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平成２２年白老町議会総務文教常任委員会協議会会議録 

 

平成２２年 １月２５日（月曜日） 

開  会  午前１１時０７分 

閉  会  午後 ０時１８分 

                                         

○会議に付した事件 

１．町立小鳩保育園の民間移譲について 

                                         

○出席委員（７名） 

委 員 長 及 川   保 君      副委員長 近 藤   守 君 

委  員 本 間 広 朗 君      委  員 前 田 博 之 君 

委  員 斎 藤 征 信 君      委  員 土 屋 かづよ 君 

委  員 吉 田 和 子 君      議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     教 育 部 長    久 慈 幸 男 君 

     子 ど も 課 長    渡 辺 裕 美 君 

     子 ど も 課 主 幹    中 島 圭 一 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    上坊寺 博 之 君 

     主   幹    森   隆 治 君 
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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協議会を行いたいと思います。 

（午前１１時０７分） 

                                         

○委員長（及川 保君） 町側のほうから、協議事項としまして、町立小鳩保育園の民間移譲

について説明をしたいという申し出がありましたので、許可をしたいと思います。 

それでは、久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） どうもお疲れのところご苦労さまでございます。それでは、小鳩

保育園の民間移譲について、これにつきましては先般の議会で移譲について議決をいただいた

ところでございますが、22 年４月１日から保育をきちんとやれるようにという、スムーズに保

育行政が行われるように、今日々努めているところでございます。既に三者協議会も開催をい

たしましたし、後で課長のほうから説明があると思いますが、保育士の採用予定者も一応決ま

っております。そういうようなことで教育委員会としてはこの民間移譲というのは初めての取

り組みでございますので、慎重に漏れのないように詰めていきたいなと考えているところでご

ざいます。 

そういうことで最終段階に入ってきておりまして、移譲に当たってのきょうは覚書について、

その案についてご説明をしまして、ご理解を得たいなとこう思っております。この覚書の案に

つきましては、既に日章学園さんと協議を進めているところでございまして、おおむね了解を

得ていると、こういうようなことでございます。あとは課長から説明があると思いますが、覚

書の中にありますいろいろな補助金、支援金です。この辺の諸規定についても一応ある程度案

として定めておりますので、この辺で説明したいと思っておりますので、よろしくお願い申し

上げたいと思います。 

以上でございます。 

○委員長（及川 保君） それでは、子ども課長のほうから説明ありますね、渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） それでは、皆さんのお手元にあります資料をもとにして説明を

させていただきます。 

 １点目、町立小鳩保育園移譲に関する覚書（案）ということで、別紙１を添付させていただ

いております。これにつきましては、読み上げと少し説明を加えさせていただければというふ

うに思います。 

町立小鳩保育園移譲に関する覚書（案） 

白老町（以下「甲」という。）と学校法人白老日章学園（以下「乙」という。）との間におい

て、平成 22 年４月１日付けで甲から乙へ白老町立小鳩保育園を移譲することに関して、下記の

とおり覚書を締結する。 

１、総則。 

(１)、移譲する保育園の名称は「白老小鳩保育園」（以下「小鳩保育園」という。）とする。 
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主に、というところを読み上げていきますので、それ以外のところは各自で確認をしていた

だければというふうに思います。 

(３)、乙は、小鳩保育園の児童数の確保について、甲の指導を受けながら、健全な運営に努

めること。 

(４)、平成 22 年４月１日における小鳩保育園の定員は、60 人とする。 

ただし、今後、入所児童数の著しい変動があるときは、甲乙協議したうえで、定員数の見直

しを図るものとする。 

各年齢の人数構成については括弧内の記載のとおりです。 

(５)、甲は、乙に小鳩保育園の運営に必要な土地については、無償で貸与する。また、建物、

備品及び工作物等は、無償で譲渡する。 

(７)、小鳩保育園の保育時間は、午前７時 30 分から午後６時 30 分までの 11 時間保育とし、

小鳩保育園の休園日は、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び毎年 12 月 31 日

から翌年の１月５日までとする。ただし、乙が特別保育事業を実施する場合は、この限りでな

い。 

 次に、２、職員の配置になります。 

(１)、乙は、施設長及び主任保育士を専任とし、保育士の資格を有する者で、保育所または

幼稚園の従事経験者が通算で 10 年以上あり、児童福祉事業に従事した経験を５年以上有する者

を配置すること。 

次のページになります。 

(２)、乙は、保育にあたる職員については、保育士資格を有する者を配置すること。なお、

保育士は、児童福祉施設の保育経験を 10 年以上有する者を１名以上、また、保育所における勤

務経験を５年以上有する者を、全体の３分の１以上（施設長及び主任保育士を除く。）配置する

こと。なお、幼稚園での経験年数を算入できるものとする。 

(３)、乙は、小鳩保育園の職員配置にあたっては、在籍園児の精神的な安定を図ることから、

原則として年度途中における交替を行わないなど、雇用の継続性に配慮すること。 

これにつきましては、現在法人さん側で雇用する必要最低限として 10 名の配置という中で、

８名が決定をしております。町立の臨時保育士の中で６名が採用されております。正規の職員

として４名、臨時職員として２名になります。 

 ３、保育の内容等になります。 

(１)、保育内容について、乙は、保育所保育指針（平成 20 年３月 28 日厚生労働省告示第 141

号）を基本として、保育課程及び指導計画を作成し実施すること。あわせて小鳩保育園の保育

内容の継承に努めること。 

(２)、乙は、特別保育事業について積極的に取り組むこと。 

①、延長保育。②、乳児保育。③、障がい児保育。④、一時保育、休日保育。 

(３)、甲は、前号の特別保育事業（乳児保育事業を除く。）に要する費用について､別に規則

等を定めて、乙に補助するものとする。 
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この(２)の特別保育につきましては、延長保育、これにつきましては保護者へのアンケート

