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◎開会の宣告 

○委員長（及川 保君） 総務文教常任委員会を開会したいと思います。 

（午前１０時０４分） 

                                         

○委員長（及川 保君） 本日の会議は、白老町立保育園民間移譲の考え方についてという

町からの申し出がありましたので、委員会を開催したいと思います。 

 総務文教常任委員会の鈴木委員と前田委員は欠席届が出されております。今、遅くなるとい

う委員は本間委員、それから山本委員外委員です。間もなく来られると思いますので、委員会

を開会したいと思います。 

 それでは、町の考え方を説明いただきたいなというふうに思います。白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） おはようございます。お時間いただきましてありがとうございます。

きょう、白老町立保育園の民間移譲の考え方についてということで資料を配布させていただい

ておりますが、資料に入ります前に私のほうから若干説明をいたします。 

 この町立保育園に係る再配置と民営化計画につきましては、ことし１月に本計画を決定いた

しました。４月に第一段階として、まきば保育園と小鳩保育園の統合を行ったところでありま

す。現在は、再配置の第二段階として、竹の子保育園と海の子保育園の統合について、保護者

からの理解もいただき、子どもたちの交流保育を通して新しい仲間が少しずつできており、来

年４月に向けた準備を進めているところであります。これにより３園となります町立保育園の

民営化につきましては、現状と課題を踏まえた民営化の方法などの検討を行ってきておりまし

た。当初、予定しておりました計画時期から若干遅れておりましたが、このたび、具体的な民

営化の考え方をまとめましたので委員の皆様へ説明をさせていただくというものでございます。

今後、具体的に推進していくにあたりましては、議会を初め、保護者の皆様にご相談、ご指導

をいただきながら努めてまいりたいというふうに考えております。それでは、これから考え方

につきましては、担当課長から説明申し上げますのでよろしくお願いいたします。 

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 白老町立保育園民間移譲の考え方ということでお手元に資料を

お渡ししております。それに沿って、説明をさせていただきたいと思います。資料の中で若干

訂正をさせていただく部分があります。それにつきましては、今、あそこのページ、ここのペ

ージというとなかなかわかりづらいところもありますので、説明をする中身でここのところは

こういうふうに訂正をお願いしますという形で訂正をさせていただきますのでよろしくお願い

いたします。 

 それでは、説明資料の１から入らせていただきます。民間移譲の考え方につきましては、計

画の中でも記載をさせていただいておりますが、１点目としては、民間への事業の移譲によっ

て効率的な運営と一層の保育サービスの向上を目指すこと。それから２点目としては、民間移

譲によって町自体の財政負担の軽減と、それから新たな子育て支援の創出を行うこと。３点目
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として、保護者の利便性を考慮した新たな保育サービスの実施という、この３つの考え方を持

っております。 

 その考え方に基づきまして、移譲の対象とする保育園は３園であります。小鳩・はまなす・

海の子の町立全保育園という考え方を持って検討をしてまいりました。それで、その下にあり

ます現状での課題、それから課題への考え方、これにつきましては課題を説明した後、その後、

課題への考え方という形で説明をさせていただきます。 

 課題の１点目です。各保育園で年々、児童数が減少傾向にあります。これは平成 18 年から

20 年４月現在の園児数になりますが、18 年で 306 名いたものが 20 年の４月には 263 名という

形で子どもの数が減ってきております。これは市町村別の将来推計人口を見ましても、今後も

年少人口は減少傾向にあるというふうに示されております。 

 この課題につきましては、当然、女性の就労機会、そういうものがふえてきております。ま

た、新たな特別保育、そういうようなものを取り入れる中で、今後も保育園のニーズというの

は十分あるというふうには考えておりますが、入園児童数の減少というのはやはり否めない状

況にあります。民間においても実際に経営する中では児童数の減少というのは、やっぱり経営

をする上では厳しい状況にあるという考え方は持っております。 

 課題の２つ目として、各保育園の在籍率。これには大きな格差があります。定員割れの大き

い保育園では、やはり民間で経営したとしても赤字経営の可能性は高くなりますので、当初か

ら赤字分の補てんというものが必要なのではないかということが課題となります。 

 これにつきましては、やはり考え方として、定員数の見直しによる在籍率を高くするという

こと。これは民間の保育園の場合には運営費分に影響があるものですから、一定の運営費の確

保、これが定員数を見直すことによって確保が可能になるというのが１点あります。ですので、

民間移譲する場合には、当然、現在の児童数を確保できる地域、その選択が必要であるという

考え方を持っております。 

 その下にあります表は、現在の定員数、児童数、在籍率。ここの中で小鳩保育園につきまし

ては現在 80 名定員になっておりますが、現状の入園児童数ということを考慮しますと 60 名定

員という考え方をしていきたいというふうに思っております。それと海の子保育園につきまし

ては現在 80 名です。竹の子保育園と来年の４月に統合することによりまして、定員数としては

140 名の定員ということになるのですが、現在の在籍児童数を見ますと両方合わせても 56 名。

それで、来年の３月には１年生に上がるお子さんが卒園をしますので、この時点で大体 20 名近

くは卒園をする予定になっております。そうなりますと 40 名弱という児童数になるものですか

ら、定数は 45 名という考え方をしております。全体として 280 名の定員数を 165 名の定員とい

う考え方で、全体の在籍率を 66.8％から 113％に上げていくという考え方を持っております。 

 課題の３点目です。民間移譲にあたりましては、当然、施設はある程度きちんと修繕をし、

すぐ運営をしていただくときに支障のない建物として譲渡をする考え方を基本としております。

この状況から各保育園の改修につきましては、小鳩保育園につきましては 19 年度に屋根と外壁

の改修を終了しております。はまなす保育園と海の子保育園につきましては、大体築 13 年から
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17 年ぐらいたっております。これまでの期間に大きな改修等を行っていないことから、大体屋

