに、その優先度の高い

ところというのもあるんですけど、低くても大切なことが漏れなく網羅できるような体制というのは

考えていただきたいかなと感じたのが１つご意見です。 

 あともう１つが、保育ソーシャルワーカーについてですけれども、これは子ども・子育て支援新制

度の事業の必須事業の中に利用支援で保育コンシェルジュというのがあったと思うんですが、それと

は別事業になるのか。今それがどうなっているのかというのをお聞きしたいという質問が１つ。 

 あと、新しい、民営される予定の園の定員の割り振りみたいなのがもし決まっていたら教えていた
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だきたいなというところなんですけど、お願いします。 

【児童青少年課長】  わかりました。１つ目のご意見のところは、おそらく私が子ども家庭支援セ

ンターにいたときの話ではないかと思います。前市長、佐藤市長のときのお話で、ショートステイが

使えない、療育がなかなか難しいみたいで、しょうがいしゃ支援課も入って、多機能型のほうでもそ

のステイがあるんですけども、そこも使えないというのがあって、結局ほんとに狭間に落ちてしまっ

たところで、課題としてあのときに今後対応を考えてみようということが宿題でいただいています。

ですので、優先度が高い事業というのは当然取り組んでいくわけですけれども、小さいそういうもの

についても取り組まなければいけないということは十分認識はさせていただいています。ただ、あれ

もこれもなかなかできないのが実情でありますが、そこは認識していますので、しょうがい担当部署

ともそういうショートステイで扱えないときどうするか。児童相談所というとどうしても保護者の方

がちょっとということもあったり…。 

【参加者】  それでもやむを得なければそうなんでしょうけど。 

【児童青少年課長】  はい。その点についても、そのこと以外も含めて、細かいところの話という

のはほかのいろんなケースを、公立四園保護者会との懇談会でもそういうことじゃなくて、日々話し

合う機会を持つ中で取り組んだものが出てきますので、そのいただいた課題というのは大きいものは

大きいものでありますけども、小さいところでもしっかり取り組まなければいけないと考えています。

ありがとうございます。 

 それと、保育ソーシャルワーカーですけども、保育コンシェルジュはどちらかというと、子ども・

子育て支援制度になったときに、あなたの家では保育園がいいですねとか、幼稚園がいいですねとい

ったような、こういうサービスの提供ができますといった、窓口に来ていただいた方の導入部分のと

ころの対応が中心ですけども、保育ソーシャルワーカーは学校でいうところのスクールソーシャルワ

ーカーと同様に、あの機能をイメージしていただけるとわかりやすいと思っています。ただ、これは、

やっと国も保育士の中で保育ソーシャルワーカーというのを置いたほうがいいとか、全国的にで見て

も、保育ソーシャルワーカー学会がやっと九州のほうででできたばかりでして、まだほんとに日が浅

いです、学術的にも。国立市ではそこを、どういうソーシャルワーカーができるかというのと、庁内

でも保育士の先生とお話をする中で、基幹的保育園にうまく配置ができて、先生方や保護者から言わ

れるのは、なかなか支援が必要だけども、忙しくて、市役所に行けないとか、直面しているけど、そ

こに踏み出せないときに、担任の先生だけでは日々の保育中では難しいので、ここの間を取り持つよ

うな位置づけでソーシャルワーカーというのができればと考えているところです。 

 保育ソーシャルワーカーについては以上です。 

 それから定員についてですが、新しい矢川保育園は８００平米程度の建物を予定しています。なの

で、現状の定員は、矢川保育園では約１００名ですので、当然１００名は維持していくわけですけれ

ども、１００から１２０名ぐらいまでを想定の中ではしているところです。ただし、細かいこれから

配置ですとか、一時預かりをつくるときのスペースがどうこうとか、いろんなことがあります。ただ、

定員は少し上乗せができるような形がよいとは考えているところです。 
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【参加者】  方向性として０、１、２歳を増やすとか、そういうのはこれから三者協議とか、何か