調査も行っております。その調査の中での意見では、やはり時間的に余裕がないときに延長保

育があると助かりますですとか、仕事で残業があるので助かるというような意見もいただいて

おります。全体の、活用するという回答率からいいますと、大体 18％とそんなに高くはないの

ですが、必要があれば活用を考えていくという方が大体 60％いることから、やはり必要性があ

るという判断をしておりまして、法人側も実施をしていくという意向を持っていますので、こ

れについては今後進めていきたいという考え方を持っております。 

乳児、障がい児保育につきましては、これまでも実施をしておりますので、これについては

これ以降も実施をしていくという考え方になっています。 

(３)の、特別保育を実施する場合には費用の補助をすると、これにつきましては以前の説明

の中でも町が助成制度を策定して補助する考え方を持っていくということになります。 

 ４、給食になります。 

(２)、給食について、乙は、甲の作成する献立表に基づき実施すること。 

(４)、乙は、甲が推進する食育活動に取り組むこと。 

 次、５、施設管理になります。 

(１)、財産の修繕及び改修については、乙の負担より行うこと。ただし、大規模な改修及び

交換が必要となった場合は、甲と協議するものとする。 

(２)、施設管理に係る消耗品及び備品の交換等、軽易な内容については、乙の責任において

行うこと。ただし、多額な費用を要する備品の購入については、甲と協議をするものとする。 

その他、(３)、維持管理、(４)、建物の火災保険、(５)、電気、ガス、水道、下水道、(６)、

電話等については甲の責任において負担をするという考え方になっております。 

ここのところの(１)ですが、基本的に修繕と改修については乙が負担をするという考え方を

しております。屋根と外壁については町が改修を行っておりますので、この後法人側の考え方

で、例えば間仕切りをするですとか保育室の変更をすると、こういうものについては対象とし

ないという考え方をしております。町立の保育園が改修、改築等する場合には補助制度はない

のですが、社会福祉法人等が改築または改修を行う場合には、次世代育成支援の行動計画に載

った事業ということになりますが、施設整備交付金という制度が残っております。これには上

限額という負担があるのですが、負担を以上超えた場合については国等が２分の１の負担をす

ると、残りの部分について町なり法人なりが負担をするという考え方になりますので、ここの

ところの協議をしていかなければならないだろうというふうに考えています。 

(２)の施設管理の消耗品、備品の交換になります。これにつきましては、今あります備品等

については無償で譲渡していく考え方になっておりますが、小鳩保育園を改築したときに設置

をした、例えば給食室の食洗機ですとか調理用の備品、深夜電力を使った暖房等を使っており

ます。それは改築をしたときにそのまま設置をして現在に至っておりますので 23 年たっており

ます。そういうものについては当然この後耐用年数も過ぎているということがありますので、

ここのところについてはいつ壊れてもおかしくないといいますか、やはり改修等が必要になっ
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てくるであろうと、ここのところについても協議が必要であろうというふうに考えております。

