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公営保育所在り方検討委員会報告書（案）

はじめに．～報告書と本委員会設置の背景～
本報告書は、和光市における公設公営保育所及び公務員保育士の役割、さらに、その実現に向

けて必要となる体制や事業、そして、市内に２園存在する公設公営保育所の今後の運営の在り方
について、本委員会としての見解をまとめたものです。

平成２７年３月に策定された「和光市子ども・子育て支援事業計画」（平成２７年３月策定・平
成３０年２月改定）には、既存の公設公営保育所に関して、経営面を含めた検証を行い、その役
割・運営方式の検討を行うことが記載されています。
また、これまで、市の積極的な保育施設の整備に伴い、市内では保育施設数の急激な増加と様々

な運営主体の事業参入が進み、認可定員は急速に拡大しました。保育施設の多様化する中で、保
育サービスの質の確保も大きな課題となっています。このような中、公設公営保育所が、今後、
どのような役割を担っていくべきなのかが明確にされる必要がありました。
本委員会は、このような背景のもと、学識経験者、民間保育施設従事者、児童委員、公務員保

育士、公募市民、市の職員による審議・検討の場として、平成２９年１２月に設置され、これま
で、計〇回の会議での議論を重ねてきました。また、この間、市内・市外への計３回の視察も行
いました。

和光市の保育提供体制の更なる充実に向けて、本委員会での結論を、ここに報告いたします。

Ⅰ．和光市における保育の現状と課題

１．市内の保育体制の現状
これまで、和光市では待機児童の解消に向け、保育施設の整備に積極的に取り組んできました。

その結果、現在の市の保育提供体制の状況は下記のとおりとなっています。

(１)施設数・受入児童数の急速な増加
〇 平成２７年度の子ども・子育て支援法に基づく新制度の開始を機に認可保育施設の積極的整
備を進め、平成３０年４月１日現在、１８の保育所、２３の小規模保育事業所の計４１の認可
保育施設が整備されています。

【参考１】認可保育施設数の推移
平成２６年度末 ２７年度末 ２８年度末 ２９年度末 ３０年

４月１日現在
（参考）３０年
１０月１日現在

保育所 １４ １４ １５ １８ １８ １８
地域型保育事
業所（※）

０ １０ １７ ２０ ２３ ２４

合 計 １４施設 ２４施設 ３２施設 ３８施設 ４１施設 ４２施設

（※）地域型保育事業所とは３歳未満の児童（注１）への保育の提供を原則とする保育施設で、市内
では、平成３０年１０月１日現在、小規模保育事業所及び事業所内保育事業所が存在している。）

（注１：本報告書では、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。）
1
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〇 積極的な保育施設の整備を進めてきた結果、平成２６年度末に１，１７０人であった認可定
員数は、平成３０年４月１日現在１，９０４人となっており、3年間で７３４人の増加となっ
ています。

(２)多様な運営主体の参入
〇 平成３０年４月１日現在の認可保育施設（４１施設）のうち２施設が公設公営保育施設（し
らこ保育園、みなみ保育園）、３施設が公設民営保育施設（ほんちょう保育園、にいくら保育
園、しもにいくら保育園）、残り３６施設が民設民営保育施設となっています。

（注：公設民公営の「しもにいくら保育園」については土地区画整理事業進捗のため平成３０年度末をもっ
て閉園予定）

〇 民設民営保育施設３６施設の運営主体は、株式会社が１８施設、社会福祉法人が１１施設、
有限会社が５施設、特定非営利活動法人及び医療法人がそれぞれ１施設となっており、多様な
主体により市内の保育事業が展開されています。

【参考２】認可定員数の推移（定員数全体と運営主体別定員）

（平成３０年度については１０月１日現在の数字。それ以外は各年度末）

(３)今後の受入体制拡充の必要性
〇 積極的な施設整備により待機児童数は確実に減少していますが、未だ解消には至っておらず、
今後今度も受入体制の拡充充実が必要とされています。
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【参考３】旧定義による「待機児童」数（各年度４月１日現在の数値）

（ ）内は平成２９年度からの新定義による「待機児童」数。

(４)保育施設以外の保育サービスの状況 ～ 一時保育 ～
〇 一時保育は、民間保育施設５施設において実施しているほか、市の委託事業として市内２
か所（各定員２０名・１０名）で民間事業者が実施しています。
認可保育施設に入所できなかった就労世帯が利用するほか、リフレッシュ利用、また育児

