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会 議 録

第６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３０年１１月２１日 午後７時

開 催 場 所 和光市役所 ６０２会議室（６階）

開催時刻 午後７時００分 閉会時刻 午後８時５０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

津村 典子 保 育 サ ポ ー ト 課 主 幹 兼 課 長 補 佐 中野 陽介

鈴木 幸子 保育施設課長補佐兼事業管理担当統括主査 上原 健二

舩本 勉 保育施設課施設整備担当統括主査 山口 元輝

安井 和男 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

星野 裕司 委員

備

考

傍聴１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、事務局より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【議論の経過】

・資料２ 公営保育所在り方検討委員会報告書目次（案）

・資料３－１ 公営保育所在り方検討委員会報告書骨子（案）

・資料３－２ 公営保育所在り方検討委員会報告書（案）（「はじめに」

及びⅠ.部分のみ）
・参考 これまでの委員会の議論の流れと今後のスケジュール

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。

定刻になりましたので、会議を始めさせていただきます。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、宜しくお願いいたし

ます。

それでは、ただいまから、「第６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。本日は、「在り方検討委員会報告書（案）の骨子」につ

いてご議論をいただきたいと思います。

まずはじめに、これまで５回の会議の中で議論してきた内容を整理した

資料１「議論の経過」を事務局が作成してくださいましたので、説明をお

願いいたします。

これまでの振り返りとして、議論の経過のポイント確認をしていきたい

と思います。一点目は機能論、二点目は質の高い保育基盤の構築向けての

体制、三点目は公営保育所の運営方式に、大きく区分されます。

１.公営保育所が担うべき役割
一点目の機能論では【意見１：公営保育所が担うべき役割・期待される

役割～具体的な事業・取り組みについて～】、【意見２：公務員保育士とし

ての役割について】となります。
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２.質の高い保育基盤の構築に向けて
【意見３：実現に向けて必要となる体制について】

《運営体制①適切な人員の確保》

《運営体制②プラットホームを担うセクションの明確な区分》

《運営体制③人材育成・確保》

【意見４：実現のための準備過程について】

３.公営保育所の運営方式
【意見５：しらこ保育園民営化について】

これらを議論いただきましたので、説明をいたします。１ページをご覧

ください。

【意見１：公営保育所に期待しされる役割について】事務局から①～⑤

の提案をさせていただきました。委員の皆様からのご意見を下線部分を中

心に振り返りますと、多くの小規模保育事業所が存在し、施設・保育士間

の交流促進の構築、情報共有、障害児保育に関しては全園でサービスの質

の底上げをしていくネットワークが必要であると、議論いただきました。

市内の民間施設の得意分野を把握することで、そのスキルの橋渡しをす

ること、情報共有して学び合える開かれた保育ネットワーク構築、公営保

育所がコーディネータの役割を担えるかがポイントになる、とありました。

２ページ目をご覧ください。

【意見１：公営保育所に期待される役割～具体的な事業・取り組みにつ

いて】には、

・「遊ぼう会」の目的を理解した重要性。

・積極的に地域に出向くことや親支援。

・インクルーシブ（=共生）の観点に配慮した障害児受入。
・施設が狭い中でも保育の基本が浸透するような質の向上。

・研修成果を高めるために例えば、飯能市のベーシックガイドのような

ビデオ・パンフレット作成

・巡回支援の仕組みや目的を明確にした具体性を持った園長会議等が質

の向上に繋がる。これらが実施されなければ質の向上にならない。

３ページをご覧ください。【意見２：公務員保育士の役割について】は、

・保育のスペシャリスト・専門性の高い方からの助言によりアセスメン

ト能力の向上を目指すこと。

・子どもたちへの眼差しは、市内全体を見据えるべきだ。

・地域との関わりが薄い子育て世帯に目を向けること。

・世帯課題への気付きのスキルを市内の他の保育士に分けていくこと。

・住民の声を感じ取り行政に反映する役割。
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沼尾委員長

続いて４ページをご覧ください。

２.質の高い保育基盤の構築に向けて【意見３：実現に向けて必要となる
体制（1）について】を説明いたします。

《運営体制① 適切な人員の確保》

・中枢機関の役割を担うには業務に集中・専任できる体制確保が重要。

・保育園の担任する職員（保育士）と在園児以外の地域児童を担当する

職員（保育士）とは明確に分ける。このように明確に役割分担が成立

しないと計画倒れになりかねない。

・中枢機能を担うための適切な人員配置計画の検討が大切。

《運営体制② プラットフォームを担うセクションの明確な区分》

・通常保育と並行して担えるものでないため、専属業務を実施できるセ

クションの設置は必須。

《運営体制③ 人材育成・確保》

・保育分野だけではなく、他分野・近隣領域への精通や心理面を重視し

た関わりのスキル・親支援のスキルを重視すること。

・経験値の高い職員を継続的に育成するため、一定の正規保育士の確保

が必要。

５ページ目の【意見４：実現のための準備過程について】になります。

・新しい機能・体制づくりの計画が途中で消えることがないように「保

包括支援室（仮称）」の保育士、行政職を含め立ち上げる。

・保育現場の意見が本庁舎に上がり現場と本庁のネットワークや連携が

図られ、情報共有がされる仕組み作りが非常に重要。

・この委員会の議論を踏襲していくためには、基本方針を明確にし、部

署の役割を細分化する等の具体的な内容が必要。

次に６ページをご覧ください。

３.公営保育所の運営方式
【意見５：しらこ保育園の民営化について】

・しらこ保育園民営化により公務員保育士人材をみなみ保育園に集約化

すること。これと共に民営化により捻出される財源を今後の保育施策

の財源として活用する。

委員の皆様のご議論は様々であったと思います。

以上、各項目についての委員意見をご紹介いたしました。

しらこ保育園民営化について、どのような意見があったか主なもので構

いませんので、紹介してください。
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事務局（大野）

沼尾委員長

それでは紹介いたします。

・保育園の中で積み上げた経験から公営保育所（しらこ保育園）で良い

保育を行っていると考えている。そのような保育と園児から離れるの

は保育士には非常に受け入れがたい提案。

・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、公営保育所が１園となれば、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

