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「国立市保育整備計画（素案）」に対する意見募集の結果 

 

１．実施期間  平成２９年３月１６日（木）～平成２９年４月１４日（金）（３０日間） 

２．提出者数  ９名 

３．意見内容 

 （１）「国立市保育整備計画（素案）」に対する意見 

該当ページ・項目等 意見の内容 意見に対する考え方 

3頁 1国立市の人口動態 全国的にみて少子高齢化の進展は激しく、今後もその傾向が続く見通しであり、国立市

においても数十～数百人規模での人口減少が推計されている。一方で、市内各所にて大型

マンション建設が見受けられ、居住戸数としては増加傾向にあるように感じられるが、戸

数が増えても人口増には影響しないという認識であるか。 

もし、戸数の増加に伴い、生産年齢人口の増加が見込まれるのであれば、必然的に待機

児童数もしくは、保育に欠ける児童数も増加すると思われるが、ｐ10 の（２）待機児童

の現状ではこれまでの待機児童数しか記載がない。今後の予測として市は保育人口の推移

をどのように考え、供給量をどのように調整していくのかのビジョンを示してほしい。 

本計画において示した将来人口推計は、平成22（2010）年～27（2015）年の住民基本台帳

人口（実績値）に基づいて算出した純移動率が、今後も継続すると仮定して推計したもので

す。そのため、その間のマンション建設等の要素についても続いていくことを見込んだ数値

になっています。そうした状況を加味してもなお、現在の低い合計特殊出生率と転出超過の

状況が継続した場合には、図表５で示したような推計となります。 

市としても、生産年齢人口の増加や合計特殊出生率の向上のために取組む必要があると認

識しておりますし、女性の働き方や社会環境も変化していく中で、人口減少社会イコール待

機児童の減少というようには考えておりません。 

本計画においては、第2章において現状を確認し、第3章の基本的な考え方において、待機

児童の解消していくことは最優先課題であるとしています。素案からの変更点として、第6章

2（2）において、待機児童解消対策の具体的な取組を追記しました。待機児童ゼロを達成す

るために、平成30年4月に1園、平成31年に3園の開園目指して取り組んでいきます。 

8頁 2．保育施設等の状況 風の子の所在地が音大付属幼稚園のものになっていますので訂正してください。 正しい所在地に修正します。 

10頁 2．（2）待機児童の現状 待機児童の旧定義と新定義の違いを入れるとわかりやすいのではないでしょうか。 旧定義及び新定義については、用語の定義を脚注に追記します。 

14頁 2保育施設の状況 (４)～（６）に渡って詳細に公立保育園の運営状況が記載されていて参考になるが、公

私に差がないのであれば、私立保育園についても同様の情報を記載するべきである。一方

を見て差がないということは施設運営面において比較ができない。 

 市では、全体の奉仕者である公務員の保育士を活用していくことと、限りある財源を効率

的に配分していくことにより、市全体の保育の向上を目指す方針です。第2章2（4）～（6）

については、今後資源を再配分していくにあたって、人的資源や財的資源についての現状を

示すため、市で設置している公立保育園についての記述をしているものです。 14頁～18頁 2．（4）公立保育

園の施設の現状～（6）公立

保育園のコストの現状 

市内全体の保育園を俯瞰するため、また、公私の運営差を比較するため、公立園だけで

はなく私立園についても併記していただきたい。 

17頁 2．（5）②公立保育園

の職員割合 

  

 

職員割合のみだが、人数的にはどうなのか。類団平均は各市の凸凹を慣らして平均をと

っているのであり、市のオリジナリティや重点がどこに置かれているかを見る指標でもあ

る。人数がないなら類団3 団体ぐらいを併記することで、国立市がいかに保育士が多いか

を示すことができるかと思います。 

人数については、母数の職員総数が異なりますので、職員割合において比較をしていま

す。 

また、本計画は国立市の計画ですので、他の類似団体の状況について、計画内に個別に各

市の状況を示すことはしないことで整理しています。 

なお、他市の状況としては、国立市（16.5％）よりも割合の高い市は1市（19.0％）、国立

市よりも割合の低い市が7市（0％（2市）、2.4％、4.0％、4.7％、11.5％、15.1％）という状

況です。現在、民営化の取組を進めている市も多く、今後保育所部門の職員数については、

割合が下がることが見込まれます。 

他市に比べ「人」に人的資源を投じていることを示す良い数字が出ていると思う。 

「市職員の部門別構成割合をみてみると、民生部門の職員は全体の 16.5%となっていま

す。都内の類似団体 8 市と比較すると、民生部門で類似団体平均 の 23.8%に対して 

7.8%高く、保育所部門に限ると 9.4%高い状況と なっています。 」とありますが、各市

ごとに出して頂かないと本当に国立市だけが突出しているのか分かりません。 

上限下限のならされた平均値と比較しても正確な情報か判断できません。平均値を出せ

るということは各市ごとでも出す事は可能かと思いますので、ぜひ資料として追加して頂

きたいです。 
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該当ページ・項目等 意見の内容 意見に対する考え方 

21頁 3．（5）病児・病後児保

育の現状  

施設利用数は記載があるが、キャンセル数がない。種々説明にあるように、病児・病後

児保育は、流行の影響を受けやすく、通念的な運営が難しいとのことであるが、繁忙期に

おけるキャンセル数をみないと十分に役割を果たしているのか判断に苦慮する。 

市では、利用実績については把握しておりますが、キャンセル数については把握をしてい

ない状況です。そのため、第2章では現状として利用実績を掲載しました。 

第3章2.保育行政課題の優先度の考え方では、保育行政課題の各事業について、優先度の考

え方を示しました。これらの事業は、どれも課題となっている事業であり、必要性のある事

業となりますが、人材、財源といった限られた経営資源のなかで課題を解決していくために

は、その優先度を定めた上で取り組んでいく必要があると考えています。 

その上で、病児・病後児保育についても、必要性があるとともに、予約が取りにくい状況

があることやキャンセルがあることについてご意見・ご要望をいただき、市においても同様

の認識をしているところですが、計画においては、アンケートを実施するなど意見を伺う中

で拡充の検討をしていくこととしました。 

素案からの変更としては、予約が取りにくい状況である点や感染症の場合の隔離対応、キ

ャンセルがある点を明記しました。 

②の利用状況では年間を通じて稼働率が低いような数字になっていますが、つくしんぼ

では「風邪の子」「水疱瘡の子」「怪我の子」がいれば、感染予防のためにそれぞれの子に

ついて別の部屋で保育を実施しており、先に隔離対象の子が予約をしていた場合は（同じ

感染症でない限り）定員の 6名を保育することは不可能です。表中の利用率は、「利用者

数の一日当たりの平均値÷６」で求められており、実態が反映されていません。この表の

利用率には表れていませんが、冬場は特にキャンセル待ちになる日もあり、受け入れ定員

を増やす（別の施設になると思いますが）ことが必要であると思われます。P39 （６）に

は「運営の不安定な要因となっています」（運営が不安定になる要因となっています、の

方がよい）とありますが、そういった部分にこそ公費を使ってほしいです。（ただし、優

先して取り組む課題は、下記に記す待機児童対策としての一時保育定員の増員です。） 

24頁４．(１)⑤子ども家庭支

援ネットワーク連絡会 

平成26 年より虐待件数が倍増しているが、通報件数の記載がほしい。啓発による通報

が増加したことによる、早期発見対応なのか、市内の虐待件数が倍増しているのか。ま

た、行政として虐待事案についてどのように分析しているのか記載が欲しい。 

図表25の子ども家庭支援ネットワーク連絡会相談受理件数の推移の表中、虐待対応件数

（A）欄の数値が市に連絡があった通報の件数と同等のものになります。そのうち非該当の件

数（B）欄を除いた「虐待件数（A-B）」が虐待の実数となります。 

よって、通報の件数も増加傾向にあるとともに、それを受けた対応により虐待発見件数も

多くなっているということになります。 

27頁4（2）②巡回相談事業ア 施設数からみると私立園の巡回相談利用件数が少ないように思われるが、私立園では発

達支援を必要とする児童が少ないのか、制度が周知されていないのか数字だけでは読み解

けないが、補足説明等記載が欲しい。 

巡回相談の件数について、保育園については、公立・私立を分けて記載しておりませんの

で、私立幼稚園の欄を読み違えたものと推察いたします。そのため、認可保育園、認証保育

所、家庭的保育事業者、認可幼稚園等に施設種別の表記を改めました。 

31頁 5 保育事業及び子育て

支援事業のコストの状況 

 