根、それから壁等の張りかえですとか、それから外壁も含めて細かいそれぞれの施設の窓です

とか、そういうようなところの修繕等も含めますと、はまなすで 2,900 万円、海の子で 2,100

万円くらいの改修費がかかるという状況にあります。 

 これを踏まえますと、民間に移譲する場合に改修をということになりますと２園の改修が必

要になります。一度にこの改修をしますと、約５千万円近くの財源、それから短期間での改修、

そういうものが強いられますので、改修はなかなか難しいというふうに考えております。 

 課題の４点目です。現在、在籍する保育士、民間移譲に伴う処遇についてになります。現在、

保育園のみの在職者数として 22 名。そのほかに子育て支援センターに２名と。合計で 24 名に

なりますが、保育園ということで、今 22 名をそこに記載させていただいております。当然、一

度に３園の民間移譲を実施した場合に職員の処遇というものが大きな課題になってきます。例

えば、勧奨退職を募ったとしても一定数の保育士を一般職への配置転換、これは必ず必要なこ

とであり、それに伴って給与費への一般会計の負担の増というのは免れない状況にあるという

ふうに押さえております。この考え方からは、やはり勧奨退職以外の保育士の場合には、定年

の退職保育士が出るのが平成 25 年からということになります。毎年１人か２人ずつ出るという

ことで考えますと、平成 30 年度で８名ほどが退職の該当となります。８名ぐらいといいますと、

大体１園分の保育士ということになります。それから一遍に３園という考え方ではなくて、や

はり段階的な民間移譲によって一般会計への負担の軽減ということが必要になってくるという

考え方を持っております。 

 考え方の(５)として、移譲時の試算という形でＡ３判の資料を一部つけさせていただいてお

ります。これにつきましては、あくまでも試算という考え方になりますので、確実にこの数字

がこのまま同じになるということではありません。当然、子どもの数、それからその年の職員

の配置によりまして歳出の部分というのは変わってきますので、確実な数字ではないというこ

とをご理解の上、説明を聞いていただきたいというふうに思います。 

 民営化による町負担額の推移ということで一番上の１点目のところは、町立の保育園として

３園とも運営した場合の町費の負担額というふうになります。３園を町立の保育園という形で

運営した場合には、右の合計の一番下になりますが、網掛けの部分、町の負担額の合計額が

7,530 万 3,000 円ほど。この負担につきましては、保育士の給与については、人件費分は現給

保障の解除プラス 15％の削減ということで 20％削減された額で計算をしております。 

 ２です。このうち、小鳩保育園を民営化した場合の町の負担。これにつきましては、小鳩保

育園の部分が運営費で国からという形になりますので、この分がもともと町営で運営していた

部分の差し引き額がそのまま削減額という形で 3,463 万 5,000 円ほどが減額という形になりま

す。ですが、ここの部分でいいますと、小鳩保育園におりました保育士を他の保育園に配置が

えという考え方がありますので、その中では当然、人件費分が各保育園に上乗せになります。

そこの中で歳入歳出合計をして、町の負担として出てきた部分で差し引きをしますと、１園を

民営化した場合の町の負担としては、現在の額よりも 1,470 万円ほど削減になるという考え方
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になります。当然、職員につきましては、他の保育園に配置がえになります。それでも保育士

が保育園に配置しきれない場合ということも考えられるということで、給与費として６人分、

大体 3,987 万円ほどがかかるということで右端に入れてあります。これによりまして、合計し

ますと大体 2,500 万円ぐらいが一般会計の中から持ち出されるという考え方になります。 

 ３番目にいきますと、小鳩を民営化後、はまなす保育園も民営化した場合という考え方で入

れてあります。はまなす保育園自体での運営費でということになりますと、2,377 万円ほどの

負担がなくなることになります。海の子のみの負担になりますので、合計としては 4,976 万

5,000 円ほどの町としての負担は減る考え方になりますが、その分、職員数がまた一般職への

配置がえという形になりますので、その分としての上乗せは考えられるというふうに思ってお

ります。今、簡単に説明をさせていただきました。 

 次２ページになります。２ページにつきましては、保育園の全体的な将来像を左に入れてあ

ります。それを踏まえまして、右側には具体的な移譲の進め方という形で整理をさせていただ

きました。ですので、先に左側の保育園の将来像というとこから説明をさせていただきます。

保育園の将来の見通しということになりますが、（１）として、新生児出生数の将来見通しとい

うことになりますが、平成 18 年度までの過去５年ぐらいは大体年間 110 名ほどの出生数があり

ました。ですが、19 年に大きく 30 人ほど減る状況がありました。今後の将来の人口推計を見

ますと、大体年間 100 名弱程度の新生児出生数というのは予想されますが、年々減少傾向も見

込まれるということになります。 

 ２つ目として、園運営の将来見通しになります。平成 19 年度の実績ですが、これは全体の、

幼稚園も保育園も合わせた中での入園率ですが、62.71％。それで、乳幼児数。ここの括弧の中

なのですが、ゼロから６歳までとなっております。申しわけありません。ゼロから５歳までと

いう形で。それで計算しますと、合計で 700 名。全園の入園児数が、幼稚園、保育園合わせま

して 439 名になっておりますので、入園率としては 62.71％。５歳児になりますと大体 100％に

近い入園率にはなるのですが、やはりゼロ、１、２歳児の場合には家庭でという方が多く、ち

ょっと入園率としては落ちている状況にあります。 

 民間の保育園で運営する場合には、定員に対して 100％を超える入園率、そういうものが維

持できるということが望ましいというふうには考えております。ただ、全園が 100％を維持す

るということは困難であるという考え方を持っております。民間の保育園が就園率の向上に努

力をされるということはもちろんあるでしょうが、当然、過度な勧誘ですとか、競争というも

のは避けなければならないというふうに考えています。 

 このことから運営費の不足分、これに対する自治体からの支援というのが必要になる可能性

は高いというふうに考えておりますし、将来的にはさらなる統合等の必要性が予想されるとい

うふうに押さえております。 

 ３つ目として、保育園の方向性です。民間移譲を推進する大きなメリットというのは、自治

体が運営するよりも当然経費の軽減がされ、また、新たな保育サービスが行われるということ

になるのですが、このことを踏まえて現在、町立保育園２園の統合を進めてきておりますし、
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今後、民間移譲による保育園の運営ということを考えております。ですが、園運営の要になる