めることになる。

・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こと、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。

・本庁と現場との密な連携を図ることや地域での施設間連携を図ること

により公営保育所の園長の重責を軽減することができるのではない

か。

・保育所利用者・利用していない者、利用したくと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世帯の子育て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重要、といった内容のご意見がございま

した。

事務局からこれまでの議論の経過について、改めて確認・整理をいただ

きました。

公営保育所に期待される役割として、保育や子育てに関する地域ニーズ

は非常に多様で、需要も増えている。反面、財政的には非常に厳しい状況

の中でどのように質の高い保育を各ニーズに合わせて提供をしていく体制

を取っていくのか。あるいは和光市が子育てしやすい街として成立するに

は、どのように体制を構築するか。これらの観点から公営保育所に期待さ

れる役割、公務員保育士の役割、今後の体制の在り方について、市側から

提案された、しらこ保育園民営化について議論をしてきたと思います。

この議論を基にして、最終報告書を作成していきます。今回の資料は委

員の皆様のご発言をまとめていますが、事務局からの説明を聞き、改めて、

こうした視点から発言をしておきたいといった、追加・修正等ご意見があ
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鈴木委員

沼尾委員長

喜名委員

りましたらお願いいたします。

和光市公営保育所在り方検討委員会では、質の高い保育の向上を掲げて

いたと思います。国が提示している保育士配置基準は、０歳児３人：保育

士１人、３歳児未満６人：保育士１人、３歳児 20人：保育士１人、４・５

歳児３０人：保育士１人となりますが、これは保育士配置の最低基準です。

かつて、自治体で保育士を基準よりも上乗せした保育が行われたと思いま

す。質の高い保育を考えると保育士が一人一人の子どもを、より豊かに対

応できるようにするには、国が提示している保育士配置基準は最低基準で

あり、最高でないと思います。保育士配置基準の改善、見直しを課題の土

台として考えていただきたいです。それが保育士の労働環境改善にも繋が

ると思います。

資料１の４ページ「２.質の高い保育基盤の構築に向けて」に、保育士配
置基準の改善・見直し、保育士の労働環境の改善の内容があるとよりベス

トだと思います。

保育士配置基準について市は、どのように考えますか。

保育士配置については、明確にしなければならないことがあります。保

育士配置基準はあくまで最低基準ですから、それが望ましい保育士の配置

数だという訳ではありません。認可を受けるには最低でもこれだけ保育士

を配置してください、とした基準です。各保育所が配置基準だけの人員で

保育を実施しているかとすると、実際にはフリー保育士が配置され保育士

配置基準だけで運営している保育所は少ないと思います。

配置基準を上回る施設に対し、市は１カ月あたり 20万円を補助をし配置

基準を上回る保育士配置を推進しています。

一方で鈴木委員のご意見のように、認可の配置基準を引き上げることが

適当かとすると、補助金でより良く配置しやすいように推進する手法と、

配置基準の見直しという手法では異なる効果が発生します。配置基準の見

直しは、新施設の認可条件が上がるということです。

保育所整備については、平成 30 年度は２園公募をいたしましたが申請さ

れたのは１園でした。平成 29 年度は小規模保育事業所を４園公募いたしま

したが、申請は３園でした。事業者の応募が無い理由として、土地確保が

難しいことや保育士確保の見通しがつきにくい、という声もあります。各

保育施設の保育士の配置基準を増員しなければならないかとすると、配置

される個々保育士の能力によって適切な保育ができるか否かが変わること
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小川副委員長

沼尾委員長

舩本委員

もあります。最低限である保育士配置基準の引き上げによって、保育所整

備がしにくくなるのではないか、待機児童が溢れる状況になるのではない

かというデメリットを踏まえる必要があると思います。市としては最低基

準での配置が望ましいとしている訳ではないので、補助金制度で推進して

います。一方、補助金制度を充実させようとしても、例えば 40保育施設の

うち１園の保育施設に１人の保育士を上乗せし、１カ月あたり 20 万円の補

助金で計算して年間補助金支給額は、240 万円です。40施設に支給すると

すれば、9,600 万円の財源が必要です。こういった点でも財源論は出てく

る。

いずれにせよ、保育士配置基準と望ましい保育とは別の手法になると思

います。

鈴木委員の保育士配置基準人数についてのご意見は、保育の質を求める

時にまったく関係の無いものではないと思います。最低基準で定められて

いるものには、保育士人数、保育室面積だけでなく、保育内容は指針に従

うことの一文もあります。

和光市保育の質を上げる取り組みがあり、私も保育所を巡回しておりま

す。指針を確実に解釈し、質の高い保育が子どもに届くまでに、実践力を

上げるているのを私も感じております。さらに多様な個性のある子どもが

いても、この人数で馴染みやすくこの人数で実践できる力が保育士たちに

はあると感じています。スキルの低い保育士が何人いても、質の高い保育

は実現できないですから、保育の質には保育士数だけではなく、内容も付

随して語られるべきです。

ご意見に関連する内容は、資料１の４ページの《運営体制① 適切な人

員の確保》、《運営体制③ 人材育成・確保》はタイトル表記することで良

いと思います。鈴木委員のご意見をどのように文言に表記するかは、報告

書文案の議論で調整したいと思います。よろしいでしょうか。それ以外の

ご意見をお願いいたします。

追加補足していただきたい事柄が２点あります。１点目は公営保育所に

期待される役割についてです。公営保育所は公定価格が国・県から支給さ

れないデメリットの反面、国・県に縛られず市財源で運営できる、メリッ

トがあります。保育所は就労支援の側面もあり、世帯支援が必要な方は未

就労や、メンタル面の病気であっても通院できていないため、診断書が提

示できない世帯等、今の制度では市は把握できない状況にあります。そう
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沼尾委員長

