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会 議 録

第７回和光市公営保育所在り方検討委員会

開催年月日・召集時刻 平成３１年１月８日 午後７時

開 催 場 所 和光市役所 ５０２会議室（５階）

開催時刻 午後７時００分 閉会時刻 午後８時４５分

出 席 委 員 事 務 局

沼尾 波子 子どもあんしん部審議監兼次長兼ネウボラ課長 結城 浩一郎

小川 晶 子どもあんしん部次長兼保育サポート課長 大野 久芳

榊 理江 子どもあんしん部保育施設課長 平川 京子

鈴木 幸子 保 育 サ ポ ー ト 課 主 幹 兼 課 長 補 佐 中野 陽介

舩本 勉 保育施設課長補佐兼事業管理担当統括主査 上原 健二

安井 和男 保育施設課施設整備担当統括主査 山口 元輝

星野 裕司 保 育 サ ポ ー ト 課 支 給 認 定 担 当 主 査 渡辺 拓也

喜名 明子 保 育 サ ポ ー ト 課 支 給 認 定 担 当 主 事 齊藤 哲也

保育施設課事業管理担当主任 今野 陽子

保育施設課事業管理担当主任 成田 真理子

保育施設課施設整備担当主事 加藤 史康

保育施設課施設整備担当主事 山崎 美香

欠 席 委 員

津村 典子 委員

備

考

傍聴３名

会議録作成者氏名 今野 陽子 成田 真理子
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会 議 内 容

事務局（平川）

沼尾委員長

事務局（大野）

恐れ入りますが、事務局から開会前に資料の確認をさせていただきます。

【当日配付資料】

・次第（裏面：委員名簿）

・資料１【和光市公営保育所在り方検討委員会報告書（案）】

・資料２ 各委員の意見への対応

・参考 公務員保育士の採用形態

以上が本日の資料となります。資料の不足がある方は、事務局までお知

らせください。

開会前にご案内申し上げます。この会議は公開となります。また、審議

につきましては、後日、和光市ホームページで会議録として公開いたしま

す。会議録作成のため審議内容については、録音させていただきますので、

ご了承ください。

本日は、ご多用のところお集まりいただきましてありがとうございます。

定刻となりましたので、会議を始めさせていただきます。なお本日、津村

委員から欠席の連絡を受けましたので、ご報告申し上げます。議事につき

ましては、和光市公営保育所在り方検討委員会設置要綱に基づき、沼尾委

員長にお願いしたいと思います。それでは、沼尾委員長、よろしくお願い

いたします。

それではただいまから、「第７回 和光市公営保育所在り方検討委員会」

を開催いたします。本日の議題は、「在り方検討委員会報告書（案）」につ

いてご議論いただきたいと思います。

前回会議でいただきましたご意見と、年末に事務局から送付しました報

告書（案）に対し、後日提出いただきましたご意見を踏まえ、事務局のほ

うで、資料１「和光市公営保育所在り方検討委員会報告書（案）」を作成し

てくださいました。はじめに事務局から資料の説明をお願いいたします。

それでは、資料１「和光市公営保育所在り方検討委員会報告書（案）」の

説明をさせていただきます。はじめに資料１の表紙裏の目次をご覧くださ

い。前回会議では、はじめに.～本委員会設置の背景～、続いてⅠ～Ⅳまで
の四章構成にしておりましたが、これをⅠ～Ⅴの五章構成とし章、タイト

ルも変更をしております。この理由としましては前回会議の中で、市全体

を包含する観点から基本理念、わこう版ネウボラを掲載するのが良いので

はないかとの提案をいただきましたので、これを二章目の和光市における

子育て支援と保育基盤の課題にまとめたため一章追加となり五章構成とな
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りました。これにより、はじめにから保育の現状、子育て支援と保育基盤

