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第２回長野市社会福祉審議会児童福祉専門分科会会議録 
 
 

○開催日時  平成 23 年 1 月 28 日（金）午後 3 時 30 分から 5 時 00 分 
○場  所  長野市役所第二庁舎 10 階 会議室 17 
○出席委員  岡野会長・海野副会長・柄澤委員・小林委員・坂本委員 

塚田委員・原田委員・坂野委員・日野委員（以上９名） 
  ○出席事務局職員 
          酒井教育次長・新津教育次長 

【保育家庭支援課】 
金子課長・倉島課長補佐・田中課長補佐・竹村課長補佐 
峯村係長・稲垣係長・笠井係長 

【生涯学習課】 
 久保田課長・北原室長・久野係長 

 
１ 開 会 
２ 会長あいさつ 
３ 議事 

（1）平成 23 年度長野市の保育所保育料について 
＜資料 1 により事務局から説明＞ 

 
会 長  確認ですが、平成 21 年度と 22 年度は同じ（保育料額）で、ただし 22 年度

は高いほうに１階層増えたと。22 年度と 23 年度は同じということですね。

そうすると、高所得者の「Ｄ11」が増えた以外は、21、22、23 年度は同じ

ということですね。 
 
事務局  そうです。 
 
委 員  新たに増えた「D11」の階層には、全体の何％ぐらいの方が該当するのでし

ょうか。 
 
事務局  平成 23 年１月時点で、公私立あわせた保育園の在園児が８，５４０人、そ

のうち、D11 階層が７９人、割合で０．９３％になります。公私立の別では、

公立の在園児数が３，４４７人、うち D11 階層は１６人で０．４６％、私

立の在園児数が５，０９３人、うち D11 階層は６３人で１．２４％となっ

ております。 
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委 員  見込みとして、平成 22 年度と 23 年度の保育園のお子さんの数は。 
 
事務局  平成 23 年度の園児数については、入園申込みを受け付けて、現在その精査

をしているところですが、概数としては全体で人数は減っております。ただ

し、３歳未満児の人数は増えております。これは、全国的な傾向で、少子化

で全体の子どもの数は減っている中で、ご家庭の経済状況やライフスタイル

が変わってきて、お子さんが小さいうちから保育園へ預けるようになってき

ている傾向があるようです。ですので、全体的に子どもの数が減っている状

況と比べると、保育園の園児はそれほど減っていない状況です。 
 
会 長  よく全国的に話題になる、待機児童、未満児が多く待機児童になりますよね。

その状況はどうでしょうか。 
 
事務局  （長野市の）待機児童はゼロです。 
 
会 長  次の議題の話になってしまいますが、資料２の城東保育園などは、在園児数

が定員の６割なんですよね。 
 
事務局  城東保育園については、平成 23 年４月から統合ということで、それに向け

て入所調整をしておりました。川田保育園や下氷鉋保育園なども定員に満た

ない状況ですが、地域的に中山間地域や市街地から外れているような地域だ

と、在園児数が定員に達しないという傾向は見られます。 
 
事務局  城東保育園は、統合移管に向けて入所を調整させていただいた、特殊な状況

となっていますが、場所としては市街地なのでそういう特殊事情がなければ

定員並みの入所があったと見込まれます。長野市全体の公立保育所の充足率

は約９割です。公立保育所には中山間地にあるものも多く、そういうところ

は園児も少ないので、それも含めると約９割の充足率になるということです。 
 
会 長  他にご質問等がなければ、この案で社会福祉審議会の委員長へ報告したいと

思います。 
 
事務局  ただいま、平成 23 年度の保育料について、分科会では据え置きとするとい

うご決定をいただきましたので、会長さんからお話があったとおり審議会本

会への報告を行いますが、報告書案について、３ページの報告書案をもって
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報告をすることとさせていただきたいと思いますがいかがでしょうか。 
 
会 長  資料の３ページです。「平成 23 年度の保育料に当たっては、子育て世帯への

負担軽減の配慮と少子化対策の一環として、現行保育料を据え置きとする。」

という、このような報告書でよろしいでしょうか。 
 
      異議等の意見なし 
 
会 長  はい、ありがとうございました。それではこのように報告したいと思います。 
 
 