いろんな検討の中で決めていくような形ですか。 

【児童青少年課長】  やっぱり今年度の待機児童の傾向を見ても１歳、２歳が多いんですね。そう

すると、まずはその年齢の枠を確保しなきゃいけないというのがあるので、例えば、今回あじさい園

が１月から始まったときにもすぐ２歳の子を入れると卒園になるので、最初の３カ月は２歳をとらな

いとかという方向があったんですけども、最初のときはそのときの待機の状況を見た中で調整をして、

例えば、４、５、今でも４、５は少しあきが出ているところもありますので、こういう部屋とも一緒

ですが、パーテーションで部屋の大きさを変えられるような仕組みの中で定員の調整というのはして

いく必要があると思っております。 

【参加者】  ちなみに、この子ども総合相談窓口と保育ソーシャルワーカーもまた別なんですよね。 

【児童青少年課長】  総合相談窓口は、資料に職員の配置が出ていますが、保健師というのが大き

な目玉の１つなんですね。これは妊娠前からの支援ということで、今度は、今まで約８割ぐらいの妊

娠届を市民課で受けていたわけですが、今度は総合相談窓口で受けるようにして、最初からカルテを

つくってご案内するという支援をしていくという仕組みがあります。当然保育園となる、基幹園のな

かよし保育園でも、例えでいうと、千葉の八千代市なんかでは保育園で母子手帳の交付とかをしてい

るんですね。保健師さんが保育園にはいますので、土曜日とかの交付はそっちでできるとか、最初の

保育コンシェルジュが単なるご案内をするより、保育園でそういう受付をできたりとか、そこに保育

ソーシャルワーカーがいますので、ご案内とかもできるのかなと思っています。そういう面で、役所

に近いところで連携というふうに考えています。 

【参加者】  では、今、保育コンシェルジュ的な位置づけの人は市役所の児童青少年課の窓口にい

らっしゃる？ 

【児童青少年課長】  今は保育・幼稚園係がですね。 

【参加者】  専任で。 

【児童青少年課長】  兼任です。現状は案内だけになっていますので、今度考えて、今やっている

のが昨年の公立四園保護者会との懇談会のときに。しょうがいのお子さんの受け入れということがす

ごく宿題でいただいて、この５月から公立と私立の園長先生でワーキンググループをつくって、

３０年度の受け入れからその辺の、ご本人たちに行って聞いてきてくれという仕組みじゃない仕組み

をつくろうと考えています。そこがうまくできれば総合相談窓口の人ができるのか、はたまた専属を

つくるのか、そういう機会ができれば保育園の相談はそちらに行けるという仕組みができるかなと思

っています。 

【参加者】  私もいろんな窓口ができるのはいいんですけど、分割してしまってという。 

【児童青少年課長】  はい、一本化ですよね。 

【永見市長】  いまの説明であると、どこでもいいよというようになってしまうので、総合相談窓

口は全ての相談をそこで一義的には全て受けますということです。その上で具体的な課題とか、ケー

スだとかによって基幹園のところで扱うケースもあれば、ソーシャルワーカーが扱うケースもあれば、
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単なるコンシェルジュ的な役割で済む場合もある。一本でまずは受けていく。 

【参加者】  関係図をちゃんと把握されていて、その職員の中にも周知をされていないと、役職と

か、いい相談窓口はいっぱいできるんだけど、結局機能していなくてみたいなことにならないように

していただければと思います。 

【児童青少年課長】  はい。基幹園の設置はもう少し先ではありますので、まずは総合相談窓口が、

それこそ子ども・子育て総合相談窓口というぐらいですから、市役所が出生届から、転入届から受け

付けるところですので、基本はそこが全部受けて、例えば、養育に課題があるという場合には関係部

署につなぐとか、収入の面だったら生保担当や生活困窮者対応の部署につなぐとか、いろんな展開が

できると思いますので、そこが総合というぐらいですので、一次受けする窓口ということです。 

【永見市長】  先ほどの２年ぐらい前のケース、僕も知っていますけども、ああいうケースなんか

まさに各種機関が総力を挙げてどういう形で１人の幼児、乳児をみていくのかという問題だから、そ

こをその窓口が中心となってどうするのかというシステムづくりをしていくという。ただ、そういう

ケースはこの制度を当てはめてみたらこの部分が落ちる、この制度を当てはめてみたらどうなるのか

と、個々のケースによっていろんな組み合わせが必要になってきますから、だからこそ総合相談窓口

でケースを扱うということにしていかないといけないと思っています。 

【参加者】  ママ友で私が知っているのはそのケースですけど、多分いろんな小さな、ほんとに年

に１件あるかないかとかいう形でもそういったニーズというのが実はあるんじゃないかなと思ってい

て、今、外国籍の方がたくさん増えてきたりとかしている中でも、私もはっと気づいたのが、市報の

英訳版がないんだということに、ついこの間気がついて、外国籍の方はすごく増えていて、保育園の

先生も、外国籍の日本語の話せないお母さんにどうやって情報を伝えようとかいうのを悩んでいたり

とかする中で、何かそこにちゃんと届くようにとか、声を上げられない人たちというのがやっぱりい

て、その人たちが支援を必要としていないか、声が上がらないから必要としていないかといったらそ

うではなかったりとかもするので、出てくる、声の大きいのがどうしても目立っちゃって、それがイ

コール必要度が高いとか、緊急性が高いとかいう判断にならないようにしていただきたいと思います。 

【子ども家庭部長】  子ども総合相談窓口にはセンター機能はあるけども、保育園とかは地域にあ

りますので、そういったところがアンテナを張って、それを拾っていくシステムが、核となるのが市

役所がやっても、それをちゃんとうまく拾っていけるシステムをつくりたいというのが、先ほどの説

明になります。 

 また、さっきの施策の件ですけども、資料でこれをこうした網かけでつくっているんですが、決し

てこれを優先度に順番つけてやるということではなくて、この中で、例えば、病児保育、やや低くな

っているんですけども、これはそういう低いということではなくて、むしろこれは今地域の課題があ

るとか、そういったところで見ましょうねということなので、この施策を進めないということではな

くて、視点を変えて、その中でも、待機児童は最優先という比較です。まずこれを順番にやっていく

ということではないです。 

【参加者】  私自身も全然そうは思っていないですけど、やっぱり見て何かこれは低いと思われて
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いるのかなみたいなふうにとられる方もいるのかなと。 