負担の軽減が必要な世帯が利用しています。
〇 市の委託事業としての一時保育は、朝８時３０分～１６時３０分までの利用で、利用者負
担額は就労世帯であるか否かを問わず一律２，２００円となっています。

〇 障害児に対する一時保育は、公設民営保育所１園でのみ実施されており、利用料は、朝８
時３０分～１６時３０分までの利用で、利用者負担額は２，２００円となっています。

Ⅱ．和光市における子育て支援と保育基盤の課題
１．和光市の子ども・子育て支援の基本理念
少子・高齢化、家族の変化、コミュニティの変化、情報化の推進などにより、子どもや子育

てを取り巻く環境はが大きく変化しています。
複雑化している社会の中においても、子どもたちが自己肯定感を持ちながら、社会の構成員

として成熟していくためには、その年齢や発達の程度に応じて、個々の子どもが自分の思いや
意見を自由に表現し、そして、それを受け止めてもらえる関係や環境（「居場所」）が確保され
ることが重要です。
和光市では、「和光市子ども・子育て支援事業計画」（平成２７年３月策定・平成２９年２月

改定）において、『子どもが自己肯定感を育み健やかに育つしくみづくり』を基本理念として掲
げています。子どもと子育て世帯が地域で孤立することなく、子ども一人ひとりが、家庭や社
会の中で、かけがえのない存在として尊重され、新たな時代の担い手として活躍していけるた
めに、行政・事業者・市民が子どもとその保護者に対して、重層的・継続的な子育て支援を行
える仕組みを構築することとしています。

【和光市の子育て支援の基本理念】

子どもが自己肯定感を育み健やかに育つしくみづくり

２．わこう版ネウボラの取り組み ～多様な主体の見守りと保育施設の役割～
子育ての負担感や孤立感の高まり、児童虐待相談件数の増加といった社会状況の中で、子ど

もが自己肯定感を育む持てるための、重層的・継続的な子育て支援の仕組みづくりとして、和

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
５９人 ３６人 ２１人

（６２人）
１８人

（５４人）



4

光市では、「わこう版ネウボラ」を推進しています。
わこう版ネウボラは、子育て世帯に対する相談及び支援サービスの調整機能の充実により、

医療・保健・予防・福祉の各サービスが効果的に連携する地域包括ケアシステムであり、これ
を通じて、妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援を目指してしています。具体的には、母子
手帳交付時からのアセスメントにより、子育て世帯の課題・リスクを把握し、子育て世帯の課
題解決に向けて支援します。この取り組みにより、虐待予防や貧困の連鎖の防止といった子育
て世帯のリスクへの予防的効果が期待されます。
この取り組みが有効に機能するためには、子育て家庭に関わる行政・事業者・市民等の様々

な地域の主体が、子育て家庭を見守り、連携して必要な支援サービスを提供していくことが大
切です。和光市では、０歳児人口の約２５％、１・２歳人口の約４０％、３～５歳人口の３０％
超が認可保育施設を利用しています。多数の市内児童・保護者と毎日接することとなる市内の
各保育施設は、わこう版ネウボラの取り組みの中で、重要な役割を期待されています。
わこう版ネウボラの充実のために、市内の保育提供体制（保育基盤）にどのような課題があ

るのかを検討しました。
【参考４】多様な主体による見守り（イメージ）

【参考５】子育て世帯への包括支援多職種の連携（わこう版ネウボラ）の仕組みにおける多職
種の連携

・様々な地域の主体が子育て世帯を
見守り、支援が必要になったら、
適切な支援が提供される仕組み。

・各世帯にサービス提供を行う主体
は、参考５に示すケア会議において
世帯状況を共有し、多職種が連携し
て、医療・保健・予防・福祉の各サ
ービスの一体的な支援に取り組み
ます。

4
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３．市内保育基盤の課題

(１)質の維持・向上
保育所保育の基本となる考え方を定めた国の「保育所保育指針」は、保育所について「入所す
る子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわ

