＊連載

⑴ つのチェックポイント

大阪市立大学大学院生／大阪府吹田市議会議員

保育所民営化︑
成功のポイント
︵中︶

美智子

場合はコストが増加する︒しかし︑建物を譲渡し

│事前の論点整理が不可欠│

利用者の不安・不満解消には具体策の提示を
中本
保育所民営化の成功要因

公立保育所の民営化の明暗を分けるポイントは

ができるので︑コストメ

第 章

何なのか︒失敗例も含め︑これまで民営化を進め

リットがある︒

プロセス││の三点に絞られる︒以下︑これらの

ていかなければならない︒

伴う運営費についても見

保護者が運営者変更の要望を出すに至っているも

ているケースもあり︑保育の質が低下したとして

蔓延︑保育士の集団退職など多くの問題が発生し

され︑事故や虐待とも言える体罰︑流行性疾病の

十分な引き継ぎ・準備もされないまま業務が開始

は︑受託業者が予定した保育士の採用ができず︑

保育所民営化を行う場合に掛かる建物関連コスト

第二に考えなければならないのが︑実際に公立

格差の是正をいかに進めるかという問題でもある︒

用が多く掛かってしまうという現実がある︒官民

間と比べて高く︑同じサービスを提供しても︑費

削減である︒公立保育所の保育士の平均年齢は民

環という側面が大きい︒中でも第一に︑人件費の

公立保育所の民営化は︑市町村の行政改革の一

①コスト

その分の費用が増加する

金などを創設した場合は︑

加と︑民営化に伴う補助

保育所への措置費用の増

るが︑民営化に伴う私立

費など運営費は削減され

公立保育所に掛かる維持

以上︑公立保育所の民

民営化にかかる、建設・増改築工事費用、土地購入費用
民営化後の法人への運営措置費
民営化に伴う施策実施による補助金など

費用負担を削減すること

厚生労働省に問い合わせたところ︑平成十七年

た自治体から学び取れる公立保育所の民営化成功

チェックポイントについて解説する︒

のもある︒また︑行政による計画発表から民営化

減項目をまとめてみた

営化に関するコストの増

増

た場合は︑将来︑建て替えが必要になった場合の

︵二〇〇五年︶四月現在で︑公立保育所を民間に

へのチェックポイントは︑①コスト②サービス③

件︑そして民間に譲渡しているケースが予定数も

第三として︑民営化に

施設︵公有財産︶を貸与しているケースは百九十

業務委託しているケースは三百九十八件︑民間に

含んで九十七件とのことである︒

実施までが半年弱という性急さで︑保護者から理

部屋の増改築の費用を市町村が負担する場合や︑

である︒例えば︑新たに乳幼児保育を行う場合の

報道等によると︑こうした民間委託などの中に

解が得られず訴訟に発展している例もある︒その

保育所にかかる人員減による人件費の減額
施設の有償貸与の場合の収入
保育所にかかる運営費の減額
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こととなる︒

他に︑民営化を議論したが︑結局凍結となったり︑

︵図表 ︶︒

減

3

仮移転の土地代︑仮保育所建設費用などが必要な

公立保育所民営化にかかるコストの増減項目

図表5

2

白紙撤回したという事例もある︒

5
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や不満を分類し︑それぞれへの対応を考えている

り分けされているか︑第三に民営化に対する不安

いるか︑第二に民営化に関する議論のレベルが切

場合は︑民営化に至るプロセスが成否を分けるポ

るかである︒サービスと

どのように保育サービスの質を担保し︑向上を図

か││の三点がある︒

②サービス

いっても︑市町村全体で
ⅰ民営化するとは

に︑そもそも民営化するということを整理できて

どれだけ保育サービスが

まず︑公営の施設の民営化を考える指標として

イントである︒チェックポイントとしては︑第一

向上するかという点と︑

経営主体が公か民かという点と︑そこで働く人た

公立保育所の民営化は︑
﹁最初にコスト削減あ

民営化される個別の保育

りき﹂では成功は難しい︒むしろ民営化に伴い︑

所のサービスが具体的に

ちの身分という点から考えると図表

になる︒こ

どう向上するのかという
点の二面がある︒まず最

の図では︑横軸を経営主体とし︑経営主体が公で

く人たちを︑すべて公務員︑基本は公務員だが一

費用もすべて公が担うもの︑次に経営主体は民間

部民間人︑そしてすべて民間人という分類とする︒

で︑民間費用を基本とするが︑公的費用の投入が

の充実と在宅子育て支援

この図に︑公立保育所︑民間私立保育所︑そし

も重要なポイントは待機

機能などの拡充が図られ

て公立保育所を民営化した保育所を当てはめてみ

児童の解消が図れるかで

ること︒そして︑個別の

る︒公立保育所は︑経営主体は市町村であり︑す

担うものの三つに分類する︒縦軸には︑そこで働

保育所において事業者の

べて公費で賄われているが︑清掃など一部外部委

ある場合︑そして経営主体も費用もすべて民間が

努力により地域とのコミ

託されている部分もあり︑公務員である保育士を

一時預かりなど特別保育

ュニケーションの向上が

経営主体：民
民間費用

費用負担

経営主体：民
基本は民間費用だが
公的費用の投入あり

経営主体：公
すべて公的費用

ある︒次に︑延長保育や

図られるといった付加価

合も多い︒民間私立保育所は︑働く保育士や調理

サポートするパートやアルバイトが働いている場
︶
︒

値 の 創 出 で あ る︵ 図 表

のため民間施設給与等改善費が公費から補助され

師などは民間人だが︑運営補助や公私間格差是正
公の施設の民営化の中

公立保育所

民間私立保育所

すべて
公務員

公立保育所を
民営化した保育所

弱 行
政
の
強 関
与

基本は民間人
一部公務員

弱
行政の関与
強
働く主体
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事業者による地域とのコミュニケーションの活発化と連携強化など