舩本委員

沼尾委員長

喜名委員

した方たちを公設保育所で受け入れる、システム機能を付加できるのでな

いかと思い、親子で通える幼児教室等を提案いたします。

２点目は公務員保育士の役割についてです。和光市には地域子育て世代

包括支援センターや、ネウボラ体制が構築されていますが、その部分に保

育士が関わらないことがとても残念です。保育経験、保護者支援を現場で

実践している保育士が関わるシステムは、公務員保育士の役割として必要

なのではと、考えております。子育て世帯地域包括ケアシステムの中の位

置付けとして保育所の記載はありますが、ケアシステムの中核に公務員保

育士が参画する必要性があると考えます。

２点目のご意見の確認ですが、ネウボラ制度や地域包括支援の仕組みに

公務員保育士として、専属で関わるということでしょうか。

例えば、地域子育て世代包括支援センターの中心業務を行い、地域子育

て支援に繋げていくイメージです。公務員保育士をセンターへ配属するか、

運営をしていくかは今後の議論になると思います。

公務員保育士が人員配置等で配属されることを考えて良い、とのことで

すね。ご意見の１点目にある保育所業務について、市から考えはあります

か。

施設利用価格は利用しやすい価格または、無料でとなると思います。保

育料のことで申し上げますと、2019 年度 10 月から３歳以降は無償化実施

を目指していますので３歳以降は利用しやすくなると思います。０歳～２

歳の無償化は基本的に非課税世帯に限ると議論されています。０歳～２歳

の養育に自信が無い保護者からすると、一番苦労する時期の子どもの預か

りを可能とした時に、市の独自事業という位置づけで低額または無料での

事業実施というのも成立もあり得るかと思います。

ただし待機児童が発生している中で、求職者の立場の方が入所申請をす

る場合と、就労者で育児休業が終了し職場復帰しなければならない方が申

請する場合は、優先順位をどこにするか。待機児童がいて、施設に空きが

ないという中では求職者、要支援者が一枠を取ることの困難さがあると思

います。一つの対応としては、一時保育が一日 2,200 円で実施しています

から、利用料を低額にすることはできるかもしれません。在園児枠はそも

そも空きが無く、１歳児～２歳児の待機児童が多いのが実態です。財源よ

りもむしろ保育の受け皿が十分に充足していないことが大きいです。
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舩本委員

小川副委員長

喜名委員

市が抱える待機児童の数値も上がっていますし、保育の受け皿が足りて

いないことから、就労者優先は十分よく分かりますが、子育て支援の中に

は求職者や、そもそも非就労者への世帯支援ということを公設保育園だか

らこそ対応すべき機能なのかと思いますが、小川先生のお考えはどうです

か。

保育所指針の中には子育て支援と定められているので、保育・子育て支

援への子どもを育てるスペシャリスト制は、在宅親子にも対応すべきであ

る、そう考えた時、包括支援の建物に勤務することでなく、ネウボラ事業

の役割分担として、保育所が抱えている役割があると思います。舩本委員

のご意見について質問をしたいのですが、わこう版ネウボラを実施する保

育所の役割は非常に重要です。在園児の虐待予防、貧困予防ができるかの

視点もネウボラ事業ですし、そこからこぼれてしまう世帯を、こぼれない

ように予防ラインを実施できるのもネウボラ事業です。高い保育コストを

低い保育コストに抑えることができます、これは保育所だからこそ可能で

す。日々通園する在籍者としての情報を把握しているため、ラポール形成

ができているからです。

同時に在宅親子にも担っていかなければならないので、定めらた施設よ

りは利用者にとって利用しやすく、ハードルが低い立ち位置である保育所

ならば、保育士の皆さんは確実に親子をしっかりグリップできるスキルの

高さがあると思います。在宅親子にもこのスキルを還元できるか、を考え

る必要があります。そのうえでさらに舩本委員のご意見は、建物に勤務す

ることへ固定することでしょうか。保育所の役割の可能性はたくさんあり、

重篤な貧困状態、被虐状態は保育士のスキルとは異なるので、子どもを回

復させる支援は出来ませんが、予防支援は得意としています。保育所での

毎日 11 時間～13 時間程の子どもの様子を把握できますから、役割は十分

に期待されています。利潤追求や企業イメージでなく、和光市の子どもを

育て、成長後には市に還元される価値があるという、信念が公務員保育士

にはあると思います。

舩本委員のご意見に対し、求職者は保育所入所ができないのは仕方がな

いと発言したのではなく、要支援世帯への支援の仕方が保育所入所である

と固執する必要はないと思っております。資料１には親子育児教室を明記

しましたが、週３回定期的に来所してくださいとする仕組みも良いと思い

ます。料金無料・昼食代のみ負担とする事業等、様々な事業を実施するこ
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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

