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会 議 録

第４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８月２３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０５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 子どもあんしん部主幹兼保育サポート課長補佐 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 安達 幸代

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

無し

備

考

傍聴無し

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

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

・委員名簿

・資料 第４回和光市公営保育所在り方検討委員会 公営保育所の機能に

ついて②

・事前に提出された委員からの意見の要旨

・第３回「公営保育所の機能について」に対する意見 鈴木委員提出

・第３回までの議論に対する意見 舩本委員提出

以上が本日の資料になります。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、よろしくお願いいたします。

それでは、ただ今から、第４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、「公営保育所の機能について②」です。資料

には、前回の検討も含め、改めて何が課題か整理されておりますので事務

局から説明をお願いいたします。

それでは、「公営保育所の機能について②」を説明させていただきます。

１ページ目の和光市公営保育所と保育基盤の新たなイメージをご覧くださ

い。これは前回資料の２ページ目の資料を一部修正しております。平成 30

年５月に行った飯能市視察を踏まえ、和光市の特徴である民間保育所の運

営が大部分であること、小規模保育事業所が多いこと、子育て支援拠点に

ついては包括支援センターのネットワークが存在していることを載せてお

ります。期待される新たな機能としましては、①市内保育サービスの質の

維持、向上、均てん化に向けた情報共有と連携の構築、②地域包括ネット

ワークを構成する関連サービスとの連携強化です。また、モデル園の機能

として、①和光市保育課程の実践、②公益性の高い保育の取組みとして、
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遊ぼう会や親子育児教室などの地域子育て支援、障害児の積極的受け入れ、

③緊急時の受入機能を加えています。このことは委員の方からご意見をい

ただいたことを踏まえ修正させていただいております。

２ページ目は、財政から見る今後の保育行政の課題、こちらも前回から

の資料を掲載しております。保育提供体制の安定的、持続的運営というこ

とで、受け入れ児童にかかる保育費用につきましては、今後も恒常的な財

政支出として一般会計から支出し続け、また受け入れ児童のさらなる増加

に伴い、保育関連費の増加は継続していくであろうということを示してい

ます。二点目として公設保育園を中心に既存施設の老朽化対策として改修、

更新を実施していく必要があり、そのための予算の確保は必須であること

を示しています。

次に来年 10 月から見込まれている保育の無償化への課題への対応が必

要になるかと思います。こうした財政課題、行政課題に対応しながら、以

下のことが求められることになります。一点目として市内の保育の質の維

持向上、二点目として新たな子育て課題への迅速な対応ということで、医

療的ケア児や障害児に対する保育など多様化する保育ニーズへの対応、ま

た虐待防止へ向けた子育て支援策、親子育児教室の充実など、今後必要に

なると思っています。このように現状を回していくだけでも費用が必要に

なることが見込まれ、加えて保育の質の維持向上と新たな課題の対応とし

て保育基盤を充実させ人材確保をするためには、財源の捻出、効率的・効

果的な保育行政運営が不可避であることを示しております。

３ページ目として今後の保育分野の支出の見通しですが、こちらも再掲

させていただいているものです。（1）保育関連費の上昇と保育施設の修繕

費ですが、①受入体制の充実に伴う支出増加を示しています。市の支出は

平成 19年度以降毎年平均２億円ずつ増加していることを示しています。②

は公設公営保育所３施設、みなみ、しらこ、ほんちょう保育園の今後の修

繕費の見込みを載せています。2018 年度から 2030 年度の施設更新費、修

繕費は累計で６億 3,000 万円必要となっています。これは公共施設のマネ

ジメントとして適切な保全が全国的に課題となっている中、中長期保全台

帳からこのような数字を抽出しています。

４ページ目の今後の保育分野の支出の見通し②ですが、先ほど説明しま

した保育の無償化について詳しくご説明します。政府が先に示した方針な

どで保育の無償化を行うこと、またその対象者や対象範囲について明らか

にしています。対象者としては３歳以上の保育認定の子ども、認定こども

園、幼稚園を利用する３歳以上の子ども、０～２歳の非課税世帯の子ども

となっています。対象の範囲は認定こども園、新制度へ移行している幼稚



- 4 -

園、保育所、小規模保育事業所の利用者負担額を無償化し、旧制度の幼稚

園の上限 25,700 円、幼稚園の預かり利用料については上限を 11,300 円と

し、認可外保育サービス等の利用料については月 37,000 円を上限に補助す

ることです。このことにより現状からプラスして約３億円程度を支出増加

を見込まなくてはいけない状況です。試算前提の児童数については平成 29

年４月現在をベースとし、財源にかかる国、県、市の負担割合は現行制度

負担割合を維持するものと仮定し、幼稚園の預かり保育の利用者のうち、

無償化の対象となるものを幼稚園在籍児童のうちの 1/3 程度と想定したも

のです。これらを前提とした単年度あたりの支出は、平成 29 年度予算額を

参考にした保育関連費が約 38 億円となり、うち市負担分が約 19億円、こ

れに無償化に伴い必要となる追加支出が約３億円、公設保育園の施設修繕

費が単年当たりで算出し約 5,000 万円となっています。

次にしらこ保育園民設化の検証ということで前回質の高い保育基盤の構

築に向けての人材の集約化が必要であるとしましたが、しらこ、みなみの

二つの施設の集約を図り、保育基盤の中枢センターとしての機能を高める

という提案をさせていただきました。５ページ目では公設公営保育所の運

営に伴う市の財政支出①とし、保育にかかる公定価格、施設型給付費につ

いては、左側の図は公設民営保育所の場合、右側は公設公営保育所の場合

を示しています。保育に係る費用については施設の所在地域、定員規模、

保育内容により一人当たりの価格を公定価格として国が示しています。こ

のうちの一定額を保育料として保護者から徴収します。利用者負担軽減額

分として、市の独自負担分以外の分を施設型給付として、保育施設に対し

て支払っています。その割合は、公設民営保育所の場合は国が 2/1、県が

4/1、市が 4/1 となります。公設の保育所の場合は、施設型給付費に係る国、

県の負担が無く、全てが市の負担となっています。無償化後につきまして

も、施設型給付費以外につきましても、国、県の負担割合が適用されず、

全てが市の負担となります。無償化後の新たな市の負担額の約３億円のう

ち公設公営保育所にかかる負担分が約１億 3,000 万円になる見込みです。

次に６ページの公設公営保育所の運営に伴う市の財政支出②ですが、し

らこ保育園と同規模の公設民営保育所の平均財源内訳を示しています。左

側のしらこ保育園運営費の合計額の約１億 8,900 万円のうち市の負担分が

約１億 5,200 万円となります。ここのポイントとして国、県の負担が入ら

ず全て市の単独負担になります。繰り返しになりますが無償化実施後は、

３歳～５歳児の保護者保育料につきましても全て市の負担で賄うことにな

る見込みです。右側の同規模公設民営保育所の財源につきましては、運営

費の合計額が約１億 3,900 万円となり、保護者保育料、国、県、市の負担
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沼尾委員長