といいますか、乳幼児の人口数が減少傾向にある中では、行政が一時的にではありますが、負

担を強いられる可能性は高いというふうに考えております。ですが、保育園運営の将来を見据

えたときに、乳幼児数、人口数の減少、それから施設等の老朽化による改修費用、また、専門

職員の退職による補充人員の確保、行政が保育園運営を行うには大きな課題を抱えております。

このことから現時点で一時的に負担の発生は受けたとしても、将来に大きな負担を残さないた

めに民間移譲を進めていくという考え方をしていきます。 

 その将来的な見通しということで、２、民間移譲の見通しという考え方も持っております。

(１)としては、計画のとおり、早期の民間移譲を目指していきたいと。移譲する保育園は現状

を踏まえて３園ではなくて、指定という考え方をしていきたいと。(２)指定の保育園以外につ

いては、当面、町立の保育園として運営をしていく。(３)として、白老地区においては当面、

施設数が保育園が２園、幼稚園が１園というふうになりますが、乳幼児人口の著しい減少、そ

れによる定員割れや施設の問題によって保育園運営が困難になるということも予測がされます

から、現状を把握しながら今後とも保育園運営の検討を進めていくという考え方を持っていま

す。(４)として、萩野地区においては、北吉原の一部、それから竹浦地区からも園児が入園し

てきていますので、一定の園児数の確保は可能であるという考え方を持っておりますが、園児

数の推移を見ながら民間移譲の検討も進めていくというふうに押さえております。(５)です。

竹浦・虎杖浜地区におきましては出生率が低く、定員割れを起こす可能性は高い状況にありま

す。ですので、園児数の減少状況を見ながら、新たな活用の検討も含めて民間移譲について継

続的な検討を進めていきたいというふうに考えております。(１)から(５)以外に特別の事情が

発生した場合にも民間移譲の検討ということはしていかなければならないというふうに押さえ

ておりますので、(６)として、その文言を入れております。 

 これを踏まえまして、具体的な移譲の進め方になります。具体的な移譲の考え方としては、

①として、一定の児童数が確保できて、町の負担が少ない保育園であること。それから②とし

て、大幅な改修経費が不要な保育園であること。それから③として、職員についても移譲以外

の町立保育園の配置や退職等の時期も踏まえて、一般会計への大幅な負担を避けるという考え

方を持っております。この理由から考えますと、同時期に全園の民間移譲というのは困難であ

るというふうに考えておりますので、状況を見ながら段階的な移譲が妥当であるというふうに

押さえております。 

 それを踏まえまして、まず第一段階の移譲になります。実施の年度は計画の年度どおりで平

成 22 年度、22 年４月という考え方をしております。対象の施設としましては町立小鳩保育園。

この小鳩保育園を選ぶ理由としては③です。１つ目としては、児童数の確保が可能であること。

２つ目として、平成 19 年度に屋根、外壁等の改修工事を終了していること。３つ目としては、

職員について、残りの町立保育園へ配置をまず第一と考えて、配置しきれない場合には一般職

への配置転換とするという考え方で、理由であります。それに対しましては定員数の改正、80

名の定員を 60 名に改正していくという考え方をしております。 
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 第一段階の移譲を終えまして、その後の移譲になります。(２)です。平成 22 年度以降の移譲

については、入園児童数及び職員の配置状況を踏まえて、以下の要件を満たした時点での移譲

を視野に入れながら、平成 25 年度以降の移譲を目指していきたいというふうに考えております。 

 それで、その要件として、１つ目です。正規職員の退職等による減少から、町立保育園２園

での運営が困難となった場合。２つ目として、大幅な児童数の減少により、町立２園での運営

に支障をきたす状況が発生した場合、２園を統合後に民間への移譲という考え方。３として、

その他、特別な理由が発生した場合という考え方を持っております。 

 その(３)の全体スケジュールにつきましては、その後の資料の中にも入っておりますので、

その後の資料で説明をさせていただきます。資料としては３ページ目になります。今までの説

明を踏まえまして、それでは、町立保育園民間移譲に関する諸事項についてです。計画の中に

も載せてありますが、応募の対象とする法人につきましては、町内で実績のある社会福祉法人

及び学校法人ということを計画の中にも載せてありますので、それから考えますと応募が想定

される法人としては、社会福祉法人ポロト会と、それから学校法人日章学園となります。 

 移譲に伴う運営の諸条件です。(１)として、基本的には町立保育園と同じ運営内容とする。

２つ目、土地、建物、備品等の移管の方法につきましては、土地については無償で貸し付ける、

建物については無償で譲渡する。その他の備品、工作物等については無償譲渡とするという考

え方を持っています。(３)として、施設の設備についてですが、この施設の設備というのは移

譲後の施設の設備という考え方になります。その中の１つ目として、小破修繕・補修について

は、申しわけありません、ここは受託事業者というふうに記載がされているかと思います。こ

れはあくまでも移譲という考え方をしますので、受託のところは削除をお願いいたします。②

の大幅改修等について。これは町と、ここのところも申しわけありません、受託を削除してい

ただいて、町と事業者での協議とするという考え方をしております。 

 ４点目、保育園運営費等の支出についてです。保育所の運営につきましては、児童福祉法に

よって、保育所の運営費国庫負担金、これにより支出をする考え方を持っております。２つ目

として、延長ですとか、休日ですとか、一時保育、そういう特別保育を実施する場合には、次

世代育成支援の対策交付金、これに基づきまして補助をする考え方を持っています。３つ目の

障がい児保育。これを実施する場合、現在これにつきまして、国の補助制度はありません。そ

うではありますが、町としても町が障がい児を受け入れる場合には当然、人件費等は町が見て

おりますので、その辺についての係る経費については別途協議をする考え方を持っております。 

 引き継ぎ期間と職員の配置です。これにつきましては、移譲の保育所に勤務する職員を移譲

前に移譲の保育園に勤務させて、保育所の運営に関する引き継ぎ、子どもの引き継ぎも含めて、

実際に保育をしながら行うこと。②として、引き継ぎ期間及び保育士等の費用については、協

議にもなりますが町が負担するという考え方を持っています。引き継ぎ期間としては、事前の

引き継ぎを約３カ月程度という考え方を持っております。 

 ４として、選考委員会の設置です。この法人を決定していくにあたりましては、選考委員会

を立ち上げて、そこの中で協議をし、最終的には町長が決定するという考え方を持っておりま
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すが、委員の役割として、１つ目としては、移譲先の運営法人に関する選考基準の作成に関す