沼尾委員長

とは可能だと思います。

通常入園とすると鈴木委員のご意見にもありましたが、３歳児 20人に対

し保育士が１人での配置になりますので、要支援世帯の場合、保護者が毎

日通園することが出来ない時に、保育士が家庭訪問し通園を促すのは困難

な状況だと思います。在籍園児との合同保育は可能ですが、別事業として

切り出すことで、専任の地域担当保育士が配置対応できれば、家庭訪問し

通園を促すこともできると思います。提案趣旨を実現できる方法は考えら

れると思います。

喜名委員の説明にありましたが、来所しない子どもがいた場合、住民情

報の確認の権限やラポール形成の上で、保護者からの自己開示より情報収

集をするでしょうが、地域包括に関わり切れない要素として怠る場合があ

るとしても、母子保健の権限を持つ保健師よりも保育士は権限が無く、家

庭訪問は出来ない訳です。保育士の権限拡大は考慮していますか。

在園児についても、地域包括ケアを実施する必要がある場合は、個人情

報に関する同意書を保護者から受領しているので、関係部署と情報共有し

ます。ケアネットワークの中で機能する場合は、情報に触れることは可能

だと思います。

情報をもらわないと実施できないのですか。

個人情報がデータベース化し共有されているという状況ではありませ

ん。

現状は検診の受診状況等を、保健センターに電話確認することはできる

のでしょうか。

それは可能です。

情報共有については、和光市以外の自治体でも大きな課題になっていま

す。人員配置も含めどのように連携を構築していくかを、今回どこまで報

告書で具体的に記載できるか、難しいかもしれません。ただ、これから体

制づくりを考えることも含め、是非一歩踏み出すように報告書を記載して

いきたいと思います。これまでの議論に対して、追加のご意見をいただき

ありがとうございました。
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事務局（大野）

それでは資料２、資料委３－１、資料３－２の報告書案について事務局

からの説明後、議論に移りたいと思います。

それでは資料２をご覧ください。はじめに.～本委員会設置の背景～、Ⅰ
～Ⅳまで４項目に分け表記しています。

Ⅰ.和光市における保育の現状と課題
１.市内保育所等の設置
２.保育行政の推進と課題
Ⅱ～Ⅳは、資料１の報告内容を掲載する予定です。

Ⅱ.公営保育所が担うべき役割
公営保育所・公務員保育士に期待される役割

意見１【公務員保育士に期待される役割について】

意見２【公務員保育士の役割】

Ⅲ.質の高い保育基盤の実現に向けて
新たな機能のための体制

意見３【実現に向けて必要となる体制について】

意見４【実現のための準備過程について】

Ⅳ.公営保育所の運営方式
公営保育所の運営方式の検討

意見５【しらこ保育園の民営化について】

引き続き、資料３－１をご確認ください。

はじめに.～本委員会設置の背景～
Ⅰ.和光市における保育の現状と課題
この２項目は資料３－２に示しておりますので後程、ご説明いたします。

「Ⅱ.公営保育所が担うべき役割」～「Ⅳ公営保育所の運営方式」を簡潔に
まとめるイメージとします。意見１【公営保育所に期待される役割】では

従来の議論を基に２点にまとめました。

（1）モデル園としての役割

（2）市内保育サービスの均てん化のための役割（〝保育のプラットフォ

ーム″）

（1）モデル園としての役割について説明いたします。

〇「和光市保育課程」を実践する園

〇新たな子育て支援の課題の把握とともに、市が展開する事業について、

民営保育施設に展開する前の事業を先駆的に実施し、検証する現場。

これは議論の中でアンテナ機能としての役割を提案をいただきましたの

で、表記いたしました。
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２【公務員保育士の役割について】

《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害児教育の積極的な実施

・地域の在宅育児世帯に目を向ける事業

（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、

世帯の生活習慣の確立や養育力を図るための親子育児教室等）

（2）市内保育サービスの均てん化のための役割（〝保育のプラットフォ

ーム″）

〇様々な法人による保育運営がなされる中、質の均てん化を図る仕組み

が必要。

〇公営保育所には、市内の保育基盤の質を支える役割が期待される。

《具体的な事業例》

・新任者研修のためのビデオや「保育 Basic Gaide」の作成
（研修に参加できない者でも和光の保育の基本が理解できる研修材料）

・民営保育士施設への巡回支援（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集合型会議・研修の企画・実施

これは、目的意識を意識した会議運営が重要であるとご指摘をいただき

ましたので表記いたしました。

・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

意見２【公務員保育士の役割について】

〇在籍児童に限らない地域の児童への視点を持つ。

〇保育現場での知識を踏まえた、子育て支援の仕組みづくりや制度設計

への関与。

Ⅲ.質の高い保育基盤の実現に向けて
新たな機能のための体制

意見３【実現に向けて必要となる体制について】

《運営体制の① 適切な人員の確保》

〇障害児の発達・発育に適切な保育を提供する加配保育士等。

〇プラットフォームと機能のために必要となる人員を従来の保育園機能

とは別に確保。

《運営体制③ 人材育成・確保》

〇公務員保育士自身が適切なスキルアップを図られる仕組みが必要。
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〇具体例：・児童発達支援施設での研修制度の創設