（2）長野市立保育所の民営化等について 
＜資料 2 により事務局から説明＞ 

 
委 員  民営化ということが何年か前から言われておりますが、非常に民営化の進度

が遅いなと。保護者の理解が得られないということだとは思いますが、資料

にあるように、運営は民営でも公営でも同等にできると説明しているのに、

なぜ理解してもらえる状況にならないのか疑問に思っておりまして、状況を

教えていただければと思います。 
 
事務局  民営化は平成 15 年からですから、既に７年経っており、おっしゃるとおり

時間がかかっていると認識しております。ただ、大事な子どもを預けている

保護者の方の気持ち、保育園に対する思いというのは大変強いものがありま

す。その中で、我々とすればうれしいことですが、「私たちは公立保育園に

預けている」という思いの中で、今のお話のとおり公立も私立も、国が定め

た保育指針という同じ基準に基づいて運営をしております。ですから私立に

なっても変わりないですよと、また、市は私立の許認可権を持っております

ので、皆さんの不利になるようなことがないよう指導していきますとご説明

をしてきましたが、一番初めに、少しボタンの掛け違いがあったのではない

かと思います。そういう部分で感情的になった部分があって時間がかかって

おりますが、じっくりと保護者の皆さんとお話をした結果、やっとここへ来

て動き出して目処がついてきたという状況です。民間でできるものは民間で

という市の方針もありますので民営化を進めて参りますが、今後はこれまで

のことを踏まえてスムーズに進められるようにしたいと考えております。 
 
委 員  民営化の方法も、いろいろな方法があって、指定管理者制度というのが行わ
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れるようになってきていますが、こういう考え方は実施していないんでしょ

うか。 
 
事務局  当初、長野市が民営化を行うに当たっては、移管という、建物を無償で譲渡

するなどの方法で、設置も運営も民間へ移すという方法での民営化を目指し

ておりました。進めていく中で、保護者の方の不安が大きいということから、

今は運営委託という形をとっております。この運営委託という方法は、指定

管理と実態的には変わりありません。従って、今は公設民営という形ですの

で、本当の民営化ということが今後の 終目標としてはあると思います。で

すので、色々な手法を用いて民営化をし、民間のいいところを引き出して、

子どもたちのための保育を実施していきたい、どうしても市は公平性を優先

しなければならないので、公立４１園を同じように考えて、一部の園だけ良

くするということはできませんが、民間であれば、その経営状況や子どもの

状況に合わせてサービスの向上ができると思います。市は、子育て支援のほ

うへ人材や予算を振り向けていき、総合的に子育ての向上をしていきたいと

いうことで民営化を進めておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 
 
委 員  次のステップとして、この４園（三輪保育園、川田保育園、下氷鉋保育園、

城東保育園）のほかに、計画はあるのでしょうか。 
 
事務局  今の考えとしては、先行している園のはっきりした目処が立った段階で、第

三者の皆さんも含めた会議を設けた中で、長野市の保育をどうしていくべき

かという根本的な部分から議論させてただいて、今後の民営化の計画を作っ

ていきたいと考えております。 
 
委 員  民営化のできない理由がはっきりしないんですが、保護者の方は保育士のや

り方などに不安を感じているのかなと思いますが、そうすると、民間の保育

士の方に不安を感じているのか、分からないんですが、長野市としては、同

じ予算でできるとすれば、もう少し方針を変えてどんどん決めていくべきで

はないでしょうか。 
 
事務局  市とすれば、研究会あるいは審議会の形にするのか、そういうものを立ち上

げて、きちんとした計画を作って、実施していきたいと考えております。今、

進めている下氷鉋保育園の目処が立った段階で、そのようにしていきたいと

思います。 
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委 員  三輪保育園は平成 21 年度に運営委託になっているわけですから、何年間か

の実績があるわけですね。民間へ運営委託をしても、優れた保育の質が保障

されているということを実証的に検証すれば、その説得力はあるのではない

かと思いますが。 
 
事務局  三輪保育園は、運営委託になってから保育の内容が良くなった、あるいは設

備的にも良くなったという肯定的な意見をたくさんいただいております。た

だ、これから民営化を進めようとする園の保護者の方は、これがという具体

的なことではなく、なんとなく漠然とした形で不安だというご意見の場合が

多いということがあります。また、長野市の保育士のほうが優秀だというよ

うなことはありません。逆に民間の保育士の方のほうがすごく優秀な方もい

らっしゃいますし、園の方針等もすばらしいものがあると思います。そう保

護者の方へ説明を重ねていく中で、15 年度に始まった民営化もここへ来て

目処がついて参りまして、下氷鉋保育園も２月には選考委員会が立ち上がり、

来年度には委託先を決定いただく予定です。 
 
 