の課題、公務員保育士に期待される役割、実現のための取り組み、公設公

営保育所の運営方式と流れがよくなったと考えています。引き続き各委員

からいただいたご意見について概要と対応についてご説明します。

資料２をご参照ください。左から委員意見概要、意見の趣旨、意見を踏

まえた見直しを記載しています。今回３人の委員から１２件のご意見をい

ただいていますが、報告書の関係で順不同になっています。始めに【榊委

員３】はすでに目次を作成しました。次に【榊委員１】の「子ども」と「児

童」の使い分けについて注釈をつけてわかりやすくできないか、というご

意見でしたが、原則として「児童」と表現を統一しますが、保育所保育指

針や子ども子育て事業計画からの抜粋につきましては原文どおりとし、「子

ども」で修正してあります。合わせて１ページの注釈１として「子ども」

は 18 歳未満の者をいい、「児童」はそのうち就学前の者をいう、を追記し

ました。次に【榊委員２】【舩本委員１】の「公務員保育士」、「正規保育士」、

「公務員常勤保育士」の違いについて具体的な注釈をつけたほうが良い、

ということと、【榊委員４】の公設園に勤務する公務員保育士以外の職員の

人材について今後の制度改革を踏まえ柔軟に人材確保を行う予定があるの

か。また、この点について何か盛り込む検討はできないのかといった、意

見もいただいています。意見を踏まえた見直しとしてはそれぞれのページ

に脚注をいれ、正規保育士については 10 ページの注１「正規保育士とは、

公務員保育士のうち任期の定めがない常勤職員」とし、常勤保育士につい

ては５ページの注３「常勤保育士とは、一日６時間以上かつ月 20 日以上勤

務する保育士をいう」と注釈を加えました。また、５ページのⅢ１－（1）

中の公務員常勤保育士の文言は公設公営保育所の常勤保育士、と修正しま

した。

次に【鈴木委員１】しもにいくら保育園の閉園理由を記載したほうがい

い、という意見につきましては、２ページの注意書きに閉園理由を「土地

区画整理事業進捗のため」と追記しました。【榊委員５】の５ページの５行

目に「保護者への支援」の部分は「地域の児童やその保護者への支援」と

修正しました。【榊委員６】の公設公営で勤務している保育士は公務員であ

る、と記載していますが、一時保育室については委託先のため誤解を生じ

ないようにしたほうがいいのでは、との意見があったためこちらも注２と

して「みなみ保育園一時保育室・しらこ保育園一時保育室を除く。両一時

保育室は現在、民間法人に運営を委託しています」と追記しました。【鈴木

委員２】８ページ(2）に定期的な労働環境の実態把握が大切ではないか、

という内容の記載を補充したほうがいいのではないか、との意見でしたが、



- 4 -

安井委員

これは労働環境の改善と保育の質は密に関連しているというこ

とから、本委員会の審議事項である公営保育所の役割・公務員保育士の役

割に関する提言として、民間保育施設の保育士の業務軽減に資する内容を

次のように追記しました。「また、上記のような巡回指導や情報共有の取り

組みを通じて、市内の保育施設に勤務する個々の保育士が、保育現場で抱

える悩みや課題が解決されることにより、保育士の業務負担の軽減が図ら

れることも期待されます。そのためにも、各種会議・研修会等は実践的・

具体的な内容が望ましいと考えます。」と追記しました。【鈴木委員３】し

らこ保育園の民営化に関する意見としての 14 ページ（1）「さまざまな意見」

と（2）「いずれの意見」については具体的に記載したほうがいい、と意見

がありました。重要かつ真摯に受け止める必要があると判断し、15ページ

に「各委員からの意見例」として掲載しました。【榊委員７】の 14 ページ

「小規模保育事業所にとって身近な連携・相談施設としての公設公営保育

所が南北に２園あることの有益性」との記載について見直しが必要ではな

いか、と意見をいただきました。合わせて【榊委員８】と一緒に説明した

いと思います。

14ページ（2）中で、「しらこ保育園が民営化されることにより、同園の保

育士の質が低下することがあってはならず」、の記載は民間施設にとって誤

解を招く表現であることから原案を修正し「一方で、上記の通り、民間保

育施設の身近な相談機関としての公設公営保育所が南北に２園あることが

望ましいといった意見や複数施設による切磋琢磨の過程が確保されことが

望ましいという意見も既述のとおり、十分に考慮されるべきであると考え

ています。このため、しらこ保育園が民営化されるにあたっては、公務員

保育士による巡回支援等の民間保育所への助言機能は市内の南北で差が生

じることのないよう配慮するとともに、市内の各施設が互いの保育内容を

比較検証できる仕組みが充実することが必要と考えます。」といった表現で

修正しました。次に榊委員、舩本委員の質問にもありました公務員職員の

採用形態の違いについて、参考として資料を配布しましたので安井委員よ

りご説明していただきます。

参考資料の公務員保育士の採用形態を、説明したします。常勤一般職員

（任期なし）については、一般の市正規職員です。任期の定めなく常勤勤

務を要する職員です。常勤一般職（任期付き）については、いわゆる任期

付き職員ですので、採用の法律根拠が地方公務員法でなく、地方自治体の

一般職の任期付き職員の採用に関する法律での任用となります。任用の一

定期間内に終了が見込まれる業務、一定期間内に限り業務量の増加が見込
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沼尾委員長

喜名委員

沼尾委員長

まれる業務について、任期の定めを持った常勤職員を採用できる制度があ

ります。

今回保育所の在り方を検討する中で、保育所保育士任用についてどうい

う形で在り方が検討されていくのか、正規職員ですと任期の定めのない職

員ですが、今後の検討の方向性の結果が出るまでは、任期付き職員を採用

していこう、特別な事情の範囲の中で任用している形態になります。従っ

て今後、在り方を検討され将来の方針については、常勤職員の任期なしと

任期付きを合わせた者が正規保育士としての考え方になります。

非常勤特別職職員（任期付き）もおります。こちらは嘱託職員の立場に

なります。これから制度が検討され、会計年度任用職員がここに該当しま

す。

臨時職員は常勤職員が欠けた場合、産休・育児休業もしくは病気休暇、

そうした特別な事情の場合採用されます。こちらも制度が変わりますと、

臨時職員の根拠づけがさらに厳しくなってきます。

今後制度が変わりますと、常勤一般職（任期なし）が正規職員となり、

非常勤特別職（任期付き）は、会計年度職員となります。フルタイムの会

計年度職員とパートタイムの会計年度職員に分類されます。注意しなけれ

ばならないは、ここの相当期間に任用される職員が就けるべき業務です。

本来、通常の業務量が相当期間が生じる場合は、常勤一般職（任期なし）

を採用していくとなるのが、これからの制度の内容となります。以上が参

考資料の説明となります。

それでは、「和光市公営保育所在り方検討委員会報告書（案）」の中身に、

入っていきたいと思います。「参考資料」については修正案との関連で、ど

のように位置づけてと考えればよろしいでしょうか。

舩本委員と榊委員から正規保育士、常勤保育士の定義を明確に記載した

ほうが良いとご意見がありました。法令に正規保育士の定義付はありませ

んが正規職員を採用、長期的人材育成をすべきではないかと鈴木委員・舩

本委員からご意見がありました。これまで鈴木委員・舩本委員の念頭に置

かれていたのは、いわゆる常勤一般職（任期なし）のことだと思います。

このためこの報告書においては、資料１の 10 ページの最後の行にありま

す、「（注４：正規保育士とは、公務員保育士のうち任期定めがない常勤職

員）」と説明を記載しました。

改めて（注４）の記述を現行制度にあてはめ、その枠組みの中で整理す
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委員一同

