
- 1 -

会 議 録

第５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１０月１７日 午後７時

開 催 場 所 和光市役所 ６０３会議室（６階）

開催時刻 午後７時００分 閉会時刻 午後９時００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 サ ポ ー ト 課 支 給 認 定 担 当 主 査 渡辺 拓也

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

星野 裕司 保育施設課事業管理担当主任 今野 陽子

喜名 明子 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

備

考

傍聴１名

会議録作成者氏名 今野 陽子
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会 議 内 容

事務局（平川）

沼尾委員長

鈴木委員

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

・委員名簿

・資料 第５回和光市公営保育所在り方検討委員会 質の高い保育基盤の

構築に向けて

・資料２ 公営保育所在り方検討委員会 委員インタビュー

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されます。

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。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５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、「質の高い保育基盤の構築に向けて」に

ついて、ご議論をいただきたいと思います。

はじめに、前回の会議の終わりに私から、「質の高い保育基盤」の構築の

ために具体的にどういった取り組みが必要かをご検討頂きたいとお願い申

し上げました。これを受け、この会議に先立ち事務局が各委員にインタビ

ューを行っております。その意見をまとめた資料をお配りしておりますの

で、改めて各委員から、意見についてご説明をお願いいたします。鈴木委

員からお願いいたします。

1.どのような機能・役割を担うべきか。（事業のイメージ等）

（1）子育て支援

まず保育所は保育園児とその保護者、保育所近隣住民への子育て支援と

しての２つの機能があると思います。第一に子育て支援の運営・内容とし

て保育園児保護者には、園内の保護者向け育児講座、子育てサロン的な保

護者同士の交流の場づくりが大事だと思います。近隣住民の保護者向けは、

保育所の地域交流事業である「保育園あそぼう会」が充実すれば良いと思
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沼尾委員長

います。これは、保育現場に人的ゆとり、保育所と地域を結び付ける意義

が相互に共有されていればできることですが、「保育園あそぼう会」の定着

率が低い状況であれば、地域に出向く保育のサロン的な場づくりの検討の

余地があると思います。

（2）質の向上の取り組み

第二に保育施設支援としては、以前提示された和光市保育基盤では、園

長会議、年齢別会議、障害児保育会議が表記されていました。日々の保育

業務の合間にこれらの会議を担当し、議論しますから保育方法、事例検証、

怪我や事故の全園情報共有など、実践的で具体性を持った会議内容である

ことが重要だと思います。

それから小規模保育事業所と保育所は規模は異なりますが、子どもに対

して安心・安全である環境、子どもの気持ちを大切にする子育て理念は共

通だと思います。子どもへの保育所内での言葉掛け等の研修は、「保育の基

本」の浸透や保育の質の向上策として必要です。

２.上記を実施する手段は何か。
質の高い保育基盤の構築に向けては、以前にも意見を述べましたが、市

が採用する任期付き採用職員が２～３年で辞める形態は、質の高い保育基

盤の構築には逆行すると思います。正規職員の保育士採用をすべきですし、

市の採用の在り方の考えをここでお聞きしたいです。

二点目は、外部研修経験を現場に還元する仕組みを考えていただきたい

と思います。保育の質の向上には保育者が継続的に働きやすく、安心・安

定した保育者集団の保育の積み重ねを継続する環境が求められていると思

います。それから市内保育所の民営園や小規模保育事業所の雇用状況調査

をお願いいたします。

３.実現されるまでの準備で必要となることは何か。
小規模保育事業所では園庭がなく苦労をすると思いますが、保育施設内

での保育実践方法を研究する必要があると思います。

４.その他
公設公営保育所が２園存在するのが望ましいことについてです。和光市

は今後益々発展していく都市で、子育て世帯も増えていくでしょうから、

公設公営保育所を中心に保育の基盤を検討して欲しいと思います。地域に

ある公設公営保育所が周囲の小規模保育事業所等と連携を取りながら事業

を進めていくのがベストだと思います。

保育所に関し在園児とその保護者支援も大事だか、近隣住民と関係も重

要とのことでした。職員については、保育所、小規模保育事業所が増加し
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舩本委員

沼尾委員長

榊委員

ているが、保育士の経験・情報を共有をし学び合える場を構築していくこ

とが大切であり、正規職員を確保し、経験が蓄積される雇用環境を整える

ことの必要性についてご指摘をいただきました。公設公営保育所は２園存

在が望ましいとのことでした。

鈴木委員のご意見にあります「保育園遊ぼう会」について教えてくださ

い。これは、保育所が保育園児以外向けに行事等、活動をするものですか。

これは地域開放事業の一環として、月１回のペースで行っています。親

子に保育所に来所していただくものです。３・４・５歳児は、保育園児か

幼稚園児のため、事業の募集対象となっていますが利用者は、あまりおり

ません。みなみ保育園では募集数に対し、１・２歳児の利用者がポツポツ

とおり殺到する状況ではないです。

地域と保育所を繋ぐ接点になっているということですね。それでは、榊

委員お願いいたします。

1.どのような機能・役割を担うべきか。（事業のイメージ等）

（1）子育て支援

保育所の担う役割として地域の子どもたちに向けた支援が保育所保育指

針に表記されていると思います。保育園児以外も支援を得る機会があれば

と思い、市民の協力を得る仕組み作りができたらと思い、こちらの意見を

挙げました。

（2）質の向上の取り組み

指導検査終了後の講評が継続的な質の向上につながると思います。研修

については、新人研修向けに和光市の保育の特色や考えを映像・音声を用

い紹介する研修の仕組み作りができたらと思います。視察をした飯能市の

ように、ベーシックガイドを質の向上の一環として活用するのも良いと思

います。

２．上記を実施する手段は何か。

保育に関する専門的知識が必要だと思いますので、本庁（行政職）と保

育の中枢センターが密な連携をとること。行政職が正しい保育（子どもの

権利条約や保育所保育指針）を深めていくことが、より良い保育サービス

の提供に繋げることができると考えました。次は前回会議でも述べました、

中枢機能としての専属業務を実施できるセクションを設けることが必要だ

と思います。

３.実現されるまでの準備で必要となることは何か。
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沼尾委員長