（3）放課後子どもプラン施設の開館時間延長の実施について 
＜資料 3 により事務局から説明＞ 

 
委 員  本日の審議会は、先ほどの本会で報告がありましたが、この分科会でも意見

や要望を聞いてもらえるのでしょうか。 
 
会 長  先ほどの本会では、経過の説明がされたということでしょうか。この件は諮

問事項ではないんですよね。 
 
事務局  諮問させていただいたのは、平成 19 年にさせていただいて、既に 21 年に

答申をいただいておりまして、今回はその答申の中の時間延長を有料で実施

をさせていただくということですので、審議会の方向性をそのまま踏襲した

ものです。従って、改めて諮問・協議ということではなく、報告ということ

でお願いしたいと考えております。 
 
委 員  そうすると、私が意見や要望を申し上げても、反映していただく余地はない

ということですか。 
 
事務局  どのようなご意見、ご要望かその内容によってだと思います。この内容は、
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あくまでも総論的な方向性ですので、金額も答申のとおり保護者の方から月

額７００円をいただいてやっていきたい、また、それぞれの施設の状況に応

じて前後 30 分、あるいは１時間という形で実施していただきたいという方

向性ですので、委員さんのおっしゃるご要望がどのようなものなのかお聞き

する中で、実施が出来るものについては受け入れて実施させていただきたい

と考えております。 
 
委 員  このスケジュールの中で、指定管理者等の細かい内容については検討するこ

とになっているんだと思いますが、一応、私のほうから申し上げるべきこと

は申し上げて、ご検討いただければと思います。 
このことについては、今年の館長・施設長会としてのひとつの課題として

挙げておりまして、アンケート調査を実施しております。これは、職員がど

のように感じているかということが主な内容で、これは社会福祉協議会と市

のほうでも資料はご覧いただいていると思いますが、基本的に、職員側とし

てはこの延長に関しては消極的な考え方が多いと。これは何といっても時間

を長くするということになると、この仕事に就いている方たちは主婦の方が

多いですので、朝はともかく夕方は非常に厳しくなるので、今回のように、

過去のところからみると有料化ということが撤回されている中で、時間延長

を生かすという考え方のようですので、これを実施されると働いている皆さ

んは非常に家事労働が圧迫され、勤務者の負担が大きくなるというご意見が

非常に多くなっています。また、勤務地によっては職員の確保が難しくなる

のではないかという心配もあります。 
それに、どのような待遇になるかというと、保育園で実施している内容か

ら見ると、保育園の場合は延長、１人当たり幾らという内容です。こちらは、

１か月に３５０円とか７００円という桁の違う話です。また、働いている皆

さんへの賃金も通常の時給と同じとなっております。これは、保育園の職員

の賃金と桁が違い、千円というような金額になっているかと思います。私も

実際のところは承知しておりませんが、一般的にはそういうふうに捉えてお

ります。児童館、児童センター、プラザの職員は時給が８２０円で計算され

ております。それで１日当たりの仕事は、５時間がひとつの単位ということ

で、非常に厳しい労働になっているんじゃないかなと思いますので、この辺

のところを今後改善していただくことを要望したいと思います。館長・施設

長会、指導員会としても、市の施策に対して反対ですとも言えない訳で、や

はり協力すべきところは協力するんですが、それなりに要望も聞いていただ

きたいというのが本音です。 
      それから、平成 19 年の調査で 46％近い要望があったということで、非常
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に大きい数字になっておりまして、働いている皆さんは有料化とあわせてそ