沼尾委員長

小川副委員長

喜名委員

るための補足として「参考資料」を配布しているということですね。

それでは今回の修正案について順番に確認・検討していきたいと思いま

す。目次の構成は前回会議で議論し、５章立てに作り直しています。これ

についてのご意見はいかがでしょうか。

＜意見なし＞

次に、「はじめに.」、「Ⅰ.和光市における保育の現状」のところはいかが
でしょうか。

資料２の各委員の意見への対応の委員意見概要の【榊委員１】にありま

す委員意見に「子ども」と「児童」の使い分けについてですが、18歳未満

ですので就学前の者を言う時は、別の表現ではないかと思います。

ここは事務局内で議論をしたところですが、「児童」の定義が子どもに関

する法律で違います。児童福祉法上の「児童」は、基本的には 18 歳未満を

指します。満１歳に満たない場合は「乳児」といいます。満１歳から小学

校就学の始期に達するまでの者は、「幼児」です。小学校就学から満 18歳

に達するまでは、「少年」と呼びます。大きくくくると満 18歳までは「児

童」となります。

子ども・子育て支援法での扱いは、満 18 歳に達した後の最初に来る３月

31 日までの者を「子ども」とします。「児童」というのは、一元化に決ま

っているものではなく、一般名詞となりますので、この報告書の中で独自

の定義を置くことは差し支えないと思います。

待機児童と一般的に言う時は、「乳児」・「幼児」の区別をせずに０歳児も

含め呼びますし、この報告書の中では満１歳未満か区別する必要性はない

ので、「児童」としています。

就学前の子どもを「児童」と統一表記したかったのですが、資料１の３

ページにある「子どもが自己肯定感を育み健やかに育つしくみづくり」の

表記が課題となりました。

和光市がどのような子育てを実施したいのかの理念を表記するために、

子ども・子育て支援事業計画から引用いたしました。子ども・子育て支援

事業計画では、「子ども」という単語を使用しています。子ども・子育て支

援事業計画は、市全体での子育て世帯に対する事業計画を定めておりまし

て、18 歳未満の子どもが利用する児童館や、小学生向けの学童クラブの整

備の取り組み、要保護児童対策協議会に関する取り組みも表記されていま
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小川副委員長

喜名委員

す。子ども・子育て支援事業計画における「子ども」は 18歳未満を想定し

ています。このため「児童」と「子ども」の表記が混在しています。定義

をあえて分類するならば、「子ども」は、子ども・子育て支援事業計画の対

象となる 18 歳未満の者を示し、「児童」はこの報告書においては、就学前

の者と定義しました。「児童」の単語について他に適当な言葉があれば、置

き換えも可能です。文面の各箇所の表記を、例えば就学前児童と書き換え

するとしても、適合する場所とそうでない場所があると考えてます。

「子ども」・「児童」の言い方の根拠法と待機児童は例案が異なるので、

また別の事柄だと思います。「児童」と表記するところを「子ども」に直す

ならば、「子ども」を使用するここでの規定概念は良いとは思いますが、も

う少し相応しい言葉がないかと思います。発達的には乳幼児期となります

が保育所は、妊娠期から扱いますので「児童」と表記せず、就学前の子ど

もの方が良いかもしれません。役所の部署名も「児童〇〇部」から「子ど

も〇〇部」と変更しています。この報告書の中での規定概念ならば良いで

すが、単語をセレクトした方が良いと思います。

「児童」の単語が登場するのが、１ページの【参考１】認可保育施設数

の推移の表の注意書きの「（※）地域型保育事業所とは３歳未満の児童」と

あります。次に２ページの【参考２】認可定員数の推移（定員数全体と運

営主体別定員）の（3）今後の受け入れ体制拡充の必要性の文面に「待機児

童数」、４ページの 11 行目に「多数の市内児童」、５ページの８行目に「通

園してくる児童」、14 行目に「保育所保育指針に示された適切な児童」と

あります。６ページの３行目・５行目・６行目に「児童の年齢」とありま

す。８ページの 28行目に「適切な児童への保育提供」、９ページの２行目

に「児童数・年齢構成の点でも」、９ページの「３.公務員保育士に期待さ
れる役割～市内全児童へのまなざし～」、９ページの下から２行目に「市内

の児童全てを」とあります。14 ページの【参考 13】のグラフの下から１行

目に「受け入れ児童に対する施設型給付費等」、７行目に「人口に対する就

学前児童数」とあります。16 ページの 23 行目に「児童への保育内容の継

続性に配慮し」とあります。

馴染みのある単語の「子ども」を使用したかったのですが、報告書にこ

れだけの数の「児童」の単語を全て「子ども」に置き換えると、適合する

場所と適合しない場所があるので、一般名称として「児童」を使用し、想

定しているのは就学前の者と定義しています。
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小川副委員長