個別保育所の
サービス向上

待機児童の削減
保育サービスの拡充
一時保育・延長保育・病後時保育など特別保育の充実
地域保育支援サービスセンターの設置
ファミリーサポート制度や保育ママ制度など
市町村全体の
保育サービスの
向上
（保育施設）

7

ている︒次に︑公立保育所を民営化した保育所の

③プロセス

6

でも︑特に公立保育所の

経営主体と働く主体による民営化の分類
図表7

サービス向上のポイント
図表6
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すべて
民間人

（ 3 ）
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図表8
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保育所民営化をめぐる議論の整理

個別の保育所をめぐる論点
・コスト削減を優先するので、保育士の数が減り保育の質が
落ちる
・保育士の年齢が下がり、十分な保育が行えない
親の相談に乗ってもらえない
・突然先生が全員入れ替わるので、子どもへの影響が大きい
・保育方針が転換されるのが嫌だ
・新たに保育に関する費用負担を強いられるのではないか
地方自治体の行政施策をめぐる論点
・待機児童を減らすことが急務である
・コストがかかりすぎている、
人件費がかさんでいる。
コストを下げて、
他の子育て支援メニューにまわす
民営化によって特別保育の充実をはかる
・施設の老朽化が進んでいるが改修や建替の費用がない
・とにかく民営化反対である。
公立で保育所は運営すべき
・行政改革の一環としてのコスト削減先行にすぎない
・保育行政のありかた政策的展望がわからない、
理解できない
・公立の方が安心感がある
・保育行政は公的役割なのに後退する
・施設を民間へ売却、譲渡、貸与する場合、
税金の使い方として
不適切だ
・現在公立保育所で働いている保育士の労働権の補償は
どうなるのか
・民営化への期間が短すぎる
・民営化する事業者の選定に不安がある

個別の保育所レベル

保育所の
民営化に
関する
議論全体

地方自治体政策レベル

国の制度レベル

国の制度をめぐる論点
・国の公立保育所補助金の一般財源化と自治体への補助減額
が悪いのだ
・児童福祉法の改正が悪い
・民間企業やNPOも保育所経営が可能にしたことは保育産業
を儲けの対象としている

場合︑民間私立保育所と同じく経営主体は民であ

るが︑土地の無償貸与や建物の無償譲渡︑当初の

施設整備費負担といった︑運営コストへの公的な

図表 から行政の関与度合いを見ると︑公立保

補助がなされている場合が多い︒

育所が民営化された保育所は︑公立保育所と民間

私立保育所の中間に位置することが分かる︒運営

の基準や︑望ましい条件整備などが決められてお

面においても︑民営化する場合には保育サービス

ⅱ民営化をめぐる議論

り︑民営化といっても行政の関与の度合いが強い︒

のよ

公立保育所の民営化に関する議論にはどのよう

な論点があるのか整理をしてみると︑図表

うになる︒実は︑一つの保育所の民営化について

議論する場であっても︑国の制度をめぐる論点も

あれば︑自治体の行政施策をめぐる論点︑個別の

保育所をめぐる論点がある︒現場ではこれらの論

点が渾然一体となって︑市民や保護者から噴出す

る︒人によってどのレベルで議論しているのかが

違う︒行政側がこれらを分類整理した上で対応を

例えば︑国の制度をめぐる論点は︑地方自治体

考えておかないと不満や不信を招く結果となる︒

において個別の保育所の民営化を考える上では議

論しようがない︒地方自治体の行政施策をめぐる

論点では︑﹁とにかく民営化反対﹂や﹁公立の方

が安心感がある﹂といった感情論的な論点は論外

である︒また︑公立保育所の保育士の身分保障に

ついては︑保育所の運営とは別の次元の話である︒

8
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反対運動の不満・不安の整理
図表9

しかし︑それ以外の保育行政をめぐる論点は︑行
政がいかに市民を納得させる施策を示せるかとい
う問題である︒さらに︑民営化の対象となる施設
を利用する子どもたちや保護者の不安を取り除き︑
個別の保育所のサービス向上をどのように図るの
ⅲ民営化への不満・不安の整理

かという点への対応策も必要である︒
次に︑各地で起きている公立保育所の民営化反
対運動について︑ヒアリングや反対派のホームペ
ージの閲覧︑雑誌などへの掲載記事︑民営化に反
のよ

対する主張が書かれた図書などから︑反対意見を
分析しプロセスごとに分類してみると図表

ような人に対しては︑どのような手段も通じない︒

うになる︒Aの﹁とにかく民営化に反対﹂という

市町村の担当者が︑当事者や市民に対して積極的

しかし︑B〜Eに分類した不安や不満に対しては︑
に情報公開と情報提供を行うべきである︒そして︑
なぜ民営化なのか︑どのような手法を取るのか︑
どのようなメリットがあるのか︑保育サービスの
向上があるのか︑といった点を説明できれば解消
される課題である︒保育所の民営化問題が︑多く
のもめ事を引き起こしているのは︑Aの人たちに
よる反対運動もあるが︑B〜Eの人たちに対する
行政の説明不足︑対応のまずさがあるのではない
だろうか︒
最終回となる次回は︑実際の自治体での保育所
民営化の成功例を紹介して分析するとともに︑筆
者の考察を提示する︒

かすみ
かすみ
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9

E 自分の子ども
が通う保育園
の運営に不安
C 民営化の
D 民営化
意味がよく
プロセスに
わからず不安
不満
B 行政の保育
政策に不満
A とにかく
民営化に反対

民営化後の保育所
の経営主体
民営化プロセス

行政
（市町村）
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