ること。２つ目としては、選考の実施に関すること。３つ目としては、その他の選考に関して

町長が必要と認める事項という考え方をしております。 

 この会議の持ち方なのですが、この会議につきましては、白老町の情報公開条例第７条の第

１号になっていますが、第１項に該当するという考え方から、第 19 条会議の公開、ここの中で

会議としては非公開という考え方をしております。ですので、本来であれば、(３)の委員の構

成、一応 10 名という考え方で現在検討中であります。大学の教授等のなかなか、そういう方で

はなくて、本当に子どもにかかわるいろいろなことを経験されている方にご意見をいただきな

がらというふうに思っておりますので、子育てにかかわるような団体ですとか、ある程度そう

いう経験をお持ちの方ですとか、そういう方を現在、こういうような形でどうだろうかという

ような試案という形で、今、検討中でありますので、これが決定という考え方ではないので、

そこのところはちょっとお含みいただきたいと思います。 

 ５番目として、保育士の処遇です。１つ目としては、21 年３月、たけのこ保育園が閉園にな

りますので、それに伴う職員と、22 年３月に小鳩保育園の民間移譲に伴う職員、合わせまして

園長職、主査職、それから保育士と、約６名の処遇の検討という考え方を持っておりまして、

配置転換及び勧奨退職により対応するというふうには思っております。これはあくまでも、こ

の６名という職員の数というのは、今の基本的な考え方というふうに押さえております。実際

に発達に遅れのあるお子さんも今、保育園にはどんどん入ってきておりますので、そういうお

子さんがふえることによって当然、保育士は必要になってきますので、そういう部分は今、読

めない部分なものですから、あくまでも基本という考え方で出しておりますので、そこのとこ

ろをご理解いただきたいと思います。 

 次、右端になりますが、６番目として、民間移譲までのタイムスケジュールです。10 月、今、

議会のほうに対象の保育園の決定ということで説明をさせていただきました。それから保護者

に対しましても、先週、対象になる保育園の保護者に説明をさせていただきました。この後、

11 月に募集要項の決定をして、移譲先の募集を行います。それと合わせて、選考委員会を進め

ていきます。来年の１月から大体３月までの間で選考委員会としては、書類の選考、視察、ヒ

アリングを終えて、３月には移譲先の法人を決定していきたいと思います。その後、引き継ぎ

の事務を開始していきまして、事務の引き継ぎにつきましては、10 月ぐらいまでという考え方

を持っています。最初の４月から７月ぐらいまでの間につきましては、事務的な、行政と移譲

先の法人との事務的な引き継ぎと。その後、７月以降につきましては、移譲先の法人、それか

ら保育園の保護者、それと行政によります三者の協議会を設置して、保育園の運営等について

の細かい引き継ぎをしていきたいというふうに考えています。22 年１月には、先ほど引き継ぎ

の中でお話しましたが、移譲となる保育園への保育士の引き継ぎの保育ということが、共同保

育という形で開始になりますので、11 月、12 月につきましては、その準備期間と。考え方で

22 年１月から３月までは共同保育を実施し、３月末には保育士の配置転換という考え方をして、

22 年４月には移譲先の法人による運営の開始という考え方になります。三者の協議会につきま
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しては、この後も継続的に協議がされていくという流れになります。 

 最後、７番目。町立保育園の将来の見通しということになります。20 年に民間移譲先の公募

をし、決定をしていきます。21 年度には竹浦と虎杖浜の保育園の統合を行います。これにより

まして、定員数を 45 名にしていきます。22 年度には、小鳩保育園を民間保育園として開園を

していきます。このときには定員数 80 名を 60 名という考え方をしております。この後、平成

25 年度からは白老地区につきましては、子どもの減少、それから民間の保育園の老朽化に伴う、

同じ地区内での保育園同士の統合というようなことも含めて検討していかなければならないと

いうふうに押さえております。それと虎杖浜地区につきましても、子どもの減少数等も含めて

方向性を検討していくということを押さえております。30 年には、子どもの数としましても、

現在と比較しても大体 120 名ほど減少するという推計になっておりますので、そこの中ではや

はり民間の施設として幼稚園を１園、保育園としては２園と。町としては公立の保育園を運営

していかないで、民間にお願いをするという考え方を持って、今、見通しとして押さえており

ます。説明につきましては、雑駁ですが以上で終わらせていただきます。 

○委員長（及川 保君） 大きな課題となっております保育園の民営化につきまして、向こう

22 年度をめどに民間移譲したいという考え方も含めて説明がありました。ここで皆さんから基

本的な考え方を含めて質疑がありましたら、お受けしたいと思います。ございます方はどうぞ。 

 実は、総務常任委員会に説明をしたいということでしたが、委員外議員の皆さんにつきまし

ても同様に質疑をお受けしたいと思いますので、自由に出していただきたいというふうに思い

ます。ございませんか。３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） ３番、西田でございます。説明ありがとうございました。大体、大ま