・近隣市の保育施設との人事交流・市内巡回研修

中長期的に学べる仕組みが必要であると議論いただいたと思います。

〇必要となる人員の一定数について正規保育士として採用し、計画的な

人材育成。

意見４【実現のための準備過程について】

〇行政職と保育士それぞれが互いに理解を深める。

〇公務員保育士と行政職が連携して制度検討を行う仕組み。

〇具体例：・本庁内保育士の配置人員の増員

・保育士と行政職からなる検討チームの設置

Ⅳ.公営保育所の運営方式
公営保育所の運営方式の検討

〇質の高い保育基盤の実現に向けての取り組みを行うために、新たな施

策を展開する財源の確保と新たな保育所機能（プラットフォーム機能）を

担う人材の確保が必要。

〇一方、厳しい財政状況下で、保育予算を確保することは容易ではない。

意見５【しらこ保育園の民営化について】

〇しらこ保育園を民営化することによって、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財源を確保する、とい

う市の提案。

〇第６回までの公営保育所在り方検討委員会の議論への考え方を表記

続きまして資料３－２をご覧ください。

はじめに.～本委員会設置の背景～
本検討委員会は、「和光市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、子ど

も・子育て支援新制度の開始による公定価格の導入等を踏まえ、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

の検討を行うことを目的に、平成 29 年 12 月に設置された。

この後の文面には会議開催回数、３回の視察、和光市における保育行政

の現状と課題及び市の財政状況について検討をしてきたと表記いたしま

す。これらの検証・議論を踏まえ、

①公営保育所・公務員保育士の役割

②公営保育所の運営方式

について議論し意見を取りまとめたとの内容を記載します。
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沼尾委員長

Ⅰ和光市における保育の現状と課題

１.市内保育所等の設置状況
保育施設の 38 施設のうち、民設民営保育施設は 33施設整備されており

ます。民設民営保育施設の運営主体別にみると、株式会社、社会福祉法人、

有限会社、ＮＰＯ法人、医療法人と多様な主体によって保育事業が展開さ

れています。

公設保育所は５施設あり、直営である２つの公設保育所には、公務員保

育士が勤務しておりますが、３つの公設保育所は社会福祉法人及び株式会

社が運営しています。これらの施設には保育時間や障害児保育の実施状況

に大きな差はなく、保育料については同額であると記載いたします。

２.保育行政の推進と課題
待機児童については、これまでの計画的な整備により確実に減少をして

いるが、未だ解消に至っていない。旧制度で待機児童をカウントした場合、

平成 30 年４月は 18人でしたが、認可定員数は着実に増加しています。次

に財政関係の記載になりますが、投資・牽引により受け入れ児童に対する

施設型給付が増大しております。この中で質の確保が重要とであること、

市の取り組みとして「和光市保育課程」の策定や、研修会を継続して実施

していると記載をいたします。

また、様々な運営主体による保育が展開される中で、以下の課題があり

ます。

①保育の指導・助言の充実による安全・安心な保育の維持・確保

②個々の保育施設における子育て支援（保護者に対する支援・アセスメ

ント）の向上

③障害児保育や地域の在宅保育世帯への支援等の多様化する保育需要へ

の対応

最後に運営費についてです。（参考）しらこ保育園と同園の同規模の民設

保育所の運営費の財源による内訳となります。こちらは、第４回公営保育

所在り方検討委員会の資料を再掲しております。これは公営保育所の場合、

国や県からの負担金がないため、市の一般財源を充当する額が民設保育所

の３倍となることを示しています、以上が報告書骨子（案）であります。

この報告書案について議論をしていきたいと思います。まず資料２の目

次の構成についてです。４章構成になっておりますが「意見１」、「意見２」

という番号表記について、「①」、「②」等の表記に変更しておくほうが良い
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舩本委員

沼尾委員長

喜名委員

沼尾委員長

小川副委員長

喜名委員

小川副委員長

喜名委員

と思います。あわせて章・節の追加等を含め、ご意見をいただきたいと思

います。

公営保育所と公務員保育士が期待される役割は、一つのようで異なる分

野として多岐にわたると思います。公営保育所が担う役割と公務員保育士

が担う役割の章は分離し、施設として行うこと、人として行うことを分け

た方が良いと思います。

資料２でⅡ.公営保育所が担うべき役割と表記されていますが、その中で
公務員保育士の役割が表記されているのは、どうでしょうか。事務局はど

うお考えですか。

公務員保育士の役割についてのみで、１章成立するかは原案作成してか

ら判断いたします。

Ⅱ章のタイトルを「公営保育所・公務員保育士の期待される役割」に変

更してもいいですね。

「Ⅱ.公営保育所が担うべき役割」、Ⅱの実現結果内容を「Ⅲ.質の高い保
育基盤の実現に向けて」に記載、Ⅲの内容の継続的・有効的運営方法につ

いて、公営か民営かに話題を転じたのが「Ⅳ.公営保育所の運営方式の検討」
となるストーリー展開でしょうか。

「Ⅲ.質の高い保育基盤の実現に向けて」は、会議資料のタイトルを使用
しています。端的に申し上げますと、「上記２の実現に向けて」が一番直接

的な言い方になります。

そうしますとストーリー展開が整理されますね。

ここでは質の高い保育基盤の実現するために、公営保育所が担うべき役

割や公務員保育士の役割を議論しています。確かに小川副委員長がおっし

ゃるとおり、「質の高い保育基盤の実現」というと、民設保育所での対応に

ついての記載までできるのかという話になります。鈴木委員のご意見のよ

うに、保育士人員の補充を充実させる取り組み等、射程圏内が広くなる見

出しだと感じます。
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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