児童福祉費が増えているとの事ですが、何か施設が増えたから費用が増えたのか、人を

増やしたから増えたのかとかが見えない中で総事業費で語られているので、読み解くのに

苦慮しております。必要な分が必要に応じて増えたなら児童福祉費全体の予算が増えるよ

うに、国立市の行政内であっても他部署との調整が必要なのではないかと思いますが、独

立採算的な発想ではなく縦や横とのつながりの中から予算組みはできないのでしょうか？ 

児童福祉費は増加傾向にありますが、その主な増加理由については、本文中に記載したよ

うな新たな認可保育園の開園や認証保育所の認可化移行などがあります。また、素案からの

案を作成するにあたっては期間が経過したことから、各種データを最新のものに更新してい

ます。その中で、最新の平成 28年度決算では、認定こども園の開園や小規模保育所の開園と

いった点についても追記したところです。 

市では、必要な事業については新規政策事業として予算を編成し取り組んでいますが、そ

れは、限りある予算の中においては、すべての新規事業を実施できている訳ではなく、予算

書として各事業に予算がつくまでには、どの事業を優先して実施するのかといった議論のも

と、市全体の各施策の優先度を決める中で予算編成をしております。そうしたことから、部

署ごとに独立した予算編成を行っているわけではない点をご理解いただければと思います。 

財政状況について、読める人はある程度の理解ができるかと思われるが、円グラフやフ

ローなどを活用し、大枠での市財政の中の児童福祉費の割合と推移、事業ごとの予算に占

める割合がわかると理解しやすい。 

また、ｐ.19 ～ｐ.30 までの事業ごとの財政配分についていくらかかっているのか記載

が欲しい。 

本計画において、保育事業及び子育て支援事業のコストについては、これまでの状況から

児童福祉費が増加傾向にあることや、待機児童の状況をはじめとして各事業の件数が伸びて

いることによる児童福祉費の増加が見込まれることを示すことを目的に掲載しています。 

ご意見の事業ごとの費用についてですが、市では毎年度、事務報告書を作成しており、こ

の冊子には、各事業別に取組内容と予算科目ごとの支出経費を掲載しています。そのため、

この計画において記載はしていません。なお、事務報告書については市のホームページにお

いて閲覧可能となっています。 
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該当ページ・項目等 意見の内容 意見に対する考え方 

35頁１国立市の目指す保育施

策の方向性 

法務の視点から「最小の経費で最大の効果を挙げる」と強調して記載があるが、その前

に「国立市がこれまで培ってきた質の高いサービスを維持しつつも、最小の経費で最大の

～」としてほしい。法令遵守はもちろんだが、2000 年の分権改革以降、その実施につい

ては市町村の判断に委ねられる部分が多い。民間に任せることはニーズに合わせたサービ

スを縛られることなく提供できる一方で、公務技術を失うことでもある。様々な分野の公

務技術者が削減され、公的サービスの質の基準を判断できる職員が減少する中で、目に見

える安全基準を守っても、それが安心できる環境なのかを判断するには、人事で異動する

職員達に適正な判断ができるのか、市内外の事案を見るに疑問が残る。 

法令では大枠が決められているだけで、「最小の経費で最大の効果を」挙げるだけな

ら、公的な人的財的資源を大幅に削り、行政サービスとしての格好だけを残すことは可能

である。また、民営化により施策実施を公から切り離すことで、お金だけ払うという効果

の挙げ方もあるだろう。実際に各地の事案を見るに、経費削減による公的監視がおろそか

になっていることが見受けられる。しかしながら、「人間を大切にする」まちであり、安

心安全なまちとして、次世代を育成する、評判の高い国立市として、制度改革による経費

削減はしても、質は維持向上を目指すことが、行政サービスに求められる効果ではないだ

ろうか。地方自治法第2 条14 項に掲げる原則は、安いものを奨励しているわけではな

い。民間の経費削減ではなく、公的な政策判断として、安心安全にかける経費を軽視せ

ず、シビルミニマムをどこにあるのかきちんと示した上で、質を維持し、同等の施策効果

を発揮できる経費削減を行わなければ、公的意義を果たすことはできない。 

ご意見において、「公的な人的財的資源を大幅に削り、行政サービスとしての格好だけを残

すことは可能である。また、民営化により施策実施を公から切り離すことで、お金だけ払う

という効果の挙げ方もあるだろう。（中略）しかしながら、「人間を大切にする」まちであ

り、安心安全なまちとして、次世代を育成する、評判の高い国立市として、制度改革による

経費削減はしても、質は維持向上を目指すことが、行政サービスに求められる効果ではない

だろうか。」とありますが、本計画において示しておりますように、決して、保育事業を市

の手から手放すようなことを考えているわけではなく、保育の実施主体は市ですので、そこ

には公として果たすべき役割があり、公務員の保育士は全体の奉仕者として、市全体の保育

について考え、市全体の保育の質の向上を図っていく役割があると考えています。そうした

考えのもと、基幹的保育園として公立保育園を残していくことも示したところです。 

地方自治法に規定されている「最少の経費で最大の効果を挙げる」という点については、

経費と効果の両面が規定されていることからも、事業を安価に仕上げるということではな

く、同額の費用負担であるならばより効果の高い方法を、また、同じ効果であるならばより

安価な方法を採用するという考え方ですので、市といたしましてもご意見の趣旨と同様の考

えでおります。 

 

 

35頁 2. 保育行政課題の優先

度の考え方 

図表37 をみても優先度がわかりにくい。優先度の高いものから施策を書いていただ

き、図表についても優先度順に並び替えてもらうと、国立市としてどこに重点的にまず取

り組んでいくのかがよくわかる。 

（１）待機児童の解消にて「公立保育園と並行して推進すべき」と書いてあるが、3 章の

2 に民営化の位置付けがないのはなぜか。民営化の優先度及び市の方針をここにも書くべ

きではないか。随所に孤立したとか孤立しないようにとかの記載があるが、孤立しないよ

うに行政がどう考え支援するかの項が必要ではないか。 

 第3章の2保育行政課題の優先度の考え方において示した各事業は、市として全て必要性の

ある事業と考えていますが、すべての事業を実施するためには、人的にも財的にも経営資源

は不足している状況です。そのため、これらの事業について、この章で優先度を示したもの

となります。ご指摘のとおり、優先度の並びについてはわかりにくいとの意見については、

優先度が高いと判断した順番に作り変えいたします。なお、優先度については数値化できる

ものではないと考えていますので、素案で示したような矢印のグラデーションにより表現し

ています。 

 孤立しないための取組についてですが、第4章2の保育環境向上に向けて市が目指す取組の

項目において、保育ソーシャルワーカーの配置によるつながりやすい支援として記載してい

ます。また、子育て家庭が孤立しないために、保育園の役割があり、地域子育て支援拠点事

業を展開していくことや、第5章の在宅子育て家庭への支援の項目においても記述していると

ころです。 

35頁～41頁 2. 保育行政課題

の優先度の考え方 

(1)～(7)までとなっているが、どういった基準で並んでいるのか。優先度についての項

目なのでその順に羅列してほしい。事業のニーズ順に並んでいるのならその旨を併記すべ

き。図表も優先度の高低差がわかりづらい。 

35頁 2 保育行政課題の優先

度の考え方 

41頁図表 37 現在考えられる

保育行政課題の優先度 

保育行政課題の中での各課題の優先度もさることながら、国立市行政全体での保育行政

の優先度がどのくらいのものなのか知りたいのでご教示ください。 

この保育整備計画は、保育行政という１つの枠組みでしか語られてない事が疑問です。 

これまでの保育民営化に係る説明会・意見交換会・対市懇談会等でいただいた資料の、私

立園と公立園の運営費の比較も、平均値で出されているため、どこに削減できるところが

あるか、無駄なものがあるのか適正なのかといったところが分かりづらいので、各園ごと

に数値を出してグラフ化するなどして提示して頂ければ、説得力をもった説明となるかと

思いますので宜しくお願い致します。 

 保育行政の市全体での優先度についてですが、市全体の各施策に対する取組を、保育整備

計画の上位計画となる国立市総合基本計画（第 5期基本構想第 1次基本計画）において示し

ております。この総合基本計画は、「人間を大切にする」という基本理念のもと、まちづくり

の目標を「学び挑戦し続けるまち ともに歩み続けるまち 培い育み続けるまち 文教都市

くにたち」と定め、その目標に向かって各施策・事業を展開しているところです。そして、

各施策を横断する 3つの政策の視点の 1つとして、「次世代の育成」を掲げ、基本計画におい

て重点項目とされていますので、大枠では子育て支援施策は優先度の高い施策と考えていま

す。年度ごとの優先度合いについては、毎年度、行政経営方針を策定しておりますので、ご

参照ください。 
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該当ページ・項目等 意見の内容 意見に対する考え方 