【子ども家庭部長】  全部つながっていると思うんですよね、この施策全体が。小さい、大きいと

いうことではなくて、小さいものも全て、例えば、地域の子育て支援の、弱い家庭を支援する場合に

はほかにどういう支援をするとか、あるいはどこでそういった仕組みをつくってくるか、全てこれは

関連していますので、そういったふうにご理解いただければと思います。 

【永見市長】  緊急度といったときに個別ケースが極めてレアである緊急度の高い要請があるんで

すけれども、それを施策として制度としてやるときには、個別的な緊急度の高いレアなケースに１個

ずつ制度をつくるんじゃなくて、いろんな施策を組み合わせてレアなケースに対応できるようにして

いかなければいけないというのところではあらわし切れない。ただ、緊急度の高さというのは待機児

童で家庭の保育をせざるを得なくなっている子育て支援の緊急度と、先ほどおっしゃったようにしょ

うがいをお持ちのお子さんで行き場がなくなってしまう、保育してくれる主体がなくなってしまうと

いう緊急度は質が全く違いますから、その違いを見きわめて、その緊急は緊急で対応していくという

ことは別の次元でやっていかなきゃいけない。 

【参加者】  虐待とか。 

【永見市長】  そうです、虐待も。 

【参加者】  ですよね、緊急度が。やっぱり資源がないから対応できませんというふうに片づけら

れるものではないかなと思います。 

【児童青少年課長】  直面するといろんなものが見えてきまして、児童虐待対応のときも、先ほど

外国籍というお話がありましたが、当然外国の方もいらっしゃるので、そのときに保護者に伝えると

きの通訳が必要だった場合もあったりするんですね。あと、国によってたたくことに対する考え方も

全く違っていて、日本ではこうですよと言っても、国籍論じゃないですけど、その国では特別のこと

ではなく全く普通のことであって、そこをまず理解してもらう前に通訳をどこから探してきてやらな

きゃいけないとか、直面してみるといろんな課題が見えてくるので、うまっていない穴をどのように

総合的に埋めていくか、１つの部署だけではなかなかできないので、やはり連携をする中で埋めてい

かなければいけないということが大きな課題だと思います。 

【参加者】  よろしくお願いします。 

【保育事業推進担当係長】  そのほかいかがでしょうか。人数が限られていますので、順番に行き

ましょうか。よろしいですか。 

【参加者】  この今説明していただいた中で一時預かり保育のことが何か随分出ていますけれども、

今現在は預かり保育はたしか２つぐらいの園でやっていると思うんですけど、それで、この新しい矢

川保育園が民営化になったときにその一時預かり保育ができるというのは、増えていいかと思うんで

すけれど、今やっているのは、確かきたひだまりとあゆみですよね。矢川がやると、あゆみと矢川は

結構近い気がしていて、東とか抜けちゃうんじゃないか、市内全体を見ていただくということで、別

に民営化待たずにそういうのはできないのかなと思っているんですけど。 

【児童青少年課長】  一時預かりはおっしゃったように２カ所でやっていて、もともと３園で
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２０名という予定だったんですが、今のところなかなか待機がどうしても優先となっている中で２園

で１９名というところなんですね。なので、お部屋はまたちょっと新しい、今既存の保育園さんの中

でそこもやってねというと、なかなか正直難しいところがあって、ただ、やっぱり必要度としては結

構高いんですね。今回は、場所的なものがあるんですが、今のところ月曜日から金曜までの９時から

５時という時間帯なので、今度は土曜日ですとか、日曜日もまず一時預かりができて、時間をもうち

ょっと足伸ばしができたりすればということも考えています。ほんとうは緊急時の一時保育、他市で

やっている１カ月ぐらい預かれる仕組み、そうすると、例えば、出産をするときにどこかにショート

ステイとかに入れなくても、１カ月ぐらいでも、朝、お父さんが保育園に入れて、夜寝ててもお迎え

にくれば預かれるという仕組みもこれはやりたいなと思っているんです。ただし、なかなか待機児童

の解消がどうしても優先の中で、人とスペースの確保という点で難しいところがありますので、まず

は一時預かりを事業拡大する、適用できる範囲を拡大すること。ご意見をいただいたとおり、ほんと

に東側のほうがありませんので、保育園だけにつけるというのはなかなか難しいので、それこそ空き

スペースというのでしょうか、空き家のようなところを活用して一時預かりというのを別に考えてい

く必要も当然出てくるのかなと思っています。 

【参加者】  昔の話ですけど、別に東京じゃないんですが、別なところで、新しく民間の園を建て

たときにそういう一時預かりみたいな、必ずそういう部屋をつくりなさいということを言われたとい

って私の知人がそういう園を建てていったんですけれども、だから、市内の私立保育園さんで施設を

何年か前に改修しましたよね。そういうときに一時預かりの部屋を必ずつくってほしいんですという

ことはなかったのでしょうか、そのときは。 

【児童青少年課長】  当時３園必要というお話の中で改修をということはご相談しているのではな

いかと思いますけれども、なかなか人材の確保ですとか、いろんなことがあって事業としてつながら

なかったというのが、当時おりませんでしたけれども、おそらくそのような経過があるんじゃないか

と思います。他の自治体では、もっと一時預かりを多くやられています。国立市も保育園は１４園あ

りますけど、一時預かり２園は少ない状況です。大半のところでやっている市もあったりしますので、

ひろばの方に行くか一時預かりにするかといった選択をするところがあったりしたんですけども、国

立市は２３年か２４年ぐらいから一時預かり始まったので、遅いんだと思うんですね。その辺は課題

だと思います。 

【参加者】  あと、人的資源を活用するというのは民営化しないとやっぱり難しいんですかねとい

う感じがするんですけど、先ほどもいろんな小さくても、ほんとに少数だけど必要度の高い、そうい

うところはもうやっぱり今すぐでも手当てをしてほしいし、そういう人材も、名前はどうであれ手当

てしてほしいんですけど、そのために国立市は公立が今は４つですよね。それを将来的には１つにし

ていって、いろんな民間、私立と連携をとっていくみたいな絵が描かれているんですけど、私的には

４つが連携して市内を全部見てくれると、もっと保護者は動きやすいんじゃないかというのは、健康

診断とかありますよね。今保健センターでないとできないというがあると言われて、北に住んでいる

人で「遠いのよね」と言うわけ。やっぱり線路を越えていくのがあって。だから、国立の中で１つし
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かないというのはいいようで、結構遠いなと小さいお子さんとかを持っている方は感じているので、