喜名委員

タイトルは検討するということですね。

そうしますと章の構成が、逆になるのかもしれません。現状・課題があ

り、それをどのように変えていくか。目指すべき姿があり、そこに公営保

育所や保育士がどのような役割を担っているか、それ以外の方法も明記す

るということでしょうか。

そうですね、資料３－１の中身を読むと資料２の目次の順番が合ってい

るように思えます。小川副委員長のご意見も念頭におき、目次の章構成を

変更するほうがよいかもしれません。

では、資料３－１と資料３－２を見ていきたいと思います。資料３－１

「はじめに.～本委員会設置の背景～」と「Ⅰ.和光市における保育の現状
と課題」や資料３－２公営保育所在り方検討委員会報告（案）（「はじめに」

及びⅠ.部分のみ）の事実認識、現状と課題に盛り込んで欲しい内容・数値
がありましたら、ご意見をいただきたいと思います。

わこう版ネウボラにこの内容は、どのように反映しているのかの関係性

が入れば良いと思います。「現状と課題」にしたとき和光市として実施して

いかなければならない包括的部分、乳幼児期の教育・保育と高齢者の自立

が繋がっていますから、それをより良く実現するために考えた結果、課題

があるのです。どう捉えていくか故に、この課題があるのです。

小さく捉えるならば、現状でも実施できていることは多くあります。わ

こう版ネウボラ、包括支援の中に乳幼児教育・保育を捉え、そこに公営保

育所があり機能を十分に達成できていない、と捉えているからこそ課題が

発生していると思います。ここから立ち上げると結果に行き詰ってしまい

ますので、公営保育所を、わこう版ネウボラの中でより有効に機能させて

いくために今後していくこと、というの視点が必要ではないかと思います

資料３－２に記載している課題は、公営保育所の課題というよりは、市

内保育の現状全体を見た時、こうした課題があるので公務員保育士に保育

基盤を支えていただきたいとの議論をしてきたと思います。公営保育所に

ある課題について議論をしたというよりは、保育基盤全体の課題を議論し

てきたかと思います。

確かに小川副委員長がおっしゃるとおり、わこう版ネウボラの目指す姿

を記載について考えていく必要があると思います。資料３－２の３ページ

②の保育所機能は、わこう版ネウボラを実施するうえでは、市内の各保育
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沼尾委員長

舩本委員

喜名委員

施設は、園児が家庭で父母とどのように時間を過ごしているのかという視

点を持って親支援をしていく機能を全保育施設が持つ必要があるというこ

とは、わこう版ネウボラの仕組みを目指すということから見出していく課

題だと思います。

「Ⅰ保育の現状と課題」にある、「１.市内保育所等の設置状況」では、
保育所についてだけの記載となります。一時保育、包括支援の相談体制が

保育所とうまく繋がっていない状況や、一時保育の利用料金が高めである

等、いくつか課題がありますので追加の記載が必要だと思います。後の提

言と噛み合う形に書き込んでいただきたいと思います。

資料３－２の「Ⅰ.和光市における保育の現状と課題」、「１.市内保育所
等の設置状況」には様々な運営形態の法人があり、数値的にも公表されて

いるものもあります。２ページの下部に「保育サービスの量的拡大ととも

に、安全な保育が実践されるよう「質」が確保されることが重要。」と記載

されています。公務員保育士が助言、コーディネートする機能については

議論はありましたが、なぜそのような機能が必要とされるのかという根拠

が全く記されていませんし、問題定義もスッポリと抜けています。そのあ

たりを洗い直した方が良いと感じました。

３ページに記載の（参考）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申し上げます。「（注）事業費は平成 29

年度決算額から、職員給食費及び一時保育分の給食費を利用児童比率で案

分の上除外し、光熱水費や清掃委託費は占有面積比率で案分した額を計

上。」とありますが、保育園の中での委託業務は 20～30 項目があり、例え

ばエレベータ保守点検業務、修繕費用等、子育て世代包括支援センターと

重なる部分がありますから、案分されなければ公平な数値は、算出されな

いと思います。

また、しらこ保育園と同規模民設保育所平均とグラフ表記されています

が、設置年数が浅い保育所は、修繕費用がほとんどかからないです。平成

29 年度のしらこ保育園は、設置 15 年程度経過していますから、かなり修

繕費用がかかると思います。平均でなく同程度経年した同規模保育所でな

いと、比較は難しいではないでしょうか

全く同じ条件の保育所が存在するのか、との指摘もあると思います。し

らこ保育園を提示したのは、みなみ保育園と比較できる民営保育所が存在

しなかったためです。運営に係る費用の差に大きな影響が出る部分は定員
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鈴木委員

沼尾委員長

小川副委員長

規模、年齢構成があると思いますので、そこが類似している園との比較と

しました。

先程、修繕費用、エレベータ保守点検業務のことを述べられましたが、

実際には公定価格が高い、しらこ保育園の０歳児人数とグラフにある同規

模民設保育所平均の０歳児人数は、ほぼ類似していますが費用はどちらが

多いかという点も出てくると思います。比較の根拠の曖昧さや園同士の違

いを完全に排除できなければ比較はできないとなると、事業検証はなかな

かできないと思います。全条件が同じ保育所が無いなかで比較せざる得な

いので（注）・（※）の表記をしております。

相違を言い出すと比較ができなくなりますし、比較せずに議論できるか

というと、それは何の財源によって賄われているかという視点は必須です。

舩本委員のご意見に国・県からの公定価格に縛られない、公営保育所だか

ら無償事業を実施できるのでないかとのご意見がありましたが、その意見

にも繋がると思います。ある程度の差異は飲み込まぜる得なく、全条件が

一致しないからこのグラフを出すべきでないとの話にはならないと思いま

す。

このグラフは、制度上の財政構造の違いを説明する資料かと思います。

右側グラフと左側グラフがどちらが高いのでしょう、を説明したいので

なく、財源のところに左グラフは赤（国費）とオレンジの（県費）が無い

ということを説明したいのです。

舩本委員了解いただけますか。

一般の方にこのグラフを配付した時に、高さについて議論の先頭にこな

いでほしいなと思います。％で表記するのはいかがでしょうか。

先程もご意見が出されましたけど、１ページにある「Ⅰ.和光市における
保育の現状と課題」には数的なものだけで、内容が示されていないので一

般の方が資料を見て内容が伝わらないので、もう少し深めていただきたい

と思います。

ご意見を踏まえ加筆していただき、肉付けしていただきたいと思います。

資料３－２の２ページ下部にある、「市ではこれまでも、「和光市保育課
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喜名委員