町としてはあえて額を入れておりません。最初から額を入れるということはそれを町として補

償するということになることもありますので、当然相手方の経営状況、決算状況そういうもの

を踏まえた上で町としましては協議をさせていただきたいという考え方を持っております。 

 ６、保育所運営費及び保護者負担等になります。 

（１）、保育所運営費については、児童福祉法による保育所運営費国庫負担金（昭和 51 年４

月 16 日厚生省発児第 59 条の２厚生事務次官通知。以下「措置費」という。）に基づき、甲が乙

に支出するものとする。 

(２)、甲は、保育園の当月入所児童数に基づく月額保育単価総額が、定員数に基づく月額保

育単価総額を下回る場合は、甲が示す定員分の月額保育単価総額を乙に支出するものとする。 

(３)、(２)の適用期間は、原則５年間とし、その後の措置費については、１の(４)で示す定

員の見直しも含め、適応期間内に甲乙協議のうえ決定するものとする。 

(４)、乙は、保育所運営費について、年間の収支決算を甲に報告すること。 

(５)、乙は、保護者の負担（保育料以外）については、保護者に説明を行い、保護者の理解

を得たうえで決定すること。 

(６)、乙は、保育園苦情処理機関を設置し、その周知に努めること。 

(７)、乙は、円滑な引き継ぎ及び保育園の運営を行うため、保護者、法人、行政による三者

協議会を設置する。 

これにつきましては 11 月 18 日に１回目を行って、これまで３回協議会を開催しております。 

 ７、引き継ぎ。 

(１)、乙は、平成 21 年度中に移譲に関する引き継ぎを行うため、職員の採用予定者を極力

早期に決定し、小鳩保育園の引き継ぎ時に配置できるように努めること。この場合、甲は、乙

の採用予定者を臨時職員として、可能な限り採用するものとする。なお、臨時職員の人件費負

担については甲が負担するものとする。 

この職員につきましては先ほどもお話ししました、町立で今働いている６名の臨時職員が４

月から法人側の職員という形で雇用されます。それについては 11 月 16 日付けで小鳩保育園に

全員配置をしております。ですので、１月から引き継ぎという考え方をしておりましたが、11

月の時点から子供たちとの信頼関係を図るという意味を含めて配置をさせていただいておりま

す。それともう１人、園長予定者。これにつきましても決定がいたしておりまして、この園長

予定者につきましても１月から町の臨時職員として小鳩保育園に配置をし、今引き継ぎを進め

ている最中になっております。 

 ８、その他。 

(１)、小鳩保育園の運営に関して、甲と乙は互いの意向を十分尊重するものとし、甲乙相互

の理解のもとに協力して児童を初め保護者、地域住民にとって魅力ある保育園となるよう努め

るものとする。 

(２)、将来、白老地区における保育園入所児童数の減少により保育園の統廃合の必要がある
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場合は、甲が調整役となり協議を進めていくものする。 

(３)、この覚書に疑義が生じたとき、またはこの覚書に定めのない事項については、甲乙協

議のうえ定めるものとする。 

覚書については以上になります。 

続きまして、２の運営費における町負担の考え方と町負担について、別紙の次のページにな

ります、別紙２になります。白老町民間保育園運営費支弁要綱（案）の概略についてというこ

とで説明をさせていただきます。 

 １、概要。 

 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。）第 35 条第４項の規定に基づき設

置認可された児童福祉施設のうち、同法第 39 条に規定する保育所に対して、法第 51 条第４項

の規定に基づき支弁される経費及び保育所運営の安定化を図るための経費を支弁することに関

し必要な事項を定め、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。 

 ２、支弁経費。 

(１)、保育所運営費支弁は、保育所の月の初日の在籍数を基本とし、月の単位で行うものと

する。 

(２)、保育所運営費支弁額については、国が定める保育所運営費国庫負担金の保育単価に基

づき、児童数に応じた支弁額を支出するものとする。 

(３)、(２)における支弁額が、国が定める保育所運営費国庫負担金の保育単価に基づき定員

数で算出された支弁額を超えない場合は、定員数に基づき算出された支弁額を支出するものと

する。 

 ３、支弁の方法。 

(１)、保育所運営経費の支弁を受けようとする保育所は、所定の請求書（その１）に初日在

籍児童名簿を添えて、毎月５日までに教育委員会に提出する。ただし、保育所入所児童数によ

り算出された支弁額が、定員数により算出された支弁額を超えない場合は、別に所定の請求書

（その２）に初日在籍児童名簿を添えて教育委員会に提出するものとする。 

(２)、月の途中の入退所に伴う支弁の額は、日割り計算するものとし、翌月の請求において

対処するものとする。 

(３)、教育委員会は、請求書を受けて審査し、適正と判断した場合は、毎月 20 日までに請

求をされた保育所に支出する。 

(４)、支弁を受けた保育所は、当該年度の会計年度が終了したときは、終了日から起算して

２カ月以内に教育委員会に対して実績報告書を提出する。 

これにつきましては以前からもお話をしてありますように、60 名定員でスタートするという

考え方になりますので、定員が満たない場合については定員額に基づく保育単価の総額に合う

分を町として負担をしていくという考え方になります。以前に全体の年間の町としての負担額

を計算して、総務文教常任委員会のときに説明をさせていただいております。 

先ほど特別保育についてお話させていただきましたが、特別保育を実施する場合、特別保育
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の中の乳児保育と、そのほかの例えば延長保育ですとか一時保育ですとか休日保育、そういう