やっぱりそんなに遠くなく相談できる場所みたいなのがあるといいのでは私的には思うんですけど、

だから、１つにしなくちゃいけないのか、今４つだったら、確かにお金とか、大変なんでしょうけど、

何かもうちょっと小さい子を抱えている人が行きやすいとか、かかわりやすいとか、相談しやすいと

か、距離的なことも含めて考えていただきたいなと。 

【児童青少年課長】  今まさしくおっしゃっていただいたとおり、保育園というのは、比較的矢川

のほうに多いですけども、市内に点在しているので、各園でそういう相談機能というのができていけ

れば、今は比較的には保育園に通っている保護者とお子さんの支援が中心になっているんですが、国

の指針ではそうではなく、もう少しエリアを広げましょうと、地域の未就学児童の家庭が通えるよう

な子育て支援ができるような仕組みをつくっていきましょうということが国の考え方です。ですので、

各園がもう少し自分の園のところから広げてできるようになっていくと、子育てひろばは大きいとこ

ろにあって、１カ所か２カ所があってそれはそれでよいと思いますが、やはりベビーカーを押したり、

抱っこしたりしていくというのは、距離的になかなか難しいところがありますので、そうすると近所

の保育園がそういう機能を担っていければいいなと、そういう仕組みをつくっていきたい。なぜかと

いうと、保育園には保育士さんもいれば看護師さんもいて、栄養士さんもいて、最初から子育ての家

庭の方が相談を受けられる機能がありますので、それを各園で広げていけるようにしたいというのが

今回の「かかりつけ園」、言葉はよいかわかりませんが、そういう考え方なんですね。 

 あと、その人材というのはやっぱり今のままでできれば、それに越したことはないわけですが、資

料の５ページにも出ている市が抱えている行政の課題というのは、時代とともにほんとうに大きく変

化していて、発達の課題といいますか、凸凹のお子さんとか多くなっている、児童虐待もほんとうに

増えていっている、これから学童も４年生から６年生まで受け入れていかなければならないと、学童

は大体２割ぐらいの子が通うと言われていますけど、それから、子育ての医療費の助成とかも拡大し

なきゃいけないとか、ほんとうにお金も、人も多く必要となっている中においては、ほかにも高齢者

の部署で、しょうがい者の部署などそれぞれ課題というのを抱えています。市では税金をいただいて

いて、お財布というのは大きな財布の１つなので、そこにまた税金をいただいてとなると、それはな

かなか難しいところです。であれば、これまでの仕組みであったり、手法であったりを変えて、財と

人を生み出し、そういうところに生かしていきたいというのが今回の民営化を契機にした保育整備計

画の大きな点であると考えております。 

【参加者】  言われていることはわからないことはないんですけど、しつこいようですが、その民

営化をしないとこれに書いてあることができないようなイメージで、説明を受けると、そういうふう

に聞こえてしまうわけです。民営化されるのは平成３３年。今平成２９年ですよね。平成３３年まで

の間はどんなふうにそういう手立てを取っていくのかがちょっとよく見えてこない。 

【永見市長】  おそらくイタチごっこですから、民営化は平成３３年、ほかの園を、それは強化し

てですから、さらに他の園を民営化するとしても年数がかかります。一方で、例えば、待機児童対策

待ったなしですから、それは一義的には税を投入してでもやっていかなきゃいけません。ただ、それ
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がずっとそれで続けられるかというと、かなり難しい。これは財のことだけ申し上げてしまえば、新