のことも全てご破算になったんだという解釈をしている人が大部分です。今

回これが生きているということになると、やむを得ないことですが、今の割

合が非常に大きいなと。 
また、地域で子どもをみるんだという考えも相当浸透してきてますが、実

際の現場がそれでいいのかという点があります。例えばお子さんが長期休み

で、朝８時３０分から６時まで、これが１時間ずつの延長になったら朝７時

３０分から夜７時まで施設にいるということが出てきます。子どもは、親の

愛情に飢えております。本当にかわいそうな状況が見られます。ですから、

延長することだけが子育ての施策かということを我々は考えなければなら

ないと思っております。 
      それから質問ですが、30 分、１時間の延長は朝と夕方でセットというこ

となんでしょうか。夕方だけを延長するということはできるのでしょうか。 
      45.9％という数字は 19 年度のアンケートで、データが古いが、このよう

な大きな数字を使って動かすのかということについて疑問を感じておりま

す。現場の状況では、この間の調査等を見ていますと、ほとんど６時頃には

迎えに来てくれています。中には常習的に１０分、１５分遅れる方もいます

が、その程度であれば大目にみている、１時間遅れてくるとかそういう場合

にはご注意を申し上げます、そういう現状です。 
 
事務局  まず、そういう声が聞こえてこないというご指摘についてですが、議会の委

員会では、議員の方からは、６時に終わってしまうので、逆に、預けたくて

も預けられないという声が非常にあるということを議員さんからはご指摘

を受けて、開館延長を強く望まれているのが現状のひとつです。それから職

員側のアンケートの中で消極的だというご意見があるんですが、そこに、保

護者の方と実際に預かっている現場の指導員の皆様との間に乖離があるの

かなという感じがしております。 
また、19 年のアンケートでは、実際に有料で行った場合に預けるかとい

う設問の結果でして、45％あってもこの体制でやっていくけれども、20％
とかそれより少なければ、職員２名体制でやっていくことに変わりはないわ

けですから、施設側とすれば、安心、安全の中で預かっていただけるのでは

ないかと。逆に、もっと増えてくるということになると、２名体制ではとて

も大変になりますので、もう少し手当てをしていかなければならないのでは

ないかということも考えられます。 
45％という数字は、ニーズがあるということについては、変わるものでは

ないという趣旨で挙げさせていただきました。また、ニーズがないのではな
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いかというふうに現場の先生方はお考えになっていらっしゃるんですが、こ

れは、それぞれの施設で保護者の方にアンケートなどで要望を聞いていただ

いて、ニーズがない施設は敢えて実施する必要はないわけでございますので、

ニーズがある施設のみ行なっていただくことが原則です。 
それから、賃金の事とか、労働条件のお話をされておりますが、この方向

性は長野市が打ち出した施策でして、今８２ある施設は、指定管理者の事業

者あるいは委託を受けていただいている事業者が事業実施者ですので、その

労使関係については、それぞれの施設と職員との管理運営事項になりますの

で、それについて市が何か言える立場にはないんですが、今後、指定管理者、

委託事業者と考えていける部分があれば、調整させていただければと思いま

す。 
なお、一番、知っておいていただきたいのは、保護者の就労支援というも

のが、国、県、市の大きな政策の方向ですので、長野市がその部分で手を付

けないというわけにはまいりませんので、その点だけはご認識をいただけれ

ばありがたいと思います。 
 
委 員  それについてはよくわかるんですが、（施設で）働いている皆さんも、家庭

を持っていて同じことで、遅くなるということは負担なんですね。通常の労

働と同じように考えられるということは少し考えものかなと。労働基準法で

は８時間や７時間４５分を単位にしていますが、児童館などの施設は５時間

を単位にしていて、変則的でして、これが色々な面から考えていかなければ

ならないかなと思います。 近、勤務の管理が１日単位でなくて１時間単位

に変わってきています。これは指定管理者、社会福祉協議会と詰めていかな

ければなりませんが、時間管理でやるということも合理的ですが、基準では

１日は５時間単位で２６０日勤務というのが指導員の勤務時間なんです。現

場としては、２６０×５で１，３００時間がひとつの基準になろうかと思い

ますが、こういった事を社協さんとこれから詰めていかなければならないと

思います。４者懇談も行ってますが深い話し合いになっていないのが現状で

す。これから詰めていきたいと思います。 
 
委 員  私は今、子どもを保育園に預けていて、小学校の子どもを児童センターに預

けていますが、女性の職場に働いていてスタッフが何人かいます。産休・育

休をとって働く方がいますが、育休の後に職場に戻ってくれて働いています

が、現実的に保育園にいる間はいいけれど、小学校に上がってしまうと６時

までという制約の中で、勤務が５時３０分までなので着替えの時間なども考

えると６時までというのは厳しくて、保育園の間はいいけれど、小学校に上
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がるのを機に退職されるスタッフもいます。ですので、この制度は、働く母