ものを実施する２つ以上という項目になるのですが、実施する場合には運営費の中で主任保育

士の専任加算というものが発生してきます。それの分については前回お話しした中では延長保

育を実施するという明確なところがなかったものですから、そこのところの数字が総務文教常

任委員会の中でお話しした中に含まれておりませんでした。大体それが年間で 160万円から 170

万円くらいがそこの部分として運営費の中にあわせて支出をする額として出てくることになり

ます。ですので、当初お話をさせていただいた額に若干上乗せになるという考え方になります。 

それと、今 21 年の１月から 12 月までの出生数といいますか、出生数が明確ではなくても出

生届として出された数字ということになるのですが、21 年につきましては 102 名のお子さんが

白老町で出生されているということです。７月の総務文教常任委員会で説明をしたときも出生

率が高めの中で数字を出しておりますので、これは今後も当然数字的なものは増減がしていく

だろうというところがあります。例えばお子さん１人がずれたとした場合に、年齢構成にもよ

りますが、ゼロ歳のお子さんと５歳児のお子さんでは、１人ずれただけで差額として大体 120

万円から 130 万円くらいの差額が出ることになりますので、ちょっと運営費につきましてはこ

の後も増減が見込まれるかなというふうに思っております。 

続きまして、３の特別保育における町負担の考え方について説明をさせていただきます。次

のページの別紙３になります。 

民間保育園に対する特別保育事業補助（案）の概要になります。 

１、 障がい児保育事業です。 

(１)として、これまでも白老町でも障がい児の保育を行っておりますので、その保育を行っ

た場合に、保育士の加配分に対する助成という考え方になります。 

(２)の対象児童としては、①から④に記載をしております。①、特別児童扶養手当等の支給

に関する法律に基づく、特別児童扶養手当の支給対象児童。②、身体障害者福祉法に基づく身

体障害者手帳の交付を受けている児童。③、療育手帳制度要綱に基づく療育手帳を受けた児童。

④として、こういう手帳等の受給を受けてないお子さんであっても、同程度の障がいを有して

いると認められる児童を対象としております。その場合には、例えば医師の診断書ですとか、

それから発達支援センター等の発達状況等の意見を踏まえてという考え方になります。 

(３)、保育士加配の基準です。これは、これまで町立保育園での配置基準と同じという考え

方を持っておりまして、重度の障がいを持っているお子さんに対しては児童１人に対して１人

の加配、中軽度の障がいを持っているお子さんについては児童３名に対して１名の加配という

考え方をしております。 

(４)、補助金額。これにつきましては、加配された保育士１人当たり、月額で臨時職員とい

う考え方をしておりますので、１人雇用した場合の額、共済費も含めて約 16 万円程度、これを

補助するという考え方しております。 

(５)、この障がい児保育につきましては、町立の保育園の運営費が一般財源化された際に国、

道等の補助制度がなくなっておりますので、町の単独事業という考え方になります。大体１人
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雇えば、４人までの額で、４人雇いますと大体年間で 768 万円程度がかかるという考え方にな

ります。これにつきましては緑丘保育園にもあわせて該当をさせるという考え方を持って、町

全体で障がい児保育を進めていくという考え方を持っております。 

次に、２、延長保育事業についてということで、別紙４になります。 

(１)、概要は、保育時間が 11 時間を超えて開設する保育園に対して、保育士配置分及び施

設管理経費に対しての助成を行うものです。 

(２)、対象児童としては、その保育園に通園している児童です。 

(３)、保育士配置基準。①、延長保育を実施する場合、11 時間の開所時間内に児童福祉施設

の最低基準に基づく保育士の配置するほか、保育士１名を加配すること。②、延長する時間に

おける保育士の配置は、対象児童の年齢及び児童数に応じて保育士を配置すること。ただし、

保育士の数は２名を下ることはできない。最低２名は配置をしなさいということです。 

(４)、補助金額。①の基本分としまして、年間で月額 16 万円等が臨時職員の雇用にかかわ

る経費という考え方で、年額 192 万円、②の加算分としましては、これは延長する時間によっ

て決められるもので、30 分延長するという場合には年額で 30 万円の助成になります。 

(５)、保育料。この延長につきましては受益者負担が設定されておりますので、ほかのまち

の参考例では大体１時間当たりで 200 円から 300 円程度になっております。 

(６)、国道補助金。平成 22 年度から特別保育事業補助金、これまで交付金で２分の１が国

からという考え方できていたのですが、22 年度からは補助金となりまして、延長保育に要する

経費の３分の２が助成されることになります。国が３分の１、道が３分の１ですので、自治体

が残りの３分の１を負担するという考え方になります。 

(７)、その他。30 分の延長とは、開所時間を超えて 30 分以上の延長保育を実施しており、

当該延長時間内の 1 日当たりの平均対象児童数が 1 名以上いること。というになります。これ

が、1 時間の延長となりますと６名以上の児童がいることということになります。 

一番下の表になります。延長保育に係る補助金と町の負担という形で計算をさせていただい

ております。30 分の延長保育というところでは、町の負担としては保護者の負担を一番下に計

算しておりますが、大体 30 分で 150 円をいただいたとしまして、250 日の開設で利用者が２人

いた場合で7万5,000円くらいの受益者負担という考え方になります。それを差し引きますと、

町の負担としては 71 万 5,000 円程度、これが１時間になりますと、ふえまして 95 万 7,000 円

ということになります。 

 ４、経緯と今後のスケジュールになります。一番後ろの資料５になりますが、これは去年の

３月、法人が決定してというところまでは終わっておりますので、その後について経緯と今後

のスケジュールという考え方で出させていただきました。 

５月から町と法人との協議を進めてきております。10 月に保育士の募集開始がありまして、

９名応募した中で６名が採用の決定ということになっております。11 月 18 日に三者協議会を

設置しておりまして、この後 1 月から引き継ぎ保育が実施されております。この後になります

が、２月につきましては保育所の廃止条例、それから特別保育に係る要綱並びに行政財産の廃
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止に係る教育委員会の議案提案等がありまして、３月には議会のほうへ保育所廃止条例の議案

を上程させていただきたいと考えております。覚書の締結を進めまして、設置認可申請等のそ

れぞれの事務手続きを行って、４月には移譲法人による運営開始という考え方で、そのときに

は町立の保育士についてはほかへ配置がえという考え方で今のところ進めております。 

説明につきましては、雑駁ですが以上です。 

○委員長（及川 保君） 町立小鳩保育園の移譲に関しまして、覚書の内容、案そして４月開

設までのスケジュールも含めまして示されました。特にここでお聞きしたいことがありました

ら受けたいと思います。どうぞ。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 何点か確認も含めてお聞きしたいと思います。１つは、小鳩施設の改