しい保育園を１園つくるときに市で建設したら国庫補助が入らない。つまり全部市の税金。民でやれ

ば国庫補助が入ります。というぐらいに差がありますし、運営でも１園で、民がやって６,０００万、

民と公で６０００万国庫補助でも差があります。ですから、これからあと２園、３園つくっていくと

なりますと、どうしても公でつくっていくという選択肢はおそらくあり得ないと思います。民でやっ

たとしても、１園１００人規模の保育園をやりますと、税金で７,０００万円。市ですと１億

２,０００万円ぐらいかかる。民営化したから、建てるということではありませんから、先行して課題

には対応していきますけれども、トータルではそういう形でバランスをとりながら、新しい人材とか、

新しい財務フレームを合わせざるを得ないというところで今そういうことで、三多摩地域みんなそう

いう形で動かざるを得なくなっているということが実態だと思います。これをぜひご理解いただきた

いと思います。 

【参加者】  実際の民営化の流れの中で事業者選定についてなんですけど、事業者選定委員会は庁

内で、保護者は入らない？ 

【児童青少年課長】  選定委員会には公募で入っていただく方もいらっしゃいますし、保護者の方

にはオブザーバー委員として、対象園の0歳から５歳まで１人ずつ保護者の方に入っていただくこと

を考えています。 

【参加者】  それは対象園？ 

【児童青少年課長】  対象園になります。 

【参加者】  三者協議も対象園だけ？ 

【児童青少年課長】  三者協議は対象園だけです。今回の民営化は0歳と１歳の方が特に該当する

わけですけども、昨日、矢川保育園の１歳クラスの保護者懇談会に参加させていただきました。やは

り今のようなご質問が出て、三者協議会についてというよりは、「公募しました。１団体しかなかっ

たら、その１団体に決めてしまう。保護者はそこが１００%嫌だと言っても、嫌だと言えないの？」

という意見がありました。仕組みとしてはこの事業選定委員会をつくって、その前にまず応募に来た

ところについてはホームページで園とかリンクをするとか、そして、場合によってはバスツアーで見

学に行くとか、そういうこともやりたいと。あと、選定委員会にはオブザーバーとして入っていただ

くので、そのプロポーザルをやったときに、ここはどうなんだとか、あそこはどう考えているとかと

いうことの意見は多く出していただきたいと思っています。その中で当然に基準点を超えないものは

通過しませんので、基準点を超えた中の最上位というところが決定になってきます。「意見を皆さん

で決めましょう。ＡかＢかどこがいい？」と言ったら、私はここがいい、私はここがいいというと、

決め切れませんので、そこはやっぱり代表のオブザーバーの方に入っていただくなり、公募で入った

方にある程度は託していただくことになります。 

 これはずっとこの説明会をやってきたときに何で保護者が事業選定委員会に入らないのかという意

見がいろいろ出たんですが、責任をそこまでほんとうに代表の方に押し付けていいのかとかいう、も

し違う法人となったときにどうするのかという意見がありました。やはり役員の方もそうですね、毎
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年入れかわる中で、どこまで該当年、その年の方に、昨年は積極的に役員の方に参加いただくことが

できて交流がとれたんですけども、それが毎年必ずしも一緒かどうかというとそうではなくというこ

とがあったりするので、そこの選任は難しいですが、できる限りオープンな透明性のある形で公開し

ていきたいと思っています。 

【参加者】  前回の市役所でやったときの会でもお話ししたんですけど、これは１園の問題じゃな

くて、子どもと国立市内の子どもの育ちというものを考える中での１つであって、多分全市的な課題

として取り組んでいかないと、それこそ対立だったりとか、今幼稚園と保育園が保護者で何かあった

りとかいうことになってしまうのはちょっと違うのかなと思いながらという意味で「対象園しか入ら

ないんですか」という質問だったんですけど、ほかの意見を取り込むような方法はないのかなと。 

【児童青少年課長】  今説明会とか懇談会をやってくる中でやっぱり矢川に、どうしても対象園な

ので、中心的に説明がいって、ほかの３園に来ないというか、もう他の園は相手にしないのかみたい

なことを言われました。なかなか満遍なくというのは非常に難しいところもある中で、ただ、同じよ

うにお手紙といいますか、ポケットに通信を入れさせていただいて、掲示板も各園につくってもらっ

ているんですが、やっぱり保護者の方からすると、掲示板が小さいとか、見えづらいとか、いろんな

意見が来て、園長先生にも工夫をしてもらっているんですけど、掲示するものが多くて、なかなかス

ペースをとれない。なので、もう市役所は矢川しか考えていないんだろうみたいなお叱りもいただい

たりするんですけど、決してそうではないんです。今おっしゃったように、どういうふうにそこを

４園の共通課題ということでしたらいいかなという。 

【参加者】  ４園だけでもなくて、きっと私立とか、認証さんだったりとか、家庭的保育だったり、

幼稚園だったりという、子ども家庭支援センターとかも含めてやっぱり考えていくものであって、保

育園の部署だけではないのかなというふうにも感じたので。 

【永見市長】  ○○さんの言うとおりですね。なので、なぜ北地域に行ったり、来週南地域に行っ

たりするのかというと、要するに子育てにかかわっている、矢川保育園の保護者だけではなくて、い

ろいろな形で保育にかかわっている人たちにこの問題を提起していろいろな意見を聞きたいというこ

とでこの間ずっとやってきています。ただし、個別的な対応はどうしても対象園の人たちからの意見

が多くなるんですけれども、今おっしゃったことは非常に重要ですから、特にこの園の選定を含めた

このプロセスの中にどういうふうにかかわってもらうかという、こういうご指摘だから、それは受け

とめて考えていきたいと思います。 

【子ども家庭部長】  役員さんから、先日４園の説明会をしたときに、やはり矢川保育園の方は、

当事者として役員の責任があるので、誰も来ないのでは他の園の保護者からどういう目でという雰囲

気でしたとか、そういう雰囲気にさせてはいけないと思っていますので、全体のこととしてやってい

かなくてはいけないと思っています。 

【永見市長】  役員さんの期間をもうちょっと長くできないの？できないんだよね。１年だと、去

年あれだけやってきて、いろいろ話し合いをやってきて、４月になったら、４月中に開けないんだよ

ね。役員さんの入れかえ、それから、役員さんのほうも新しくなっちゃうから、何のことから始まる
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でしょう。５月ぐらいからで、１カ月たってやっと矢川保育園の方とか話し合いができるようになっ