36頁 2．（1）待機児童の解

消、(3)一時預かり保育の充

実及び緊急保育の実施 

◯「一時保育専用保育園」の設置について 

曜日別で、利用者、保育士、ともにいれかわる保育園を設置してはどうか。 

基本的には週 5日毎日働く必要はない、と考える人（派遣社員、パート、フリーラン

ス、自営業など）や、基本は専業であるが仕事への準備のために週何日かは利用したいと

考える人のためのものではあるが、通常の保育園に入れなかった待機児童の受け皿として

も機能できるのではないか。現在、一時保育を実施している保育園はあるが、人数の枠が

とても少なく、少ない枠をたくさんの人が奪いあっている状況である。 

P36に「平成 26年度の延べ利用人数 3,106人に対し、平成 27年度は 3,663人となってお

り、前 年比 17%増となっています」とあるが、現実には、予約が 2、3ヶ月先まで埋まっ

ているため、利用をあきらめてしまう人がとても多い。事実、今年度の週契約（週一、週

二と、曜日を決めて利用できる契約）には、保育園に入れなかった待機児童が多く流れて

きて抽選となり、ほとんどの人が週契約の利用をあきらめたということがある。 

また、潜在保育士はたくさんいるのに、保育士が不足している、という現状は、お給料

への不満もあると思うが、やはり、仕事内容のハードさがあげられると思う。そのため、

自分自身にこどもが生まれた場合、仕事を辞めてしまう保育士もたくさんいる。そのよう

な潜在保育士にとって、週 1、週 2の勤務、もしくは午前中だけの勤務というのは魅力的

ではないか。こどもの心の安定を考えて、利用者、保育士を曜日で固定すれば、お互いに

とって安心できる環境になるのではないか。 

さらにいえば、週 5日のフルタイム勤務でなくても保育園を確保できるとなれば、そち

らを希望する人も多くいると思われる。現在保育園に入所している人の中にも、本当は週

5日フルタイムで働く必要はないし、こどもといる時間ももっとほしいのだけど、週５フ

ルタイムでないと保育園に入ることができないので無理矢理働く時間を増やしている、と

いう人も多くいる。 

また、仕事をやめてフリーランスや自営業、パートで働きつづけようと思っても、子育

てと両立できる範囲の「ほどほど」の仕事量では、保育園に入ることができない。だから

逆に、仕事を入れることができずに仕事がゼロになり、専業主婦となる人もいる。専業主

婦で、子育て業にやりがいと充実感をもっている女性であっても、教育費の心配などか

ら、（子育てもできる範囲で）ほどほどに働くことができればと願う主婦は多い。 

そういった現状を考えると、週５日の通常型の保育園よりも、本当は、「週５日をみん

なでシェアする」一時保育型の保育園があれば、たくさんの女性がじぶんのペースにあっ

た形で働くことができるのではないか。自治体にとっても、長い目で見れば税金をおさめ

る主体を増やすということで、winwinの関係になれるのではないか。 

 市では計画素案においても示したとおり、待機児童が多く発生しております。そのため、

現状においては受入れ枠の拡大を図るため、認可保育園の新設を進めていくこと最優先に取

組んでいるところです。 

しかしながら、社会環境の変化により、働き方も多様化してきており、これまでの枠組み

とは異なる形態の方もおられることと思います。ご意見の趣旨について理解いたしましたの

で、新たな保育園の在り方のご提案として受け止めさせていただきます。 
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該当ページ・項目等 意見の内容 意見に対する考え方 

36頁 2．（1）待機児童の解

消、(3)一時預かり保育の充

実及び緊急保育の実施 

保育園入園を希望する保護者のすべてが、週 5日フルタイム勤務を希望しているかとい

うとそうではありません。「子どもと過ごす時間を大切にしたいが、少しずつ仕事も始め

たい。保育園に入るためには週 3日のパートでは無理だからフルタイムの仕事を探す（あ

るいは復帰する）。」という話をよく聞きます。3歳児以上は固定の担任の先生とクラスの

お友達の中で就学に向けて「園で毎日を過ごす」ということも大切になってくると思いま

すが、0歳～2歳の子については、固定の曜日に利用できる保育園を作ってはどうでしょ

うか。（あゆみ保育園で実施している週保育の考え方を取り入れる。）パートタイムで働く

人が保育園をシェアして利用することにより、「フルタイムで働くのでなければ預かって

頂けない・就労できない」という状況を解消し、早い段階から少しずつ就労していくこと

ができるようにできるのではないかと思います。 

(3)一時保育については、予約をとろうとして電話をしても、前月の段階で大体すべて

の日の予約が埋まってしまっています。キャンセル待ちについても連日 7名程度まで順番

待ちしていることもあり、多くの方が一時保育の利用を希望していることがわかります。

利用者数が増加しているとありますが、そこにはキャンセル待ちをした方や、予約が取れ

ずにあきらめてしまった方の人数は入っていません。延べ利用人数に表れていない部分を

よく精査して、定員の増加をしてほしいと思います。 

一時保育または曜日シェア型の週保育の充実は待機児童対策としても有効であると考え

られます。これから設置する認可保育園について、定員の半分程度を曜日シェア方式や一

時保育にすれば、多様な働き方、学びの機会の創設、リフレッシュや通院に使いやすい形

になるのではないでしょうか。 

また、一時保育にはもう一つの大切な側面があります。保育園とも幼稚園とも地域とも

つながっていない方が、一時保育の先生との会話を子育てのよりどころにしていることが

あるのです。一時保育の定員については多くの保育園に協力を仰いで大幅に増員し、万が

一空きが出てしまっても運営が不安定にならないように市が支援すべきです。 

本計画策定の経過における市民からの意見や庁内検討会（部会）での現場職員からの意

見、また、このパブリックコメントにおいても、一時保育については拡充が必要であるとい

う意見が多くありました。 

本計画（素案）において示しましたとおり、一時保育の拡充は、個別事業の中では特に取

組む優先度の高いものと考えています。そのため、今後の矢川保育園の民営化においては、

園舎の建替えが伴うことから、一時保育事業を付加した園としていくこととしています。 

また、一時保育が、地域でつながっていない家庭とつながる手段として大切な側面がある

とのご意見をいただきましたが、市といたしましても同様の考えでおります。地域で子育て

に悩み、不安を抱え、孤立している家庭に寄り沿っていくためにも必要な事業であると考え

ています。 

なお、「パートタイムで働く人が保育園をシェアして利用する」というご提案については、

まだ研究が必要となりますが、国立市ではフルタイムでなければ入園できない、または、フ

ルタイムの方でも一部の方で入園できない状況があります。この状況を解消するため、平成

30年 4月に 1園、平成 31年 4月に 3園の認可保育所を開園できるよう準備を進めていま

す。 

40頁 2．（3）⑦アレルギー児

への対応強化 

 近隣で給食によるショック死がおき、学校においてはエピペンの配備やアレルギー講

習、アナフィラキシー講習などが各教育委員会で行われているかと思います。しかしなが

ら、学童においてはその認識は低く、聞き取りを行なった段階ではその必要性を感じてい

る様子はありませんでした。職員の管理下にある保育園等においては目が行き届いている

かもしれませんが、多数の生徒を少数で見る学童保育においては、今後、学校同様のアレ

ルギー対応が必要になるのではないでしょうか。隣にいけばエピペンがあるけど、その間

の何分かが勝負のはずではないでしょうか？対応を検討いただければと思います。 

これまで学童保育所においても、医師からの指示書をもとに、保護者と確認をしながらア

レルギーを持つ児童への対応を行ってきましたが、対象児童の増加やエピペンを処方されて

いる児童も出てきている現状から、より細やかな個別対応が求められているものと考えてい

ます。 

 そのため、平成 26 年度から学校や保育園と協議し、国立市医師会の協力を得ながらアレル

ギー用の指示書を作成したところです。特徴としては、保育園と共通の様式とし、対応を行

いやすくした点やその書式によって、学校と学童保育所両者で情報を共有できるようにした

点が挙げられます。 

 学童保育の中では、保育園や学校と同様に、誤食が無いように原材料の確認、提供時のチ

ェック等を行っています。必要に応じて、保護者と協議の上、おやつの持参もお願いしてい

るところです。 

 また、エピペンに関しては、マニュアルを作成し、緊急時の対応が可能な体制を整えてい

ます。エピペンは該当児童が医師から処方されるものですので、施設に配備できるものでは

ありません。マニュアルに沿って、症状、エピペンの保管場所、かかりつけ医等を保護者と

確認するとともに、これまで行ってきた応急処置の研修時に、エピペンの使用方法について

も取り入れた講習も実施しています。 
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該当ページ・項目等 意見の内容 意見に対する考え方 