沼尾委員長

喜名委員

沼尾委員長

小川副委員長

程」の策定や研修会の実施を行ってきた。」とありますが、この成果は３ペ

ージ目の①・②・③に向かっていく過程なので是非、克明に記載していた

だきたいと思います。それから「保育課程」とは現在、呼んでいないと思

いますが。

和光市では「保育課程」という名称が残っており、和光市の全体的計画

にも「保育課程」とあるのです。

それで「」がついた表記としています。

それでは資料３－１に戻り、「Ⅱ.公営保育所が担うべき役割」、意見１【公
営保育所に期待される役割について】、意見２【公務員保育士の役割につい

て】について何か加筆すること、視点等ありましたらご意見をお願いいた

します。

先程、舩本委員から提案いただいた低額または無料で利用できる事業は、

（1）の《具体的な事業例》に記載することが妥当だと思います。

それは、モデル園としての役割に盛り込むとのことですね。タイトルは

公営保育所が担うべき役割ですから、かなり公営保育所の話題に集約され

ていますが、議論を伺いますと和光市全体での子育て支援のための公営保

育所の位置づけ・連携が含まれています。公営保育所の役割も大事ですが、

意見１（2）（〝保育のプラットホーム″）では、均てん化のための役割も

大事ですので、市内の保育基盤の位置づけにもう少し肉付けしても良いと

思いました。

例えば表現しやすいのは、わこう版ネウボラだと思います。その中で妊

娠期の過ごし方や乳幼児期はどのように育ってほしい、と和光市は思って

いるのか。これを行うのは保育の領域である。しかし乳幼児期に保健セン

ター、子育て世代包括支援センターも関わるが、保育では予防的役割をす

べきである。このように構造を整理して、そのうえでイニシアチブをした

り繋ぐのが公営保育所の役割として期待される。このような構想だったと

思いましたので、可視化できると非常に分かりやすく、そうした人材育成

をする故に正規職員の公務員保育士が必要と順序立てていけば、整理され

ると思います。民営・公営双方が保育行政を実施していますので、その中

で民営保育所の役割とパワーを位置付け、表現していただきたいと思いま
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小川副委員長