かな基本的な考え方はわかったのですけども、民間移譲にするにあたりまして、何点かもうち

ょっと詳しく教えていただきたいなというところがありまして。 

 まず、退職を募るということなのですけども、それでもまだ人員が余るので一般会計からの

負担は免れないということになって、このように書いておりますけれども、この場合、給料を

約２割カットぐらいというふうな、先ほど説明ありましたけれども。これは、民間移譲する先

が給料２割カットでやりますよということなのでしょうか。それとも民間移譲した先で、例え

ば今までいただいていたお給料の半分ですよとか、そういうのは、そちらの民間移譲されたと

ころが自由に裁量として決められるものなのか。その辺の考え方がどうなのかということをお

一つお伺いしたいと思います。 

 それと運営していく中で、白老町のほうから何点か補助していかなければならない、特に人

件費に関しては、資料１の説明で、保育士を一般職に配置がえした場合のほうがかえって経費

がかかりますよという説明だったのですけれども。私、考え方として、どうなのですか、これ

は。保育園というものをあくまでも町の一つの事業として、これを継続していくという考え方

の中で民間移譲なのか。それとも、もう保育園は白老町としては経営していけないから、例え

ば頭打ちで白老町から出す補助金はいくらと決めて、それでも何とか運営していけるものだっ

たらさせていきたい、そういう考え方なのか。運営の方法というか、白老町が出せるお金の範
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囲というものをきっちり決めてやっていくという考え方なのか。それとも、足りない分をどん

どん際限なく出していく考え方なのか。これは結局、最終的にプログラムに影響してきますの

で、その辺の考え方をはっきり、ぜひ教えていただければなと思います。 

 それと細かいことになりますけど、３つ目に、保護者の方々もご意見も伺うということだっ

たのですけど、ここの中に金融機関と入っているのですけど、金融協会というのですか、選考

委員の設置、一応 10 名という中で、なぜ金融協会なのか。ちょっとここだけなぜなのか、ちょ

っとその辺よくわからなかったものですから、その必要性というか、考え方。 

 それと最後に、統廃合した場合、子どもたちの送迎については、やはり親が全部負担という、

そういう考え方でいくのか。大きいところ大体この４点程度お伺いしてみたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 今、保護者説明の部分ありましたけども、選考委員会の話ですね。 

○委員（西田祐子君） はい、そうです。 

○委員長（及川 保君） わかりました。渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） １点目の保育士に関しましては、これは町立の保育士の場合に

配置転換というのは、あくまでも町の職員ですので、町立の保育園への配置がえですとか、そ

れから退職ですとか、そういう考え方という。ですので、今のご質問の中の、民間に町立の保

育士が行ってという考え方ではないのです。ただ、当然、保育士の中で民間の保育園でも就労

といいますか、それを希望する方がいらっしゃれば、そこにつきましては、あくまでも民間で

の裁量になりますので、そちらのほうで希望で就労という方を採っていただけるかどうか、そ

このところになるのです。ですので、全く町立の保育士が民間の保育園にそのまま人件費も含

めて行ってということではなく、民間は民間で保育士も配置をして運営をしていただくという

考え方になります。よろしいですか。 

 ２点目なのですが、これにつきましては、町として運営という考え方は、最後のところに説

明をさせていただきましたが、将来的にも町としては、最終的に保育園の運営という事業は行

わないという考え方で、保育園に関しても民間の事業主さんにお願いをするという考え方を持

っております。よろしいですか。運営に関しましては、当然、民間が運営をする場合にも経営

的には厳しいという状況というのは考えられるかなというふうには思っております。ただ、運

営費というものが国から定められておりますので、その運営費で運営をしていただくと。ただ、

子どもの数が、例えば転園があって、それからどんどん子どもの数が減っていくとなりますと、

運営費自体も下がってきますので、そこの部分についてはある程度町としても限度額を設定し

て、そこより下がる場合には、そこの部分までは保障はしますよと。ただ、それを超える場合

には、民間で運営をお願いするという考え方にしております。 

 それと最後の統合の部分ですが、統合につきましては、まきば保育園についても、今、保護

者の方に送迎をしていただいております。来年、たけのこ保育園をということで先週、保護者

の方とも最終的にお話をさせていただきましたが、その中でも、たまたまお仕事がそれぞれ自

分の向かう方向があって、そこに保育園があるということなものですから、うちとしては、海

の子保育園と統合という考え方をしておりますが、例えば萩野のほうにお仕事先があるという
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方については、萩野の保育園を利用していただくという考え方で今、進めておりますので、そ

この部分では保護者の方が送迎をするのも大丈夫ということでお話を伺っております。ですの

で、統合につきましては、保護者の方に送迎をお願いするという考え方を持っております。 

 それともう一つ、金融協会。これは選考委員会を立ち上げる中で金融協会さんが入っている

ということなのですが、あくまでも案ですが、選考委員さんはどちらかというと身近な方が多

く、皆さんでご意見をということになりますと、法人さんからはいろいろな提出書類がありま

す。特に経営的なものですとか、そういうようなところにつきましては、なかなか普通の方が

経営資料を見ても経営状況も含めて簡単にここはこうでというところは理解をするのには時間

がかかるかなと。そういうようなところで経営状況をきちんと見ていただける、そういうよう

な機関の方にもやはり選考委員会の中に入っていただいたほうがいいのではないかと。それで、

ほかの自治体を見ますと公認会計士の方ですとか、そういう方が入っているところも多いので

すが、そういうような考え方で金融協会さんにというふうに今は考えております。以上です。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 給与体系というか、処遇は民間のほうに移った場合は、将来的には民

間のほうで決められるというご説明だったのですけども、これの計画でいきますと平成 30 年度

以降というふうな形になっておりますけれども、前々から早目にという意見がありましたのに、

財政改革プログラムが平成 28 年に終了し、その後に民間移譲という形になりますと、正直言っ

て、この白老保育園民営化移譲をしたとしても財政改革プログラムにプラスにもならないし、

何にもならないようなふうに私はちょっと受け取らさるのですよね。やはり、民営化をしてい

かなければいけないという考え方の基本というのは、少子化の中で保育園の運営が大変だとい

うことで、それでもやはり保育園というものはきちんと残していってほしいというね、町民の

ニーズとか親の願いなんかもあって、もっと早くに民営化を進めるべきではないかという考え

方が議員の中からも意見があったと思うのです。私もやはりそのような考え方なのですけども。

それをなぜ、平成 30 年度まで延ばさなければいけないのか。これだけを見ますと、勧奨退職保

育士以外の定年退職保育士がどうのこうのと１番目のところの(４)のところで課題への考え方

のところで、どう考えても、ただそこに勤めている職員の立場だけを優先してこれを決めてい

るような、そういうふうな受け取り方しか私はできないものですから、ちょっといかがなもの

かなというふうに読まさるのです、ここの部分を読むとですね。ですから、もっと前倒しでき

ちんとした方法がとれないのはどうしてなのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 確かに職員のこともあります。ただ、説明の中で何度もお話を