喜名委員

小川副委員長

沼尾委員長

今ご指摘いただきました箇所は、そのままでもいいですね。法から抜粋

している用語はそのまま使用し、保育所在園児は０歳児～５歳児としてい

るの児童と表記して良いと思います。それよりも、抜粋文章は「」を付け

引用先・出典を表記すべきです。要するに「児童」・「子ども」の表記の違

いは、文章の引用を基に表記しているので、「子ども・子育て支援法」、「児

童福祉法」等その引用先が分かれば明確になると思います。

例えば５ページには「保育所保育指針」が記述されていますが、これは

児童福祉法となりますので、「児童」と表記している訳です。出典を明らか

とし根拠法に従い「児童」・「子ども」を使い分けしているとすれば良いの

でないでしょうか。

そのように使い分け記載しましたが、市民から見た場合「子ども・子育

て支援法」と「児童福祉法」の違いの理解は難しいと思います。市民がこ

の報告書を読むときに「子ども」と表記する箇所と「児童」表記する箇所

が分かりずらいと思いましたので、あえて定義いたしました。勿論違いが

分かる方ならば、定義を記載する必要を感じないかもしれません。

それでは「子ども」と「児童」が混在していることについて書きます。

子どもを巡る法制度で「子ども」・「児童」の言葉が混在して使用されるた

めです。これらから引用や要旨を記載しているので「児童」・「子ども」が

混在していたとしても保育所は０歳児～５歳児までですが、ネウボラ事業

の継続的支援とすると幼小連携とするとき、保育園児は５歳児までですが

それ以外の子どもへの眼差としたとき、在園児か在宅児であるか、兄弟間・

世帯間への支援を考える時は、年齢も様々です。これまでの議論にありま

したとおり、保育所が地域に多くある専門機関ですから、広い視野で捉え

るならばこうした切り口にしなくとも良いかもしれません。就学前の子ど

もを指すのでなく、「保育所保育指針」は０歳～５歳児の乳幼児を扱います

が、児童と表記しますので、あえて「児童」と表記すると違和感がありま

す。

資料２によると、文言の整理については、原則として全て「児童」で統

一しますが、「保育所保育指針」「子ども・子育て支援事業計画」からの抜

粋の場合は、原文のとおり「子ども」を用いる方針としています。この方

針に変更はありませんか。この方針を注釈として記載するのは、いかがで

しょうか。
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喜名委員

沼尾委員長

榊委員

沼尾委員長

喜名委員

沼尾委員長

小川副委員長

喜名委員

沼尾委員長

それで構わないですが、榊委員のご意見に「児童」と「子ども」に使い

分けについて注釈を付した方が良いとありますので、方針を注釈として記

載した方が榊委員のご指摘を反映するならば、事務局としては良いです。

榊委員いかがでしょうか。

市民の方が報告書を読まれた場合、「児童」・「子ども」の文言を整理でき

るように理由が記載されていれば、良いと思いました。

それではこの報告書では、「児童」・「子ども」の言葉を使用していますが、

原則は「児童」に統一し、法律名称、指針から引用しているものは、「子ど

も」をしていると注釈を入れることでよろしいでしょうか

はい。

では私から申し上げます。資料１の「はじめに.～本委員会設置の背景～」
の９行目赤字部分の「保育施設の多様化する中で」とありますが、これを

「保育施設の在り方が多様化する中で」とした方が意味がとおり易いと思

いますので修正をお願いいたします。

次に３ページ目の「Ⅱ.和光市における子育て支援と保育基盤の課題につ
いて」はいかがでしょうか。

こちらについては特に意見無しということでよろしいでしょうか。

次に「Ⅲ.公設公営保育所・公務員保育士に期待される役割」については
いかがでしょうか。

公務員保育士という言い方は、和光市職員の保育士職ということですよ

ね。他の自治体は公務員保育士でなくとも良い自治体もある訳ですが、和

光市の場合、ここに価値付をするのは、和光市職員であることだと思うの

で、もう少しフォーカスできると良いと思います。

今のは、５ページの１．公設公営保育所の特徴（1）保育士は公務員

のところですか。

要するに公設公営保育所の公務員保育士とすると、一般論として公務員

保育士とはこうしたものだと、読まれる可能性があるので、５ページの「Ⅲ.
公設公営保育所・公務員保育士に期待される役割」の下の文章の「上記の
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小川副委員長