しい生活の場でなければならない」とするとともに、「入所する子どもの保護者に対する支援及
び地域の子育て家庭に対する支援等を行う役割を担うものである」とし、通園してくる児童に対
して適切な保育を提供するのみならず、保護者への支援や地域の児童やその保護者への支援も保
育施設の重要な役割であることを示しています。

しています。
既述のとおり、わこう版ネウボラにおいては子育て世帯に関わる各主体が、子育て世帯を見守

り必要な支援を行うことが重要です。運営主体が様々に異なる市内の保育基盤の中で、いずれの
保育施設に入所しても、保育所保育指針に示された適切な児童への保育と保護者支援がなされる
よう、市内の保育基盤の質の維持・確保が課題となっています。

(２)新しいニーズに対応できる体制 ～機動的な保育基盤～
子育て世帯の多様化とともに、求められる保育の形態も多様化しています。
これまでも市内の保育所では、障害児の受入れを公設・民設官民問わず行ってきましたが、今
後は、医療的ケアを必要とする障害児の預かりや孤立しがちな世帯に対する保育の提供等、既
存の保育施設における保育では対応が難しいケースが出てくる可能性があります。
また、市内の一時保育は就労世帯か否かを問わず利用料が同一であり、育児負担の軽減を図る

必要がある世帯にとって必ずしも利用しやすいものではありません。
多様化していく子育て世帯のニーズに、迅速に対応できる機動的な保育体制が必要となってい

います。

Ⅲ．公設公営保育所・公務員保育士に期待される役割

上記の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、公設公営保育
所・公務員保育士には、どのような役割・機能が求められるのかについて検討しました。

１．公設公営保育所の特徴
(１)保育士は公務員
公設公営保育所で勤務している保育士は、公設民営、民設民営の各保育施設に勤務する保育士

と異なり、公務員保育士（市の職員）です。（注２）
また、平成２９年４月１日現在、市内の民設民営保育所の常勤保育士の平均勤続年数が６年超

であるのに対し、公務員公設公営保育所の常勤保育士の平均勤続年数は１１.８年となっており、
経験の長い保育士が一定数存在しています。（注３）

・子育て世代包括支援センターには、子育て支援ケアマネジャー・母子保健ケアマネジャーが在
籍し、子育て世帯に関する様々な相談を受けるとともに、必要な支援へとつなぎます。

（注２：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。）

（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。）

5
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(２)運営する財源は市費
保護者が認可保育施設を利用した際の保育料については、公設公営・公設民営・民設民営の別
により異なることはなく、児童の年齢と世帯の所得階層が同じであれば、原則、市内のいずれの
認可保育施設を利用しても同じ保育料が徴収されます。これは国が保護者から徴収し得る保育料
の上限を定め、市が児童の年齢や世帯の所得ごとに条例で保育料を定めているからです。
一方、実際の保育サービスの提供に要する費用については、各保育施設の規模（定員）、児童の

年齢、各施設の保育内容等により児童１人あたりの費用（公定価格）を国が定めています。そし
て、公定価格から国が定める上限保育料を控除した残りの部分（施設型給付費）を公費で負担し
ています。
民設民営保育所の在園児に係る施設型給付費については、国１／２、県１／４、市１／４の負

担割合のもと、国と県の負担金があるのに対して、公設公営保育所及び公設民営保育所の在園児
に係る施設型給付費については、全て市の財源をもとに支出します。この結果、公設公営保育所
と民設民営保育所では保育所の運営費に係る財源が大きく異なることとなります。民設民営保育
所の運営費が保護者負担金（保育料）と国、県、市の負担金を財源としているのに対し、公設公
営保育所の場合には、国と県の負担金がないことから、その運営に要する費用は、保護者負担金
（保育料）と市の財源のみで賄われます。
【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

【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

県 １/４

施
設
型
給
付
費

（保
育
料
上
限
額
）

市 １/４

利用者負担軽減分

国 １/２

利用者負担額
（保育料）

公
定
価
格

利用者負担軽減分

施設型給付費に係る国・
県の負担金なし

全て市負担

利用者負担額
（保育料）

【民設保育所の場合】 【公設保育所の場合】

市費

利用者
負担
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２．公設公営保育所に期待される機能・役割
わこう版ネウボラの充実に向けた市内の保育提供体制の課題、そして、上記１．のような公設