榊委員

沼尾委員長

榊委員

津村委員

着実に実現されるための体制づくりとして綿密な計画を立て実行してい

ただきたいと思います。

４.その他
公営保育所の運営の為の適切な人員配置数の割り出しや中枢センターの

運営の為の適正な人員配置計画の検討には、財政課題も含め考えていくべ

きと思います。それから将来的に目的がズレてしまわないために、基本理

念や基本方針を定め、和光市の子どもたちの為に継続的に安定した質の高

い保育の仕組み作りを検討していければと思います。

市民の協力を得る仕組みづくりについてイメージされるものがあれば教

えてください。

ファミリーサポートセンターの協力会員は、所定の研修を受講し活動し

ていると聞きました。和光市に勤務してから地域の祭事や消防団、商工会

をに対し身近に感じ、団結力がある和光市民も見る機会がありました。こ

うした地域に協力的な方々の時間や経験を活用し、すでにある研修制度を

活かした仕組みづくりができたら、と思いました。

これは飯能市視察の際、住民が地域活動に参加し協力を得られている成

功事例としてを小川先生からご説明いただきましたね。地域のコミュニテ

ィと繋がりながら、子育てを支える関係ができるといいということですね。

和光市の都会的な部分と昔ながらの部分が入り混じった地域の良い部分

を活用できたらと思います。

1.どのような機能・役割を担うべきか。（事業のイメージ等）

（1）子育て支援について

親子育児教室を念頭にした親支援の取り組みをしていくことが大事だ

と思います。特に就学前に支援が必要な世帯に対し、保育士も気づきがあ

ると思いますが、知識と判断と働きかけが就学後の保護者にとってスムー

ズな問題解決方法になるならば、市が保護者と共に提案していく関係の可

能性を考える学びが必要です。これには中枢機関の保育サービスのコーデ

ィネーターが学び、市内全体の保育士を的確に指導していけるよう、人材

育成が必要であると思います。

（2）質の向上の取り組み

モデル園として全ての課題を担う必要はなく、市内の民間保育施設の得
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沼尾委員長

舩本委員

意な分野それぞれがあると思うので、それを把握して、スキルの橋渡しを

することも大事な役割でないか。ほんちょう保育園を見学し、障害児保育

のレベルの高さは他園に無いものだ、と私は思いました。得意分野を掲げ

ている民営保育所も多いでしょうから、ノウハウや知識のある人材にリー

ダーシップを任せ、市内保育サービスに共有できたらと思います。

２.上記を実施する手段は何か。
人材育成には、保育分野のみならず他分野・近隣領域についても一定の

知識が求められます。これはコーディネーターの仕事をしている時、感じ

たことですが、ある一定の子育ての知識を身に着け、能力に長けている人

材を保育サービスのコーディネーターに配置すればと思います。

虐待リスクを抱える親とのかかわり方は、私は民生委員をしております

ので、虐待のケースを扱うことも多いです。虐待原因は状況が様々ですが、

就学前児童と親の関わりを客観的にアドバイスできるのは保育士が適任で

保育サービスのコーディネーターが適任だと思います。

親支援と家庭支援の視点、そして各保育所の得意分野を活かし、市内保

育所が情報共有し、全体の人材育成に繋げるというイメージですね。次に

舩本委員委員お願いいたします。

インタビュー意見と共にカラー刷りのポンチ絵を作成してきました。ポ

ンチ絵は、これまでの会議内容をまとめ枝葉を広げたものです。質の高い

保育基盤の構築と公務員保育士の人材活用についての全体的イメージ図で

す。

まず左上の『保育包括支援室（仮称）』は、中長期的な計画を担う和光市

の包括的な保育・子育て支援施策等を検討していく機関とします。人材・

事業展開の必要性を細切れになることなく、継続的に確実に検討する機関

を用意することを考えました。

その下の『市内保育所の質の維持・向上』は、（中枢センター機能）と位

置づけましたがどの場所に置くかによります。保育所指導監査のためには、

保育士と行政職員が共に配置される必要がありますから、中間地点に置き

ました。保育所運営に関するアドバイス、ネットワーク構築は全てのスキ

ルを公設公営保育所で実施するのでなく、特色性がある保育施設への橋渡

しができるような機能があればと思います。

１・２年目の新人保育士を和光市の宝・戦力・資源として定着していた

だくように、保育士になって良かった、明日からも楽しい保育ができると

感じられる場の提供機能があればと思います。これらを市役所・保育所の
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機能として挙げ、右側一番上の『園児の保育』は、従来保育の延長線上に