させていただいていますが、実際に子どもの数が減っていきますと、民間であっても保育園の

運営自体はやはり厳しい状況にあります。当然、町として上限額を定めて、そこの部分につい

て町としての支援ができたとしても、それでも、とても運営が難しいという状況もこれから子

どもの数によっては可能性は高いと押さえております。そういうことを踏まえますと、今、経

営がなかなかスタートしにくいところを民間にどうぞどうぞというのは、なかなか町としても、



 12 

そこの部分については逆に保護者への不安ですとかそういうようなものもやはり大きくなって

くるということを考えますし、やはり子どもたちにも不安のない保育園での運営ということを

押さえていきたいと思っておりますので、その辺では今すぐと、それから、ある程度経営とし

て成立する、そこの保育園をまず民間へという考え方でいきたいと思っております。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） ちょっと補足させていただきます。 

 まず、民間移譲１園については 22 年度から。残りについては 30 年度からという、こういう

ことです。一遍にやらないのはなぜかというと、先ほど資料の中でもご説明しているとおり、

職員に対しての処遇をどうするかということなのです。当然、移譲しますので職員数について

は、保育士さんについてはいわゆる余剰というか、余るという形になります。それを今回、白

老を移譲した場合についても６名余力ができるという、こういう形になります。その方の処遇

をどうするかというと、基本的には一般職、いわゆる役場の一般職、事務屋さんに引き上げる

か、もしくは希望によっては退職していただくか、退職した後については、本人が希望すれば

移譲した民間事業者とお話して採用していただける、この３つだと思うのです。そうしますと、

一般職に引き上げるということは 28 年まで職員の減というのをかなり進めるというふうに従

前からお話しておりますので、そこでは今の事務屋をふやすということは、逆によっては、そ

こで資料的にご説明すると、費用的にはこれだけの負担が一般職を抱えることによってふえま

すよというお話をさせていただいております。したがいまして、その部分を避けるために、や

っぱり保育士さんは保育園で働いてもらうのが一番いいのではないかという部分もありまして、

一遍に一般職に引き上げるとすれば、それだけの実質的には町の負担がふえるという形になり

ますので、そこを極力避けたいということでございます。したがいまして、そのバランスを考

えながら、当面はまず最初に１園を移譲し、そして段階的に最終的には町の保育園をすべて移

譲したいとこういう考え方でございますのでそこはご理解をお願いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 今の考え方はご理解してくださいということでしたけども、私として

は理解できないとしか言いようがないのです。といいますのは、やはり寿幸園のときも、これ

から先の町立病院の問題も同じだと思うのです。この保育園の問題もやはり白老町がこういう

財政の中でできることとできないことの選択が、今、私は正直言って、迫られている段階では

ないかなと。一般の企業でいったら、経営破たんするか、そうではなかったらリストラするか、

その選択を迫られたのが、去年の一般職の方の大量退職、また大幅賃金カットだったと思うの

です。そこの中でやはり、それでもなおかつまだ足りないという場合において、そういう理論

が果たして町民の方から理解いただけるのかどうなのか。その辺も私は、安易に理解をしてく

ださいと言われても、なかなか、そうですねとはちょっと言い難い部分がありますので、その

辺をもうちょっと、申しわけないですけど、厳しくご判断願えるような体制というか、考え方

も持っていただけるといいのではないかなとそういうふうに思っております。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 
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○行財政対策室長（山口和雄君） 寿幸園のときも同じ手法をとっているのですよ。というこ

とは、寿幸園のとき、現在いる職員の希望を聞いて、退職されて民間に移られる方はそのとお

り民間に異動し、退職を希望しない方で一般職を希望される方には一般職に配置転換をしてい

るという状況なわけでございます。したがいまして、今回の保育所についてもその手法は当然

取りますよということです。それで、当然一つに分限免職という形、いわゆる職場がなくなる

ことによって職員を退職させるというやり方もあるわけですが、これは基本的に寿幸園のとき

には取っておりませんし、なかなか条件的には難しい面があるということでございます。した

がいまして、それでは、その中で最終的に町の負担をいかにかけないでスムーズに移行をして

いくかというのが、今回の最初に１園を移譲し、残りについては 30 年をめどに移譲していきま

すよという考え方です。ですので、先に若干説明したとおり、一般職に引き上げるということ

は、それだけ移譲先で職員を雇い、さらにその部分を一般職に上げるというのは、保育所の総

体的なニーズというのは膨れるという、こういう考え方になるわけですから、そうすると、一

般職で持つ人件費分が膨れ上がるという考え方が一方には出てきますから、その部分を極力避

けたいとこういうことです。ですから、町の負担を減らすためにこういうやり方で、将来を見

据えた場合については移譲を段階的に行いたいと、こういうことです。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 私はこのことに関しまして、山口室長のおっしゃっている理屈も理論

も、そういうものは理解いたしますけれども、果たしてそれでいいのかという町民の、それで

よかったのかと、これから先も同じ手法をとるのかという批判は、私は免れないのではないか

ということを指摘させていただいただけでございます。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。基本的な部分で、従来、町がもらっていた補助金、国から

もらっていた補助金というのが、民間移譲になった場合にそれがどういうふうになるのか。ふ

えるのか、減るのか。どういう状態になるのか、そのあたりを一つ伺いたいのと。 

 それから、建物を民間に無償譲渡するという。そういう場合に法的な根拠というのは何なの

か。そのあたりをお聞きしたいなと。 

 それから、保育料の決定というのは、民間になった場合に、その民間の移譲先で決定するも

のなのか。そのあたりはどういうことになるのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） まず、町立のものが民間にいった場合の税金の関係ですね。町