舩本委員

分となっています。下段には民設化を実施するか否かの財政効果です。ケ

ース１として公設として維持した場合、約１億 5,200 万の市の支出継続に

加え、無償化での増加分が約 2,440 万円程度になる見込みです。ケース２

として、民設化した場合、国、県の負担金が約 5,000 万円の歳入が増加す

る見込みです。また公定価格相当分を上回る部分の財政支出、約 5,000 万

円が解消できる見込みです。

最後に７ページの質の高い保育基盤の構築に向けてですが、ここでは必

要な人材と体制を明確にしています。保育基盤の質の向上やネットワーク

の構築でその中枢を担う人材が必要であり、また多様化する保育ニーズに

迅速に対応できるための機動力ある保育体制が必要であります。そのため

には市の財政や人員に制約がある中で、民設化により保育財源の確保と公

務員保育士人材の集約化を図ることにより、その目的である人材育成と機

動力のある体制の構築を実現させるものです。下のイメージ図ではその関

係を示しています。上記体制の実現のためには計画的な人材育成を実施す

ることが必要です。また民設化する際は保育内容の急激な変化がないよう

に激変緩和の配慮をするとともに、相応の準備期間を設けて移行すること

も必要であると考えています。説明は以上です。

前回事務局から出された会議の内容、意見などを踏まえブラッシュアッ

プした説明がされております。確認していきますと、和光市の質の高い保

育基盤を確保するためには、保育所を含めて、公的なネットワークを組ん

でいくことが大事であり、保育サービスの質の維持向上をしつつ、均てん

化をはかり包括ケアネットワークと繋げていく仕組みが必要である。ただ、

それには人材と組織が必要となるが、その財源がないということが次の課

題かと思います。今後関連する経費が増え、既存施設の維持更新に関する

財源も必要で、さらに国の制度改正で保育の無償化でさらなる費用がかか

るため、新たな仕組みを作る財源確保策を考えると、その対応策のひとつ

としてしらこ保育園の民設化ということがあるのではないか、という提案

だったと思います。民設化することにより施設給付費が別途財源として、

国と県から負担金として支給され、その他も含め１億数千万円程度が市に

新たな財源が入ることになるので、その財源を活用しながら、質の高い保

育の基盤の構築に向けて人材育成とかネットワーク構築を考えてはどう

か、という提案かと思います。意見等の議論の前に、この資料についてご

質問がありましたらお願いします。

資料３ページの今後の保育分野の支出見通し①に（1）保育関連費の上昇
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山口（事務局）