ありますが、和光市保育課程に則った保育の取り組みを実践するモデル園

機能は、特化する機能ではなく和光のスタンダード保育機能を提供できる

保育所とします。

その下の『障害児保育』は、必要性に迫られ機能を増加していかなけれ

ばと考えています。インクルーシブの観点に配慮した受け入れ実施や医療

ケア児等が落ち着いて過ごせるような単独の『育成クラス』には、療育の

専門家による定期的な指導・アドバイス事業を実施し、展開できたらと考

えています。

次に『地域開放事業』は、地域交流保育・常時開放型の園庭開放事業、

子育て相談、飯能市で実施のマイ保育所事業の実践。親の養育支援が必要

な世帯は存在しますので、『親子育児教室』は公営保育所が担当し無償若し

くは、低額料金として通える範囲内と位置づけ、学べる場の役割と考えて

おります。

『年齢別・障害児保育会議』は、過去にも実施されておりますが、市内

保育の質の向上のための年齢別（クラス別会議・研修）の運営、障害児保

育会議の運営及び連絡調整です。連絡調整は、もしかすると中枢センター

機能と重複する内容であると思いますが、年齢担当保育士同士が話し合う

ことで活発化されると思い、保育所機能に入れました。

これらを実施する上で、これまであまり議論が挙がらなかった、地域子

育て世代包括支援センターの機能調整については、市内全域の要支援児

童・世帯の把握の中核を担っていますので、ここの部分には公務員保育士

が事業に参画する必要があると考えております。

最下段の小豆色部分の【その他】には、これらの中長期的計画を実施す

るには、計画的な人材育成を必須だと考えましたので羅列しました。みつ

ばすみれ学園などの児童発達支援施設への実務派遣研修制度は、１年間の

出向等の長期にわたるものが良いと思います。また専門的研修への参加機

会の確保には、子育て支援・親支援のために全ての専門家になれる訳では

ありませんが、心理学分野等これまでより一歩進んだ機能の導入部分の研

修が必要であると、感じています。

次に、保育士確保が社会的課題になる昨今の状況下で、中枢センターや

障害児に対する保育を確実かつ持続的に機能維持していくため正規職員の

人材確保については説明いたします。臨時職員や任期付き職員の募集をし

ても雇用成立しないため、機能維持確保のためのに幅広い年齢層の正規職

員の計画的人材確保が必須ではないかと思います。
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沼尾委員長

大野次長

ありがとうございました。次に、これらの委員意見や前回までの会議議

論を踏まえ、これからの和光市の質の高い保育基盤の構築に向けて、事務

局から説明があります。

それでは、資料第５回和光市公営保育所在り方検討委員会質の高い保育

基盤の構築に向けての１ページをご覧ください。この資料は鈴木委員のイ

ンタビューを受けまして、質の高い保育基盤の構築に向けて、和光市が子

どもたちにどのように育って欲しいのか、ビジョンを明らかにする必要が

あるのではないかとご指摘をいただき、資料を準備いたしました。

和光市の子ども・子育て施策を進めるためのマスタープランとして、平

成 27 年度から 31 年度までの５年間を計画期間とする和光市子ども・子育

て支援事業計画を策定しております。昨年中間年度であったことから一定

の見直しを行いました。その中で和光市の子育て施策全体の方向性を示す、

基本理念についても見直しを行い、「子どもが自己肯定感を育み健やかに育

つしくみづくり」を掲げ、共有をしております。児童が適切な療育を受け、

健やかな成長、発達や自立等を保障される権利を有すること。子ども一人

一人が家庭や社会の中で、かけがえのない個性ある存在として尊重され、

その最善の利益が図られるよう行政、事業者、市民の方々が子どもと子ど

もの育成を担う保護者と共に重層的、継続的支援の仕組みを構築していく

こととしています。このような保育基盤こそが、和光市の目指す保育基盤

であり、和光市公営保育所在り方検討委員会でも議論を重ねていただきま

した、質の高い保育基盤であると考えております。

市内全保育施設において、自己肯定感を持てる子どもが育つための支援

が実践される保育基盤を作る必要があると、このことからもご理解をいた

だけるものと考えております。

続きまして２ページをご覧ください。委員の皆さまからの今までの議論

やインタビューの中で、モデル園としての機能や期待される新たな機能を

持つ中枢・プラットフォーム的役割の保育センター（仮称）において積極

的に取り組むことへのご意見やそのために必要なモノ・コト、実現に向け

た準備等、多くご提案をいただいております。これらを事務局にて場所・

時間軸の観点から分類整理いたしましたのが、こちらの資料となります。

委員名表記があるものは委員意見から抽出したもの、委員名表記の無い

ものは、前回会議までに提示されたものを含む事務局に担って欲しいと考

える項目になります。

真ん中ブルーで示しました、みなみ保育園の子育て支援の取り組みとし

ては、「和光市保育課程」の実施、障害児の積極的な受け入れ、園庭開放・
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沼尾委員長

マイ保育所事業実践が挙げられます。

その下のグリーンで示しました中枢・プラットフォーム役割を担う保育

センター（仮称）の右側に子育て支援として、園庭開放事業・マイ保育所

事業実践、公園等保育所以外の子育て支援、支援家庭に対する親子育児教

室等の親支援を掲げております。なお子育て施策については、みなみ保育

園と保育センター（仮称）両方が連携・協力して、実習・実践していくこ

とから、明確に区分できないこともあると考えられますのでブルーとグリ

ーンの枠が一部重なる表示をしています。

左側には本庁と連携した質の向上の取り組みとして、「保育の基本」が浸

透するための支援、新任者研修に有効となるビデオ等の教材作り・研究、

日頃の保育内容に関する助言・アドバイス、市内保育施設のスキル・資源

の情報共有・橋渡し、質の高い障害児保育実践のための育成担当者等の会

議・研修会、市内保育施設の保育内容に関する市民からの苦情・相談窓口

機能を果たすことも重要であると考えております。

さらに点線で囲まれた大きな矢印の中をご覧ください。今申し上げまし

た取り組み実施とこれらの事業を展開するにあたり、委員のご意見を整理

しました。

・質の維持ができる人材育成を見据えた正規保育士の確保（鈴木委員・

舩本委員）

・中枢業務に専念できる部門・セクションの設置（榊委員・舩本委員）

・計画的な人材育成（津村委員）

・本庁行政部門の保育への理解向上と保育現場との密接な関係（榊委員・

舩本委員）

・モデル園としての確実かつ持続的な事業運営のための正規保育士の確

保（舩本委員）

続いて、実現に向けて一定の準備過程に関するご意見を整理いたしまし

た。具体的には構想実現に向けた検討チームで、それぞれの個別事案を整

理していくことや、例えば障害児通所型施設のみつばすみれ学園への研修

制度の構築等のご意見を頂戴しました。以上で資料２ページまでの説明を

終わります。

質の高い保育基盤の構築に向けて、追加事項やいくつか議論をする余地

があると思いますが、仕組みづくり、何を実践するか、方法や必要な人材・

組織・運営体制と捉え方を是非議論をしながら、まとめたいと思います。

次回以降の会議で事務局が説明した内容について、報告書取りまとめ作

業に移ります。具体的に進めるべき事業を表記したいので、是非ご意見を
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小川副委員長