42頁第 4章 公と保育園が果

たすべき役割 

第 4章が対象とするのは、市内の公立・私立保育園でしょうか？３．（１）の地域子育

て支援拠点事業の P48「施設の一部を利用して実施します」の施設は、公立園と私立園の

両方を指すのでしょうか？ 

本計画において、公立・私立を限定する場合には、「公立保育園」や「私立保育園」と記

載し、市内の保育園全体の場合には、区分けなく「保育園」と表記しています。 

44頁 1．（3）今後の公の役割

と公立保育園の基本的な考え

方 

景気低迷が長引く中で、離婚や虐待、自殺など子どもを取り巻く環境は困難を極めてい

ます。一方で政府は、人口減少による人的不足を女性の活躍で補充していく方針を打ち出

し、保育に関してはとにかく量を満たすことを目指し、民間への補助を厚くしています。

しかしながら私立病院だけでは社会が成り立たないように、公立保育園が担ってきた役割

は大きく、保育の直接的な実施においても重要な意義があり、現場をもつことの大切さ、

また複数園での多様な現場の状況を把握することは公的機関として必要なことかと思いま

す。指導監督だけでなく、現場をもつことの意味をどう考えているのか記載を求めます。 

前半で言っていることの意義を考えると、後半での課題解決に向けた取り組みとして基

幹園一園で賄えるようなことが書いてあるとは思えないのですが、一園で十分とする考え

を記載ください。 

本計画では、市全体の保育の質の向上のため、人的資源や財的資源を振り分けていく考え

を示しております。公立保育園の民営化についても、その手段の1つと考えていますが、保育

現場があることにより、今日的な課題の把握ができる部分があるということは同様の認識で

す。そのため、保育審議会における議論も含め、当市が公立保育園すべてを民営化する方向

を選択しなかったところであり、公立保育園が果たしていく役割があると考えています。 

また、基幹的保育園については、基幹的保育園として開始すれば、すぐに目指しているこ

とが市全体で達成できるものではないと考えております。基幹的保育園としての日々の取組

の積み重ねにより形作られていくものと考えています。そのため、基幹的保育園について

も、検証を行いながら取り組みを進めていく必要があると考えています。 

44頁 2．保育環境向上に向け

て市が目指す取組 

「公立園と私立園との間に差があるのであれば」について。民営化の説明の中で、保育

の質に関して、市内の公立園と私立園との間には差がない、と説明されていたと思いま

す。それなのに、「公立園と私立園との間に差があるのであれば」と記述しているのはど

ういう意味なのでしょうか。「差があるのであれば」と仮定しているのは、具体的に何を

指しているのでしょうか。保育の質ですか？そもそも保育の質を洗い出して具体的に共有

していない状態なのに質が高いと言っていること、保育所保育指針に則っているから公立

でも私立でも保育の質に差がないと結論付け、それを土台に、民営化するとしているこ

と、そのどちらも理屈に合わないと思います。「法律があるから犯罪は起こらない」と言

っているように思えてなりません。 

認可保育園の運営は、厚生労働省の「保育所保育指針」に基づいて行われており、各園で

様々な特色の違いはありますが、保育の基本的な質について差異はなく、優劣はありませ

ん。 

 しかしながら、保育所保育指針で定められているように、保育園は、保育園の運営に加え

て、保護者支援や地域の子育て家庭への支援についても役割を果たすことが求められていま

す。そうした役割を果たしていくための更なる取組を推進するにあたっては、各園において

それぞれ課題があり、その課題は公立・私立を問わず園ごとに多様であると考えています。

その課題を解決し、取組を進めるための環境に差がある場合には、本計画において市が目指

す取組として示した、基幹的保育園の設置や保育ソーシャルワーカーの配置、市全体での保

育の質の更なる向上の取組によりその差を埋めていくことが必要であると考えています。今

後、市は各園の課題解決に必要な調整役となる仕組みをつくり対応していくことを述べてい

ます。 

 

5行目「公立園と私立園との間に差があるのであれば」について。過去の説明会等におい

て「公私の差はない」と発言しているにもかかわらず、このような表現が入るのはなぜな

のか。「差はない」のであれば、課題解決に必要な環境の差は公私ではなく各園の特色に

基づいて発生しているのではないか。公私の差について行政が判断できないのであれば、

前述のようにサービスを受ける側が判断できるに足る比較資料を十分に公表してほしい。 

保育ソーシャルワーカーについて 

基幹園とは文字通り１園ということであると思いますが、ソーシャルワーカーについては

（私立園に配備が可能かは議論が必要かもしれませんが）各園に配備される事で日常的な

管理が可能かと考えます。いかがでしょうか？ 

本計画においては、限りある人材や予算という経営資源を有効に活用し、市が抱えている

保育行政課題に資源を振り分けることにより、課題の解決を図っていく方針を示していま

す。そのため、保育ソーシャルワーカーについても、現在の人材の中から生み出すこととな

りますが、保育ソーシャルワーカーの配置人数も開始当初から完全な形でのスタートは難し

いものと考えております。基幹的保育園の日々の活動の中で、各園を巡回する中で課題を集

約し、解決策を示していくこととしています。 

なお、こうした活動についても開始後には検証を行っていく必要があると考えています。 
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該当ページ・項目等 意見の内容 意見に対する考え方 

44頁 2．保育環境向上に向け

て市が目指す取組 

４章の２にわたって保育ソーシャルワーカー（SW）の役割や期待することについて記載

が詳細にあるが、基幹園配属のSWというよりも、市としてのSWという位置づけになるので

しょうか。公私に差がないと言い切る行政であるならば、公立保育園所属ではなく、市の

児童青少年課の部門として、これからの課題に向き合うスペシャリストを養成し、行政サ

ービスの効率的で的確な運用を指導監督することも求められると思います。事務局を基幹

園に置くのはわかりますが、基幹園の機能としてSWを置くというように読めます。図もそ

のように描かれていますが、あくまで国立市のSWとして活躍を期待しているもので、市内

全域の子育てをサポートする窓口としての役割がもとめられることを考えると、基幹園の

機能ではなく、SWとしての事業を立ち上げ、基幹園を事務局に、各園を回るイメージでい

いのでしょうか。人的財的にも充実がもとめられる部分ですが、どれくらいを見越して壮

大な課題を解決させるのか現在の人的財的見込みも記載があるとわかりやすいです。SW一

人では到底対応しきれない業務かと思いますので。 

保育ソーシャルワーカーについては、市内の各園を巡回し、支援が必要な子どもやその保

護者を必要な支援につなげる活動をしていく中で、課題を集約し、その解決策の立案につな

げていく役割があります。保育現場に配置することにより、日々の保育から課題に触れられ

る環境にあるべきと考え、基幹的保育園への配置を考えています。ただし、活動は基幹的保

育園を基点に各園を巡回することを想定しています。 

保育ソーシャルワーカーは、現在の人材の中から生み出すこととなりますが、その配置人

数も開始当初から完全な形でのスタートは難しいものと考えております。保育ソーシャルワ

ーカーが活動を積み重ねていく中で、評価し必要な配置をしていきたいと考えています。 

45頁（2）保育ソーシャルワ

ーカーの配置によるつながり

やすい支援 

基幹園のみへの配置なのか？ネットワークの構築と現状を理解したスムーズな支援のた

めには市内各園へ配置、それを基幹園で取りまとめる形にしたほうがよい。 

47頁（3）国立市全体での

「保育の質」の向上への取り

組み 

 「保育の質」がなんであるか、説明会においてもバラバラな回答をいただいている。定

義をはっきりさせることが優先ではないか。いろいろな側面があることについては想像に

難くないが、その羅列すらなく数値で追えるもののみを質の向上と位置付けるのはおかし

い。 

「（3）国立市全体での「保育の質」の向上への取組」の項目においても触れていますが、

現在、公立保育園の職員を中心に、公立保育園における保育実践の考え方を議論し、検討し

ています。その検討をもとに、市内保育園全体の保育の在り方を検証していくことを考えて

いるところです。 

47頁 3．保育園の役割 「保育ソーシャルワーカー」は、市内に何名いて、具体的にどんな頻度で何をするので

しょうか？またそれを利用するのはどういう状況の、何人くらいの子どもと保護者を見込

んでいるのでしょうか。 

現在、本計画の策定段階ですので、具体的な人数等決定したものはありません。今後、本

計画が定まった後、実施計画等において示していくこととなりますが、当初から多くの人数

をかけて取組むというよりは、保育ソーシャルワーカーが活動を積み重ねていく中で、その

必要性を判断し、充実をさせていくことになるものと考えています。 

 

47頁 3．（1）地域子育て支援

拠点事業による地域全体の支

援 

 地域交流事業を「さらに発展させて」いくとは、具体的に今と何が変わるのでしょう

か？ 

今後、市では、保育ソーシャルワーカーを配置することを本計画上で示していますが、地

域の子育て家庭が各園の交流事業に参加し、相談などを受ける中で、各保育園において課題

がある家庭をしっかりと必要な支援につないでいくことが必要であり、保育ソーシャルワー

カーも入る中で子育て家庭を孤立させない取組をしていきます。 

 

現存の地域交流事業がそもそも利用しづらい。市報以外に直接対象者に告知できるよう

なシステムが必要。また、保育士に至っては保育の専門家であり、相談や講習の専門家で

はない。来園者に適切な対応を取れるよう、社会福祉士等との協働や専門的な研修が必要

である。 

地域交流事業に参加いただくことが重要となりますので、その周知については、対象者の

手元に届くような手法を検討していきます。また、本計画においても、市全体の保育の質の

向上のため研修を体系化して取組んでいく予定ですので、ご意見のような研修についても組

み込んで実施できるように検討していきます。 

 

「かかりつけ園」という表現について、保育審議会の中で聞いていた時は気にならなか

ったのですが、「かかりつけ」というと病院を想像してしまい、何かマイナスの要素・困

ったことのある時しか行けないイメージがあります。困った時も、そうでないときでも気

軽に行けるような明るい名称を考えて頂きたいと思います。（他の自治体の例…「マイ保

育園」（江東区、足立区、町田市） 

「かかりつけ園」の表現については、計画（案）では、「（仮称）かかりつけ園」とし、そ

の名称については、多くの方に覚えていただけるとともに、親しみやすい名称となるよう、

事業の実施段階で定めていくこととします。 
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該当ページ・項目等 意見の内容 意見に対する考え方 