舩本委員

山口（事務局）

沼尾委員長

山口（事務局）

沼尾委員長

山口（事務局）

沼尾委員長

山口（事務局）

沼尾委員長

と保育施設の修繕費②公設公営保育所３施設の修繕費のグラフが 2018 年

～2030 年 12 年間の統計資料となっています。修繕費が 2030 年から３億円

7,000 万円程上昇していますが、これは施設建替レベルの多額修繕費を要

すると思われます。この費用の内訳とグラフの期間を 12 年間とした理由を

伺いたいです。

グラフの期間を 2030 年までといたしましたのは、中長期施設保全台帳が

2035 年までの数値が表記しておりますから、現在資料として持ち合わせて

いる数値として表記いたしました。2030 年の修繕費上昇額の内訳は防水、

空調工事が一度に重なる状況であるためです。

公設公営保育所３施設分ですか。

はい。

2030 年に公設公営保育所３施設の防水、空調工事更新の時期がまとめて

やってくるのですか。

空調工事は 6 年～15 年、防水工事は 8～15 年おきにとなり実施時期が

2030 年に重なるのが理由です。

2030 年以降に推計しているものはありますか。国は地方創成を 2040 年

まで視野に入れておりますが、これについては 2030 年まででよろしいでし

ょうか。

現在保育施設課で確認しているものは 2030 年までとなります。

2031 年から 2040 年については、昭和期に整備した物の更新が増加する

のでしょうか。2030 年が突出していてもその後の修繕費は、2018 年～2029

年の状況が続くかの試算はありますか。

大規模修繕とは別の計画である施設の複合化計画を考える時、複合化か

建替えかの議論によります。

その方向性が定められてない状況ですから、試算はされていない状況で

すね。
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山口（事務局）

沼尾委員長

舩本委員

沼尾委員長

鈴木委員

現状は提示できるデータの持ち合わせはありません。

分かりました。可能であれば把握したいデータですから提示のご検討を

いただきたいです。舩本委員、質問についてはよろしいですか。

はい。

それでは今回は、前回会議内容を含むかなり踏み込んだ内容となります

から是非ご意見をいただきたいとお願いしましたところ、鈴木委員と舩本

委員からご意見の提出をいただきました。ご説明をいただいた後、他の委

員の方からのご意見をいただき議論を進めていきたいと思います。鈴木委

員、お話をお願いいたします。

それでは、第３回公営保育所在り方検討委員会までの資料に対し、考え

を述べさせていただきます。和光市公共施設等総合管理計画（平成 28 年３

月）の 18 ページの＜子育て支援施設＞（1）保育所の文面には、個別施設

の分析・評価を行い、長寿命化や近隣施設との複合化等の検討を行います、

とあります。この「和光市公営保育所在り方検討委員会」は大事な役割だ

と感じております。

資料１ページにあります「和光市公営保育所と保育基盤の新たなイメー

ジ」の左下部分の園長会議・年齢別会議、育成担当者会議・巡回、研修会・

巡回支援、小規模保育事業所、民間保育所と連携しているイメージ図があ

ります。公営保育所１箇所を減らし、公営保育所はみなみ保育園に集中さ

せ民間保育所は 18 箇所、小規模保育事業所 23箇所の全 41保育施設となり

ます。この状況下の連携や情報共有はとても困難なことではないかと感じ

ました。公設公営保育所の箇所を減らすのは職員を減らすことですから連

携や情報共有が果たして本当にベストな状態でできるかと感じました。

和光市の人口は８万人ですので、埼玉県内の人口規模８万～12 万都市の

公設公営保育所の設置状況を調べてみました。飯能市は９箇所、行田市３

箇所、東松山市５箇所、鴻巣市８箇所、八潮市６箇所、ふじみ野市５箇所、

坂戸市６箇所、富士見市６箇所、公営保育所と民設民営保育園の地域の保

育基準、適切なバランスがとても大事と考えています。この列挙した自治

体の中で公営保育所が１箇所運営と自治体はありません。１箇所とするの

は人事面からも柔軟な人事が阻害されるのでは、と懸念されます。職員間

の保育理念の違い保護者との関係、多様な問題が発生した時、公営保育所
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１箇所では対応できないのでは、と思います。それからこの４年程、正規

職員保育士を採用していない状況があります。そのため毎年任期付き職員

を募集しているのを広報で確認しています。期限の限られた保育士の応募

は士気も挙がらず、募集しても保育現場に人員補充されず四苦八苦してい

る現状を聞いております。職員補充の観点で正規職員を採用し確かな保育

を実施してほしいと思います。

前回資料にある公務員保育士に期待される役割についても、保育の質を

高めるには１箇所の公営保育所では難しいと思います。複数以上の保育所

において保育の質を高める豊富な議論や切磋琢磨し築き、積み重ねてゆく

ものだと思います。これを１箇所にして実施するのは無謀だと思います。

これら描かれているイメージの実現方法なら、むしろ公営保育所を減ら

すのでなく現状維持か増加のほうが和光市の保育行政の質を高めていくベ

ストな方法だと思います。

２点目は、東京都に隣接する和光市において保育需要は、ますます高ま

ると思います。近年 20箇所以上になった小規模保育事業所の役割も大事と

思いますが、園庭のない保育所での子ども達の状況はどうなのか。そこで

働く保育士達の条件、処遇はどのようだろうかと道で出会う度にいつも思

います。また一般的に民設園では保育士の勤続年数が短く、経験の蓄積に

よる保育の維持や質の悩みがあると聞いております。２年未満の離職率は

18％と聞いていますが、その原因の究明は大事であると思います。保育の

質には、継続勤務できる安定性が一番ではないかと思います。

市内の小規模保育事業所や民営保育所の内容は、どのようなものか。ほ

んちょう保育園、下新倉みどり保育園は視察しましたが他の施設の正規職

員の処遇、勤続年数、離職率の実態は今後の調査において明らかにしてい

ただきたいと思います。公営保育所を民設化するなら和光市の保育の水準

を維持していくためにもこうした手立ても大事だと思います。

３点目は、今の地方財政下で厳しいのは和光市だけでないと思います。

和光市は地方交付税不交付団体の財政規模がある自治体でしょうから、こ

のような理由での保育の質の犠牲や公営保育所削減はならないと思いま

す。

保育の無償化については、まだ完全に決定している訳ではないですし、

今年５月末に地方６団体が「国の責任において、必要な地方財源を確保す

ること」を要望しています。今の段階で市の財政が保育の無償化でさらに

膨れ上がるためとするのは、適切でないと思います。県内他自治体の運営

費予算の比較資料があれば大変参考になると思います。

全体的なまとめとしては、第１次和光市公共施設マネジメント実行計画
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沼尾委員長

舩本委員

（平成 30 年２月）にみなみ保育園、しらこ保育園大規模改修が記載されて

います。「和光市公営保育所在り方検討委員会」での議論は、公営保育所保

育士の役割機能、民営保育所、小規模保育事業所の保育の質の向上として

いますので、豊かな保育を目指すのを踏まえるならば、公営保育所を１箇

所に縮小するのでなく保育予算を増やし、公営保育所の必要性と在り方を

もっと慎重に考えていくことが大事だと思います。

資料要望については事務局で確認をお願いいたします。続きまして舩本

委員からいただきましたご意見を伺います。

これまでの議論から公務員保育士を有効活用し、公益性の高い保育・子

育て支援をしていく上で課題だと思うものをまとめました。一番目に先進

的な保育の取組みと実施するモデル園としての機能については、「遊ぼう

会」と「親子育児教室」については、従来の支援施策から孤立世帯も取り

込める内容を実践していくことが重要だと感じています。和光市の遊ぼう

会のパンフレットを見ても公営園に魅力が無いのが顕著であり、それらを

大きく見直す検討が必要だと考えます。

障害児保育の積極的受け入れについては、育成児にとって本当に良い環

境なのか検討しつつ、それに見合った環境を整える必要があると考えます。

例えば、インクルーシブ＝共生の観点に配慮した受け入れの実施や医療的

ケア児などの育成児が落ち着いて過ごせるような単独の「育成クラス」を

設けるなど手法が考えられるのではないかと思います。

モデル園については、他園が参考にし易い規模、定員のしらこ保育園が

妥当でありモデル園として残すのが好ましいと思います。

二番目に市内保育園の中枢機関としての役割を持つことについては、子

育て支援センターとの連携にとどまらず、将来的には公設公営として支援

センター機能を有することも視野に入れるべきと考えます。また、中枢機

関としての機能を十分に担うためにには、その業務に集中できる体制を確

保することが重要だと考えます。さらに上記のようなプランを包括的かつ

計画が立消えにならないように検討や着実な実施を図るために、組織編制

し保育士、行政職を含むチーム「保育包括支援室（仮称）」のような保育施

策を中長期的に、また専門的に扱う部門が必要ではないかと感じます。

三番目に公営保育所２園を１園に集約することについては、公営園が２

園あり人事異動があることで保育内容を比較・検証してより良い保育を実

現できます。園長が２人いることで孤立防止と相談体制ができるので負担

軽減になり、モデル園として公設公営園を機能させるには２園は必要だと
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沼尾委員長