喜名委員

小川副委員長

喜名委員

小川副委員長

舩本委員

小川副委員長

舩本委員

ような課題を解決し、質と機動性の確保された保育体制を実現するため」

の部分に、和光市においてどのような役割が期待されるのかと、加筆する

必要があるということですか。

公務員保育士とする言い方ではなく、和光市職員（保育士職）ですよね。

そこは市職員の在り方に関する報告書であれば、市職員（保育士職）で

良いと思いますが、この報告書は保育に関する議論なので、公務員保育士

（市の職員）の表記になると思います。小川副委員長がおしゃるのは、単

語として使用するのでなく、市職員であることにフォーカスした方が良い

とのことだと思います。

和光市が指標を定めた公務員として和光市を深く理解し、市政の中に位

置づける保育行政を認識している、価値ある保育士ということですよね。

国家資格としての保育士だけでなく、和光市の特色が出せると良いと思い

ます。

単語として何を使用するかの考えと、公務員保育士は和光市職員ですか

ら役割内容についての議論は区別した方が良いと思います。単語に多くの

説明を付すのは、なかなか難しいところがあります。小川副委員長がおっ

しゃるところは、資料９ページの３.公務員保育士に期待される役割に記述
しております。市職員だから期待される役割があること、制度設計等に積

極的に関与することとし、分かり易く記述されていると考えます。

私も公務員保育士時代がありますが、例えばこの議論を経て舩本委員は、

公務員保育士という単語に自分のアイデンティティがありますか。

保育士であり市職員であるという考え方です。

そのことがこの議論では大事であったと思います。舩本委員に伺うと、

しっくりする素敵な単語があると思います。

公務員保育士という単語が一般言語、日常用語ではないと思いますし、

公務員保育士という言葉に、しっくりはこなかったです。そもそも標題に

和光市公営保育所在り方検討委員会と表記されているので、和光市を指し

ていると思っていましたが、「Ⅲ.公設公営保育所・公務員保育士に期待さ
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沼尾委員長

小川副委員長

沼尾委員長

小川副委員長

安井委員

沼尾委員長

舩本委員

喜名委員

れる役割」を「Ⅲ.和光市の公設公営保育所・公務員保育士に期待される役
割」とすれば包括できると思います。

確かに公務員保育士と保育士の定義が複数あり、どれが何を指している

か分かりづらいと私も伝えました。注釈を付けていただきましたので、だ

いぶ改善されたと思いますが、和光市における公務員保育士の定義、和光

市においての公営保育所で働く保育士等、長い名称になるので公務員保育

士の名称は致し方無いと思います。

小川副委員長から公務員保育士の代案がありますか。

例えば、公務員保育士でない保育士はいないということですよね。特殊

性が出ない呼び方だと思います。この公営保育所保育所在り方検討委員会

で議論してきた事柄と適合しないので、他の名称がないかと思いました。

保育職、保育士職という概念はあるのでしょうか。

採用枠はどのようなものでしょうか。

採用枠は、保育士となります。

市保育士とすると分かりづらくなりますね。これについては舩本委員か

ら注釈を入れれば、何を指すか分かり易くなりますとご指摘をいただきま

した。より相応しい名称が見つけられるかについては検討し、進められれ

ばと思います。その他「Ⅲ.公設公営保育所・公務員保育士に期待される役
割」についていかがでしょうか。

常勤保育士の平均勤続年数の記載がありますが先程、安井委員から説明

をいただきましたとおり、常勤保育士の定義に非常勤特別職職員が含まれ

ます。非常勤特別職職員は、一時的な期間に必要な人材として雇用してい

るのであり、本来長期的に雇用する職員でないはずです。それを含めると

平均勤続年数が短くなると思います。そもそも長期期間就労する保育士で

の平均勤続年数で表記するのが良いと思います。

これは、公務員の採用体系に則って考えるとそうですが、官民で比較す

る場合は採用方法、枠組が異なり、各事業主によって「常勤」の概念自体

が違うと思います。国が調査をする時に、常勤保育士の概念の基準とした
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舩本委員

喜名委員

沼尾委員長

舩本委員

沼尾委員長

舩本委員

のが、１日６時間以上月 20 日以上勤務する保育士としているので、同一基

準のデータで比較いたしました。長期勤務、短期勤務を各事業体で統一比

較できるデータが存在しないので、この定義を使用しました。長期採用と

短期採用の意味合いは各運営主体によりバラツキがあると思います。

今の説明は理解ができますが、和光市はそれ程、大規模自治体でありま

せんので、常勤保育士の調査をしようとすれば、算出出来るのではないか

と思います。

そうしますと市内保育施設の運営している事業主体に、新しい基準が当

てはまるかどうかから調査しなければなりません。調査にかけた際、事業

主体がその調査はあてはまらないとなったり、市内保育施設勤務の保育士

数は決して少数ではありませんので、個々の事業主体に調査依頼すると、

個々の基準の計算し直しの負担があるかと思います。

私から９ページの真ん中部分にあります、「また、上記のような巡回支援

や情報共有の取り組みを通じて、市内の保育施設に勤務する個々の保育士

が、保育現場で抱える悩みや課題が解決されることにより、保育士の業務

負担の軽減が図られることも期待されます。」これについて、巡回支援や情

報共有の取り組みを通じて保育現場の悩みや課題が解決される、と記述す

るよりは、情報共有の取り組みを通じて個々の保育士が保育現場で抱える

悩みや課題を共有し合い、切磋琢磨できる環境が整えられることによって、

より保育士の業務負担の軽減が図られる、とするのが良いと思います。

おそらく簡単には課題が解決できないが、課題をシェアすることで一人

で抱えず、課題解決を検討する場があることが大変重要ではないか、と思

います。解決と表記しない方が良いと思います。舩本委員、鈴木委員いか

がでしょうか。

目的として解決を目指したい意思表示であって、絶対的に解決をできる

かどうかは、今後の現場努力の意味合いとして捉えていただくのであれば、

この表記で良いかと思います。

解決を目指すという言葉を残し、解決に向けて取り組める環境がある等

にしていただければと思います。

８ページの真ん中にある、《具体的な事業例》・インクルーシブの視点を
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沼尾委員長