50頁 2．(2)施設運営への支

援①人的資源への支援 

各自治体において保育士の奪い合いとなり、各種補助などの処遇改善はどこも行ってい

る。その中で国立市はそれ以上の提案ができるのか、特徴・具体性に乏しい。公立保育園

が一園民営化されることによって保育士としてのスキルを活かせなくなることが惜しくて

ならない。 

 一般的に他の業種よりも低い待遇にあるといわれている保育士については、現在、国や東

京都の補助制度を活用する中で、賃金改善の補助や宿舎借り上げ支援を行うことにより保育

士の処遇改善を図ってきているところです。ご意見にあるように、国立市以外の市町村にお

いても同様の取組が進められています。 

 この保育士不足の課題は全国的な課題です。深刻になりつつある少子社会を見据え、子育

てがしやすい社会を展望したときに、国立市だけが改善されても課題解決が十分であるとは

いえません。そのため、保育士を奪い合うという考えではなく、社会全体で保育士の待遇が

改善され、子どもの育ちを支える保育士になりたいという人材を育成し、次世代に渡って良

好な保育労働環境を整えていく必要があると考えています。 

その上で、国立市では平成 28年度からの総合基本計画において、次世代の育成を重点項目

の 1つとして掲げ、子育て世代が「住みたい」「住み続けたい」と思える都市づくりを進めて

いますので、保育単体で考えるのではなく、まちづくりの視点の中から共に次世代の子ども

の育ちを考え、国立市で保育士になってよかったと思える支援を検討していきます。 

50頁 2．(2)施設運営への支

援 

「保育士不足への確保策」という言い方を直した方がよいと思います。(保育士不足への

対応、あるいは保育士の確保策) 

表現を修正しました。 

51頁 3．（1）幼稚園への支援 預かり保育を支援する新たな制度の検討をするとありますが、園に対する施設整備や人

件費の補助だけでなく、保護者に直接メリットのある施策を検討してください。 

子どもを幼稚園に通わせながら仕事をしている保護者は多くいますが、月謝に加えて預

かり保育料がかかるためどうしても保育園に比べればお金がかかってしまいます。時間当

たりの預かり保育料は園によって異なりますが、「就労のために利用した場合は 1時間に

つき 50円が差し引かれる」などの制度があると良いのではないでしょうか。 

また、「幼稚園に子どもを通わせているうちに、仕事を始めたいと考えるようになっ

た」というケースをよく聞きますが、その園の預かり保育の制度が充実していないと、な

かなか就労することができないという現状があります。園によっては長期休み中の預かり

保育を実施していないところもあり、就労を希望する保護者からすると休み中の預け先を

探すのが大変なのです。（前述のように一時保育はパンク状態なので期待できません。）私

自身は、夏休みに関しては他市の認証保育所が実施していた「一か月保育」というものを

利用していました。そのような預かり方をしてくれる施設が国立にもあると良いと思いま

すし、無理であれば夏休み期間のみ一時保育の定員を大幅に増加させて対応する必要があ

ると思います。 

本計画（素案）の段階では、預かり保育を支援する新たな制度の検討としておりました

が、平成 29年度より保育支援型幼稚園事業として、通常の教育時間に朝夕の時間帯を加えた

11時間開所を行う幼稚園に対する市独自の支援制度を立ち上げ、市内 2園においてこの事業

を開始いたしましたので、その点を追加記載しました。 

幼稚園への通園を希望されている方が、働きながらも利用できるよう制度の充実を図って

いきます。 

52頁 4．(1)子育て広場事業

の拡充 

幼児の遊び場を充実させてください。児童館は、学童保育所が併設されているため、長

期休暇中には朝から小学生が来ていて幼児が広々と遊ぶことができません。乳幼児ルーム

や支援センターは、幼児には狭く、物足りないですし、赤ちゃんのそばを走り回らないよ

うに気を遣います。現在は、夏の暑い日や雨の日に幼児が遊べるような場所がないので、

矢川プラスや国立駅南口複合公共施設に設置される子育て広場については、ぜひ「赤ちゃ

んと保護者」だけを対象とするのではなく、少し大きくなった子も一緒に遊べるような施

設にしていただきたいと思います。 

幼児の遊び場の充実についてのご要望として承り、今後の矢川公共用地（都有地）の整備

や国立駅南口公共施設の検討の際に参考にさせていただきます。 
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該当ページ・項目等 意見の内容 意見に対する考え方 

52頁 4．(1)子育て広場事業

の拡充 

在宅子育て家庭が孤立しないためには、施設の設置だけでなく、子育てグループのよう

な親と親を結ぶ仕組みが重要。なかでも月齢のグループは子育てしていくうえで大変心強

かったので、保育園や幼稚園への入所が増えるタイミングなど、節目節目で活動が続くよ

うなサポートをし、地域の親同士で相互補助し続けられるよう働きかけてほしい。その関

係は学校へ進学しても活きてくると思う。 

ご意見いただいたとおり、行政と子育て家庭がつながるのと同様に、子育て家庭同士がつ

ながることは、在宅で子育てをしている家庭の孤立を防止することにつながるとともに、子

育ての不安や悩みなどを同じ境遇の家庭と共有することによって、安心や課題の解決につな

がることが期待できます。 

そのようなことから、月齢グループの取組は重要であると考えておりますので、活動の輪

が広がるような取組をしていきたいと考えています。 

55頁(2)①保育ソーシャルワ

ーカーの配置 

公立保育園の民営化によって生み出される人的資源を有効活用となっているが、保育士

はあくまで保育のエキスパートである。ソーシャルワーカーとして活動するには十分な研

修と研鑽が必要。保育士は保育士としてスキルを発揮したほうが人的資源を活かしている

といえる。 

保育士は、保育園において、入園から卒園までの長い期間、子どもの成長過程を見ていま

すので、そうした経験は、保育ソーシャルワーカーとして、保護者へのアドバイスや関係機

関との橋渡しの場面において十分に生かしていくことができ、その能力は保育士だからこそ

できる部分でもあります。ソーシャルワークに必要な能力については、研修体系を構築し取

組んでいきますので、保育ソーシャルワーカーとして経験を積み重ねていく中で、十分な能

力を発揮することができると考えています。 

また、保育ソーシャルワーカーとして経験を積んだ職員が保育園に戻る際には、保育園内

の対応能力の向上にもつながり、保育の質の向上にもつながっていくものと考えています。 

57頁 2．（1）公立保育園の民

間移管 

 1園目の民営化を、財団ではなく社会福祉法人への移管で行うのはなぜでしょうか？社

会福祉法人とする理由、財団としない理由の具体的な説明を望みます。また、今後のスケ

ジュールに、財団での民営化についての検討が入っていますが、具体的な検討もなく、社

会福祉法人への移管を決めてしまってよいのでしょうか。 

 保育園の民営化は、限りある人的資源と財的資源を有効に活用することにより、市が抱え

ている保育行政課題の解決を図り、保育・子育て支援施策を充実させていくことが目的で

す。そのため、本計画(素案)の作成過程においては、保育審議会の議論のとおり、資源の活

用の点からより効果の高い社会福祉法人への移管をまず 1園で進め効果検証の後 2園目以降

の民営化を進めていくこととしていたところです。 

また、公益財団法人等への移管の検討が 2園目以降となっている点については、公益財団

法人等の場合には、経営資源の活用という点では社会福祉法人への移管と比べるとやや下が

ることは否めません。そのため、子育て関係の施設全体についての検討も必要となりますの

で、並行して研究を進めることとしたところです。 

しかしながら、本計画（素案）の公表以降も、継続して保護者や市民の方々から意見を聴

き取るなかにおいて、子どもへの影響についての不安の声が多くありました。同時に、人的

資源と財的資源の効果について改めて検討を行う中において、子どもの最善の利益の視点と

経営資源の有効活用の視点を比較考量した結果、本計画（案）の段階において、市が設立す

る社会福祉法人である社会福祉事業団を立ち上げ、当法人に移管する手法に変更しました。

平成 30年度に設立準備を進め、平成 31年度に事業団の設立を考えているところです。 

財団法人への移管検討が 2園目からなのはなぜか。 

58頁 2．（3）一時預かり保育

の充実 

幼稚園の一時預かりについてです。低い収入の家庭や、祖父母が近くに住んでいなくて

子供を気軽に預ける相手がいなくても、保育園に入れずに幼稚園に通わせている家もある

ので、幼稚園の一時利用の補助金のようなものが、市や都からでたら有り難いという意見

です。 

幼稚園の一時預かりに係る保護者負担の軽減についてのご意見として承りました。 

60頁 3．(1)公立保育園民営

化による効果 

①前述同様、保育士はあくまで保育のエキスパートである。保育士は保育士としてスキル

を発揮したほうが人的資源を活かしているといえる。 

③多様な保育サービスは公立ではできないのか。 

①については、上記の「55頁(2)①保育ソーシャルワーカーの配置」に対する意見の欄にて

回答しましたのでそちらをご覧ください。 

②については、私立保育園は園ごとに特色があり、園の方針により力点を置いている取組な

どにおいて創意工夫と民間ならではの迅速かつ柔軟な対応により保育園の運営がされていま

す。公立保育園は保育の基準と言えますが、補助制度がないなどの現状においては、多様な

保育サービスを展開するための予算化などの点で課題があります。 
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該当ページ・項目等 意見の内容 意見に対する考え方 