て。 

【参加者】  そういう意味でやはり保護連というのが恒常的にずっと単年度で変わったりとか、公

立保育園の中だけのことじゃなくて、保育制度とかも捉えて、その問題に対するいろんな見方という

のがいろいろあるとは思うんですけれども、私はそこをずっと払拭したいという思いで保護連の活動

に携わりながら、もっと広く子どもの育ちというのを全体で考えていきたいという思いでずっとやっ

てきていたんですけど、何かそういう形で、例えば、対象園以外の園長先生とか、先生たちを通して

保護者の方たちに話をしたりする、なかなか伝言ゲームみたいになっちゃうかもしれなくて、それは

それで難しいのかなと思いながら、何かいい形で保護者の方が一緒に参画をして一緒に考えていくと

いう取り組みになっていくといいなと。 

【永見市長】  例えば、保護連さんというのがあって、私は昔から知っているけども、昔の保護連

さんというのは交渉団体だと自分たちが思っていたわけですよね。 

【参加者】  ですよね。そうそう。 

【永見市長】  それで、年がら年中どなり合いのけんかみたいなことをやっていたわけだよね。 

【参加者】  そんなことない。 

【永見市長】  いや、雰囲気あったわけですよ。雰囲気ですよ。対市交渉というでしょう。 

【参加者】  固定観念が強過ぎますよ。 

【永見市長】  だけど、例えばの話で、昔はほんとうにそうだった。今はそうだと言っているわけ

ではないですよ。そういうイメージがあって、組合の活動を使うと、保育園さんの保育士さんの活動

と、それから、保護者の活動が一体になっていたけれども、今は職員組合自体が少し距離を置き出し

たわけでしょう、完全にね。だから、この前の陳情なんかの扱いだって職員組合は少し距離を置いて

いるわけだから。そうなると、少しずつ変わってきているのは事実なんですよ。だから、そういう意

味では保護連さんも変わりつつあると思っているし、別に僕は敵視する気持ちは全くて、そういう意

味では、会長さんとも昔からざっくばらんにしゃべることができる仲だから構わないけれども、そう

いうことを積み上げていける場になってもらえたらいいと思っています。 

【参加者】  そうですね。 

【児童青少年課長】  ２月に保護連さんの懇談会がありましたが、ご案内して入れていただいたの

で議員さんも多く参加されて、あのときに○○さんに言われたのは、説得じゃなくて納得させてほし

いという言葉をいただいて、自分はそれが結構ずしんと響いていまして、民営化のことだけじゃない

んですけども、やっぱりなかなか納得は、先ほどご意見をいただいたように、そうは言ってもという

方、「じゃあ、何で民営化なの？」というところが我々の説明を聞いても「そもそも何で？」という、

公立を残したいという方からすると、民営化しなくてもできるじゃないかというところがあって、そ

の中でも、我々が進めている全体の保育サービスというものを総合的に納得してもらうためにどうい

うふうにしていくかということがすごく大事だと思っています。 

【参加者】  私個人的にはやっぱり民営化はすごく疑問があって、特に、財政のところから入って
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きてというところで、一方で、福祉に携わりながら、いろんな課題があって、そこに対応していかな

くちゃいけないというのもわかっていて、でも、今回民営化してほんとにそこにつながっていくのか

というのがやっぱりまだ疑問として残って、ぬぐい切れないのは実際あるんですけど、そうはいって

も前を向いて考えていかなくちゃいけないという市民としての思いもあるので、何かほんとにいい形

でとは思っています。でも、そこの前提として保護者の中には疑念というところで思いがすごく強い

人たちがこれまでの流れを見ていてもやっぱりまたそうやって知らないところで決まって、ぽんとお

りてきたという思いがどうしてもずっと残っちゃっていて、そこら辺を私もずっとこの過渡期にかか

わっている中で新しい保護者の人とかにもいい形で伝えていきたいなとは思っているんですが。 

【永見市長】  民営化の良し悪しを決める尺度はないんじゃないかな、ある意味ね。ないんじゃな

いかなと私自身は思っています。それは官が絶対だと言ったら、保育園に預けている家庭のお子さん

たちの半数以上は民に預けているわけですから、官の絶対というのは言えなくなっちゃうし、官が果

たしている役割もあるし、ということを評価する中で、で、保育を質を落とさない中でどうやって財

務バランスなんかをとりながら新しいところに適用できるような形をつくっていくかという、そこし

かないんじゃないのかなという。子育て支援のニーズというのは限りなくこれから高まっていくとい

うのは、困難なケースもたくさんあるから。ですから、待機児童もものすごく増えているわけでしょ

う。あれだけ増やしてもまだ１２５人、旧定義で出ている。１２５人といったら１園以上ですよね。

早急に対応しなきゃいけない課題があると、来年になったらまた新しい課題が出てくる、そういった

ことのイタチごっこの中ではやはり１つずつの選択というのをやりながら、前に行ってまた評価して、

また前に行って評価してという、その繰り返ししかないと私は思っているんです。だから、絶対値を

求めていたら、絶対前に行けないし、対応を求めなくなっちゃから、一歩前に出て考えて、一歩前に

出て考えてということの連続しかないのかなという。それでも矢川保育園を民営化しますといっても、

平成３３年なわけですよね。ほかの市なんか今やりますよと言ったら、もう来年からですから。そう

意味でもまだまだじっくり皆さんと議論できる時間あるという気はします。 

【子ども家庭部長】  あと、この民営化のことで、これはもうご存じだと思うんですけど、平成

２２年の頃からこの議論があって、今回保育整備計画ということで、保育ということでほんとにこう

やって細かくこのシステムを変えるという話では、平成２２年のこの保育審議会の答申以降も、子ど

も・子育て全体の計画についてはいろいろと計画をつくっているんですけども、かなり細かい議論を

して、今後どうするか、そういったことに関して保育現場もやっぱりそれに携わる形になっています

ので、民営化という１つの大きな課題がある一方では、保育整備をどうしていくかというのをダイナ

ミックに行うタイミングであるので、それに合わせていいものにしていくというのがこのタイミング

だったと思うんです。 

【永見市長】  こうやって数多く、一つずつまた１年積み上げながら。それにしても、いろいろな

意見が出るからおもしろいんですよ。それを１つ改善し、また１つ改善しとできますからね。その積

み上げじゃないのかなという気がしますけどね。 

【参加者】  ちょっと気になるんですけど、ちょっと的外れかもしれないんですけど、僕はしょう
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がい者で、学校入る小学校１年のときに、「おたくの息子さん大変だから、学校来なくていいです