立の場合には交付税という形で来ておりました。これが民間にいきますと、先ほどもお話しま

したが、法に基づく国庫の運営費という形でまいります。ですので、交付金としては入りませ

ん。お金は町に入ります。それで、町でまとめて、それを民間にお支払いするということです。

額といいますか、民間にいっても変わらないという考え方になります。交付税という形にはな

りませんが、措置費という考え方で国から同じように来ます。額は変わりません。 

 それと、建物を譲渡する場合の法的根拠ということなのですが、これについては特別、こう
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いうような条件でないとあげられないとか、そういうものはありません。 

 保育料につきましては、民間であっても町立であっても保育料については変わらないという

考え方になります。と、いいますのは、あくまでも町が条例として保育料を決める形になりま

すので、保育料に関しましては、無認可の保育園は別ですが、認可の保育園の場合には保育料

は変わらないということになります。 

○委員長（及川 保君） 白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） ２点目の建物の法的根拠というところでちょっと補足しますけれど

も、今の回答のとおりなのです。別に法的根拠がどうのこうのではなくて、町有の建物を民間

に移譲するかどうかと、移管するかどうかと。それは、町の意思で決定はできますけども、あ

とは議会の議決をいただくと。手続きの流れとしましてね、議会の議決をというだけですね。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） もう一回確認します。相手が、移譲先が福祉法人だとか、学校法人だ

とか、そういう法人を持っているところに移譲する場合にはすんなりと無償譲渡してもいいと

いうふうになっているやに聞いたのですよね。それで、今、保育所の運営にその他の人たちが、

ＮＰＯだとか、会社だとかそういうところもどんどん入ってくるようになっていますよね。入

っていいことになっている。そういう純粋の法人ではなくてね、そういう民間が運営するとい

うことになると、そのあたり誰が移譲先になるかわかりません。本町の場合は法人だろうと。

それしかないだろうということなのですけどもね。法人を持っていない、それ以外のところで

もやはりそういうふうに考えていいのか。議会の議決があれば、どこへ出してもいいというこ

とになるのかどうなのかというのは、その辺はどうなるのでしょうか。 

 それから保育料の問題につきまして、もう一回確認ですけども。保育料は町の条例で決めた、

その金額で民間でも運営するということになるのかどうなのか、そのあたり。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） まず、保育園の財産を、いわゆる法人に動かすときにどう

なのだという、端的に言うとこういう話になると思います。それで、保育園の用途変更をしま

せんので、これは問題ないという、こういう形になります。だから、保育園を保育園として使

うわけですから問題ないという、こういう形になります。ただ、手続き上はありますけれども。

それで、当時、補助金で建てていますので、それの返還が出てくるかどうかという問題に関し

ていえば、用途の変更がない限りについては問題を生じないと、こういう形になります。それ

を一定の手続きを行う必要はありますけれども問題はないと、こういうことです。 

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 保育料の関係ですが。すみません、条例ではなくて、うちは規

則で定めているのですが、町の定める保育料、それにのっとって民間にもその額として、民間

の保育園に入られている保護者の方に保育料を納めていただいておりますので、民間でも町立

でも保育料の額は変わりません。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 
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○委員（西田祐子君） 今の斎藤委員の質問の続きなのですが。ちょっと単純なことなのです

けども、今、譲渡される建物、また無償で貸し付ける土地のことなのですけども、これをもし、

そういうふうになった場合、受け取ったほうというのですか、法人が勝手に転売したりとか、

ほかの人に譲渡するとか、そういうようなことはないのですよね。そういうふうなこともきち

んと含めてですよね。その辺ちょっと詳しく教えていただければありがたいなと思います。 

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） それにつきましては、当然、募集のときの要項の中にも記載を

いたしますし、あわせて契約を結ぶときに、当然、あくまでもこちらが譲渡した法人さんが保

育という運営をすること。勝手に転売ですとか、そういうものはしないということは契約の中

にうたった上で進めさせていただきます。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。まず一つ、全く基本的な考え方で民間移譲の考え方

という部分がございますけれども、ここの１番でね、民間移譲することによって効率的な運営

と一層の保育サービスの向上を目指すとこうあるのですよ。わかるようなことなのだけどね、

それでは、今まで効率的な運営をしてこなかったのかということになってしまうのですね。こ

ういう記載をするとだよ。だから、僕は基本的な考え方と言っていますから、ごちゃごちゃ余

計なことはいいです。そして３番目もね、保護者の利便性を考慮したと書いているのですよ。

それでは、今まで保護者の利便性は考慮していなかったのかと。こうなってはしまわないかと

いうのではなくて、考え方としてね、民間移譲がこういうことでされるとしたら、それでは、

今までの保育所運営はよくなかったとなってしまうのではないのということが一つ。そういう

ふうに受け取られるわけです。だから、何もへ理屈言ったりしているのではなくて、今は民間

に委託をしたほうがサービスが向上するという場合もあるというふうに、私が見ているものの

本の中にもあるのですよ、事実。それで、民間委託が全部、今、だめかというと、そうではな

い論調もあるのですよね。基本的に我々は、民間委託は余り賛成していなかった立場です。し

かし、文書によるとね、そうではない部分もあるわけです。それにもかかわらず、こういう表

現をするということは、それでは、今まで町がやっていた保育所運営って。私は、今までやっ

て町の保育所運営というのはね、極めて、少なくても優れた部分があったと理解しております

から。例えば、うちの場合は障がい児をきちんと見るだとかね、いろいろな形の中で広げたり

してきているわけですよ。それから、時間の問題から 10 分延ばすとか、20 分延ばすとかいろ

いろなことがありました。何だか保育とかね。そういうことがきちんと評価されていないよう

に、これだったら思ってしまうのではないのかなと思うのです。そこが１点です。それで、基

本的な考え方という部分だけです、そこは。それが１点。 

 もう一つはやっぱりね、私は、父母は最終的にはこれだけの子どもが減ったということにな

れば認めざるを得なくなるのです。考え方も。周りからそうなってきますから。実際に今もう

100 人切っていますよね。そうなってくるのです。ただ、保育の一番基本的に大切なことは、

父母の合意をどう得るかということなのです。それは、何でもかんでもみんな要求を受け入れ
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るという意味ではないのですよ。保育に欠ける児童、幼稚園と決定的に違うのは、保育に欠け