60頁 3．（2）公立保育園民営

化の方針 

(1)にて効果について記載があるが、留意点が何ページに書かれているか記載してくだ

さい。 

(2)③で民営化ガイドラインに沿って進めるとあるが、委員会答弁の「質のガイドライ

ン」はどのように関わってくるのかわからない。質のガイドラインと民営化ガイドライ

ン、保育整備計画のその他関連計画の位置付けがわかりにくいです。わかるように記載を

お願いします。 

④二園目以降については再度、ガイドラインを作り直す記載がないがなぜか？③で民営

化ガイドラインに沿ってということで省略をしているのか。記載をしたほうがわかりやす

い。効果検証と二園目検討が重なっている部分が二園目ガイドラインの審議会部分と私な

らとるが、二園目ガイドライン策定審議会のスケジュールを含めているのか。 

 保育の質のガイドラインについては、現在、保育園職員を中心に、公立保育園における保

育実践の考え方について検討を重ねています。その検討をもとにして、今後、市内保育園全

体の保育の在り方を検証する機会を設けて、より良い保育環境の整備を進めていく考えで

す。その趣旨は第4章2（3）国立市全体での「保育の質」の向上への取組の項目にて記載をし

ています。 

 民営化のガイドラインについては、本計画の素案から案の検討過程において、一般の社会

福祉法人への移管から、市が社会福祉法人国立市社会福祉事業団を設立し、当法人に移管す

る手法に変更した関係から、一般の社会福祉法人への移管を想定したガイドラインの修正が

必要となりますので、保育審議会から答申いただいた民営化ガイドラインをもとに策定して

いきます。2園目以降のガイドラインについては、1園目の効果検証をもとに検討することに

なります。 

 本計画（素案）で示したスケジュールについて、2園目のガイドラインの策定の審議会の審

議は含めていません。 

60頁 3．（2）公立保育園民営

化の方針 

民営化最初の一園は社会福祉法人へ移管した場合の実験であるということか。 計画（素案）で、一般の社会福祉法人に移管を示しましたが、社会福祉法人への移管の実

験として 1園目を考えているわけでは全くありません。保育園の民営化については、他の自

治体での実施状況を見ても、そのほとんどが一般の社会福祉法人への移管です。そうした他

市の民営化の実績も見る中で、保育園運営の実績がある社会福祉法人への移管を選択してい

ます。 

ただし、上記の他の意見に対する考え方において示していますが、本計画（素案）の公表

以降、民営化の手法については、市が設立する社会福祉事業団への移管とする方針に変更し

ています。 

62頁 3．（4）②民営化する対

象施設 

 矢川保育園は、民営化のタイミングで園舎も新しくなることになりますが、経営者、保

育士、園舎、すべてが同時に変わることによる影響が心配です。通常の年度変わりでも、

子どもたちが変化に対応しやすいように、年度末から徐々に新しい生活に慣れさせる配慮

がなされています。子どもたちを預ける保護者にとっても、様々なことが同時に変わるこ

とで、特に子どもが複数いる場合にはその負担は大きくなります。具体的に、何年何月か

らどういう内容の変化が生じ、どのように内容の引継ぎが行われ、子どもたちの園での生

活はいつからどのように変わるのか、また、矢川プラスの建設計画の中で矢川保育園につ

いてはどのような検討がなされ、どのタイミングで保護者・市民の意見が聞かれて取り入

れられ、何年何月に何が決まっていつからどのような保育が始まるのか、早い段階でその

計画を示していただきたいと思います。 

 同様の意見はこれまでの意見を聴く会等においてご意見をいただいております。子どもへ

の影響を最小限にするため、本計画の素案から案の段階で民営化の手法を変更しました。こ

れにより、民営化移行時には保育士が変わらない状態でスタートすることができます。 

 また、スケジュールについては、詳細が決定する各段階で、保護者にお示しし、民営化に

対する保護者の不安の解消を図っていきます。 

62頁 3．（4）②民営化する対

象施設 ア 

ア 矢川プラスの設計に対して新事業者の特色を反映するとありますが、であれば、当然

これまでの保護者要望も反映されるということですよね？ 

 園舎の建設にあたっては、保護者の要望についても検討していきますが、建設費用との兼

ね合いもありますので、要望すべてが無条件に取り入れられるわけではないことをご留意く

ださい。 

62頁 3．（4）②民営化する対

象施設 エ 

エ 待機児童対策に定員枠増加を検討する旨の記載がありますが、市として定員の拡大は

園機能の充実と捉えているということか？マンモス保育園も検討にあるという風に読める

が、どこまでの定員拡大を見込んでいるのか。 

 他市にあるような定員200名規模の園を考えているわけではありませんが、現状、待機児童

が発生している状況において、その対策として新園舎の建設にあわせて、量的な拡大が可能

であると考えています。 

 また、今回の民営化にあわせて、一時保育事業の拡充を本計画内で示しておりますが、当

事業の定員等との関係もありますので、総合的に検討する中で決定していきます。 
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該当ページ・項目等 意見の内容 意見に対する考え方 

63頁 3．（4）②民営化する対

象施設 オ 

二児を通わせる場合、矢川保育園に所属しながら二箇所に通うということか？ 兄弟異

園で長距離の送り迎えをしている家庭もあるので、市としては民営化にあたって、同園で

二箇所送り迎えすることは園児・保護者の負担軽減になるという認識でしょうか。実際に

二園通う親は大変苦労しているように見受けられますが。 

他市の視察した民営化保育園では、子どもへの影響を最小限にするため、年齢を分けて2段

階で移行した経過がありました。そうした点から、保育環境が変わるというこどもへの影響

を可能な限り抑える方法として記載をしましたが、この点については、保護者の負担の視点

から同様のご意見を複数いただきましたので、表記を削除いたしました。 

 低年齢児を新園舎で先行受け入れするとの記述について、低年齢児と上のクラスの子ど

もを預ける保護者は毎日新旧園舎で子どもたちを送り迎えするということなのでしょう

か。その負担はとても大きいだろうということには配慮されているのでしょうか。 

低年齢児を新園で受け入れとなっているが、兄弟で入所していた場合、2か所に送迎す

るということか。保護者の負担が大きい。園又は行政による送迎サービスを検討すべき。 

63頁 3．（5）他の公立保育園

等 

他の二園について民営化方針が記載されているのだと思いますが、何が言いたいのかわ

かりません。西は民営化に適さないと言っているのでしょうか。東は用地を拡大して、広

場機能をつけて民営化することが望まれるということでしょうか。民営化方針がわかる記

載をお願いします。 

西保育園と東保育園の2園についての民営化方針については、3（2）公立保育園民営化の方

針の項目において、1園目の効果検証を行った後、順次進めていくことを示しています。（5）

他の公立保育園の項目では、今回の1園目の民営化では、市が抱える課題にあわせて取り組ん

でいくこととし、民営化にあわせて保育ソーシャルワーカーの配置を基本にした基幹的保育

園の設置や個別事業としては一時保育の拡充を図っていくことを示しました。 

その中で、西保育園については、民営化に適さないということではなく、現状規模からは

新たな事業展開を加味した今回の民営化には制約があると判断したものです。また、東保育

園についても、西保育園と同様に規模の面で優位性がないことに加え、今後の子育てひろば

の充実を見据えたときに、東地域の子育てひろばの開設については、東保育園での開設も視

野に検討が必要と考えたということです。 

64頁 3．（5）③財団等設立の

研究  

「答申で示された財団等の設立の方式について別途検討が必要である」とあるが、実験

的であると感じます。移管方法等、精査に精査を重ねた上でどの民営化方法を採るかとい

う手順を踏むべきではないでしょうか？子供たちを取り巻く環境を変えるという時に、妥

協すべきではないと考えます。 

本計画（素案）の公表以降、保護者や市民の意見を聴き取る中において、それぞれの手法

を比較検討してきました。その結果として、本計画（案）では、一般の社会福祉法人への移

管から、市が設立する社会福祉事業団への移管手法に変更しました。 

財団について現状の効果と課題を記載するか、すくとも選ばなかった理由をガイドライ

ンの該当箇所のページ記載でもいいので加えた方がよい。 

64頁 3．（6）民営化の時期と

進め方  

「先に示した民営化対象園である矢川保育園については、「(仮)矢川プラス」への移転

が伴います 。」とありますが、新しい矢川プラスが民営化園になるとしたら、仮園舎で現

在保育している先生方がその新しい園に戻る時期はいつになるのでしょうか？引き継ぎま

でに、新しい園に先生方自身が慣れる時間があるのかどうか、浅い引き継ぎにならないか

心配です。単純に、移転＋引き継ぎって、更に大変なんじゃないか？と疑問に思いますの

で、そのあたりをどのようにお考えか教えてください。 

また、「東京都より示されているスケジュールに合わせ」、とありますが、国立市自体が

決めたスケジュールだと思っていたため混乱しております。東京都からのスケジュールと

は民営化を含むスケジュールなのでしょうか？それとも土地の利用方法についてを都に示

さなければいけない期限でもあるのでしょうか？ご教示ください。 

新園舎は新事業者による建設となりますので、移管のタイミングで新園舎に移動すること

なります。つまり、平成３３年４月１日に運営主体が移管し、新園舎での保育が開始される

ことになります。上記の他の項目に対する考え方においても示したとおり、移管の手法を一

般の社会福祉法人から市が設立する社会福祉事業団への移管に変更しました。これにより、

移管当初は矢川保育園の市の職員が引き続き保育にあたることとなります。負担としては、

園舎が変わることのみになります。 

スケジュールについては、新園舎の建設用地が、都営矢川北アパート用地内となるため、

現在、東京都住宅整備局において進められている都営住宅の建替工事の進捗を考慮する必要

がありますので、その趣旨を含んだ表現としてこのようにしました。 

図表 42によると、１園目の民営化の検証と並行して、平成 34年からは２園目の検討が

始まるスケジュールになっていますが、第 12回保育審議会の中で（議事録 P6 ℓ26会長

の発言で）「それでは、きちんと検証した後に２園目の民営化について検討していただき

たいということを審議会から出していくということ」という形で全員が了承しています。 

スケジュールについては、移管の手法が素案から案の段階で変更することといたしました

ので、スケジュールの表も修正を加えました。 
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該当ページ・項目等 意見の内容 意見に対する考え方 