公営保育所の特徴を踏まえれば、今後、公設公営保育所にのは以下のような機能と役割を担うこ
とが求められているのではないかと考えられますました。
①モデル園としての機能：
・和光市保育課程の実践等、和光市の子育て支援の基本理念である「自己肯定感を持てる子ど
もを育む」が育つ保育を体現する保育現場。

・市の機関として、市民・子育て世帯のニーズを把握し、新たな子育て支援の取り組みを検討・
提案する機能も持つ。また、新たな課題に対応する事業・取り組みを先駆的に行い、民営保
育施設への展開可能性を検証する。
②障がい児の受入れ：
医療的ケア児の受入れ等、多様化する保育需要に対応するための事業や取り組み。

③在園児以外の在宅育児世帯への支援機能：
遊ぼう会の充実などの在宅育児世帯への相談機能とともに、親子幼児教室等の養育困難世帯
への支援事業の実施。

④地域の保育基盤ネットワークのプラットフォーム機能：
・市内の各保育施設が有する得意な分野のスキル・経験に関する情報共有・橋渡し機能。
・育成担当者会議等の実施による会議・研修会の実施。
⑤市内保育施設への指導・支援機能：
・市内保育施設への巡回支援（公務員保育士による助言・アドバイス）。
・市内保育施設での保育内容に関する市民からの相談窓口。

上記のうち、②③については、民間保育施設にも期待される機能であり、既に市内の民間保育
施設の中でも取り組みが行われていまる機能です。公設公営保育所の場合には、市の機関として
の性格性質も有することから、これら機能をより率先して行う必要があり、そのことは市内の子
ども世帯の現状を把握する上でも有効だと考えます。
①のうち、和光市保育課程の実践については、市内の他の民間保育施設でも取り組みが進めら

れています。公設公営保育所では、さらに、市の保育行政の最前線として、変化していく子育て
世帯の状況様相・ニーズを把握するとともに、先駆的な事業に取り組むことにより、モデル園と
しての機能を果たします。②③の機能は、このような先駆的事業の一例として捉えることもでき
ます。
④⑤については、市内各施設の情報を集約しやすく、また和光市保育課程の内容に通じた市の

職員（公務員保育士）が従事する公設公営保育所の立場であるからこそ、期待される役割です。

(※)

(※)
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上記①～⑤の機能を、以下（１）及び（２）のとおり、モデル園としての役割とそれ以外の役
割（公設公営保育所だからこそ期待される役割。保育のプラットフォーム機能）に分類した上で、
さらにその役割を実現するための具体的な事業例についても検討しました。

(１)モデル園としての機能と役割
和光市では、保育所保育指針や感染症ガイドライン等を踏まえ、子どもが自己肯定感を育める

保育施設として実践して欲しい保育内容を「和光市保育課程」として各保育施設に示しています。
公設公営保育所は、和光市保育課程に則った保育を実践するモデル的な保育施設として存在

します。
同時に、市の機関であり、公務員保育士が従事する公設公営保育所には、それにとどまらず、

多様化する子育て世帯の課題・ニーズに迅速に対応できるよう、以下のような機能を担うことが
期待されます。
・市内の子育て世帯の様相状況・ニーズを保育行政の最前線として把握し、民営保育施設に展開
する前の事業を先駆的に実施・検証する。
・国と県の負担金がなく、市の財源により運営されるという特性を踏まえ、民間保育施設では取
り組みにくい市内の子育て世帯に対する支援策（市独自の保育事業）に柔軟に取り組む。

≪具体的な事業例≫
・和光市保育課程の実践
・インクルーシブの視点を取り入れた障がい児保育の積極的実施
・地域の在宅育児世帯が相談・保育参加できる機会の提供
（園庭開放・マイ保育所事業、公園等の園外での地域の保護者サークル）

・孤立世帯への支援策として少人数の親子幼児教室や訪問保育 等
※なお、地域の在宅育児世帯に対する事業や孤立世帯への支援策としての事業は無料又は
低廉な利用料設定により、支援対象世帯が利用しやすい事業として展開することが重要
である。

(２)プラットフォームの役割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
～
Ⅱ．３で述べたとおり、様々な運営主体による保育が提供されている現状において、いずれの
保育施設に入所しても、適切な児童への保育提供と保護者支援がなされる質の維持・確保が課題
となっています。
これまでも市では保育従事者に対する様々な研修会を開催してきました。また、実際の保育現

