
各委員の意見への対応

委員意見概要 意見の趣旨 意見を踏まえた見直し

【榊委員３】

・報告書の表紙に目次をつけたほうがよい。

⇒目次を作成。

【榊委員１】

・「子ども」と「児童」の使い分けについ注釈

を付した方がよい。

（P.9「公務員保育士の役割」についての記載
部分等）

注釈があるとわかりやすい。 ⇒ 原則として、全て「児童」で統一。ただし、法律の

名称や保育所保育指針、事業計画からの抜粋の場合に

は原文のとおり「子ども」を用いる方針で修正。

⇒ 併せて、報告書案１頁の脚注で、本報告書における

「児童」「子ども」の定義を追記。

【榊委員２】【舩本委員１】

・「公務員保育士」「正規保育士」「公務員常勤保

育士」の違いについての具体的な注釈を追記し

たほうが良い。

どのような勤務形態の違いなのかがわかると理

解しやすいのではないか。

⇒ 「正規保育士」「常勤保育士」について、それぞれ

下記のとおり注書きで説明を追記。

・「正規保育士」…P.10脚注。
「公務員保育士のうち任期の定めのない

常勤職員。」

・「常勤保育士」…P.5脚注。
「常勤保育士とは、一日 6時間以上かつ

月 20日以上勤務している保育士をい

いう。」

※P.5Ⅲ１⑴中の「公務員常勤保育士」の文言について
は、「公設公営保育所の常勤保育士」に修正。

【榊委員４】

・公務員保育士以外の公設園に勤務する保育士

の確保について、今後、制度改正等があるとの

ことだが、、既存の規則にとらわれずに独自の

条例等で柔軟に人材確保を行う予定があるの

か。この点について、報告書に盛り込める内容

があるか。

公務員保育士を適所に配置し、公設公営保育所

に期待される役割を果たすために、柔軟な人材

確保の可能性を模索する必要もあるのかではな

いかと考えるため。

【鈴木委員１】

・しもにいくら保育園の閉園理由を記載した方

がよい。（P.2の７行目）

保育所数が増加する中で、しもにいくら保育園

がなぜ閉園するのか？という疑問がわくため。

⇒ Ｐ２の８行目「平成３０年度末をもって閉園予定」

の前に「土地区画整理事業進捗のため」を追記。

【榊委員５】

・P.5の５行目に下線部分を追加修正。
（原案）

「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。」

⇒委員意見のとおり修正。（P.5 の９行目）

資料２



↓ ↓ ↓

（修正案）

「保護者への支援や地域の子どもやその保護者

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。」

【榊委員６】

・P.5の１⑴の公設公営保育所で勤務している
保育士は公務員である、との趣旨の記載につい

て、一時保育室については委託している旨を記

載し明確にした方がよい。

原案の記載のままでは、みなみ保育園一時保育

室も、しらこ保育園一時保育室も公務員が配置

されているとの誤解を与えるため。

⇒委員意見のとおり修正。

P.5脚注に次のとおり注釈を追記。
「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。」

【鈴木委員２】

・P.8下から９行目以降に、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

補充した方が良い。

労働環境の改善と保育の質は密に関連している

ため。

⇒ 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

保育士の業務負担の軽減に資する内容を以下のとおり

記載。

「２（２）プラットフォームとしての機能と役割」

の最後に以下の文を追記。

（追記文案）

「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。」



【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

P.14の（１）最後の「様々な意見」と（２）
冒頭の「いずれの意見」を具体的に記載した

方が良い。

様々な意見を具体的に記していないと「いずれ

の意見」の内容がわかりにくい。

⇒ ＜しらこ保育園民設化に関する様々な意見＞とし

て、会議で出された意見例を列記・紹介。

（第６回の会議資料１（議論の経過）のうち、

【意見５しらこ保育園の民営化について】から抜粋。）

【榊委員７】

・P.14（２）下から８行目中「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。

「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」との記載について以下の懸念が

ある。

誤解①：小規模保育事業所の連携施設は公設公

営保育所でなければならないとの誤解

を与えるのではないか。

誤解②：小規模保育事業所の相談先は現状では

保育サポート課であり、実際にも、今後

の方向性としても少し離れているのでは

ないか。

⇒P.16の指摘箇所について以下のとおり修正。
（原案）

「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。」

↓ ↓ ↓

（修正案）