お願いいたします。まず事務局資料についてご質問は、ありますか。

委員の皆様のご意見・ご提案は本当に有意義なものばかりです。榊委員

のご意見にあります地域との繋がりは、今まで私が気付かなかったもので

した。和光市の特徴は相対的なものとして転入出が激しい。飯能市は地元

愛の方が多く、飯能アイデンティティがとても育てやすく、必然的にわが

町の孫を育てるとした協力が得られ、構造が作りやすい。和光市に関して

は飯能市に比べ、こうした構造は作りにくいと私の中で認識がありました

ので、地域の発想が抜け落ちていました。しかし榊委員のご意見を伺い、

地域との繋がりも実施していかなければと思いました。

なぜならばサービスに繋がる前に支援者との繋がり、形成が有効であれ

ばやがてサービスに繋がります。やはり人と繋がる時に中枢機関の特定職

員でなければ繋がれない状態から、徐々に回復するにつれ地域のキーパー

ソンと繋がることをしなければ、ケースを抱えすぎることになるので、地

域の親子・家庭を見守る鍵となる方が点在して存在するとコストを非常に

下げて支援をできるようになるので、そうした視点を作らなければならな

いと思いました。

資料２ページ目の質の高い保育基盤の構築に向けてについては、時間軸

では継続的に行わなければならない、出産前から関わるのが大事である、

合理的配慮の子どもを預かる際に受け入れ制限を設けるのでなく、舩本委

員の意見のとおり、子どもが安心して過ごせるように、合理的配慮の子ど

もの保護者に就労の格差が付かないために、障害児受け入れをしなければ

なりません。合理的配慮の制限があれば、預かり時間短縮・子どもの個性

によって受け入れ不可にしたり格差を付けるのは簡単ですが、そうしたこ

とでなく受け入れを可能にするのは、大事なことだと思いました。

公営保育園児以外に目を向けること、アウトリーチも含めるご意見を鈴

木委員からいただきました。園児につき公定価格として費用が発生してい

ますが、公定価格の中での支援でなく、園児ではない在宅親子に対する保

育を対象とする支援も必要です。

保育支援について雇用問題を考えますと、サービスには人が関連してき

ます。短期雇用でなく、長期期間定点部署に定着し従事する人材を配置す

ることで、救える親子がいるのは確かだと思います。そうした事情を加味

すると正規職員を配置する価値はとてもあると思いました。和光市郷土

愛・在住・リターンをする市民を創生することも公務員職員の方が手がけ

易いです。民設保育所運営も和光市の財源で行われていますが、その一方

で企業や法人に対する価値が存在します。運営主体が和光市なのですから、
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星野委員

和光市にリターンさせることが直結なので、正規職員や和光市職員が主体

となることに価値が見出せると思いました。

支援を継続的・深く行うほど多くの個人情報を扱います。保育士は国家

資格なので守秘義務はありますが、情報を扱うにはもう一歩堅固な認識が

必要ですから、非正規職員が個人情報を扱うよりも和光市のスキルを学ん

だ、限定された正規職員が従事する意義・価値があると思います。

それから質の高い保育基盤の構築をやり遂げなければなりません。現場

の子どもたちに、どのくらいサービスが実践されているかの確認・成果の

適正化・標準化できるツールのイニシアチブを取るのは、和光市のことを

よく理解している職員が中枢機関で実践し、作り上げることも大事ですか

ら、和光市職員が行う意義はあると思いました。

ただしこのことと、利用者視点と支援者視点を混同させないことは、必

要です。例えば、子どもの預けやすさ・利用しやすさと働きやすさ・支援

しやすさが葛藤した時、これを公設園としてどう乗り越えていくのか、そ

れは保育の質とは分けて考えるべきです。やらねばならない本質に手を入

れるのでなく、和光市正規職員が行う価値あるものの本質価値を崩さずに、

利用しやすさ・働きやすさを検討していかなければと思います。障害児や

合理的配慮の必要とする子どもの預かりに影響を及ぼすことになりかねま

せん。委員の皆様のご意見を崩さず、検討することが必要です。

保育の質は現場の保育者が実践されています。変化のスピードがある中

で公設２園の職員による成果は、かなりあると思います。これは保育所内

の環境改善がゴールではなく、良質の保育を提供すれば子どもが良く育ち

ますから、保育コストを下げられます。そこで生まれた余剰を中枢機能に

近い事業展開ができる可能性が高くなります。実際に私自身も保育事業に

関わらせていただいておりますが、本当に質が高い事業展開をしています

ので、かなり期待できると思います。

中枢・プラットフォーム機能を通じて、利用者にも利用しやすく、サー

ビス提供者にも働きやすい雇用環境を整えるということの意義について、

また職員の情報共有とともに、スキルをブラッシュアップし、切磋琢磨で

きる雇用環境を整備していくということの大切さについて、重要なご指摘

をいただきました。

資料の１ページに【基本理念】子どもが自己肯定感を育み健やかに育つ

しくみづくりとあります。これは非常に大事だと思います。自分が愛され

ている、認められている、生まれてきて良かった、自分が社会で役立つ人
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安井委員