場を想定できるよう、
公設公営保育所を含む３施設を外部の保育専門家が訪問し、年齢ごとの保育内容と保育環境の向
上のための取り組みを検証・実践するとともに、そこで得られた知見を他施設に対しても研修会
を通じて展開してきました。さらに、平成 29 年度からは、市内全ての民設保育施設を市の職員
が訪問する実地指導を開始し、保育内容や保育環境に対する指導・助言を行っています。
しかし、多忙な保育現場を預かる各保育施設の保育士にとっては特定の日に指定された研修会
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に参加することが容易でない場合もあるといった声もあるほか、保育所と小規模保育事業所では、
施設の規模や園庭の有無、児童数・年齢構成の点でも大きな違いが見られることから、小規模保
育事業所にも対応し得る取り組みが必要といった課題もありました。また実地指導は保育の専門
知識のある人材の人員が限られていることから、多数存在する市内の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。
このような中、和光市の子育て支援や和光市保育課程に通じた経験豊富な保育人材が多く在籍

する公設公営保育所が、民間保育施設にとっての相談機関として、市内の民間保育施設との緊密
な関係を構築しながら、市内の保育体制の質の維持・向上のための取り組みを展開していくこと
が期待されると考えられます。

≪具体的な事業例≫
・新任者研修のためのビデオや「保育Basic Guide」の作成

（和光の保育の考え方・基本が理解できる研修材料の研究）
・民間保育施設への巡回支援（公務員保育士による助言・アドバイス）
・各保育施設が有する特異な分野のスキル・経験に関する情報共有・橋渡し
・育成担当者会議等の質の向上のための会議・研修の企画・実施
・市内の保育施設での保育内容に関する市民からの相談窓口

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。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。

【参考８】公営保育所の新たな役割イメージ

３．公務員保育士に期待される役割 ～市内の全児童へのまなざし～
上記の公設公営保育所に期待される機能は、そこに従事する保育士が、市内の保育に責任を有

する市の職員（公務員保育士）であるがこそ期待される機能が含まれています。
公務員保育士は、市内の児童全てを見守る立場にある者として、在園児童に限らない地域の児

童への視点を持つとともに、保育現場での知識・経験を踏まえて、子育て課題の解決のための仕

・公営保育所の公務員保育士が市内の保
育施設どうしの情報共有・連携の橋渡
しとなるとともに、巡回しながら市内
の保育施設の相談・支援を行う。

・公営保育所は様々な形態の保育サービ
スを先駆的に実施する。

公務員保育士

情報共有・巡回支援

親子幼児教室
等の実施

障害児保育
公営保育所

様々な保育サービスの創出
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組みづくりや制度設計に積極的に関与することが期待されます。
具体的には、子育て世帯の様々な課題に応じて支援サービスをコーディネートする市内の子育

てケアマネジャーと連携しながら、孤立しがちな世帯への訪問や少人数保育等の事業を実施する
とともに、各世帯に対する適切な保育サービスを検討する役割が考えられます。

【参考９】公務員保育士の新たな役割イメージ（子育てケアマネジャーとの連携）

Ⅳ. 実現のための取り組み

上記Ⅲ．の公設公営保育所の機能及びそのための各事業の実現のためには、それを可能とする運
営体制と、その実現までの着実な検討・実施が不可欠です。

１．運営のために必要となる体制
①モデル園の人員の確保
モデル園として保育を実施するためには、認可保育所の利用定員に応じて必要な保育士が確

保されることは当然であり、それに加え、障がい児の受入れを始めとする先駆的な事業や市の
独自保育に取り組むための公務員保育士人材の確保も必要となります。

②〝保育のプラットフォーム“機能を担う人員の確保
保育のプラットフォームとしての機能は、これまでの公設公営保育所にはなかった機能であ

り、保育士が在園児クラスの担任と兼務できる職務ではないことから、プラットフォーム機能
を確実に実現するための必要な人員は上記①のモデル園の人員とは別に確保することが必要
と考えます。
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、保育の専門知識のみでなく、

市内各保育施設の保育内容・情報を把握する立場にあることから、情報の蓄積・各施設の情報
把握のしやすさの観点からも正規保育士（注 4）が複数名配置されることが望ましいと考えま
す。