舩本委員

小川副委員長

沼尾委員長

舩本委員

喜名委員

取り入れた障がい児保育の積極的実施について、私が意見を申し上げまし

たが、インクルーシブの観点を取り入れつつも障がい児がゆったりと過ご

せる環境をと、していたと思いますが、インクルーシブだけが先走ると単

に保育室に子どもを入所させていくだけと捉えかねないので、障がい児へ

のサービス提供について付加していただきたいと思います。

具体的にはどのように修正されると良いですか。

インクルーシブの観点を配慮した受入の実施や、医療的ケア児等育成児

が落ち着いて過ごせるような、独自の育成クラスであることです。単に子

どもを入所させることではないです。

インクルーシブについて脚注を付けますか。例えば、月齢別クラスが健

常児だけのクラスでそこに障がい児を入れるのは、インクルーシブの考え

ではなくて、発達に違いがあるならばクラスを超えて在籍させるのもイン

クルーシブとなります。和光市が目指すインクルーシブとは、の脚注を付

け、子どもの発達に合わせたクラス運営や、人員配置の説明を付けると良

いと思います。それから障がい児と限定して良いのでしょうか。合理的配

慮が必要な子ども、医療的ケア児童等と記載するのはいかがでしょうか。

インクルーシブについてもう少し言葉を追加すること、障がい児保育と

限定せず、合理的配慮が必要な子どもに対する保育を積極的に実施する、

に直してはどうかということですね。

６ページの【参考７】しらこ保育園と同園と同規模の民設保育所の運営

費の財源による内訳については、前回会議で私が指摘させていただきまし

た。この説明として【参考６】施設型給付費についての民設保育所と公設

保育所の違いが表記され、市費と利用者負担額、国庫、県費補助金の流れ

が良く分かります。【参考６】があることで【参考７】の存在意義は無くな

ったのかと思います、【参考７】は必要でしょうか。

【参考６】と【参考７】は記載が必要です。あくまで公定価格は、一人

一人の児童についての考え方ですので、【参考７】の内訳の説明理由として、

【参考６】が必要です。【参考６】と【参考７】のどちらかを掲載ならば、

私は【参考７】を選択いたします。市民には【参考７】だけでは分かりに

くいと思いますので【参考６】を記載しています。舩本委員は、右側のグ
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鈴木委員

沼尾委員長

鈴木委員

沼尾委員長

鈴木委員

沼尾委員長

ラフの高さと左側のグラフの高さの解釈への懸念があるとされています

が、しかし市民に対して、こうした財源の現状は明らかにすべきと思いま

す。全児童に対して市内の公設園児童だけを見るのでなく、民設園児童に

対する後方支援を果たすのですから、このグラフの高さはこれらの機能を

担うことによって、説明していけると思います。市民に対して誠実な対応

をするならば、グラフを削除せず掲載すべきと思います。

資料８ページの「（2）プラットフォームとしての機能と役割～様々な運

営主体間の情報共有・連携の構築～」の関し、９ページの赤字部分の追記

文案について伺います。私は、定期的な労働環境の実態把握が大切でない

かという内容の記載を補充した方が良いとしましたが、これは反映してい

ますか。

鈴木委員がおっしゃる部分は、資料１の９ページの４行目に記載してお

ります。「多数存在する保育施設を全て訪問することは、原則年１回となっ

ています。」とあります。要するにもう少し巡回支援や情報共有の取り組み

が出来れば、市内の保育施設を多く訪問することで、お互いの悩みや情報

共有ができ、労働環境の改善を含め何らかの対応が可能です。その希望を

込め、９ページ目の真ん中に赤字部分を掲載しております。このような形

で鈴木委員のご意見を反映しています。

ここに反映しているのですね。「定期的な労働環境の実態把握が大切」と

する私の意見の文言が追記されるとベストだと思います。

私が懸念したのは、公務員保育士が巡回しながら労働基準監督署のよう

に、労働環境の改善をチェックすると解釈されてしまうので、お互いに仕

事の苦労への対応策をシェアできる環境を作っていくことが実態として、

質の改善に繋がる結果となる記述にしています。労働環境の改善とすると、

働き方のチェックをする事と解釈されては趣旨が異なるので、このような

記述に修正していますが、いかがでしょうか。

私は、20 数か所ある保育所への年１回の訪問調査だけでは、全体の状況

把握が難しいので、「定期的な労働環境の実態把握が大切」の文言は大事だ

と思いました。

年１回の訪問調査を恒常的に実施するイメージでしょうか。
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鈴木委員