「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。」

【榊委員８】

・P.14（２）中「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」の記載について見直しが必

要ではないか。

公設園の質が高く、民営園の質が低いという誤

解を招きかねない。



報告書に対する委員意見

榊 理江

意見 報告書該当箇所

１ 表現について①

『子ども』と『児童』違いについての注釈と使い分けてい

る意図の記載

子ども福祉法、母子保健法、児童福祉法等の関係があると

思うのですが、注釈があると分かりやすいと思います。

子ども…和光市の保育

理念や保育所保育指針

児童…公務員保育士に

期待される役割（P.9）

２ 表現について②

『公務員保育士』『正規保育士』『公務員常勤保育士』の違

いについての注釈の記載

どのような勤務形態・雇用形態なのか、明記されることで

より分かりやすくなると思います。

黄 色 に て マ ー ク し ま

す。添付データご確認

下さい。

３ 目次について

報告書の表紙に目次をつけていただけますか？

４ 公務員保育士（任期なし）以外の公設園に勤務する公務員

保育士の確保について、今後制度改正等があると伺いまし

たが、和光市として、どのように人材確保を行っていく考

えなのか、また、公務員保育士が減り続けている現状を考

えると既存の方法以外の手法を模索する必要もあるのでは

ないか、と感じています。それが、公務員保育士（任期な

し）を適所に配置し、公設公営保育所に期待される役割を

果たすためにも不可欠なのではないか、と考えます。この

点について、報告書に盛り込んで頂ける内容がありました

らご検討頂きたいです。

Ⅴ公設公営保育所の運

営方式 2.（P.14）

５ 地域の子どもに対しての記載について

・・・保護者への支援や地域の子ども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。

赤文字の内容を追記検討願います。

Ⅱ和光市における子育

て支援と保育基盤の課

題 3.（ 1） 質 の 向 上
（P.5）

６ 保育士は公務員と記載する点について

しらこ保育園とみなみ保育園には、しらこ保育園一時保育

室・みなみ保育園一時保育室が設置されています。この表

現ですと、市民は、園名から一時保育室も公務員が配置さ

れていると誤解を与える可能性を感じました。一時保育室

は、委託している等の説明があると分かりやすいと思いま

す。

Ⅲ公設公営保育所・公

務員保育士に期待され

る役割 1.（1）（P.5）



※不足する場合は適宜、行を増やしてください。

7 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・・・の文章について

意見として書かれているのですが、小規模保育事業所が連

携施設として設定する対象園は、公設公営保育所でなけれ

ばならない、といった誤解が生じないか、また、小規模保

育事業所の相談先は、各施設というよりは、現状保育サポ

ート課であることから、実際とも今後の方向性とも少し離

れている内容を有益性がある形として記載されることが読

んだ方に誤解を与えることのないような表現にしていただ

く事を希望します。

Ⅴ公設公営保育所の運

営方式 2.（2）（P.14）

8 しらこ保育園が民営化される事により、同園の保育の質が

低下する・・・の文章について

『保育の質』という表現をより具体的に記載していただく

事を希望します。質の高低は、何をもって判断するのかと

いった点を書かないと、公営園の保育の質が高く、民営園

の保育の質が低い、という誤解を招きかねない表現のよう

に感じました。

Ⅴ公設公営保育所の運

営方式 2.（2）（P.14）



報告書に対する委員意見

鈴木 幸子

※不足する場合は適宜、行を増やしてください。

意見 報告書該当箇所

１ 保育所数が増加する中で、しもにいくら保育園はなぜ閉園

予定なのか、という疑問がわきますので閉園理由が一言入

るとよいと思う。

P2、７行目

２ 労働環境の改善と保育の質は密に関連することから、定期

的な労働環境の実態把握が大切ではないか、という内容を

補充していただけるとよいと思う。

P8、

下から 9 行目の「しか

し～以降に」

３ P14 の「さまざまな意見」と の「いずれの意見」の内容

が明記されていないので、さまざまな意見を具体的に記し

て のいずれの意見も、という内容に繋げていけるとわか

り易いかなと思う。下方の行に「一方で・・・」と 3 行に

まとめて意見が集約されていますが、意見内容が簡単すぎ

るので上記のようにまとめていただけるとよいと思う。

P14、 さまざまな意見

のいずれの意見



報告書に対する委員意見 【舩本委員】

※不足する場合は適宜、行を増やしてください。

意見 報告書該当箇所

１ （P.2）しもにいくら保

育園の表記が「公設公

営」となっています。

２ 報告書内（P.5）には公設公営保育所の特徴の記載があるが、

文章内に公務員保育士、公務員常勤保育士、正規保育士な

ど公務員保育士の定義が複数個混在しており、それらが何

を具体的に示しているのか注釈が必要だと考えます。

３

４

５

６