64頁 3．（6）民営化の時期と

進め方  

保育整備計画は矢川プラス整備計画とも密接に関わっていくかと思うが、別々に計画が

整備されることは今後問題を生まないのか？総合計画でも課の横の連携が重視されている

が矢川プラスの担当課とは同じスケジュールで計画が整備されていることに変わりない

か。 

（仮称）矢川プラスに関する事業ついては、現在、都市整備部の富士見台地域まちづくり

担当において検討しています。保育整備計画の策定検討においては、庁内検討会による検討

を進めてきましたが、富士見台地域まちづくり担当も庁内検討会の委員として入っています

し、常に情報の共有をしながら進めているところです。 

先日の矢川保育園説明会でもあったが、合同保育について事前に移管事業者が入るのは

わかるが、移管後、移管先の職員が大多数になり、園舎も新しい中で保育を開始するの

は、合同保育の効果が期待できるのか？ 園児の身体的精神的負担を軽減することを目的

に行われる合同保育かと思われるが、移管前の事業者人員は財的負担も考えるとさして多

数の職員が派遣されるわけではないとすると、移管後初めてみる移管先の職員が多い中

で、施設も新しいというのは不安でしかないが、市としてはさして問題はないという認識

で記載をしているということか。 

一般の社会福祉法人への移管の場合に実施する合同保育については、担任予定の保育士が

移管前に一緒に保育を行う期間とすることを考えています。先行する他市での民営化の実績

から見ても合同保育の人数としては問題ないと考えています。 

なお、本計画（案）では移管の手法を変更しましたので、移管当初は保育士が変わらず、

徐々に入れ替えを行っていくこととなりますので、合同保育自体がなくなります。 

66頁 3．(7)民営化に当たっ

ての留意点 

「移行後も、保護者、事業者、市による三者協議を～」とあり、民営化に関わる説明会等

が継続して行われていくと思いますが、どれほどの参加者が来られるかは分かりません

が、民営化対象園の方に限らず、市民に広く門戸を広げて頂ければ時間はかかるかもしれ

ませんが市民と行政が相互に理解しあえる事と思います。 

 民営化の移管手法が計画（案）の段階で変更となりましたので、移管に向けた三者協議会

はなくなります。しかしながら、社会福祉事業団の場合においても、民営化の効果検証を行

っていきますので、そうした中で保護者の方々との相互理解については継続的に取り組んで

いきたいと考えています。 

① 保育の質ガイドライン策定の記述が必要です。 

③ 今後、新制度に移行したことから、保育は事業者と保護者の契約になっている。とい

うことは、少子化が進む中で、事業者間の園児獲得は死活問題になり、サービスの拡充が

期待される。しかし、一方で収入不足を補う不正や、経営破綻のリスクが高まる中で、公

立保育園を持つことは財的感覚を養うとともに、保育の実施責任者としての監査の目線も

養うことになるその点を踏まえて効率以上に、児童の生命の安全が優先されることを記載

していただきたい。 

この(7)留意点についてはもっと前に記載を移動した方がいいかと思います。p.61(2)の後

ろぐらいに位置する内容だと思いますので移動してください。 

 保育の質のガイドラインについては、「47頁（3）国立市全体での「保育の質」の向上への

取組」の項目において考え方を示しました。現在、公立保育園で検討を進めている保育実践

の考え方を市全体のものとなるように検討をしていきます。 

 児童の生命の安全を優先することという点については、当然ながら市といたしましても同

様の考えです。当計画第 1章において、常に「子どもの最善の利益」を念頭に置くことを明

示している点は、この計画全体の考え方として、そうした視点を含んでいることを示してい

ます。 

 

68頁 附編 これまで保育園民営化についての説明会・意見交換会・対市懇談会等の市と市民の質疑

応答について総括として集約したものを附編に参考資料として添付して頂きたいです。そ

うすれば新たに関心を持たれた方も二重三重に市職員の方に同じことを尋ねる必要なくス

ムーズに次の疑問、問題、課題に取り組むことができると思いますので、ぜひお願い致し

ます。 

これまでの説明会等においていただいた意見については、検討過程のものとなりますの

で、計画内に添付する考えはありません。各説明会においていただいたご意見等について

は、可能な限り記録を市のホームページにて公開していますので、そちらをご案内すること

となります。 

保育審議会からの答申（ガイドライン案）が 80ページからの附編に掲載されています

が、第 12回の審議会で話し合われた「諮問事項（４）その他公立保育園の民営化に必要

な事項について（ガイドライン案 P11）」が省かれています。ここに記載されている内容

（民営化の検証）は、審議会の中で重視されてきたことの一つです。ぜひ掲載して頂きた

いと思います。 

保育審議会から答申いただいた左記の事項については、市といたしましても重要と考え、1

園目の効果検証についてはしっかりと行った上で、2園目以降の民営化を進めていく考えで

す。このことは保護者の方々の民営化に対する不安の解消にもつながることであり、計画

（案）において移管の手法が変わってもなお、効果検証の実施については変わることではあ

りません。 

本計画（案）においては、第 6章 3（2）公立保育園民営化の方針の項目において、「人

的・財的効果及び保育内容の評価検証を十分に行」うことを明記しています。民営化にあた

っては、この点を確実に実施していきます。 
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該当ページ・項目等 意見の内容 意見に対する考え方 

80頁 附編 民営化ガイドラ

イン（案） 

委員会報告では、ガイドラインについて(案)としての掲載であり、ガイドラインについ

ても意見を求めると言っていたが、議員に対してだけなのか？ホームページではその旨の

記載がないが、パブリックコメントとしては以前ので締め切られたという認識で良いの

か？未だ案として決まっていない民営化ガイドラインを根拠にいくつか計画が組み立てら

れているように読めるが、すでにガイドラインは変更はなく、整備計画にも影響がないと

いうことなのか、議員の指摘で変更もあるのか。あるとするならば、ガイドライン変更が

保育整備計画に影響するのか。影響がないのであれば、6 月議会ではガイドラインはガイ

ドライン、保育整備計画は保育整備計画として審議した上で、承認なり議決があるのか？ 

ガイドラインはすでに決まったものと考えていたが、突然まだ議会を通していないから

案だと言われても理解できない。 

決定している保育指針の後に、案である民営化ガイドラインを入れることは、ガイドラ

インについては意見をしないようにということなのか意図をもう一度明確にしたうえで、

付則としてつけるにせよ、ガイドラインの案としての位置付けと今後についてわかりやす

く説明を求める。 

 民営化ガイドラインについては、骨子案の段階でのパブリックコメントの実施と、ワーク

ショップ形式による意見交換会を実施する中で、ご意見をうかがい反映させる形で答申とし

て審議会より市に提出があったものです。 

 公立保育園の民営化については、保育整備計画において示すこととしており、この計画決

定前にガイドラインを確定することはできません。なぜなら、保育整備計画（素案）から

（案）への検討段階において、計画内容に変更があった場合、変更内容によっては、ガイド

ラインに齟齬が発生することも考えられ、計画内容に合わせてガイドラインを修正する必要

が出ることも考え得るからです。 

 次に、保育整備計画及び民営化ガイドラインについては、議決事項ではありませんので、

市議会での採決はありません。民営化に関するものとしては、保育園設置条例において、公

立保育園は規定されていますので、民営化に当たっては当条例の改正案に対する議決があり

ます。また、民営化に関する予算については、予算案の審議において審議され議決事項とな

ります。 

 なお、計画（素案）の附編において、１で保育方針、２で民営化ガイドライン（案）の順

番となっているのは、計画本編においてこの順番で記述があるからです。 

 

 計画（案）の検討段階において、移管先が一般の社会福祉法人への移管から市が設立する

社会福祉事業団への移管と手法が変更となったことから、一般の社会福祉法人への移管を想

定した民営化ガイドライン（案）については修正を行います。なお、修正においても、これ

までの保育の継承など移管の条件や基本的な事項については変わるものではありません。 
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（２）「国立市保育整備計画（素案）」の内容以外の意見 

  以下の意見については、国立市保育整備計画（素案）の内容に対する意見意外のものとなりますので、ご意見として承ります。 

意見の内容 

 今回の保育園民営化については、「民営化するとは決めていない、するとしたらどうしたらよいか」とする諮問に始まり、説明会でも具体的な説明は得られず、結果保護者の反対を回避しながら進められてきたこ

と、民営化対象園の公表についても、議論を重ねたとは思われない状態で公表するとされたあと、市長逝去などで 3月に公表と言いながら正式な連絡なく急に 2月 27日に公表となったことなど、当事者に真摯に向

き合っているとは思われない状況が非常に残念です。このたびのパブリックコメントについても、概要版では全体像が理解できるものではなく、大部の全文版ではボリュームが大きすぎて、子育てで忙しい当事者