喜名委員

思います。

現在和光市の公設公営園では、他自治体の公設公営園や民設民営園と比

較しても正規職員を採用せず、３年～５年の期間が決まっている任期付き

正職員が採用されており結局継続性がない保育士となります。単年度雇用

の臨時職員が主体となると、個人情報保護の観点から流失等のリスクは、

高く考えられます。また他園の指導者や保育マネージャー、統括支援業務

を実施する人材を中長期にわたり継続的に育成していくためには、一定数

程度の正規保育士職員の確保が必要であると考えています。前回資料でも

公営保育所職員の勤続年数が長いと提示されていましたが、働いている職

員の年齢構成をみると 30代半ば以下の若手保育士はおらず、今後継続的な

中枢機能の運営をするにあたっての課題となることが懸念されます。正規

職員の最低限の分母は、20 代～50 代の構成人員が均等になるように各世代

10名程度の人員確保は保育所の運営、人事確保、保育マネージャ等の指導

者を含めると必要になるのではと考えます。

２人の委員からご意見を賜りました。これについて事務局から論点を整

理した資料が「事前に提出された委員からの意見の要旨」です。この説明

について喜名委員お願いいたします。

事務局に代わり説明をいたします。事前にいただきました鈴木委員と舩

本委員からの意見を概ね分類すると、ここに挙げる論点と考えています。

一つは公営保育所と保育基盤の新たなイメージについて（1）公営保育所の

機能（モデル園としての機能）についてです。舩本委員から遊ぼう会の内

容見直し、障害児保育にインクルーシブの観点も取り入れる取組みをモデ

ル園としてできるといいのではないかとのアイデアの提案をいただいてお

ります。

（2）公営保育所の新たな機能（市内保育の中枢機関としての役割）につ

いては、将来的には子育て支援センターとしての機能を公設で持つことも

視野に入れるべきでないか。担任を持ちながら中枢機能を担当するのは困

難なので、専属業務を実施できるセクションを設けるべきでないか。これ

らの機能を実施するためにどのような取組みが必要かといえば、鈴木委員

からは仮に公設公営園を民間園にするならば、保育基盤の質を向上させる

には、民間園の状況を把握することも必要ではないかというご意見があり

ました。

舩本委員からは、中枢機関に関わる業務に専念できる体制を確保するべ

き。この構想が立消えにならないように着実に検討実施をしていくために
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沼尾委員長

舩本委員

沼尾委員長

保育士や行政職からなるチームの組織設置が必要ではないか。またそうし

た中枢機能を担う人材が中長期的視点で育成される必要があるため、正規

保育士の計画的な採用が必要ではないかとのご意見がありました。これら

は、保育基盤の構築に関するものですが、こちらから提案させていただき

ました公営保育所を１園に集約することについてもご意見を頂いており、

鈴木委員、舩本委員から公営園と民間園の適切なバランスが必要で１園だ

けでは担えない、公営保育所が１箇所では柔軟な人事を阻害するのではな

いか。保育の質は、複数の保育所で議論し、比較、検証をして築かれてい

くものであるから１園ではそれができなくなるのではないかといったご意

見が出ています。

その他、中長期的に中枢機能をを担う人材を育成するには、一定程度の

正規保育士が確保される必要がある。園長１名では負担が重くなる、公営

保育所の必要性を慎重に検討することが必要で財政状態を理由に保育所を

減らして良いことにはならないとの趣旨のご意見をいただきました。

それからこの資料下部に、「（参考）現場からの意見」を記載をしていま

す。これは、私が公設公営園へ意見を伺いに行った時のものです。その中

で鈴木委員と舩本委員の意見と重複していないものを紹介させていただき

ます。民間施設に対して巡回支援・指導をするために、公務員保育士のそ

のような役割を明確にする仕組み、例えば保育コーディネーター等の名称

を付与すると良いのではないか。また公務員保育士が民営園を訪問するな

ど、市の保育の現状を知る機会を通じて人材育成をしていくことの必要。

民営化する際には、在籍児童にとっての急激な変化が生じないように配慮

をする必要があると意見を現場からいただきました。

舩本委員のご意見について確認したいことがあります。公営保育所の機

能（2）の中で「計画が立ち消えることのないように」とありますが、これ

はどういうことかご説明をお願いします。

今までの子育て支援施策や子育て支援センターの構築の中で計画倒れや

計画が途中で断ち切れてしまった現状があったので、持続的にチームとし

て方向性がブレないような仕組みを作りたいという想いからです。

和光市は高齢者介護について地域包括支援センターの仕組み、ケアシス

テムの仕組みが作られていて、様々な意味で現場と本庁舎との関係が濃い

と思っていましたが、なかなか現場の意見が本庁舎に上がって来ていない、

計画がそのままであるなどは、これから保育基盤を作る上で現場と庁舎の
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事務局