になっていると将来的に思えるような人材を育てることは、０歳～５歳く

らいの小さい時に育むことが本当に大事だと思います。これは、小学校１

年生では遅いといわれ、数字を覚える、ひらがなを書く認知力でなく、第

３回和光市公営保育所在り方検討委員会にて非認知力という言葉を使用し

ましたが、他者への思いやり、忍耐力、我慢できる心を作る、あきらめず

に継続する力・想像力を養う等のそれらのことは、０歳～５歳児までの保

育士の子どもへの接し方である程度、育てることはできると思います。も

ちろん保育時間だけではなく、家庭での両親への指導も保育士の役目であ

ると思います。

最近、市内小児科医や薬剤師と話す機会がありました。薬剤師さんの話

では、待合室に親子がいるのですが３～４歳の子どもを待たせている時、

親がスマートフォンを眺め、子どもにはゲーム機若しくはスマートフォン

を持たせているそうです。待合室にはたくさんの絵本を置いてありますが、

絵本を読み聞かせる親は本当に少ない。待ち時間にスマートフォン、ＩＴ

機器を使用すべきか、保育士から指導できたらと思います。小児科医の中

には、待合室内でスマートフォン使用しないように、とする場合もあるそ

うです。親子の会話を楽しむ時間を増やすために、スマートフォンを見せ

ない、使わせない教育をと思います。小学生になれば学校教育で教わりま

すが、幼稚園・保育園時代はなかなか機会がないですね。そうした時代こ

そ、親子の会話や非認知力を形成することは、保育士・父母がその世代の

時こそ身に着けるさせる役目があり、それをして欲しいと思います。保育

中枢センターでスマートフォン等の取り扱い指導研修を職員が是非行って

欲しいです。後で年齢が大きくなってからでは、取り返しのつかない事象

が発生することもありますので、保育士の役目も大きいと思います。

保育所は公営民営問わず、子どもの最善の利益の実現するため効果的に

取り組んでいくのが非常に重要ですし、これから求められると思います。

これによって質の高い保育を実現できると感じています。こうした中で公

営公設保育所は、先導的役割を積極的に担っていかなければならないので、

保育所間・関係機関の連携推進、地域の子育て支援の充実。障害児や特別

支援が必要な子どもが要する保育の充実、研修開催等による保育技術の向

上が、今後の公営保育所の在り方として必要だと感じています。

資料２ページの質の高い保育基盤の構築に向けての図中で保育所間の連

携・交流として中枢機能を担うのは、子育て支援に定義されるかは分かり

ませんが、そうした視点を入れると立体的に取り組めると思いました。
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舩本委員

喜名委員

沼尾委員長

公営保育所の在り方の始まりは元来、和光市の逼迫した財政事情にある

かと思いますが、民営保育所は国から定められた公定価格によって保育単

価が決められています。けれども多くの保育費用は、公定価格に含まれな

いものが多いですね。人力・設備・障害児保育分野・地域開放・行政支援

が必要な保護者世帯支援は予算が必要です。勿論こうした分野を展開して

和光市の子どもたちを支えるには、コスト削減の対象するのではなく、充

足した予算を投じる必要があると思います。

先程、鈴木委員から市内に小規模保育事業が多く設置されていることか

ら、南北に身近な連携保育所として公営保育所が存在するのが望ましいの

ではないかと、ご意見をいただきました。小規模保育事業所は原則として

２歳児までの保育となりますので、３歳児以降の保育の継続性を確保する

ために保育所、幼稚園等の連携施設確保が要件として義務付けられていま

す。子ども・子育て支援新制度開始後の５年間はこれを猶予されています。

猶予期間が終了するのが平成 31 年度末になるので、それに向け市内に連携

施設を確保できるように庁内で検討しています。日頃の保育相談・助言を

物理的に身近な場所で設定できれば、公営保育所だけでなく市内保育所全

体で小規模保育事業所を支えていく仕組みが必要だ、と思っています。

一方で公務員保育士が支えなければならない領域があると思っていま

す。現状では施設としての公営保育所は近くに存在するが、実際は現場を

取り仕切る保育士の中から、資料にある中枢・プラットフォーム機能を担

い約 40 ある保育施設からの相談に対応できる人的余力がないのが現実だ

と思います。物理的には近いが人的には近くないのが現状であります。今

後は公務員保育士の知見、和光市保育士課程を浸透させる人的近さを確保

していきたい。そのためには巡回支援、研修会、相談に応じる人的体制を

とり、市内民営保育所にとって身近な存在でありたいとして検討をしてお

りますのが、現在、提示させて頂いている案です。

資料２ページ目のこれからの和光市で質の高い保育基盤を構築していく

には、まず保育所同士の連携・情報共有学び合いの場が非常に重要だとい

うことですね。それから保育所が本庁と連携し、保育の基本を見直す。本

庁も会議や研修会から保育所と情報共有できる関係を作っていく。相談窓

口を含むプラットホーム機能を作っていくということについて、ご説明を

いただきました。

舩本委員の資料では『保育包括支援室（仮称）』となりますが、これを組

織とするか会議体とするかについては、いくつかの選択肢が考えられると
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思います。ともかく和光市全体の保育基本理念に基づく、着実な保育体制