・子育てケアマネジャーは世帯の
状況に応じて必要な支援サー
ビスをコー
ディネートする。

・公務員保育士は世帯に応じた保
育形態（サービス）を検討する。

（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。）
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③モデル園とプラットフォーム機能”を担うセクションの明確な区分
保育のプラットフォームとしての機能は、モデル園としての保育所機能とは明確に区別され

たセクション（仮称保育〇〇〇センター）として設ける必要があります。ただし、実際に事業
の実施にあたっては、保育園と綿密に連携をすることが不可欠です。
また、同保育〇〇〇センターに従事する公務員保育士に「保育コーディネーター（仮称）」の

名称を付与し、市内の民間保育施設及び市民にその役割を認識し易くすることによって、民間
保育施設への働きかけや保護者への支援が行いやすくなると考えます。
併せて、保育コーディネーターについては、孤立世帯の支援の検討に関わることから、コミ

ュニティケア会議や担当者会議に参加して、世帯情報を共有できる仕組みや子育てケアマネジ
ャーとの連携の仕方とともに検討していくことが必要です。

２．実現までの準備過程
(１)人材育成・確保
Ⅲ．に記した公営保育所の役割・機能は、公務員保育士の豊かな保育経験と和光市の子育て支
援策への深い理解が前提となっています。このため、市内の保育基盤の支え手である公務員保育
士自身が適切なスキルアップを図れる人材育成の仕組みが不可欠です。
具体的には、
・今後、障害児の受入れを積極的に行っていくために児童発達支援施設等での長期の研修制度の
創設や

・近隣市の保育施設との人事交流等、和光市の公設公営保育所以外で保育がどのように行われて
いるのかを体験し、自らの保育について客観的に検証するための仕組み

・保育士が本庁舎での勤務経験を通じて、市の事業執行過程及び政策検討・予算策定過程に関す
る知見を深める等の人材育成の取り組み

等が考えられます。
同時に、１．①②の人員の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。また、和光市の子育て支援の理念と内容に通じた
人材を計画的に育成するためには、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考えます。

(２)組織的な検討体制
実現に向けては、本庁の行政職と専門職である保育士が、お互いの取組みの内容について理解
を深めるとともに、公務員保育士が現場で課題を把握し、政策検討に積極的に関わっていくこと
が重要です。同時に、そのような現場の保育士の専門的な意見が政策に反映されるよう、行政職
との緊密な意見交換・連携が必要となります。
これを実行するための具体的な取り組みとして、

① 本庁内の公務員保育士の配置人数を増員する
② 正規保育士と行政職から成る検討チームを設置する
という体制を提言します。
このような体制の下で、Ⅲ．に記した新たな公設公営保育所及びプラットフォームの機能の実
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現に向け、個々の事業の具体的な内容・予算の確保、プラットフォーム機能を担うセクションの
名称・物理的な場所や人員の確保等が着実に検討・実施される必要があります。
また、検討すべき事項の中には人員・人材育成（研修制度等）に関わる内容が含まれることか
ら、本庁内の職員管理部門の職員も検討チームのメンバーとして加わることが望ましいと考えま
す。

Ⅴ．公設公営保育所の運営方式

これまでの検討において、保育の質を維持し、かつ、新しい保育課題に柔軟に対応できる機動的
な保育体制の必要性、また、そのために期待される事業や必要となる人員体制等についても検討し
てきました。
一方で、これまで検討してきたように、公設公営保育所に期待される機能のうち、特にプラット

フォーム機能については、経験に基づく保育スキルと和光市の子育て支援策に通じた公務員保育士
人材が必要不可欠であり、これらの人材がモデル園の機能とは別に確保される必要があります。ま
た、新たな事業の実施運営のためには財源の確保が必要となります。

１．市の財政状況
本委員会では市の財政状況についても目を向けました。
平成２８年度の和光市の歳出においては、民生費が４３．８％と最も高い割合を占めています。

民生費は年々増加しており、平成１８年の約６５億円から平成２８年度には約１１２億円に至っ
ています。その一方で、土木費を始めとする、その他の歳出科目は全体として減少傾向にありま
す。
民生費のうち、特に児童福祉費は、平成１９年度の約１６億７，０００万円から平成２８年度