喜名委員

ネットワームや連携、情報共有が大事になると思うのでそこは重要な視点

かと思います。これらは大事なことなので報告書内にしっかり載せていき

ましょう。

次に鈴木委員からは情報の把握、比較資料、その他の要請がありますが、

今日の時点で整理できていることがありましたらお願いします。

【資料「埼玉県９市保育所関連財政比較」配布】

鈴木委員のご意見にありました８自治体についてのデーターを収集して

みました。こちらには和光市と同規模人口の自治体の公設公営保育所数を

比較したのですが、いくつか補足データを表示しています。まず和光市の

公設公営保育所数は現在４施設となります。各市の施設数は、鈴木委員か

らご提示いただいたとおりです。坂戸市は来年から１施設を民設化し、公

設は５施設になるとのことです。児童数については行田市、東松山市は和

光市よりも少ないです。市内認可定員総数に占める公設定員の割合は行田

市、ふじみ野市は 20％代と和光市よりも少なくなっています。人口データ

については８万人～10 万人前後となりますが、その中で保育利用可能性の

ある０歳～５歳人口は次の欄に掲げております。その次に人口に占める０

～５歳人口の割合を入れてあります。この中では、和光市が 6.0％と一番

高い数値となっております。全ての０～５歳人口が保育を利用する訳では

ありませんので、保育利用希望者が受ける保育認定２・３号の認定者数を

見てみると和光市は 2,039 人となり全人口に占める割合は 2.5％と、列挙

した自治体の中で最も高い割合という状況です。２号認定とは３歳～５歳

の保育施設利用希望者、３号認定は０歳～２歳の保育施設利用希望者と考

えて頂ければと思います。

こうしたニーズに必死に応えようとしているのが先程資料で挙げました

受け入れ体制の充実、それに伴う保育関連費の増加として表れております。

さらに現時点の整備状況で待機児童が解消されていれば、この先そうした

整備は不要ですが、待機児童数は行田市、鴻巣市ゼロとなっていますが和

光市は 54 人となり、今後も保育ニーズに対応しなけければならない状況が

あります。

続きましてニーズに対応しながらも、様々な子育て課題を打開する政策

のための財源を捻出するための説明をさせていただきます。例えば歳出の

中から他事業を削り、児童関係費に充てるというご意見も想定されると思

います。（3）①歳出合計に占める民生費割合が和光市は 43.7％となってお

り他市に比べ民生費が高めです。民生費の内でも児童福祉費を取り出した
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沼尾委員長

喜名委員

沼尾委員長

津村委員

のが（3）⑥児童福祉費、⑦歳出に占める民生費割合 20.8％の状況で他自

治体と比較しても最も高い割合です。これは平成 28 年度決算の数値ですが

このような状況の中で、他分野の予算を削り児童福祉へ更に予算充当させ

ることは容易でありません。確かに他市が公設公営保育所数が多く児童割

合が高い部分はありますが、保育ニーズに対応しなければならない必要性

の割合は和光市のほうが高いです。実際は各市は歳出がある一方、歳入と

しての普通交付税が入ること、歳入に占める地方債の割合が飯能市は

12.0％であるなど借入をしながら市の財政を運営している状況です。和光

市は 5.9％と列挙している自治体の中では地方債の割合が低い状況です。

地方債割合が増えることは、将来世代の負担が増えるということですから

借入を増やし、市の行政を運営していけば良いと言えるものではないと思

っております。

児童一人当たりの保育費用についてご意見がありましたが、これについ

ては限られた財源と保育ニーズの高さで市の歳出の分配が決まっているの

で、歳出に占める児童福祉費の割合としています。

議論の前に一つ確認しておきたいことがあります。先程、鈴木委員から

公設公営保育所を２箇所を１箇所にするには、職員数減になりますとご意

見がありました。これは事務局説明によると、公設から民設にすることで

浮いた財源でこの質の高い保育基盤体制の構築をするとありました。保育

基盤整備の構築には、かなりのマンパワーが必要だと思います。それにつ

いて現時点でどのように考えていますか。

現在みなみ保育園は任期付職員、任期無し職員で運営を行っています。

新しい機能である保育基盤の質の向上やネットワーク構築（中枢機能）を

担う保育人材をクラス担任をしながら担うことは、困難だと思っておりま

す。保育基盤の中枢センターとしての公設公営みなみ保育園を考えると、

職員体制の充実をしていかなければならないと思っております。

それでは、委員の皆様からご意見をいただきたいと思います。いかがで

しょうか。

コーディネーター的役割を果たす人材は、民設民営保育園の保育士を一

定基準に指導する人材の確保と連携がしっかりあれば、資料にある仕組み

は公設公営保育園を１園にした方が施設が良く機能するのでは、と思いま

した。現場で保育をしながら指導を行うのは困難でしょうから、専門家を
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沼尾委員長

榊委員

確保すればとても有効な機能だと思いました。資料には他市の様々な現状

が記載され、他市が和光市ほど民設民営保育所数があるか分かりませんが、

この数年で徐々に増えている現状から全て足並みが揃っていないのは明ら

かだと思います。公営公設保育園の保育士の中に現場で子どもを保育する

側から指導者に向いている保育士がいるとすれば、指導者育成を行うのは

良い考えだと思いました。

多世代の地域包括システムを考える時、コーディネート機能サービスの

質の確保、様々な意味で民営化されている所と連携し、相互に学び合う場

を作ることが非常に問われています。それをどのように可能にしていくか

というところでのご意見をいただきました。

市内の保育施設の中枢機能を担うという点では、やはり和光市の保育課

程を十分に理解した方が実践してくださることを特にお願いしたいと思い

ます。実践することプラス他者に伝える指導をすることは、より一層スキ

ルを求められると思います。そうした部分をどのように進めていくのかを

検討いただきたいと思います。

舩本委員の提案の中枢機能として専属業務を実施できるセクションを設

けることについては、必須だと思います。通常の保育の仕事と並行してで

きる内容のものではなく性質的にも違うものですから、是非こうしたとこ

ろに人材を集約していただくと良いと思います。

保育所を１園に集約する点は、限られた財政と今の市内の公設公営保育

所の保育士数について正規職員でない方々も多く、限られた人材で運営す

ることを考えると、質の向上を実践するためにも保育園を１園に集約する

のは現実的な案だと感じました。市内の全ての子供たちへ和光市保育課程

に沿った保育を継続的に提供していくことを慎重に考えていきたいと思い

ます。

公務員保育士の方には和光市内保育所のリーダー的な形として市内全保

育所の質の向上をさせていく視点で、力を発揮していただけるのではと感

じました。

２園の公営保育所が１園になることで様々な困難があると意見がなされ

てますが、集約することですんなり物事が進むことが増えると思います。

１園になる仕組み作りが重要であり、２園ならできるが１園だとできない

ではなく、仕組みがあれば１園でもできる方法を探っていければと感じて

います。

しらこ保育園の規模や同規模保育所でなければ、保育の実践の参考にし
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小川副委員長