よ」と言われて、１９５５年生まれだから、そういう時代でした。それで思うに、多分しょうがい児

にとって一生の指針になるというか、保育園に入るかどうかが一緒に地域でやっていけるかどうかと

いうところで、しょうがい児を受け入れるかどうかということがすごく大事な問題だと思うんです。

一生の目安、希望みたいな感じに位置づいて、深刻かつ大きな問題がいきなり来てしまうという感じ

の大問題だと思うんです。 

 そのときに気になるのが、緊急保育とか、一時保育のことですけど、職員、それを受け入れる保育

士さんとか、職員さんがしょうがい者とどう対面するか、どういうふうに考えて運営するのかという

ところで、入った結果、やっぱりだめだった、がっかりだわという感じに受けとめてしまったり、現

場も混乱するということがないのかあるのかということが、緊急一時保育のことで考えると、職員研

修とか、職員がどういうふうに考えていくのかといったところまで僕は気になっちゃう。ということ

で、要するに、ある施設で緊急一時保護をやっているというところがあって、たまたまうまくいかな

かったり、いったり、職員さんの資質みたいなもので相当左右されちゃうことが多いんです。そうい

うことも鑑みて、その辺のところをどう考えておられるのか、研修とかいうことも含めてちょっと伺

いたいと思うんですけど。 

【児童青少年課長】  今、平成２６年ぐらいから、今までは各園でしょうがいの発達に課題がある

お子さんの研修というのを個別にやっていたりしたんですけど、今私たちの課のほうで中心になって、

全部の保育園と幼稚園の先生が同じ研修を受けられるような仕組みを少しずつ始めています。年々少

しずつ科目を増やしてきています。なぜかというと、公立でも私立でもしょうがいのあるお子さん、

アレルギーのあるお子さんが同じように入れる仕組みをつくらなきゃいけない。そのためには入った

後に先ほど○○さんからお話があったように、入ったけどもどう対応していいかわからなかったとか、

そういうことがあったら、入れたのに入ったほうが精神的な負担が大きくなってしまいますので、入

った後にどうするかというのを全部の園の先生たちが同じように、手法というのは園の中で様々ある

とは思いますけども、そういうことを統一してできるような研修の体系というのをもっとつくってい

かなければいけないと思っています。なので、時間はかかると思いますが、少しずつそこは充実して

いって、来年度からも入所の申し込みをするときに丁寧な対応ができるような仕組みができればと今

検討を進めているところです。 

【参加者】  わかりました。 

【永見市長】  難しいよね。 

【参加者】  難しいね。 

【永見市長】  例えば、今のあすなろ、あそこが昔は児の施設だったわけでしょう、重症心身しょ

うがい児の施設で、朝１０時ごろから夕方３時ごろまで預かって、療育だったわけじゃないですか。

ああいう療育の形がいいのか、一般の保育の形がいいのか。でも、重症心身しょうがい児を療育を抜

きにして、医療の行為抜きにして一般の保育園でというのはなかなか難しいし、じゃあ、どこでそれ

を線引きにしていくのかというのも１つずつのケースになっていくから、保育士のスキルだけでは済
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まない部分というのも出てきちゃうし、ほんとに難しい問題もあると思うね。 