を整えるための本庁と（中枢・プラットフォーム）保育センター間の対応

をする場が必要とのこと。保育所の質の向上とネットワークのためのシス

テムを作る。この２つの整備が大事であることに反するご意見は、委員の

皆様から無かったと理解しています。ただし今日の説明で、一方で地域子

育て世代包括支援センターと（中枢・プラットフォーム）保育センターが

どのような役割分担、連携をするかは、和光版ネウボラの構造に関わりま

すので、もう少し議論の必要があると思います。

おそらく現状は保育所に子どもを預ける、預けようと思う世帯は保育中

枢センターでの支援の仕組みができていますが、保育園児以外の家庭で育

つ子どもは相談事がある時は、地域子育て世代包括支援センターを訪れる

分業体制が取られていると思います。これまでの会議内でも子どもへの相

談体制が別々で良いのか、一体的に情報共有・連携をする必要があるので

ないか、とのご意見があったと思います。ですが一時預かりについては、

地域子育て世代包括支援センターで担ったり、縦割りになっていますから

その部分の仕組みへの議論がもう少し必要であると思いました。

他方で保育所自体がどのような機能を担うのか。一つは公設園が標準的

な保育の姿のモデル園として担う。やはり行政がサービスを直接行う現場

を保持することは、情報把握・民間との連携を図るために重要です。障害

児保育に関し情報共有・連携をしたり、地域開放での繋がりがあって公営

保育所が存在し、民営保育所とどのように連携するかの体制を考えるのが

重要とご意見をいただきました。

どのような支援・サービスを目的にするかのについての意見は、ほぼ挙

がりました。大切なのは、支援・サービスの提供方法です。

私が様々な自治体から高齢者・子育てに関して地域包括ケアシステムが

上手く行われていると感じるケースでは、本庁職員とサービス提供現場側

の保育士、介護事業所等との間が非常に風通し良く、相互の立場を理解し

合い、常に情報共有・連携・役割分担のコンセンサスが取れています。そ

こでは、現場の抱える課題について本庁と相談したり、話し合う仕組みが

できています。本庁からは、財政状況が非常に厳しい、国の制度改革があ

る等の情報が現場に伝えられば、現場として何ができるか考えることにな

ります。相互の立場や状況について情報共有すると、まとまりができ成果

が上がっているという印象を受けます。

これまでの議論を踏まえて私が心配なのは、質の保育基盤の構築に向け

てを実践する中で、保育士が孤立、悩み、不安を抱えることなくクリエイ

ティブに業務に従事できるか、話し合い情報共有しながらより良いものを
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作り上げる、ポジティブな環境があるかという点でして、これがとても大

切だと思っています。これは本庁側で新たな体制を構築すれば、そちらの

運営についても同様の課題が出てくると思います。

この仕組みを実践するにあたり、人員体制等配慮すべき事柄、今後どの

プロセスで実現に向け実行すべきかは会議の中でまとめていきたいので、

委員の皆様から是非ご意見をいただきたいと思います。

『保育包括支援室（仮称）』が全体的な計画を立て、課と同等レベルの定

期性を持ったものとしたいです。その後中枢センターと統合していく可能

性は、あると思います。当初どれだけの資金・時間・人材が必要なのかを

検討する際は、課と同等レベルとし、会議体より一歩進んだ状態で行政と

して準備していただきたいです。

『保育包括支援室（仮称）』では本庁で行っているサービスを現場で実践

するための制度、保育士のネットワークや研修、仕組みを作るイメージで

考えていらっしゃるということですか。

はい。もちろん『保育包括支援室（仮称）』の中では、現在勤務する公務

員保育士の意見も含む検討となります。

それでは、子育て世帯地域包括ケアセンターと（中枢・プラットフォー

ム）保育センターの機能について何かご意見がありましたら、お願いいた

します。

現行制度ですと子ども・子育て支援事業については、保護者も子どもも

共に障害を抱え支援が必要な世帯の就学にあたっては、障害分野は保健福

祉部、学校教育に関しては教育委員会、子どもの預かりは子どもあんしん

部となります。３つの部にまたがりますが、支援にあたり接続しなければ

ならないのが大きな問題点です。そこがシームレスに統合できる形が、望

ましいと思っています。

市内には子育て世代包括支援センターがあります。これから設置しよう

と考える（中枢・プラットフォーム）保育センターとどのように役割分担

できるかについては、小川副委員長のご意見のとおりサービス提供をする

際は、人に繋がり、次に地域に繋げることに同感しました。

子育て世代包括支援センターにはケアマネジャーが配置されています。
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沼尾委員長