親や、女性のスタッフで成り立っている職場にとっては大変ありがたいと思

います。ただ、ひとつ気になるのは、この７００円というのが私もすごく安

いんじゃないかなと思います。月７００円という根拠はどこから出たのかな

と、私としては根拠が知りたいです。 
 
事務局  先ほどの資料６ページをご覧ください。平成 24 年度から延長分を有料で実

施するとなると、全体事業費が６億８,３００万で、そのうち延長分が 
４,１４０万です。次に７ページをご覧いただくと、放課後子ども対策の国

の補助金が６１０万出まして、残りの費用が市と利用者の方の負担で概ね半

分ずつになります。これが、行政改革の中で、半分ぐらいの受益者負担が妥

当ではないかという考えが根拠になっております。社会福祉審議会からいた

だいた内容も、あるべき受益者負担という考え方の中で設定されたものです。 
 

委 員  実際に利用している立場として、実際の予算がどうかということなどを明確

にしていかないと、７００円で何でも７時まで預けられるんだというモラル

の問題も出てきて、そうすると、施設で働いている方へのご負担も大きくな

ると思います。保育園では、時間外がどのくらいになるのかという書類を園

に提出したりしていますが、そういうことを実施していくお考えはあるので

しょうか。 
 
事務局  こういった金額を設定した時の 19 年、20 年の審議会の中では、あるべき金

額がいくらかということを色々な面から検討されております。で 終的には

このような金額になっております。どうしてこの金額なのかという説明責任

は、これから 23 年度、１年間ありますのでその間に利用される保護者の方

にご説明していくことは必要だと思っております。 
 
委 員  せっかくいい制度なので、これから続けていただきたいのですが、利用者側

のモラルも低下しないようにきちんと説明していっていただきたいと思い

ます。 
 
委 員  先ほど、私がご質問した、朝・夕の延長はセットなのかということは。夕方

だけということはできないのでしょうか。 
 
事務局  ご利用のパターンを多くしてしまうと、施設の方が大変になると思っており

ます。今のところ、前後 30 分ずつ、又は１時間ずつというふうに考えてお
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ります。事前登録でご利用いただくことを考えておりますので、仮に夕方だ

け受けたい方がいても、それは同じ金額を受ける予定でおります。 
 
委 員  そうすると、施設としては朝・夕両方の延長の実施を決めなければならない

ということですね。 
 
事務局  その部分は、私どもももう少し詰める余地があるのかなと思っています。た

だ、現実に（学校が）休みの日は、朝８時３０分前に受けてほしいというご

要望が多いです。今の時点では、あまり多くのパターンを作るべきでないと

考えていますが、決して確定したものではなく、煮詰める要素はあろうかと

思っております。 
 
委 員  今のようなことは各地区の運営委員会では決められないのですか。 
 
事務局  もしパターンを増やすということであれば、運営委員会のほうでご決定いた

だければと思っております。 
 
委 員  この事業が、職員の方のボランタリーで支えられているということですね。

時給 820 円で、しかも子どもを預かるという仕事で、料金が驚くほど安い

という利用者の方のご意見もあるとなると少し考えたほうがいいのかなと

思えてきますね。ただ、今まではずっと無料で実施してきたということはあ

りますが。保育園の延長保育とは利用者負担が全然違うというご意見ですよ

ね。 
 
委 員  短時間労働でありながら、時給が非常に安いというのは、ずっと疑問に思っ

ております。部分的にはボランティアでやっていると感じながらやっている

のが現実です。職員の階級によってボーナスがあったりなかったり、不公平

があります。これも要望しておりまして、 近社会福祉協議会から「そうい

う認識はしております」という回答はいただきましたので、少しずつ変わる

かなとは思っております。嘱託、臨時職員に相当するものかなとは思います

が、時給に換算すると長野市の基準とも大幅に違うんですね。そういう特殊

勤務をしているのですから、せめて同等のものであってしかるべきかなと思

っております。 
 
委 員  働く女性の切実なニーズがあるということで実施するのだと思いますが、運

用の見直しは当然やりますよね。適正な価格か。まずは、今までなかったこ
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とに手を付けようということですかね。 
 
事務局  サービスの向上と、職員の待遇問題とを同レベルで考えることは、非常に難

しいものがあります。 
 
委 員  そういうこともあって、「市民ボランティアの参加」ということが挙げられ

ているんでしょう。 
 
委 員  まずは一歩踏み出してみようという位置づけかなと。だから矛盾もある。他

のお子さんに対する子育て支援ということで、善意でやっていただいている。

でも、その家のお子さんの子育て支援はどうなのかということですよね。ワ

ーク・ライフ・バランスを尊重しましょうと言いながら、それを担う人はワ

ーク・ライフ・バランスを我慢しろというのはどうかなと。いろいろ難しい

面はありますが、一歩踏み出してみましょうというご提案なのかなと思いま

す。職員の方で３０代の男性の方はいないですよね。 
 
委 員  ほとんどいないですね。この仕事だけでは親から援助してもらわないと生活

できないですね。Ａ職でも年１００万、その下は年７０万に届くかというく

らいです。 
私どもは延長をしてもらっては困る、反対だと言っているわけではなくて、

やるならば、みんなが納得する形でやってもらいたいという考えですので誤

解のないようにしていただきたい。 
 
 
 

以上 