修等については乙の負担で行うと、大規模な改修については今後向こうと相談しながらという

ことですが、前回訪問したときに、保育士さんが待機する場所が児童のほうの生活状況がよく

見えないという不便さがあると話があったのですが、今回引き継ぎの中でそういったことへの

改修の希望等はなかったのかどうか、その点が１点。 

給食は甲が作成したものに従うということなのですが、これは保育所運営費国庫負担金とい

う国の経費が入ってくるということで、民間も公設の保育所も同じ待遇にするという意味で甲

がつくったものに従ってもらうという意味なのかと思いながら聞いていたのですが、それで間

違いがないのかどうなのかということと、前に説明がありました特別保育に対しての運営費の

説明の中に、特別保育に関するものが入っていなかったとお話しされたのですが、小鳩保育園

の定員で、運営費の説明の中で 60 名定員に変更した場合の運営費は年間 1 万 7,720 円で公立運

営と比較しまして年間約 2,700 万円が軽減されるという説明があったのですが、これは特別保

育等が含まれていないのかどうなのかということが 1 つ。 

確認ですので。項目が多いのですが、延長なのですが、保育料の場合は３人目からただなの

ですが、延長に関しても２人、３人のお子さんがいましたら減額になるのかどうか。済みませ

んその点ちょっと教えてください。 

○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、施設の件になります。法人を決定した後の協議の中でも、

どこか施設として改修するなりというようなところはありますかということは協議の中でさせ

ていただきました。その中では、施設も見ていただいているのですが、特別ここがということ

はない状況で進んではきていました。ではありましたが、昨年の暮れくらいにもう１度施設を

見せてほしいというところで、法人さん側のほうで施設を見に行かれた中では気になるところ

というのが出てきているということは伺っております。ただ、こちらといたしましてもどこか

改修の部分はないですかと事前にお話をさせていただいておりましたし、先ほど説明しました

中でも言いましたが、法人さん側がご自分たちの考え方でここはこうしたいというところにつ

いては、これまで実際に保育園運営をしてきて大きな支障になっていない部分に関しては、そ

れは法人としての考え方というふうにこちらとしてはとらえております。ですので、そこのと
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ころまで町として改修という考え方を持っていません。 

それと給食に関してです。これにつきましては、例えば民間さんが栄養士さんを雇用されて、

その栄養士さんが国の基準に基づく栄養献立をきちんと立ててというのであればそれはそちら

の法人さんが独自でされても構わないことになります。ただ、なかなか栄養士さんを雇用して

自分のところで、まして１園でとなりますと経費的なものも大きいですので、それで町が栄養

士を雇ってしていますので、そちらを利用してくださるのであればどうぞということで今回入

っております。 

特別保育の負担分になります。大体 2,700 万円くらい軽減されるということで入れてありま

したが、先ほどの話のように特別保育を最初から計算をしていなかったものですから、ここの

ところでは軽減される額が若干年間 200 万円程度下がるという考え方になるかというふうに思

います。 

延長保育につきまして、確かに保育料の場合には 1 人目が全額で２人目は半額で３人目は無

料ということになっております。それからいいますと、考え方とすればこういう延長保育とい

うときにもそれは必要なのかなというふうには思っております。ただ、額的なものもあります

ので、それから利用される方が特定されるというところがあるものですから、そこについては

もう少し検討していきたいというふうに思っております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） わかりました。施設は子供に危険性がおよぶとかそういったことがあ

れば、やはり町がかかわらなければいけないのかなというふうには思ったのですが。 

１つ気になったことは、障がい児保育、これを実施していけばいくほど町単費であるという

ことなのですが、これは甲でも同じことなのですね。ですから、そういった面では今度これは

国がちょっと考えてもらわなければいけないことなのかなと私も思って聞いていたのですが、

今現在ではそういったことでふえていくと、もしこの障がい児のことも、これもかなり町単費

ですと、これはやはり先ほども言いました、町の出している運営費の減額になる部分がまた減

ってくるのかなと思いながら、もし２人いらっしゃれば重度ですと２人職員が採用になります

から、年間 300 何十万円ですよね。ですから、そういった形にまたなってくるのかなと。特別

保育ですからきっと計算されていなかったのかなとずっと思ったのですが、その確認が１つ。 

延長保育の今のところはいろいろな状況をこれから考えたいということで、児童クラブはた

しか２人目は半額くらいになっていたような気がするのです。そういうことからあわせていき

ますと、保育所は半額になりませんが児童クラブは半額ですというのが理屈として成り立つの

かどうなのか。その辺をちょっと考えないといけないのかなと思っていたのですが、その点に

ついて伺います。 

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 障がい児保育につきましては、今吉田委員がお話しのとおり、

やはり人数がふえていきますと町の負担がふえていくということで、軽減される部分には入っ
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ておりませんでしたので、その分がまた軽減額が少なくなるというところにはなります。特に