づらいとご意見があったと思いますが、それ以外に現在市内に 18 の保育

所、23 の小規模保育事業所があります。これら市内保育施設を研修等に活

かす発想転換ができると感じました。

施設の連携を考えると公務員保育士、公営公設保育園の役割はリーダー

なのか、コーディネータであるのかは、とても難しいところがあります。

公営公設保育園がリーダーとなると、担当される公務員保育士には負担が

重いというところもあるかもしれません。それぞれの施設に応じたキャラ

クターがあると思いますし、専門的なことを学び伝えるリーダー的な役割

を果たす方法もあると思います。特性を生かしながら、公務員保育士が施

設間の繋ぎ役として、うまく関係を作っていく役割を担えれば良いと思い

ました。

公営公設公営保育所を２園から１園にすることへの課題、懸念を鈴木委

員、舩本委員が挙げてくださいました。一方でどのような仕組みを作れば

公営公設保育園１園で課題、懸念を乗り越える可能性を考える必要性も大

事とのご意見もありました。

資料の埼玉県９市保育園関連財政比較については、もう少し慎重に比較

する視点が必要だと思います。例えば飯能市は公営保育所が９園あります

が、山間部のため人口減による定員割れの状況が激しく、例えば民間へ業

務委託したくてもこれでは赤字経営となってしまいますので、公営となる

訳です。やはり山間部と都市部の格差はとてもありますので、人口や保育

園数では比較できません。和光市だからできる固有性も含め、状況を捉え

る必要があると思いました。

議論の中では、「公」対「民」ではなく、認可保育所として一定の設置基

準や保育所指針を遵守していき、様々な条件から保育所を選択した子ども

たちの発達保障に格差を付けない意味でも「公」対「民」でなく、認可保

育所として議論を考えていきたいと私は思います。

舩本委員の意見にある先進的な効率の良い保育をチャレンジするなら

ば、モデル園という表現よりモデル保育、モデル事業としたほうが良いと

思います。ＯＥＣＤがＳＳ６でデータ公表しているのは、ベテラン職員で

ある、職員数が多ければ質の高い保育を行えるわけでないとしています。

モデル支援を誰が行うかは、昔は公設民営保育所が少なかったため公設保

育園が牽引してきた歴史があります。良い保育を証明するために「公」が

牽引していけるのならば、それをモデルと呼ぶのも良いかと思います。

ご意見のなかで園長についての役割がありましたが、民の園長と公の園
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長の業務はかなり違いがあると思います。公の園長は経営事務を行ってい

ない、人事権が無いと思いますが、民の園長は人材確保、給与処遇改善、

経営分野を行わなければならないので公と民の役割の違いを性質というこ

とだけで判断することは、できないと思います。

その上でいくつか考えていきたいことがあります。この財政状況ですか

ら公設公営保育所を１箇所で実施できる方法があれば、地域ブロック化へ

の組織編制をして連携し合うことも必要だと思います。人事のことですが

複数施設があれば異動があり、職員が切磋琢磨できるとご意見にありまし

たが、組織の中で人のキャリアは横並びでは無いはずです。今どちらかと

いうと、一人一人の専門性に特化し共有し連携を取っていく流れになって

きています。公営園担任職員が経験年数だけなく、舩本委員のご意見にも

ありましたが専門特化しその中でスペシャリストとして育つのを考えてい

くと一概に複数保育所があると人事や異動が柔軟にできるとの考えだけで

ないと思います。そうした点で職員と保育の質を考えた時、できればスペ

シャリストが公営・民営にも存在すれば比較ができます。保育所はサービ

ス競争をしていかなければならない。公設公営保育所で園児７人対保育士

７人の保育から園児７人対保育士８人にしたり、休日保育等は保護者にと

ってはニーズを満たし、サービスが良いと評価されることがあります。そ

のサービスを公営保育所が行う価値もあると思います。そのサービスを認

可保育所で行わなければ、認可外保育所に人は流れてしまいますので子ど

もの暮らしに格差を付ける可能性がありますから、保育の質を考えると有

効だと思います。

先程ＯＥＣＤが出したデータをお話いたしましたが、若年だからできな

い訳ではないですね。むしろ舩本委員からは若年職員層がいないのが課題

だとされました。民営保育所の若年層比重が大きいのは歴史が関係してい

ます。民営保育所の手当や処遇についての魅力を若年層が感じやすいこと

もあります。分かりやすく求人活動をしているのでこの保育園に勤めたい、

この法人の保育をしたいと就職してくる若い人がいますので若い人達の力

をどう捉えるかと考えた時に、経験年数だけで質が低い訳ではありません

から「民」対「公」だけでなく捉えていただきたいと思います。

資料の補足をさせていただきます。舩本委員から「先進的な保育」とい

う言葉に違和感があるとご指摘をいただきました。前回までは「先進的な

保育」と表記していましたが、今回からは資料１ページ目もありますよう

に「公益性の高い保育」としました。コストパフォーマンスで考えると民

間が参入しない保育サービスが存在すると考えています。例えば子育てが
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榊委員

沼尾委員長

喜名委員

慣れていない保護者や、保護者自身が生活リズムを確立されていない場合

は、子どもと共に育みの観点で保育に取り組まなければならないと思って

います。それが先進的な保育であるか否かというの議論ではないと思いま

すから、「公益性の高い保育」と改めました。

舩本委員のご意見に公営保育所１園では、園長の負担が重くなるとあり

ました。公営保育所園長が悩んでしまう時には、負担をかけないためにも

本庁に是非相談をしていただき、本庁としても保育現場の課題を把握し行

政サービスに努めていくことができると思っております。

先程、小川副委員長から「公」対「民」ではないご意見をいただきまし

た。今年度から子どもあんしん部に公務員保育士であった方に指導監査に

加わってもらい行っています。この体制について公設民営保育所事業者は

どのように感じてらっしゃるかといった点については榊委員に是非ご意見

をいただきたいと思います。

先進的な保育を公益性の高い保育としたことについて舩本委員は、むし

ろこうした言葉が適しているというものはありますか。

逆です。先進的という言葉に違和感があると思いました。公益性の高い

保育という表現も適切であると感じています。和光市子ども・子育て支援

計画に基づく保育等の和光市の保育を表現していれば良いと思います。

先進性というよりも市の計画に基づいて公設、民設がそれぞれの特徴を

活かしながら切磋琢磨し合えるイメージかと思いました。公務員保育士で

あった方が公設民営保育所を指導監査に来られたことについては、榊委員

のご意見をお願いいたします。

今年度から指導監査に前しらこ保育園園長がいらしています。今年度よ

り現場の保育を丁寧に見てくださり、私たち運営者が気づけていない点や

要綱について柔らかく伝えてくださいます。専門性の高い方に各園を定期

的に巡回していただくことは、全体的な和光市の保育の質の向上に繋がる

と実感しております。

指導監査は法令に従い行うのででしょうか。

認可園を支給対象の施設として確認をしておりますので、指導監査を行

っています。年１回実施が基本となっております。書類には表れない保育
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星野委員