事務局（大野）

ケアマネジャーが母子手帳交付から長く支援し続けると、子どもが産まれ

るたびにケアマネジャーが担当する支援対象者が増加し、負担が大きくな

ります。ネウボラ事業が回転しずらくなると思っています。特に和光市の

３歳児以降は幼稚園・保育園児が 95％近くなりますから、ケアマネジャー

から自立していく子どもと保護者を日頃見守る保育基盤として、（中枢・プ

ラットフォーム）保育センターは重要な意味を持つと思います。

それでは事務局から資料に記載されている質の高い保育所基盤の構築に

向けて、事業をどのように具体化するかまとめていくことで、よろしいで

しょうか。何か追加のご意見がありましたら、事務局へお伝えください。

では、資料３ページの（参考）保育士が必要となる分野について、事務

局から説明していただきます。

資料３ページをご覧ください。委員のご意見の中に正規保育士の確保、

保育所の運営上、適正な人員を検証すべきとありました。このようなご意

見を踏まえ新たな機能を担う際、正規保育士の活躍が期待される分野を整

理させていただきました。

現状のみなみ保育園の定員数・配置基準上必要な保育士数から、新たな

機能や質の高い保育基盤の構築に向けて、公務員保育士が必要となる分野

について確認をしていきます。まず、みなみ保育園の年齢別定員の内訳で

す。クラス数を（ ）書きの中に、下段には認可配置基準上必要な保育士

数を載せています。みなみ保育園は定員 180 人、認可上年齢・クラス構成

に必要な保育士数は 20 人です。保育園開所時間については、月曜日～金曜

日は１日あたり 13時間、土曜日が 11時間です。仮にこれらの開所時間全

てにおいて認可保育所基準上必要な保育士を配置すると、常勤保育士週の

勤務時間は 38.75 時間、１週間あたり 39.2 人の常勤保育士が必要になりま

す。保育士配置を加味をしなければならない付加的要素として、障害児の

継続的・安定的受け入れ体制の確保が挙げられると思います。

（2）公務員保育士が新たに必要となる場としては左側に市役所、右側に

中枢機能を担う保育センター（仮称）に載せました。ここで行うべきこと

は、資料２ページに掲載の【質の向上に取り組み】（本庁と連携）を再掲し

ています。具体的には和光市版ベーシックガイドの作成、巡回支援指導、

育成保育推進のための会議・研修開催が挙げられます。このような内容の

取り組みをセンターと市役所が連携して、時にはモデル園である保育所に

も協力をいただきながら展開していくであろうと思っていおります。

（3）研修機会の確保について記載させていただいております。
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沼尾委員長

事務局（大野）

喜名委員

舩本委員

喜名委員

沼尾委員長

小川副委員長

また、委員ご意見の中には正規保育士確保が重要とありますが、実際に

正規保育士が必要な場所についても、それぞれに考え方が異なると思いま

す。まずは、検討の参考といたしまして資料を提示させたいただきます。

確認になりますが、ここでいう正規保育士はどういう定義の職員でしょ

うか。

ここで定義する職員は、週 38.75 時間勤務する常勤保育士と認識してい

ます。

基本的には鈴木委員、舩本委員からのご意見にありました正規保育士の

採用に関する意見を踏まえ、ここで提示している資料となります。おそら

くお二方とも正規保育士として想定されたのは、常勤か非常勤の区別でな

く、単年度雇用でない保育士を念頭に置かれたと理解しています。

この正規保育士は、単年度雇用でない正規雇用の常勤保育士でしょうか。

保育士が活躍する場所を表記しています。鈴木委員、舩本委員のご意見

に正規保育士の採用の必要性が出されていますので、事務局の定義という

より、お二方の委員のご意見となります。

ここでは、単年度雇用でない常勤保育士が活躍する業務・場面について、

どのように整備していけば良いかということになります。委員の皆様、ご

意見をいただければと思います。

中枢機能、保育所がしなければならないことがありますが、その中で常

勤非正規雇用者、単年度雇用者ができること、保育のスキルがあるか無い

かとしたとき、正規職員が保育スキルが高い保障はありません。人と繋が

り、サービスと繋がる支援を受けて、回復の道へのプロセスにたどり着き

ます。舩本委員のご意見のように保育者が１年で退職せず、職員が定年ま

で定着し２～３年に１回でも同じ場所に戻ってくる状況があれとすれば、

意義があることだと思います。ただしその職員の支援スキルが高いことが

重要です。地域を創造する時も和光市に造詣が深く、和光市にリターンす

ることを価値とできる人。和光市に住み続け納税し、和光市を考えられる

人が増えることがリターンの成果としてあればと思います。そのための和

光市行政を考え行動できるのは、正規職員であるのが望ましいです。和光
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舩本委員
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市の公務員である必要性の根拠を見出すならば、守秘義務である情報を扱

うことが挙げられます。保育時間だけでなく、より深く家庭内の情報を知

る視点を持てるスキルの高い正規職員であるのが適当であると思います。

それは私が交流のある、公務員保育士が子どもと接する様子からも感じ

られます。０歳時担任が、子どもが地元の小中学校に進学するのを想定し

て、子どもと話している様子から伝わってきます。和光市のことをずっと

考える価値観の中で育った和光市の職員の方たちができる職務への価値は

あると思います。それ以外のことは、多様な働き方ができる民営の力を借

りることで可能になると思います。

利用者視点と支援者視点を混同させないことです。正規職員は、職務命

令に対して受け入れねばならぬ義務があるので、自分なりの働き方をした

いとすると、利用者が利用しにくい施設となるならば、それは考えていか

なければいけないことと思います。保育所を長時間開園しているだけが良

い保育ではありませんが、保護者の要望があるとき保育所勤務シフトが可

能か否かとした際、民営が１時間長く開園できたり、そうした事例は、別

に検討する必要があります。

和光市に造詣が深く、情報管理と深い支援を実施する上でも正規職員で

あれば対応でき、活躍できる場面があるとのご意見でした。

資料３ページにある保育士が必要となる分野について、直接的に子育て

支援・育児支援の窓口としての親子育児教室。子育て世代包括支援センタ

ーの機能も要支援が必要な世帯の把握が資料上から掴めない印象を受けま

した。世帯支援をする上で家族構成の確認や子どもの特性とその後の将来

を見据えた支援が適切かを把握するには、公務員保育士が必要であると考

えております。

子育て世代包括支援センターと役割分担をどうしていくか、ということ

にかかわる大変重要なご指摘だったと思います。

今、舩本委員からご指摘された子育て支援事業が含まれていないことで

すが、この中に入れるとすれば、緑の四角の中に入るのかと思いますが、

事業実施場所としては、保育所といったエリアに一旦置かれるのかと思い

ますが、公定価格に換算されずらい事業というのが公が担う分野として必

要度が高いのかと思います。

また、小川委員の話の中にありました公務員保育士といったことを考え
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た場合、公務員の職務と保育士の職務が重なるといったところが大きな特