【参加者】  難しいですよね。 

【永見市長】  だから、私はあすなろの初期の頃、今は者で通っている人たちが児でいた時代だか

ら、３歳とか２歳とかの頃の状態像をほんとによく覚えていますけれども、旧福祉会館でやっていた

時代からよく覚えていますけれども、ほんとに難しいなと思って。 

【児童青少年課長】  今私立でフローレンスさんみたいな重心のお子さんも入れる保育園ですとか、

あと、２４時間保育もフローレンスというところはやられたりしていて。 

【永見市長】  フローレンスさんはすごいよね。 

【児童青少年課長】  多摩地区の他市で、入所の判定をした、判定という言葉はよくないかもしれ

ませんけども、その会議の中で、仕事があり保育は必要だけれどもというときに、重心の方がそのフ

ローレンスさんに委託で入れるといった仕組みを先進市ではやっているんですね。なので、現在、国

立市はまだそこまでできていませんけども、そういうことも、別のところと契約をするようなことも

含めていろいろ幅広く、先ほどのお話のように、個別のところですよね。制度としてはすごく大きく

は考えられないかもしれないけれども、だからこそ、個別にうまく対応できるように考えていかなけ

ればならないと思います。 

【参加者】  僕自身考えるに、何が何でも普通で行くという感じのことじゃないよ、僕自身が。つ

まり、早期治療と早期訓練でよくなっちゃう場合もあるわけ、ケースによっては。そのような専門家

の判断、医者とか、いろんな判断の兼ね合いで、保護者さんも含めて納得でやっていかないとまずい

なというか。 

【永見市長】  そのとおりだよね。 

【参加者】  画一的に運用すると。 

【永見市長】  保護者の方が受容できていない場合がたくさんある。 

【参加者】  そうなんです。 

【永見市長】  しょうがいがあるということを保護者が受容できないためにかえってしょうがい児

の発達を遅らせている。 

【参加者】  重くなっちゃうんですね。 

【永見市長】  重くなっちゃっている場合もあるしね。ただ、そういうことを受容できないとほん

とに消えていっちゃうんです、そういう人。昔あったケースは、ほんと相談があったのに、ある日突

然相談にも来なくなる。保健センターの保健師が行っても会わなくなっちゃう。その後その子どもが

どこに行ったかわからなくなっちゃうというような、消えていってしまうケースはやっぱりあって、

保護するのに大変なんだよね、受容できないから。 

【参加者】  引っ込んでいっちゃうパターンがあるんだよね。 

【永見市長】  家の中に閉じ込めちゃって。 

【参加者】  引っ込んでいっちゃう。 

【参加者】  閉じ込めるまではしないですけど、うち次男が学校からそれこそ発達しょうがいかも
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と言われたときに、スマイリーつけたらどうですかというお話をいただいて、そのときに何か今、夫

は発達しょうがいすごく否定派なので、そんな変な診断名を新しくつけるものだから、新しくしょう

がい者を生んでみたいな、でも、私が見ているケースの中では、診断を受けることによってほんとに

いいプラスにつながった人もいるし、逆もしかり、残念なことに診断を受けてしまったがために将来

ずっと発達しょうがいというものを背負って生きていかなくちゃいけない、ほんとだったら、ほんと

に普通に暮らせたかもしれないけど、自分は発達しょうがい者なんだという刷り込みとか、自分で自

分に呪縛、呪いをかけてしまってみたいなケースもある中で、すごく難しい問題なのかなと思うんで

すけど、でも、それでも診断を受けようが、受けまいが、子どもはほんとに等しく平等に保育だった

りを受けられるような環境を整備していかなくちゃいけないのかなとは思います。 

【参加者】  そういうふうに専門家の方も判定する方たちもバランス感覚をとって、トータルでそ

の子の人生も含めて考えていけるような関係者というか、何というか、が欲しいと思うんですよ。狭

い判断をされるのではなく、やっぱり長い目で見てほしいなと思うんです。その子どもの人生の長い

期間でね。ということを要望したい。 

【永見市長】  ○○さんの年代のもう少し上の人たち、大人の人が子どものころ発達しょうがいと

いう言葉がなかったでしょう。 

【参加者】  そうそうそう。 

【永見市長】  だから、発達しょうがいの人はたくさんいたんだけど、発達しょうがいというラベ

ルが張られていないんですよ。ただ、大人になって、今から言うとあの人は大人だけど、発達しょう

がいだったのかなと思う人はたくさんいるけど、それでも社会人としてそれなりの形できちんと生活

している人はほんとにたくさん、ほとんどの人がそうですから、○○さんも言ったように、そのこと

は前提にしていかないと、子どものころ発達しょうがいだったから、ずっと背負わせて何の意味もな

いですもんね。 

【参加者】  でも、そうかと思えば、逆に生活保護を受けている方とか、ホームレスの方の中には

かなりのパーセンテージでやっぱりボーダーとか、しょうがいのある方がいるという中で、もしかし

たらそこを早期にアクセスできていたら違う……。 

【参加者】  違ういい世界が。 

【参加者】  あったかもしれないと考えたときに、やっぱりそこの見極めがすごく難しいと思うん

ですけど、これだけ小さな町で、国立は福祉にすごく熱心な町なので、顔が見えて、ちゃんと対話が

できる関係性というものを大切にしながら一人一人に向き合っていく、一つ一つに向き合っていける

ような施策を進めてほしいなと思いますよね。 

【永見市長】  結論からいただいているので。でも、ほんとそのとおりだよね。だから、１人には

１人の変えられない人生があるわけだから。この中にも出ているけど、子どもの最善の利益なんて書

いてあって、その最善の利益を、何がその子にとっての最善の利益かというところの価値観が統一で

きない部分に一番の難しさがある。 

【参加者】  単に決めつけないでほしい。あと、僕が地元のヘルパーさんと町中でうろうろして買
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い物していると、ああ、あいつも知り合い、こいつも知り合いと地元のヘルパーが言うわけよ。僕は

そういう体験がないのよ。特別支援学校だったので、地元から離れている。地域に知り合いがいない

わけだ。小中高、保育園と一緒だと、やっぱり知り合いが多い。 

【永見市長】  そうだよね。 

【参加者】  右往左往いるわけだ。うらやましいなと思う、基本的には。そういうつながりがあっ

てこそやっぱり大丈夫かと声をかけてくれたり、支援してくれたりする人が、町中に知り合いがいる

というか、理想的にはそういう感じ。 

【永見市長】  個別対応を個別でやっぱり考えるという、制度があるから、人はかかわってくるん

じゃない、子どもがいるから、しょうがい者がいるから、制度をどう合わすかと考えないと、ケース

にね。ほとんどのところが制度にしょうがい者の生活を合わそうと思うわけだよね。 

【参加者】  逆だね。 

【永見市長】  国立は比較的にそういうふうにしないように考えているから、子どももそうじゃな

きゃいけないかなと思っています。 

【保育事業推進担当係長】  お時間が大分来ていますが、そのほかいかがでしょうか。 

よろしいでしょうか。それでは、これをもって意見を聴く会を終了させていただきます。本日は、

ご参加いただきありがとうございました。 

【永見市長】  またいろんな話し合いの場に来てください。どうもありがとうございました。 

 

 