沼尾委員長

舩本委員

沼尾委員長

舩本委員

沼尾委員長

鈴木委員

小川副委員長

鈴木委員

小川副委員長

喜名委員

そうですね。

これでは内容不足でしょうか。

保育施設の訪問調査は、現在年１回実施していますが、今後回数を増や

したいということですよね。

ただし訪問調査回数を増やすのも、ノルマを課す事態になりますが。

今この報告書に回数を記載すべきかどうか。現状１回から回数を増やし

ていくとするならば分かります。

回数を増やすことよりも、何か困難な状況が起きた時に、共有できるよ

うな関係が常に形成されていることが大事ということですよね。

数多くある状況というのは、なかなか難しいと思います。それで定期的

に訪問調査をし、定期的に働く条件の確認が必要ではないかと思いました。

働く条件とは、例えばどのようなことですか。

例えば働き方や、雇用の状況を把握していくことが大事だと思います。

勤務状況や勤務実態、労働基準法に違反していないかですか。保育の質

の改善をしていくと、忙しすぎる状況が発生するのは、何か課題があると

考えた時に、効率の悪い保育を行う時は、どれほど人員配置しても不足感

があり、子どもの怪我や事故や大変な状況が増加します。保護者との関係

性が悪く無用なクレームが発生し、益々ネグレススパイラルにはまってい

く、勤務状況は悪くなる。監査実施時は整えられていても、限界はあると

思います。ですので保育の質を上げていく、困った事例の保育方法の情報

共有をし、保育の中の難しさ、困った事例が改善される意味の業務負担軽

減の意味合いを強く出した方か良いです。

ここに具体的事業や公務員保育士の役割を記載する以上は、公務員保育

士が市職員の立場から改善の働きかけができるものを記載しないといけな

いと思います。公務員保育士が巡回し、賃金・勤務時間・残業時間を把握



- 16 -

鈴木委員

沼尾委員長

鈴木委員

沼尾委員長

舩本委員

沼尾委員長

小川副委員長

沼尾委員長

小川副委員長

喜名委員

した時に、公務員保育士が賃金上昇を事業主に働きかける権能を用えない

のです。一方労働環境には業務負担感があり、例えば若手保育士だけで構

成されているためにチーム保育が上手く機能せずに業務が負担として感じ

られる場合であれば、公務員保育士が巡回した時に対応策を助言をするこ

とよって、労働環境の改善に寄与することができると思います。今ここで

議論される公設保育所公務員保育士について、どのように機能の仕方があ

るのかの観点から、委員の趣旨を踏まえ追記しました。

回数を改善し、充実させる内容のものにしていただければ良いです。

民営保育施設への巡回支援とその充実でよろしいでしょうか。

はい。

次に 10 ページの「Ⅳ.実現のための取り組み」についてはいかがでしょ
うか。

10 ページの①モデル園の人員の確保に「それに加え、障がい児の受け入

れを始めとする先駆的な事業」とあります。障がい児の受け入れは先駆的

な事業ではないと思いますが、新たに発生すべき先駆的事業、今後どのよ

うに保育に求められるか分かりませんが、それに対応する意味合いに変更

していただければと思います。

障がい児という言葉を合理的配慮が必要な子どもとすることですね。

多様な保育・多様なサービスということですよね。

そのように修正させていただきます。

11 ページ「２．実現までの準備過程」に「公務員保育士の豊かな保育経

験と和光市子育て支援策への深い理解が前提となっています。」とありま

す。つまり和光市の保育行政を担ってきたとのことですよね。情緒的な「豊

かな」の言葉を使わず、次の文章だけで良いと思います。「和光市の子育て

支援策への深い理解や経験が前提となっています。」

ここに「豊かな」と記述したのは、常勤保育士の勤続年数を公営と民営
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で比較すると倍近い勤続年数・保育従事経験があること指しています。

長いだけが需要ではないですよね。和光市職員として従事していること

が重要で、国家資格を持つ保育士として、民営保育士よりも勤続年数が長

いのだけでなく、和光市職員としてそこで保育を行ったことが大事です。

長さを指しているのですか。でしたら保育士としての経験年数の長さです

よね。

情緒的な感情を省き、「保育士としての経験年数と」にするのはいかがで

しょうか。

例えば「和光市における充実した保育従事経験と子育て支援策への深い

理解が前提となっています。」ではいかがでしょうか。

はい。

次に「Ⅴ.公設公営保育所の運営方式」です。前回からの民設化へのご意
見をいただき、当委員会の意見の整備を行い結びに繋がっています。こち

らについてはいかがでしょうか。これだけ多様化・複雑化する課題に対応

するために体制整備が非常に重要です。財政状況が厳しい中で人材集約化

を考え、１園の公設公営保育所の民設化の検討を行っています。これにつ

いては様々なご意見があると思いますが、一つの書き方として公務員保育

士の人材・財源を公設公営保育所の体制整備や事業の充実に充てることが

現実的に取りうる手段であると考えられます。公営保育所を１園にするの

はやむなしと記載したうえで、それ以外のご意見についても提起させてい

ただきます。

最後の結びのところに本来目指すべきものは、わこう版ネウボラの充実

に向けて公設公営保育所がモデル園として、市内保育所のプラットフォー

ム機能と役割を果たすための役割整備が急務で、その実現が重要である。

その中で財政状況が厳しいとすれば、体制実現に向けた財源確保のために

公設保育所を１園にすることを検討した。このように整理をしています。

資料 16 ページ７行目に「しらこ保育園を民営化し、それによって捻出さ

れる公務員保育士人材と財源を」とありますが、現状と課題をお話させて

いただきます。公務員保育士の定義は、非常勤特別職職員、臨時職員、任

期付き採用職員が含まれますが、職員減少の状態です。公務員保育士とひ
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とくくりに言いますが、人材確保・資源の集約と掲げても減少の状況です。