障がい児保育については明確な障がい名がつかないお子さんがどんどんふえてきている状況に

ありますので、これは本当に何とか自治体としても国に何とかしていただきたいという思いは

あるのですが、現状の中ではいろいろな問題を抱えているお子さんであっても、集団の保障の

必要性、それから保護者の方が就労する場合には当然そこの部分の確保といいますか、保障は

していく必要があるだろうというふうに押さえておりますので、これについては経費がかかっ

たとしましても当然町立保育園でも実施をしていることですので、町立でなければできないと

いうところになりますと子供たちに負担がかかることになるので、ここについてはやむを得な

いという考え方をしております。 

それと、児童クラブ負担についてはそれぞれ軽減があるのではないかというところなのです

が、基本的に保育料については軽減をしております。それは児童クラブの今の負担金と同じと

いう考え方になるだろうというふうに押さえております。それをもう一歩特別な手だてという

考え方での延長保育になりますので、そこについては先ほどもお話ししました、もう少し検討

させていただきたいというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。ほかございませんか。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） 基本的なことを何点か伺っておきます。詳細なことはまた別としまし

て、覚書を見たのですが、基本的なことなのですが、法的な有効期限はどういう形になるのか。

多分、覚書ですので、毎年度更新になるのかということ。 

それから、その答弁によって関連が出てきますが、一括で聞きます。覚書の６の(３)、ここ

で、原則５年間適用しますと言っていますけど、この５年間の担保が先ほど言いました１つ目

の質問とも関係しますが、法的、財政的な裏づけがどうなってくるのかということです。 

同じ６の(２)です。欠員になった場合に 100％助成するというように解釈していいと思うの

ですが、これらは前の委員会でも出ていますが、その辺の見解と町民感覚からいけば民間にあ

てて経営努力が当然必要になってきますが、なぜ丸々その分を助成しなければいけなのかと。

当然細かいことは別にしまして、職員の数ですとか 30 人以上は何人置くとかそういうことも当

然いろいろな整理が出てきますから、そういうものも含めましてその部分がどうも議論される

ところかなと思います。 

あと、細かいことですが、３の保育内容についてわかりました。(２)で特別保育をやります

と言っていますが、延長と障がい、一時保育等については別紙がついていますが、乳児保育、

生後６カ月以上を保育するという、これは普通ではやっているのではないですか。あえてここ

で入ってくるのはどうなのかなと思うのですが。普通の保育の中でやっているはずなのですが、

なぜあえてここで出てくるのかなということ。その辺を伺います。 

○委員長（及川 保君） 久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 原則５年間、これは適用するというようなことで覚書を書いてご

ざいますが、前回も説明したと思いますが、出生数等々の絡みから、やはりこれから保育園の
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定員については 60 名定員ですが、減少していくだろうという予測をしてございます。そういっ

た中で、そうなりますと町の持ち出しがふえていくわけでございますので、その辺の絡みでや

はりいつまでもずっと町が補償するということにはならないのかなと思っております。ですか

ら、したがいまして５年間という原則で加えてございますが、我々としましては移譲後も３年

間様子を見ようかと、経過を見てどのような定員数になっているかということをきちんと見定

めるということがまず必要かなとこう考えております。見定めの１つの目安としましては 60

人の定員でおおむね２割以上、例えば定員割れで 10 人以上の定員割れが続くというようなこと

が予想されれば、この 60 人の定員の見直しについても検討していかなければだめかなというふ

うに考えています。これは日章学園についてはそういうような形ですが、緑丘保育園も民間で

ございますので、緑丘保育園も同様な形で検証をしまして、今後どのような形がいいのかとい

うようなことを適宜検証しながらそういうことで採用していきたいなとこう考えております。 

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） もちろん、今実際に乳児保育を実施しておりますので。ただ、

国が言う特別保育事業という中に乳児保育も入っているのです。なので、それをあえてここに

記載をしていると。特別保育事業としましてはこういうものがあるというところで入れてある

ものです。実際に今白老町としましては実施をしておりますので、当然それはそのまま進めて

くださいよという、そういう意味で定員の中にもゼロ歳児については３名という記載をさせて

いただいておりますが、国が言う特別保育という中身の中で乳児保育も入っていますので、入

れたということです。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 私が言っていますのは、措置費の支弁額の中で整理されていると思う

のです。そうであれば、それ以外に、今言いましたようにやるということでありますと、金額

出す出さないを別にしましても、制度上こういう形だよということを別紙でうたっておかない

と、担当者はわかっていますが、我々は支弁額の中できちんとされているのになぜここで出て

くるのかという話になりますので。そういう部分をきちんと整理する必要があるのではないか

ということです。 

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 申しわけありません、この特別保育事業という中で言いますと、

もちろん乳児保育は支弁が出ていますので、これだけで上乗せになるというものではないので

す。ただ、特別保育事業というメニューの中で、例えば障がい児保育は該当にならないのです

が、乳児保育と延長保育ですとか、乳児保育と休日保育ですとかそういう２つ以上メニューを

やった場合に、特別保育事業という考え方で、例えば運営費の加算ですとかそういうものが発

生することになるのです。特別保育という形で乳児保育だけでというものではないのです。 

○委員長（及川 保君） 久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） ちょっと質問に漏れがありましたが、先ほどの有効期限の話です。

この覚書の話ですが、これはここに書いてありますように、やはり原則５年間はこういう形で
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いきたいなとこう思っておりますが、先ほど説明したように、子供の減少と社会情勢等々が大