には、約３３億２，０００万円にのぼっています。

【参考 10】
平成 28 年度目的別歳出決算

【参考 11】主要科目の歳出決算額推移（普通会計）
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一方、歳入の面では、市税収入が平成２０年以前の水準を回復できない中で、市債発行額が増
加傾向にあります。

【参考 12】市の財政状況（歳入決算額の推移（普通会計）

平成１８年度から平成２８年度までの１０年間で民生費が４６億５千万円、７１．１％増加。
また、歳出総額に占める民生費の割合は、高齢化の進展や保育児童数の増加等により増加傾向

にあり、る。その結果、平成１８年度にが２８．２％であった民生費割合は、平成２８年度にで
は４３．８％にまで上昇。と急速に増加。
一方で、それ以外のその他の歳出項目科目は全体として減少傾向にある。

※ 普通会計とは一般会計と駅北口土地区画整理事業特別会計を統合して一つの会計としてまとめたものである。
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和光市の歳入の特徴は、歳入に占め
る市税収入の割合が他の地方公共団
体と比較して高いことである。
しかし、市税収入は、世界的金融

危機の影響により平成２１年度から
数年間は大幅に減少した。平成２４
年度以降は回復傾向にあるものの、
依然として 平成１９年度の水準に
は達していない。
また、投資的事業の増加により市

債発行額は増加傾向にある。
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また、【参考 13】に示すように、児童福祉費の中でも、保育所の施設整備のための費用や受入
れ児童に対する施設型給付費等、保育に関わる財政支出が増大しています。平成２６年度に
は約２３億１，０００万円だった保育に関連する支出費は平成２９年度には約３８億３，０００
万円に上っています。そのうち、国や県の負担金、保護者負担金（保育料等）を除いた純粋な市
の負担額は、約１９億２，０００万円（平成２９年度決算）となっています。
さらに、審議の過程において和光市と同様の人口規模の県内自治体と比較したところ、和光市

ではの人口に対する就学前児童数や保育サービスの利用を希望する者の割合が県内同規模自治
体と比較して高く、民生費（特に児童福祉費）が市の歳出に占める割合はが２０％を超えるなど、
他自治体と比較しても高いという現状も明らかとなりました。
このような財政状況の中で、今後も、高齢化に伴う扶助費の増加や公共建築物の更新費用等、

財政需要の確実な伸びが見込まれています。この中には、公設保育所の建物の老朽化に伴う改
修・更新費用も含まれています。しかし、歳入については財政需要の伸びほどには増加しないと
見込まれていますみです。

(※)保育関連費とは、ここでは各年度決算額のうち、下記項目にかかる金額を合算して算出した費用を指します。
・保育園管理運営 ・教育・保育施設及び地域型保育事業等運営 ・家庭保育室運営
・公設民営保育事業運営 ・民間保育所等基盤整備 ・職員人件費（しらこ保育園）
・しらこ保育園管理運営 ・職員人件費（みなみ保育園） ・みなみ保育園管理運営

【参考 13】保育関連費の推移と負担財源内訳
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２．財源と人材の確保の手法
Ⅲ．に示した公設公営保育所機能を中心とする新しい保育基盤を構築するためには、既述のとお

り、モデル園としての保育所機能とは別に保育士人材を確保し、新たな事業展開を行うための財源
の確保が必要不可欠です。
一方で、上記１で見たとおり、市の財政は厳しい状況にあり、既に歳出の２０％超を占める児童

福祉費を更に増大させることは、土木費や教育費といった他の用途に充てる財源が十分に確保され
なくなる恐れがあります。
(１)人材の集約化と公設公営保育所の民設化
このような財政状況の中でも、新しい保育の提供体制を実現するため、委員会では、特に公務

員保育士人材を確保するとの観点から、市内に２施設存在する公設公営保育所（みなみ保育園・
しらこ保育園）のうち、しらこ保育園の設置・運営を民間法人に委ねる（民設化する）ことによ
り、公務員保育士人材の集約化を図るという手法について議論を行いました。
公設公営保育所を１園に集約することにより、①公務員保育士という「人材の集約化」と②今