る児童をどう、行政なり、公なところがきちんと保育ができるかという、そこのところがやっ

ぱり基本的には守られなければならないと。だから、父母の同意が必要だと、こうなるのです

よ。実は、無理はないのでしょうね、ぐらいしか聞けません。私も細かく聞いて、全部聞いて、

出たときに聞いたぐらいですから、はっきり言えば。ただ、通園のことだとかね、いろいろな

ことで出ていましたけれども、働きに竹浦の人が萩野に来るときに萩野に預けると、こういう

処置がとられたりすることがありますから全部ではないけれども、そこの合意の勝ち取り方、

ここがね、完全とは言わないけど、スムーズに、なおかつ理解を得られているかどうか。そこ

ら辺をお尋ねしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 民間移譲の考え方ということで言いますと、もし、私自身も現

場におりましたので、十分、町立保育園としての役割を果たしてきているというふうに思って

おります。ただ、ここにつけ加えるとすれば、さらなるというのが不足していたかなというふ

うには思ってはおります。ですので、当然、効率的なというのは、何もかにも捨てて営利を目

的にという考え方ではなくて、当然、民間でお願いをし、その中でプラス新しい特別保育等も

含めて子育て支援という部分を充実させていきたいと、そういう意味での利便性ですし、効率

性という考え方をしておりますので、その部分では不足があるとすれば、さらなる効率的な運

営という考え方で民間にお願いをしていきたいというふうに押さえております。 

 それと、父母等のというところで言いますと、どれぐらい合意が図れているのかという部分

ですが、統合につきましても、まきば保育園で言いますと、平成 17 年に子ども課ができたとき

から保護者の方とは話し合いをさせていただいてきておりました。たけのこ保育園につきまし

ても、この計画の案の前の段階から保育園をどうしていこうかという話をさせていただいて、

先週、最終的に来年、通園をされる保護者の方皆さんとお話し合いをさせていただいて、了解

をいただいたというところになっております。当然、民間移譲につきましても、これはそこそ

この地域によっても少しずつ考え方というのは違いがあるかなというふうには押さえておりま

す。白老地区につきましては、実際に緑丘保育園という民間で経営をされている保育園がある

というところも踏まえまして、保護者の方からは、民間へという考え方であれば、もちろん、

さらなる保育の充実といいますか、そちらのほうがきちんと民間になってもマイナスにならな

い、プラスになるように、例えば障がい児保育についても、それから保育時間の延長等につい

てもそういうようなものをきちんと行政としても指導して民間が適切に運営するようにという

ことでご意見をいただいておりますし、そのところについては、行政としても保育所運営とい

う事業自体はなくなりますが、白老町の子育て支援という考え方は、それは全体を通して行政

として進めていかなければならないというふうに思っておりますので、そこの部分については

十分配慮したいというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今のお話は理解できました。それで、そうであれば、一つはやっぱり
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民間移譲の考え方の中にきちんと町立保育園の評価を、30 年まであるわけだから、そういうこ

とで言われたらそれで終わりだけど、しかし、私はそういう評価をきちんとすべきではないか

と。一つそう思います。 

 同時に、効率的な運営ということで言えば、そういうさらなる部分をやっても経費が削れる

という意味が何なのかと。もちろん人件費の問題等々十分理解しております。しかし、なぜ、

経費は節減できるのだけれども、さらなる高みを目指した保育行政が図られるとしたら、そこ

に何があるのかというふうな疑問が出ますよね、当然。そうでなかったら、何もやる必要ない

わけだから。だから、経費は削れる、要するに保育士さんの年齢構成の問題や、働く人たちの

待遇の問題、こういうことがそこに横たわっていると思うのですよ。それがさらなる効率化を

目指すと同時に民間委託をしたほうがお金が、町のお金の持ち出しが少なくなるよということ

はそういうことだと思うのですよ。そんなことを言ったってしようがないとわかっています。

ですから、そこで必要なのは何かと言ったら、今、渡辺課長が最後に言われた部分です。この

後、行政指導、白老町の子どもたちを育てていく上での行政指導がきちんとできる、町民の立

場で。そういう形をシステム的にももちろん残しているのだと思うのですよ。思うのだけれど

も、そういうことをはっきり民間に委託をした場合でも、行政指導の範疇としてできるものを

残しておかなければ、今、言われたことは何だかの餅にしかならないだろうと思うのです。そ

このところはきちんと行政指導として残せるというふうな理解でよろしゅうございますか。 

○委員長（及川 保君） 白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） 前段の基本的な考え方、その部分については先ほどの課長の答弁の

とおりでございます。１つつけ加えるとすれば、きょうの資料には簡潔に書きましたけども、

いわゆる民営化計画の素案のほうには、それの考え方も含めて記載させていただいております。 

 それと後段の、いわゆる保育行政についての町の基本的スタンスというようなことで、先ほ

ども課長のほうで答弁しましたけども、いわゆる次代を担う子どもたちの子育て支援、保護者

を含めて子育て支援ということについては、直に町が保育園を運営しなくても、当然そういう

立場に立って、町がイニシアチブをとった中で保育行政の主導をしていくというようなことは、

先般、私も小鳩保育園の保護者の説明会の中でもその旨お話させていただきましたし、基本的

に町のほうで考えている、あるいは、今、子育て支援ということで教育委員会のほうで担って

おります業務につきましては、町としても当然そういうイニシアチブをとった中で進めていく

というふうに基本的には当然考えております。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。ありませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君） それでは、保育園の民間移譲の考え方についての総務文教常任委員

会を終わりたいと思います。 

（午前１１時２１分） 