が読み込めるものとはとても思えません。コメントを寄せる市民は少ないものと思われますが、それでも「市の案は出した、多くの意見は出なくてもそれで了解したものとする」とされたとしたら、それは丁寧な

対応とは言えないと思います。 

 民営化に関して、市の方も時間を割いて説明会を開催してくださっていますが、子育てと仕事を両立させている当事者が、説明会に複数回出席し、その説明内容を読み込んで理解し、分からないことは当事者同

士聞きあったり市に問い合わせたりということをする時間はとてもありません。一部、役員その他の人がやっていますが、普通にできることではないのに、市は前保護者にそれを求めているような気がしていま

す。市の施策に関わることに労力と時間を使うのがどれだけ大変であるか、創造して配慮していただきたいと感じています。 

 今日（13日）まで、意見を文書にしようと思っていましたが、やはりできませんでした。 

 この新年度が始まる時期に、難しい言葉で書かれた何 10ページもの資料を読み、理解し、意見をまとめることがどれだけ大変か御理解はいただけないのかもしれません。「それだけ関心がうすい」と判断される

のは、本当にくやしいです。 

○保育園民営化について 

 私は 3人の子供を認証、公立 2園、無認可、私立の認可保育園へ預けたことがあります。そして、感じたのは、「公立と私立では、遊びが大きく違う」ということです。公立の広い園庭、遊具、おもちゃの幅広さ

と種類の多さに加え、雨上がりのどろんこ遊び、ダイナミックな泡遊び、子供から生まれ広がる“ごっこ遊び”そして素晴らしい“お泊り保育”、こういった遊びは、私立にはありません。めったにできないような

“遊び”の経験。しかも、障害を持つ子どもたちも、全て一緒に取り組み、共有し、楽しんでいます。公立と私立には、「差」は確実にあります。 

 矢川保育園が積み重ねてきた保育という「宝」を、どうか手放さず、新しい園でも生かしていただけるよう、保ゴ者の“生”の声を聞き、先生方の声を聞いて頂きたく思います。 

〇多様な子育て支援のあり方の一つとして、多子加算について提案します。 

現在、保育園や幼稚園の保育料の算定をする際の基準では、小学校 3年生以下の子どもを「子ども」として第一子、第二子と数えていきます。そのため、園児のすぐ上の兄弟が 4年生以上の子である場合、保育園

や幼稚園に通う子が実際には第二子、第三子、それ以降であっても、第一子扱いとなってしまいます。子育ては、年齢が上がるほどお金がかかるようになります。せめて、多子加算の基準となる「子」の範囲を 6

年生までに広げて頂きたいと思います。また、市内で現在園児の上に 4年生以上の子がおり、園児が第一子と数えられている例がどのくらいあるのか調べて、その家庭に対し、第二子、第三子相当の補助金を市の

独自の施策として付ける場合には、どれだけの予算が必要なのかを公表して頂きたいと思います。 

昨年度、市が保護者に向けて行った説明会に何度も参加しました。結果的に上辺だけの説明会、核心に触れない説明会、という印象がどうしても拭えず、最後まで市と保護者の距離が縮まったと思う瞬間はあり

ませんでした。 説明会での保護者の声も一体どのように伝わっているのだろうかと疑問も残るばかりです。お互いに貴重な時間を費やしたというのに、残念でなりません。どうしていつまでも平行線なのか？ 

やはり求める「保育の質」への思いの差を感じています。ざっくりと「保育の質」と言いまいますが、そこには様々な形があり、具体的には何も明確にされていません。素案を読んで、最初に思ったのは、この

部分をもっとじっくりと話し合い、市と保護者で共通の認識を持つことが大事なのではないでしょうか。 

どれだけ話し合いを重ねても、根本の認識が交わらなければいつまでも平行線。何も変わらないままで「いい民営化」は決して出来ないと思います。保育園に子どもを預ける親として「園への信頼」「先生への信

頼」は基本の土台です。ここが堅ければ大抵の事は乗り越えられると思います。民営化するということは、今あるその土台を崩すという事です。新たな土台も長い年月かければ徐々に堅く築けるかもしれません。

でもその間に在園する子は？保護者は？卒園児は？不安でいっぱい。寂しい。悲しい。はかり知れません。例えばこうゆう不安要素について、市の立場ではなく、当事者である子ども達、子ども達を守るべき保護

者としての立場から考えて頂くことは出来ないものでしょうか？ 出来ない、わからない、のなら、とことん保護者に聞くしかないのではないでしょうか。その際には、多忙な保護者から率直な意見を吸い上げる工

夫、努力をもっともっとして頂きたいと思います。 

公立保育園民営化、ひとつひとつの決断において、どうか慎重に慎重を重ねて下さるようお願い致します。また、矢川保育園の保護者だけが対象ではありません。今進められつつある矢川保育園の民営化につい

て、広く他園の保護者にも報告を頂きたいと強く思います。 
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意見の内容 

本計画は国立市のターニングポイントとなるこれからの10 年にかかる、次世代を育成する生産年齢人口に対して多大な影響を与える重要な計画である。その内容は公立保育園民営化に留まらず、子育てをする世

帯を支える施策全般の方針が述べられている。であるからこそ、多くの保護者が目にし、これから受けられるサービスについてどのようなものを求めるのか、多くの意見が寄せられることが望まれたはずである。 

行政においても、これまで自主的に、また、要望に応じてたくさんの説明会を行い、その理解に努めようとしてきたが、その成果は本年度の各種アンケートに委ねる。一年に渡って民営化について深く携わって

きたが、これまでは高度経済成長の名残りで財力でこなすことができた部分も多々あったかと思われる。 

2000 年の分権改革以来、少子高齢化社会の財政問題について多くの研究者が警鐘を鳴らしてきたにも関わらず、多くの自治体では議会も機能せず、野放図に財源を賭してきた結果、事業削減・民営化、職員削

減・議員削減の流れができあがり、削減することがこれからの縮減社会に求められることかのような振る舞いの自治体も散見される。しかしながらこれからの分権社会に求められることは、必要なサービスを必要

なだけ、出せる財源の中でどう提供するかを住民自治の視点で考えることにある。四日市や多治見のように早くから財政健全化に取り組んで成果を出してきた市もあるが、ようやくここにきて多数で削減の行き詰

まり感が現れてきている。国はやれる施策メニューを豊富に提示するが、全てをできる自治体は23 区や指定都市など限られてくる。 

多くの自治体では財政が逼迫する中で、公共の役割を見失いかけているところも見受けられる。再三に渡り、議会にまで赴き、私が訴えたのは、これまでの審議会パブリックコメント方式では重要課題は乗り越

えられないという考えに基づく。 

分権時代には自分たちの地域にあった政策を選択し、身の丈にあった財政運営の中で、安心して暮らせる持続的な自治体を運営することが求められるが、それには住民参加が欠かせない。これまでのようにあれ

もこれもではなく、あれかこれかどちらかを選ばなければならないからである。 

保育は非常に若年層に密接な問題であり、堅苦しい行政課題を自分ごととして捉えるのにはやりやすい施策であるが、それでも本計画を一人で読んで、意見を述べるにはあまりにも専門的であり、施策が自分に

必要かどうかすらもイメージできないのではないだろうか。 

概要もお弁当のようにぎっしり詰まっていて、どこから手をつけていいのか迷う。非常に内容の濃い計画なだけに、まとめることは難しいことだが、イラストなどを使い、法令、財政、統計の観点から、各種施

策について国立市がどんな子育て子育ちを目指すのかを示していただきたい。 

また委員会陳情質疑において、本パブリックコメントの実施にあたっては、市民が理解できるわかりやすい説明を求めたのに対し、議会は所管課が上記実施するため不採択として退けたが、どうなっているの

か。2017 年4 月14 日現在、対象園矢川保育園一園にて、市長同席にて説明会が行われたのみで、3 園にあたってはわかりやすい資料も、説明も行われていない。同日パブリックコメントは締め切られるが、議会

で不採択になった案件については、委員会答弁を反故にし、計画実施に邁進してもよいと議会は考えているのか。 

このように、説明が後手に回らぬよう、議会に対して陳情し、改善を求めたにも関わらず、議会の過大なる期待に答えられていない執行部の現場をどのように打開するのか。 

本計画は公立保育園民営化を包含し、今後、ますます厳しくなる民営化世論の中で国立市財政に重要な施策として取り組まれている。であるならば、保護者及び市民とよく協議し、緩やかでも合意形成をしなが

ら計画を進めることが求められている。 

平成32 年になって民営化反対などという事態にならぬよう、保育審議会答申を重んじて、計画策定には慎重に丁寧にあたっていただきますようお願いお申し上げます。 

保育は0 歳から6 歳までの子が、親のもとを離れて一生懸命生きている時間です。何千分の一でも認可保育園での死亡事故は毎年起きています。気を抜いた途端に綻びはじめるのが公共の担う施策です。民間で

済むことは民間がすでにやっています。民間が担いきれなかった部分を精査し、公としての監視と指導監督に務め、より住み心地のよい国立市になることを心より願っております。 

日々、市民のためにご尽力いただいている職員のみなさま、議員のみなさまに感謝申し上げるとともに、もっと市民との距離を縮め、来る高齢社会を乗り越えられる国立市の実現に一層の邁進を願います。 

 

 