の面を助言できる方として、今年度から公務員保育士であった方を配置し

ています。

公務員保育士であった方の役割としては、指導監査に加え助言があるの

でしょうか。

指導監査は行政職員も同行しています。書類不備や保育士配置不足等の

外面的なことには気付き易いですが、行政職だけですと保育内容自体への

視点は気づきにくいことがあり、公務員保育士であった方を指導監査に同

行させています。

指導監査には公営と民営の関係性が規定されてしまう懸念があるので、

もう一つ加えていくのか報告書のなかで行うかの整理が必要です。

頻繁に巡回できるのであれば巡回支援となるのでしょうが、現状として

は各園を巡回できる状況でないので、指導監査の枠組みの中で監査訪問時

に保育園側が相談があれば助言を実施している状況です。

これまで各委員のご意見を聞かせていただき思ったことは、和光市とし

ての地域特性は、東京に隣接したベッドタウンで、鈴木委員が比較の例を

出していただいた飯能市など８市の状況とは少し違うのではないかと感じ

ております。若い人がどんどん流入しており共働きの夫婦が多く住み、赤

ちゃんもたくさん産まれ、自然増減率が埼玉県内でも１位となっておりま

す中で、できるだけ自宅から駅までの間で保育所を探す傾向があること、

しかも市の面積が狭く空いた土地が少ないために、小規模な保育事業所が

多く 41保育施設が、立地整備されているという環境からの地域特性があり

ますので、これらを十分考慮して、行政の役割を果たしていく必要がある

と思います。

例えば、私の所管する高齢者福祉政策としては、地域包括ケアを推進し

ておりまして、このような和光市の地域特性に応じて柔軟に対応するため

に、地域密着型のサービスを展開しています。事業者は現在 14 箇所あり、

市の直営で運営している施設は１件もないわけです。長寿あんしん課では、

リーダー的に行政主導し、全事業所を集めて、連絡会を開催し官民連携を

強化しているところです。また、市内を３つのエリアに分割して、中央エ

リア、南エリア、北エリアに分けて、それぞれのエリアで施設を整備し需

要を満たしていく計画となっています。
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そこで保育の質の確保で一番大事なのは継続性・安定性であると鈴木委

員からもありましたが、一般に民間保育園では、経験の蓄積が必要なのに

辞めてしまう人が多いので、保育士の勤続年数が短くなり、保育の質の維

持・向上が難しいといわれていますが、この民間保育園の悩みを解決して

いくために、船本委員がおっしゃっているように保育基盤の中枢センター

を整備し、経験値の高い市の公務員保育士がそのノウハウを民間保育園に

伝えていく必要があると思います。

監査指導の指導権は公にありますが指導助言、アドバイスは公も必要で

す。和光市子ども・子育て支援計画に基づく保育内容や関わりどれだけ実

践されているか、保育所指針を遵守できているかは、公や民の双方にとっ

て保育の質を高めるには必要ですから是非、公にも欲しい仕組みです。

このあたりの体制をどう考えるかは、かなり重要な論点だと思いますか

ら次回精査して議論できればと思います。支援が必要なところへ質の高い

保育基盤を作るための財源の捻出にあたり、公営保育所を２園から１園に

することについて鈴木委員と舩本委員から懸念と心配のご意見が挙がって

おります。私が気になることは、鈴木委員のご意見の民営園職員の処遇問

題です。視察させていただいた際に限られたマンパワーと財源の体制下で

工夫しながら人員配置を取り組まれ、かなり質の高い保育を提供をしよう

と尽力されていることがとても伝わりました。視察先は限定されていまし

たから全域の雇用状況を把握すべきでないかと思います。これについて鈴

木委員はいかがですか。

民営の下新倉みどり保育園は、子育て中の保育士も休暇取得し継続勤務

をしている状況を聞きました。ほんちょう保育園の障害児保育は、継続的

に取り組まれていました。この２つの保育園の他に新しく設置された保育

園はどのような状況だろうかと思います。

高齢者の地域包括ケアシステムの場合、民間業者はそれぞれ運営が大変

な中でノウハウや経験を相互に学ぶために民間事業所の若手職員を集め勉

強会を実施したり、単独施設では実施しにくことを全体的に連携し職員育

成を地域で行うケースが他自治体ではあります。介護ヘルパーやケアマネ

ジャーは雇用環境はかなり厳しいですが、様々な施設の職員が集まり地域

の中で勉強し育成されますし、何か問題があればライバルであっても他施

設に相談できる仲間がいるというので人間関係が良好になったり、勤務先



- 20 -

舩本委員

沼尾委員長

鈴木委員

で人間関係が辛くなった時は地域内で転職しようとする人的ネットワーク

に発展したり、離職率を下げる効果もあります。自治体の規模が大きい所

ですと難しいですが、和光市のように自転車で 15分行けば隣の市に到着す

る規模ですから連携が取りやすい可能性はあると思います。

公営保育所を１園に集約する課題は、配付資料にあります保育基盤の中

枢センターの機能構築等のしっかりとした連携の仕組みによって乗り越え

られると期待を持ちたいですが、やはり公営保育所は２園であるとするか

は報告書の記載にも関わるので、率直なご意見をいただきいただきたいで

す。

先程、和光の保育の実践についてはマネージャーとして周囲の職員と一

緒に考え伝えていく、指導者的立場を育成するにあたってはある程度の経

験年数が必要だと思います。現場での臨床経験とさらに学術経験を積まな

いと他園への指導と共感は難しいと思います。１園ですと分母が限られる

懸念があります。実は昨日、政策課の和光市実施計画投機的事業のヒアリ

ングに説明をしてきました。経営部門は完全には担当していないかもしれ

ませんが予算確保、ハローワークへ臨時職員の雇用確保連絡といった保育

所運営には携わっています。他自治体の園長との話からも和光市の園長、

管理職はかなり保育所運営に取り組んでいます。保育士は保育のみ、その

他の業務は行政職員が行う他自治体とはかなり異なることにご理解いただ

ければと心から思います。

公営保育所１園になることは情報共有をしたり、本庁舎にどのように伝

えるか方法を相談する人がいなくなるストレスなのですね。園長を孤立化

させるような本庁舎と保育所の関係になるのを本庁舎側が問われることに

なるのかなと印象を持ちました。

公営保育所のモデル園としての機能や市内保育所の中枢機関としての役

割、そのため必要な体制をどう整備するかも含め、さらに議論を深めてい

きたいです。今の時点で何かご意見をいただければと思います。具体的な

ことでなくとも今後こうしたことを検討していきたい、議論のポイント等

の指摘をしていただき報告書に書き込みたいと思います。いただいたご意

見の論点を含め次回、議論を深めていきたいと思います。

まず舩本委員のご意見からプランを包括的に行政として実施していくに

は、保育士と行政職員のチームを具体的にどのようにするか、核になる所

の重要性を思いました。
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もう一つは、和光市は南北にみなみ保育園、しらこ保育園がありますが