後の保育事業の展開に必要な保育財源を確保する、という市の原案に対し、当委員会では様々な
意見が出されました。

各委員からの意見例
・市内の保育のプラットフォーム機能を担うには、公設保育園と民設保育園との適切なバラン
スが必要で１園だけでは担えないのではないか。
・保育の質は複数の施設で議論し、比較・検証し、切磋琢磨して、築かれていくものであり、
公設公営保育所が１園となってしまえば、そのような比較ができなくなる。提案されている新
しい保育基盤を考えるのであれば、保育予算を確保し、公営保育所を増やすことが和光市の保
育行政の質を高めることとなる。
・財政事情は公営保育所を減らすことの理由にしてはならないのではないか。
・小規模保育事業所にとっての身近な保育園として南北に１園ずつ存在することがベストであ
る。
・市内の民設民営保育所が増加している中で、足並みが揃っていないのは明らかであり、公営
保育所の保育士の中から指導者育成を行うのは良い方法ではないか。人材の確保と連携がしっ
かりあれば、公設公営保育所を１園にした方が良く機能する面があるのではないか。
・限られた財政と限られた人材（公務員保育士）で市内の保育基盤を運営することを考える
と、質の向上を実践するために保育園を１園に資源を集約することは現実的な案と考える。
・（平成 30 年４月現在）市内には１８の保育所と２３の小規模保育事業所があるのだから、こ
れらを研修・検証等に活かす発想の転換ができるのではないか。公務員保育士が民営保育所の
保育に実際に触れる等の機会により互いの保育を比較検証することが可能なのではないか。
・保育所利用者・利用していない者、利用したくても利用できない者がいる中で、これらの住
民全てが負担している限りある財源を公平・有効に活用するためには、多くの子育て世帯の多
様な保育ニーズに対して、質の高い保育サービスを提供していくためにどのような仕組みを持
つことが必要になるかという視点が大事。
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(２)当委員会における意見
当委員会は、委員会で出された、いずれの意見も十分に考慮されるべき意見であると考えます。
しかしながら、市の財政が厳しい状況にあり、審議過程において行った同人口規模の自治体と

の比較においても、和光市の０～５歳人口の割合や保育ニーズが高く、児童福祉費が歳出におい
て既に一定の割合を占めるに至っていること等が明らかになったこと、また、そのような中にお
いても、市内の保育の質の確保と新たな保育課題への対応を取ることが今後の保育行政にとって
有益であるとの観点を踏まえ、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Ⅲ．に記載した公設公営保育所の体制整備や事業の充実に充てていくことは現実的
に取り得る適当な手段であると考えられますました。
一方で、委員の意見の中には、これまで公設公営保育所２園で切磋琢磨してきた過程が失われ

ることを懸念する意見や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に関する意見もありました。
しらこ保育園が民営化されることにより、同園の保育の質が低下することがあってはならず、

また公設公営保育所の公務員保育士による巡回支援等の民間保育施設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されるべきです。一方で、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意見や複数施
設による切磋琢磨の過程が確保される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、しらこ保育園が民設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施設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、市内の各施設間での情報共有と連携により、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。
さらに、民設化する際には、民設化の時期や方法について、民設化前に既にしらこ保育園に在

園している児童への保育内容の継続性に配慮し、保護者の理解を得ながら移行することが大切で
あると考えます。

結び
当委員会は、これまで１年以上にわたり、市内の子育て支援施設や他自治体の取り組み事例も

参考にしながら、和光市の保育基盤がより良いものとなるよう検討を重ねてきました。
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、また市内の保育のプラ
ットホームとしての機能と役割を果たすための体制整備は急務であり、その実現を期待すること
は本委員会の総意です。Ⅲ．や
Ⅳ．に掲げる取り組みの実現を期待することは本委員会の委員の総意です。
しかし、市の財政状況が厳しいという状況の中で、そのような体制の実現に向けた財源調達の

ため、公設公営保育所を１園にすることについても検討を行いました。は、そのための手段とし
て当委員会で検討されたものです。
新たな体制整備に向けた人材の確保・育成、検討チームの設置は、しらこ保育園の民設化を待

つことなく進めていく必要があります。本報告書に記した新たな保育基盤の実現に向けた歩みが
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早期かつ着実に進捗することを強く期待します。Ⅳに示した実現に向けた過程は、しらこ保育園
の民設化を待つことなく、検討・進捗のための体制の確保を図り、この報告書に記した新たな保
育基盤の実現に向けた歩みが早期かつ着実に進捗することを期待します。

（以上）