新事業に割り当てる人材の流失についての対策をしないと、しらこ保育園

の民営化を待つことなく、事業展開が必要だと記載されていますが、事業

展開前に今の保育園の運営が危ない状況になりつつある事が心配です。

公務員保育士人材という定義ですと、臨時・非常勤職員は任期満了する

ことなく転職していきますし、任期付採用職員を募集しても採用数に満た

ず、この状況を脱したうえで集約することを、委員会として明記していた

だきたいと思います。

具体的にはどのような記述を入れれば、よろしいでしょうか。

しらこ保育園を民営化し、それによって捻出される新規事業に必要な公

務員保育士数を今回の報告書には明示しませんが、現状は割り当てる人材

が無くなってしまうのが、現実的に起こりうる懸念です。

今、舩本委員が心配されているのは、この１、２年に人員が減少した時

のことですか。

この２、３年前から減少し続け加速しています。

その場合 15ページの３行目に、「モデル園としての保育機能とは別に保

育人材を確保し、新たな事業展開を行うための財源確保が必要不可欠で

す。」とある記述では、いかがでしょうか。つまり従来のモデル園機能とは

別に保育士人材を追加するとのことですよね。

現状運営を確実に出来る人員を確保してほしいです。

保育所勤務の人材とは別に保育士を確保し、新事業展開を行うための体

制を整える意味では、これは追加していく必要があるとの記述になってい

ると思います。これでは不十分でしょうか。

公務員保育士の定義である臨時・非常勤職員は人材が集まらないのが実

態です。総務部長である安井委員も雇用状況を御存知と思いますが、ここ

のところは公務員保育士でなく、改めて常勤の正規保育士と変更できない

でしょうか。
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ここの記述に 10 ページ「Ⅳ.実現のための取り組み」に記載したことを
再掲させても、構わないと思います。１.運営のために必要となる体制①モ
デル園の人員確保、②‘保育のプラットフォーム機能”を担う人員の確保

には、「同時にプラットフォーム機能を担うには、「従事する職員は正規保

育士が複数名配置されることが望ましいと考えます。」とあります。

11 ページの「２.実現までの準備過程」の「（1）人材育成・確保」から数
えて 12行目には、「同時に、１.①②の人員確保を検討するにあたっては、
現場保育士のこれらの研修への参加し易さという観点も踏まえる必要があ

ります。」、14行目「必要となる人員の一定数については正規保育士として

確実に採用していくことが望ましい。」と記載しています。基本的にここの

一番最後の結び公設公営保育所の整備と記載しているところには、「Ⅳ.公
設公営保育所の運営方式」を察して、体制整備と記載しているつもりでし

が、必要であればⅣに記載したと入れれば、趣旨が反映されますか。

はい。

それでは、そのように記載をお願いいたします。全体を通じ気になる点

を伺います。

先程説明させていただいた、10 ページの「Ⅳ.実現のための取り組み」

の一番下に（「注４：正規保育士とは、公務員保育士のうち任期の定めがな

い常勤職員。）」と記載していますが、冒頭に本報告書において、と表記い

たします。

それでは、「本報告書においては」と加筆させていただきます。

委員の皆様のご意見を事務局が盛り込み、修正等を行い作成いたしまし

た。本日が最終審議となり、ここで方向性を固め次回は承認となります。

よろしいでしょうか。

意見は重複すると思いますが、私は公営保育所は２園存続してほしいで

す。やはり児童福祉法の 24 条の保育の実施機能を果たすには、基本的に公

営保育所であって、一定の基準・保育の水準を自治体が責任を持って保育

提供を示す重要な施設です。市の財産として２園存続すべきではないかの

意見を入れてほしいです。

２園存続すべきのご意見があったことは、16 ページの 15 行目「一方で
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上記のとおり、民設保育施設の身近な相談機関としての公設公営保育所が

南北に２園あることが望ましいといったご意見、複数施設による切磋琢磨

の過程が確保されていることが望ましいという意見も、記述のとおり十分

に考慮されるべきであると考えています。」と記載しております。

はい、分かりました。

非常に財政状況が厳しいなかで、これだけの公営保育所を維持するため

に、例えば国民が消費税率を 25％としても構わないと理解が得られ、それ

だけの税収が上がるのであれば、２園存続は望ましいと思っています。た

だし今の厳しい財政状況のなかでこれだけの財源・人員で、出来るだけ必

要なサービスを確保していくため、体制をどのように模索していくかの中

での極めて厳しい判断にならざるえない。苦渋の中で記載内容をかためる

報告書にならざるをえないと思いますが、こうしたことを「結び」にまと

めています。

公営園も認可保育所の一つであって認可を出しているのは和光市です。

今回の議論で和光市が認可を出した後も、保育所の状況を保ち研鑽され、

質の高いものでなくてはならないことが、再確認できたのではないかと思

います。公設公営保育所も認可保育所ですから、これで良いということで

はなく、常に法に拠して計画が立てられ、レベルを達成しているのか常に

見直しをされていき、公営・民営共に認可保育所が実施すべきことは同じ

です。認可外保育所も一定の補助金が支給されていますので、共に努めて

いかなければいけません。そうしたことが確認できたと思います。

大変重要なコメントいただき、ありがとうございました。本日いただき

ました報告書案の微修正は一旦、事務局と委員長で案をまとめまして、そ

のうえで皆様にご確認いただきます。最終的な案文の確定については委員

長に一任いただけますでしょうか。それでは報告書案がまとまり次第、委

員の皆様へお送りいたしますので、よろしくお願いいたします。最終回第

８回和光市公営保育所在り方検討委員会については、事務局から連絡をお

願いいたします。

次回、和光市公営保育所在り方検討委員会は１月 18 日（金）となります。

場所は 603 会議室です。
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沼尾委員長 確定した報告書を市長に渡す際に、当委員会の議論の経緯、和光市の子

ども・子育てのこれからの在り方について、皆様から一言ずつ、お話いた

だきたいと思います。それではこれをもちまして、第７回公営保育所在り

方検討委員会を閉会いたします。