沼尾委員長

小川副委員長

す。

２ページ目に移ります。「Ⅲ.質の高い保育基盤の実現に向けて」の意見
３、意見４の該当箇所についてはいかがでしょうか。

ネウボラを実施していますので、在園・卒園後の情報共有についてです

が、ネウボラ実施国では、ネウボラセンターが 18歳まではカルテを管理し

ています。もしかしたら健康の度合いによっては、公営保育所が役割を担

うかもしれないので、情報共有の体制づくりについて思いました。

情報共有のための体制づくりについて、話がずれますが国のマイナンバ

ー制度のマイナポータル導入で、国は子育て世帯からマイナンバー活用に

力を入れていこうとしています。どこまで自治体が情報を使えるか、共有

できるかの課題もありますが、その辺りのことを見据えながら情報共有に

ついて考えていただき、報告書に記載いただければと思います。

次に「Ⅳ.公営保育所の運営方式」についてですが、いかがでしょう。こ
れについては意見５の最後に、当委員会の考え方と書いてありますが、こ

れについては本日の最初に説明された資料１に、これまでの議論に関して

整理していただいているところです。この整理に基づき、民営化について

のメリット、デメリットを踏まえて、現状からどう整理していくかを考え、

委員会として方向性をまとめていくことになると思います。何かご意見が

あればお願いします。

しらこ保育園の民営化という言葉での書き方になるのでしょうか。保育

所調理室は、既に民営に業務委託されているので、もう少し相応しい言い

方がないのかと思います。その機能がより優れた形で展開できるように、

民営が実施するのか公営が実施するかを考え、調理室は自園調理ですが委

託されています。ですが委託先の栄養士と市の栄養士では常に理念は共有

され、保育から食事を作るという考え方になっていると思います。公営園

が無くなり民営園になるということでなく、和光市の保育、乳幼児期の子

どもをどう育てるかという視点があり、機能は民営が担っていくものがあ

るとする、書き方ができればと思います。厳密にいうと調理室は既に民営

化ですし、しらこ保育園の民営化という表現でなく、民営が機能を担い和

光市が目指している、基盤構築や質を高めていく内容を可視化、文字化さ

れると良いかと思います。
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沼尾委員長

舩本委員

沼尾委員長

榊委員

喜名委員

民営化という言葉を使うかどうかも含め、文言部分を検討していただく

ことで、またそれ以外のところでいかがでしょうか。

先程、当委員会の考え方もある、と言っていましたが、この部分は何か

補足されるのですか。当委員会の考え方で終わるのでしょうか。

どう書くかが今日の議論のポイントです。資料１の６ページ７ページに

は、これまでの委員の皆様からの意見について、事務局から説明がありま

した。確認していきますと、これまで積み上げてきた保育実績があるので

急な民営化は保育士としては、非常に受け入れ難いとした意見、また保育

現場での職務経験をどう大切にしていくのかという議論、また公営保育所

園長が２人存在することで相談体制ができ、負担軽減されていることもあ

るのではないか、とした意見もあったと思います。

その反面、公営の役割もありますが、限られた財源や人員を効率的、効

果的に配置していきながら、トータルで和光市の子育て支援、今の財政構

造を考えるとここで民営化し、そこで発生した財源を公務員保育士確保へ

活用し、見直していく考え方もあるのではないか、むしろ研修体制や人員

確保に財源を充てていくとした提言もあったと理解しています。

ここからは委員長の案ですが、これまでの骨子案もそうですが、現状と

課題、和光のような子育ての仕組みを作る体制を考えていくと、しらこ保

育園の民営化に関して言及し、そこで削減できた財源でこうした新たな機

能に充てていく、という形でこの報告者が取りまとめられることがいいの

ではないか、ただ一部の委員の方からは公営で実施することも意味がある、

とご意見もあり、民営化でサービスの質や保育の質が下がることはあって

はならない、といった形で取りまとめるのが一つの案かと、私自身は考え

ていますが、その書き方についてご意見をいただき、次回の会議にそれを

踏まえた文案を事務局で作成していただき、それをもとに進めていくとい

うことでいかがでしょうか。また、その中身と進め方について意見があれ

ばお願いします。

私も両方の側からの意見を記されることを希望します。また可視化され

るといいのでは、といった意見もあったと思いますが、これまでの会議は

図のようなものが多用されましたが、骨子案ではありませんでした。今後、

図式等を盛り込むことは可能でしょうか。

実際の報告書に記載する際は、必要なグラフ等を表記いたします。
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ありがとうございます。そうしたものがあると分かりやすいです。それ

から目次の順番で、二番目に質の高い保育基盤の実現に向けて、その次に

公営保育所が担うべき役割、という順番が良いかと感じました。

順番の流れは今の意見がいいかと思いました。一般市民が読んですんな

り分かることが、大事なのかと思います。

今日の資料は読みにくかったでしょうか。

一つ一つ確認したら、よく分かりました。

分かりやすさは市民に対して必要なので、是非工夫していただければと

思います。

前回の資料で基本理念が入りましたが、その辺の部分も文章だけですと

イメージも湧かず、分かりにくいので分かりやすくしていただきたいと思

います。和光市の街で子どもが育ち愛され、基本理念の中の自己肯定感を

持ち健やかに育む、仕組み作りのために議論しているので、基本理念がし

っかりと書かれていることがいいと思います。

基本理念を明確に書く、という貴重なご意見をいただきました。

民営化による質の低下防止のために、監査指導する等の書き方をしない

ことを望みます。民営で可能な保育時間の延長、７時から 20 時の保育の実

施や期待していることがあります。

和光市が他自治体よりかなり優れているのは、強制ではないですが民

営・公営が同じ研修を受け、「和光市保育課程」を基準に和光市民としての

子どもを育てる、スタートラインに立っていることだと思います。勿論、

この会議は公営保育所の在り方を議論していますが、保育行政は公営だけ

でなく既に民営の力も重要性を占めています。全体像が見える中で役割を

抜粋した形の書き方でも良いので、民営に通う子どもの保護者も多くおり

ますから、保育の質については丁寧に記載し、幅広い層の方に理解される

ようにと思います。

この公営保育所の在り方検討委員会は、単に公営保育所をどうするか、
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という話でなく、和光市の子どもの成長、子育てをどう考えていくか、と

いう根本的な視点の中で公営保育所の役割を位置づけ、公務員保育士の役

割を考えていくとした、格調の高い議論がここで出来ていると思っていま

す。市でこれらの議論をまとめるにあたり、これに書かれた提言について

も確実に実行いただければと思っていますが、その辺りを含め安井委員、

喜名委員は今日の議論をどのようにお考えか、ご意見をいただければと思

います。

今までの議論の中で、まず報告書案の方で、はじめに、の部分で本委員

会の設置の背景は分かりますが、在り方の検討についての必要性を、はじ

めの中に入れることによって、次の和光市の保育の現状と課題、保育行政

の推進と保育を取り巻く環境、課題があり、その解決のために質の高い保

育基盤と繋がるのかと思います。そのための順番としてⅡとⅢが入れ替わ

ることで繋がるのかと思います。

今後の在り方への意見・認識についてのご意見はおありでしょうか。

私どもは行政として政策を担う立場なので、今回、報告書作成するにあ

たり現場の公務員保育士や、舩本委員の事業提案等を参考にしております。

現場の保育士からも、支援が必要な家庭は、保育所に来所することへのハ

ードルがあるので、公務員保育士が家庭訪問保育し、少しづつ集団へ促す

という提案を、いただきました。こうした議論を契機に公務員保育士から

積極的な提案もありましたし、公務員に必要な政策提言能力もあるなと思

いました。本庁舎側がそれらの提案・意見を吸い上げ実現していくのは、

報告作成時期のみでなく恒常的に行い、現場から意見を提案しやすい関係

構築をしていきたいと感じています。

是非、報告書に記載していきたいと思います。それでは本日のご意見を

踏まえ、読みやすい報告書を作成をしていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。原案が出来次第、次回会議前に委員の皆様にま

ず送付し、内容へのご意見をいただきながら、作業をしていきたいと思っ

ています。詳細は、後日事務局から連絡いたしますので、よろしくお願い

いたします。

次回会議は１月８日（火）となります。それではこれをもちまして、第

６回和光市公営保育所在り方検討委員会を閉会いたします。