色なのかと思います。例えば、（2）に書かれています市役所とか、中枢機

能をもつ保育センターといったところは、子育て支援策の施策・政策の検

討であり展開であるため、公務員色が強くなるのではないかと思います。

一方で、公設保育園を市がなぜ運営するのかを考えたとき、民設保育園

でも十分に事業展開されていますが、あえて公設がなぜあるのかを考える

と、一つはアンテナ機能のように市が新しい施策を考えたとき、果たして

この施策が現場で機能するか等を検証する場でもあり、現場の意見を聞け

る場でもあります。本庁からの問いかけに対して意見がもらえるというこ

とと、和光市や社会で子育て支援、世帯に起こっている課題は何かを把握

するアンテナ的な役割を果たしてもらうことがあるが故に、公設保育園と

民設保育園とは少し違う役割を期待され、そういう意味で行政的な施策を

検討する、行政施策に反映させていく、現場で行政施策を検討する、など

の意識を持って働く人が一定数必要であり、施策を検討する上でも現場の

正規の職員が一定数必要であると思っています。同時に認可を受けた設置

主体の運営責任も考え、持続的に認可を受けた定員について受け入れをし

なくてはいけないなど、運営者としての責任も踏まえなくてはいけないか

なと思っています。

他に、いかがでしょうか。

民間の保育園からすると公務員保育士とか正規保育士がどう違うかとい

うことは難しいですが、保育を提供することをしっかり確保するうえで公

務員保育士でなければならないということではない、という思いが一部あ

ります。一定の割合で機能を果たす意味で公務員の方がかかわっていくこ

とも必要かと思いますが、それ以外の方も勤務していただいていると思い

ます。単年度・期限付き雇用契約者の人材育成の研修等、課題もあります。

また単年度契約で採用された人材の資質が高く、継続雇用し人材を活か

したいと思ったとき、制度的に無理な部分もあるでしょうが、可能となる

良い方法を考えていただき、保育のスキル、和光市の保育を理解し実践し

ている方であれば公務員でなくても継続的に務めていただけるような形が

できるのかと、常に印象を持っています。

そうですね。このような対人サービスを担ううえでは、一人一人の状況

や特性を踏まえた役割や配置を考えていく必要がありますね。和光市の保

育を理解し実践できる人材が登用される仕組みを考えることは、市民サー
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ビスにプラスになるので、制度上不可としてしまうのでなく、登用の可能

性を模索することを考えてくことも大切であるという重要なご指摘でし

た。

公務員保育士として、目の前の子どもたちの発達・成長を基に施策を打

ち出していけるようなスキル・経験・専門性を持つのがあるべき姿だと、

とても思います。

先程榊委員から職員雇用についてご意見がありましたので、地方公務員

法に基づく臨時職員の雇用制度概要について、説明をいただきたいと思い

ます。単年度雇用か長期雇用かの違いが分かると議論が明確になると思い

ます。

安井委員お願いいたします。

市役所には様々な公務員がおります。任用根拠は、地方公務員法で定め

られ、任期の定めの無い定年までの職員。任期の定めのある職員に分かれ

ます。産休代替え・一時的不足の場合短期間で雇用をお願いする臨時職員

がいます。講師としていらっしゃるような非正規職員。嘱託職員である保

育士は専門職として非常勤特別職として位置づけ採用しています。

どのような条件で採用されたかにより、基本的には任用の根本基準とし

て、競争性を持つ試験制度を行っています。非常勤特別職であると、面接

選考で適正さを判断し採用しています。条文で言いますと、地方公務員法

17条、22 条、３条の任用根拠となります。通常の任期の定めのない職員以

外は、継続もありますが基本的には任期が１年となります。榊委員のご意

見に非正規雇用職員でも継続的雇用をとありましたが、現行制度では結果

的には、毎年単年度契約をお願いしています。継続というのは制度に馴染

まないのが現状です。また、今後制度変更として、新たに 2020 年度４月か

ら会計年度任用職員制度が検討されております。

会計年度任用職員制度はいつから始まりますか。

2019 年度が会計年度任用職員の募集を行い、本格的任用は 2020 年とな

ります。

会計年度任用職員制度の内容を含め今後、公営保育所在り方検討委員会
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の報告書を作成したいと思います。

私から一点申し上げたいのは、住民に対する子育て・介護・ケア等の対

人サービス分野に関しては、事業計画に基づき決められた政策・事業とし

たトップダウン型サービスを粛々と提供していると思います。目の前に困

って支援を必要とする人がいたとき、今の制度では十分サービス提供がで

きない状況にある時、今いる職員でどのようにサポートしながら、住民の

ニーズに合ったケアをしていけば良いのかということで現場職員は対応し

ています。現場のニーズ・情報を汲み取りながら、今ある計画・施策・事

業を見直していく。現場からボトムアップで出てくる対応策を吸い上げ、

プログラムする。プログラム自体を現場で遂行していく。双方のやり取り

がとても大事になると思います。中枢機能保育センター（仮称）の設置あ

たり、現場の意見を施策やプログラムに反映されるチャネルができますし、

プログラムについて現場に伝わるのをどのように作れるかが非常に重要に

なると思います。

おそらく公務員保育士が行政職員の言語・感覚を理解するのも大事です

が、一方で大事なのは本庁の行政職員が現場に出向き、対話をしながら何

が起こっているか、雇用環境も含め理解する双方向のやり取りが益々重要

になると思います。そのための仕組みを資料では連携と表記していますが、

どのように構築していくのか、会議体か組織再編をするか含めて大変重要

だと思います。

公営保育所在り方検討委員会の報告書をまとめるにあたり、先日市長と

お話させていただきました。質の高い保育基盤の構築に向けて何が必要か

積極的に提言をしていきたいとお伝えいたしました。市長からは是非しっ

かりと、まとめていただきたいとお話いただきました。皆様ご意見があり

ましたら、ご提議いただきたいと思います。

次回会議はこれまでの議論を踏まえ、報告書の目次・精査内容を議論い

ただきたいと思います。次回の第６回公営保育所在り方検討委員会会議は、

11月 21 日（水）の 19時からです。場所については改めて事務局からお知

らせいたします。これをもちまして第５回公営保育所在り方検討委員会を

閉会いたします。