きく変わってくることも予想されるわけです。ですから、その辺は３年の様子を見て、この内

容についても改正をしていくという形になるのかなと考えております。ですから、原則はやは

り５年ですが、３年間の様子を見まして、その実態にあった形でこの覚書を改正するというこ

ともあるのかなというふうに考えておりますので、ご理解していただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。大体わかりましたが、民間に移譲するといった場合に、や

はりいろいろ民間に預けてしまったのでそれで終わりではなく、行政との関係の中でどう生か

していかなければならないのか。今の緑丘保育園も民間のわけですが、町営の保育園に大体準

じて運営されているわけです。そのような中でいいますと、これからの運営費ですとか修繕で

すとかそういうものというのも、町との関係の中で同じようにやっているわけです。そうしま

すと、今ある民営の緑丘保育園との関係と同じ扱いになるのだというふうに押さえていいのか

どうなのかということが１つ。 

それから、保育内容のことなのですが、保育内容は大体前から民間に移譲しましたならサー

ビスもよくなりますよという話を随分されていたのですが、ここに出ています延長保育、乳児

保育、一時保育などというもの、これは一般的にどこでもやられていることだろうというふう

に思いますが、そういう保育にあわせて特別保育なども入れてくるということになりまして、

これも全部やりなさいというふうに言っているわけですが、実績として日章学園の法人のほう

としましては、ほかにも保育園を持っています、そういう中で全部やって、それをこなしてき

ているという実績があってこういうことが保障されるのかどうなのか。そのあたりはどういう

ふうに見ているのかどうなのかということが聞きたいなということです。 

もう１つは、私もやはり今話が出ました定数割れの場合の補償ということで、これはやはり

これから先々すごく難しい部分だろうというふうに、子供の数がきちんとつかめない以上大変

な部分だろうと思うのですが、やはり定数割れイコール補償ということがどうしても。やはり

そう考えてはいけないなと、ですから、それは保育事業を補償するという意味ではこれは考え

なければならないことなのですが、別な方式で保育事業を支援するというふうにすべきだとい

う話は前にありました。定数割れイコール補償ということでいえば、これから先々緑丘保育園

の関係も出てきますし、これから先に起こることも町全体の民間移譲という形の中では問題が

出てくるだろうというふうに思いますが、これは本当に今話した短い３年期限でそれを見てい

くと、定数も３年大幅に上回っていたりすると定数を見直さなければならないなどという話が

ありました。ですから本当に原則５年としながらも、３年でそれらを順次見直していくという

ことで押さえておいていいのかどうなのか、もう１回そこら辺を聞きたいなと思います。 

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 緑丘保育園と同じ条件かということで、緑丘保育園と同じ条件

ということであれば、これまで町が緑丘保育園の例えば改修、修繕等にかけてきた経費の単価

的なもので言いますと、何万円単位のものも町としては負担をしてきているのです。それから
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言いますと、そうではないと。同じというのはそうではない。やはり自助努力もありますし、

自主的にこの改修をしていただく部分もありだと。先ほども説明しましたが、軽易なものにつ

いてはその運営主体のところが責任を持ってしてくださいよと。それはそういう意味では緑丘

保育園との、今までと一緒ということにはなりませんし、緑丘保育園さんも今一生懸命自助努

力をしていろいろなところの小さな改修ですとかそういうものについては自分のところの経費

をいろいろと考えてしていただいておりますが、考え方としましては軽易なものについてはや

はり法人としての責任でお願いをしますよと。それは緑丘保育園さんにも同じようにお願いし

ますよという意味になります。 

それと、保育の内容というところなのですが、特別保育の特に一時ですとか休日保育ですと

かそういうところにつきましては、今の受ける法人さん側がやっています千歳の保育園でも実

施はしていないというふうに聞いております。やはり、一時はまだあれなのですが、休日保育、

この後病時、病後時保育というようなものが出てくるかと思うのですが、そこのところにつき

ましては、やはりきちんとした施設ですとか医療機関とのきちんとした連携がないとなかなか

そういう事業に踏み込んでいくというのは大変なものですので、やはりそこのところはなかな

か難しいと。ただ、延長保育等につきましては希望があって、ちょっと時間的なもののずれ、

そういうようなもので実施ができるというものに関しては、これはそこまでの難しさがありま

せんので、今千歳で実施をしているかというところ、話としまして聞いていたのかもしれませ

んが、ちょっと私の頭に中に残っていないものですから即答はできないのですが、延長保育で

あれば可能ですよと。実施ができるということが法人さん側のほうとも確認が取れていますの

で、それで実施をさせていただくということになります。 

○委員長（及川 保君） 久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 定員割れの話でございますが、我々としてはやはり初めから定員

割れということではなく、民間移譲することによりましてやはり特色がある保育をやっていた

だいて、60 人の定員、またそれ以上になってほしいという願望も持っていますし、日章学園さ

んとも話をしている中でも、そういう特色がある保育をやっていきたいというようなお話をさ

れておりました。 

また、今緑丘保育園の話もありましたが、緑丘保育園もずっと民間移譲して非常に人気があ

りまして、定員をオーバーして今まで措置しているという実態もございます。ただ、状況とし

ましては先ほども言ったように出生数が減ってきていると、人口も減ってきているという中で、

さてどうなのかなという思いもあります。ただ、先ほど私社会情勢と言っていましたが、こと

しの４月から子ども手当も支給されるというようなこともありますし、そうなりますと今私の

記憶ですとゼロ歳から５歳の子供がいる中で、約半分くらいしか保育園等々に入っていないと

いう実態もありますので、その辺の割合がどのように変化していくかと。実態の子供の数はあ

る程度決まっていますが、入ってくる子供たちが、お母さんが働きに出るなどということで社

会情勢も変わるかもわかりません。ですから、そういうようなことを踏まえますと、今後のこ

とは予測できませんが、先ほど言いましたように、もし減少した場合等々も考えまして、３年
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間の推移を見ながら保育園としてどうあるべきかと。それは日章学園さんも含め、緑丘保育園

も含めてその辺については検討していきたいなというふうに思っております。ですから、そう

いう流動的なものですから、とりあえず３年間はちょっと様子を見ていきたいとこのように考

えております。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。 

斎藤委員。 

○委員（斉藤征信君） わかりました。やはり民間に移譲した場合に、その運営の主体と町と

保護者、三者の合意といいますかそういうものというのは絶対に必要だろうと。行政としまし

ても、やはり子供を育てるという点ではきちんと最後まで面倒見てもらわなければならないと

いうあれがあるわけですから、この三者で目が届くといいますかそういう話し合いが進められ

ていくという、そういう保障というのがどこかできちんとなければならないと思うのです。三

者の協議会を立ち上げるというようなことを書いてあるのですが、これはどのような形でそれ

を立ち上げようとしているのか、時期的にいつになるのかそういうような点はどんなふうに考

えているのですか。 

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 三者協議会につきましては、今斎藤委員がお話しのように、や

はり保護者の方の思い、それから法人としましてこういうような運営をしていきたい、また行

政としましてもこういうふうにお願いをしたいと、それぞれの思いを同じテーブルの中で議論

をしていける場という考え方で昨年の 11 月に立ち上げました。その中でこれからの保育園の全

体の流れですとか保育の内容ですとかそういうものについての協議をしてきております。細か

いところまではなかなかないですが、年間の行事予定をどういうふうにしていくとか、今保育

園のサービスとして行っているものでこういうものについては継続をしていくですとか、ここ

についてはもう少し違う考え方を入れてほしいですとか、そういうところを保護者の方からも

いただいて、法人さんとしましてはそこについてはこういうような考え方していますよとか、

これについては一緒に継続をしてやっていきましょうですとか、そういうようなお互いの意思

確認も含めた考え方での協議会で運営を行って、もう立ち上げております。11 月 18 日に立ち

上げておりまして、前回 1 月 21 日に３回目を行っております。やはり保育の内容で小鳩保育園

の今の保育の内容を継承していただくということなのですが、やはり法人さんとしての考え方

もありまして、ちょっとこういうところは変えたいとか保護者のほうとしてはやはりそこにつ

いてはもう少しこういうふうにしてほしいですとか、そういうものを具体的にお話をしていた

だいて、そこの中でこういうふうに進めていこうというようなものを保護者説明会の中で保護

者の皆さんにも理解をしていただきながら進めているというところです。 

○委員長（及川 保君） ちょっと１、２点よろしいですか。確認だったのです。運営主体は

移譲することによって当然日章学園のほうに移ると思うのですが、万が一子供に大きな事故あ

ったという場合は、当然運営主体である日章学園が責任を負うのだろうとこういうふうに考え

るのか。それが１点。 
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それから、国の動向で、今後近い将来幼保一元化が進められるだろうと私たちは考えている

のですが、この日章学園というのは当然幼稚園も主体にされています。そういう状況になった

ときには当然交わされた覚書の部分についても見直しがされていくのであろうというふうに考

えますが、その２点についてお聞きしたいと思います。 

渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 当然、保育園を移譲しているという考え方からいえば、けが、

事故等が発生した場合の責任はその法人側にあると。ただ、敷地の中で、またはそれ以外のと

ころで特別何かの不慮ですとか行政側に故意なものはないですが、何か行政として不備があっ

て、それによって起きた事故ですとかけがというようなことになりますと、それは町として責

任も発生してくるというふうには思っております。 

幼保一元化についてなのですが、これにつきましては、国としましては施設が離れている距

離的なものも強制はそんなにしていないのですが、道としましては 500 メートル以内に施設が

ないと、というその条件がどうしてもつくものですから、それがクリアできていないと。うち

の今あるところとちょっと 500ｍではきかないのです。その規制があるものですから、なかな

か。道なき道を行くようになりますとちょっとわからないのですが、一応 500 メートル以内と

いう条件がクリアできていないものですから、そこのところについては今のところ該当してい

ないと。今後今の政権としても幼保一元化は積極的に進めていきたいというお話をしておりま

すので、その辺で条件等が緩和されるようになればまた法人さん側と協議をしていく必要はあ

るかというふうには思います。 

○委員長（及川 保君） わかりました。 

ほかございませんか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君） 本日の総務文教常任委員会協議会をこれで終了したいと思います。 

（午後 ０時１８分） 