市の端の地域に位置するみなみ保育園に集約されてしまいますと、保育所

は地域に根差している部分もありますので、近所の繋がりという部分では、

財政難の課題はありましても身近に公営保育所が存在しているのがベスト

だと思います。

限られた財源の中でそれぞれの地区ごとに、公益的機能を果たしうる子

育て拠点を確実に設置していくかの非常に重要な問題提起をいただいたと

思います。

舩本委員から提案をいただいたスタイルで組織編制できたら良いと思い

ますが、その際に形だけではなく基本方針を掲げたり、部署の役割を細分

化し、の具体的な内容が必要だと感じます。

現状ですと職員１名が研修や様々なことに奔走されている、と見受けら

れます。様々な議論をしたけれども必要な職員数を確保できず、結果が満

足に得られないのはとても残念なのでそうした部分を丁寧に考えていただ

けたらと思います。

そして子育て支援の面で言いますと、入所の時から保護者に関わる窓口

対応職員には、保育園が行っている事柄を知り学んでいただきたいと思い

ます。行政職を含むチームと提案がありますが、現在ですと保育サポート

課の職員にどのようなことを担っていただけるのか考えられたらと思いま

す。

議論を考えるときに「公」・「民」の枠を出られると良いと思いました。

地域にあって有効なのは「公」だけでなく、「民」の認可保育園も地域に根

差すことの可能性がありますし、実際にそれができている現場をいくつも

知っています。一方で和光市子ども・子育て支援事業計画と違う保育をし

ている保育園もありますから、保育の質の部分を指導していく必要があり

ます。しかし「民」の財源で子どもの発達を保証をできる可能性がだいぶ

あります。ポジティブに捉えていけたらいいと思います。

公営保育所の数については、舩本委員もおっしゃいましたが担任をする

職員と在園児以外の地域児童担当職員は明確に分ける必要があります。例

えば担任が休暇で、保育者不足のため地域児童担当職員を保育に加えるこ

とを繰り返している限り、いつまでも在園児しか見つめられない保育園に

なります。保育園児でなくイベントにも来ない、事情が明確に見えない親

子は要保育支援対象者ですから、その方達を扱う職員を組織の中で明確に
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舩本委員

喜名委員

沼尾委員長

鈴木委員

沼尾委員長

舩本委員

役割分担をできるようにしておかなければ、計画倒れになりかねます。

財政面の議論をまとめるにあたり、整理していただきたい課題がありま

す。公営保育所在り方検討委員会は公営保育所と謳っていますが、数値の

表記に公設公営保育所と謳っているもの、公営保育所と謳っているものが

かなり混在しています。それによって金額の大小が大きく変わるので、比

較検証や数値統計の表記は公営に絞るべきと思います。公設４園と表記さ

れたり、公設公営と表記されています。

あえて今回の資料は、４園と提示させていただきました。和光市には公

設民営保育所と公設公営保育所があります。従事する職員は公務員保育士

か民間保育士かの違いはありますが、財政負担としては資料５ページにあ

ります公設公営保育所の運営に伴う市の財政支出①の中で示すとおり、公

設公営保育所も公設民営保育所も全く同じです。その観点で財政論の観点

で説明をする場合、公設４園と捉える必要があると思いましたので表記い

たしました。

まとめの時は整理して分けて表記していただくということですね。

配付資料の「事前に提出された委員からの意見の要旨」の下部には、（参

考）現場からの意見が表示されています。公営保育所を２園を１園に集約

する提案については実際に現場で実践するのは公営公設公営保育所保育士

であるので何点かご意見をお聞きしましたが、保育基盤の構築プランにつ

いて公営公設公営保育所保育士がどのように考えているか、もう少し深く

この公営保育所在り方検討委員会の議論の中で討議できたら良いと思いま

す。

公営保育所を２園を１園に集約することについては鈴木委員、舩本委員

から懸念される意見がかなりありました。それをどのようにクリアするか

は、当然ながら検討されなければなりません。

保育所民営化の際には、在籍児童の急激な環境変化が生じないように配

慮する必要がある、と現場からの意見にあります。これは現場が混乱する

ということでしょうか。

過去に和光市が一度、公設公営園が公設民営化したことがありました。

自身経験した子育て支援センターの移行を例にすると、その時は数日～１
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喜名委員

沼尾委員長

喜名委員

沼尾委員長

安井委員

沼尾委員長

週間程度１～２人の職員が施設に来て運営の様子を見学していくだけでし

た。３月末日までは公営保育士、４月１日からは多数の新規職員が配属す

る移行の仕方をしておりました。在園児としては昨日までいた保育士がい

ないということになります。子どもたちの愛着形成をバッサリ切った移行

を行ったことは、念頭に置いてもらえればと思います。

これについて事務局から説明をいただけますでしょうか。

これについては公務員保育士の気持ちもありますが、在籍児童の急激な

環境の変化は避けたいと考えています。他自治体の中で民営化を行う際、

引継ぎ保育期間を設け急激な環境変化が行われないような移行の仕方をし

ておりますので、仮に民営化を行う場合はそうしたことを検討しながら丁

寧に進めていきたいと思っております。

保育基盤のネットワークを作る関係構築にかなり年数がかかり、すぐに

できるものではないと思います。それについて事務局は考えていますか。

方針が決まったと仮定した場合、移行期間を考えると少なくとも２年程

度の準備期間が必要であると思っております。

移行期間等も含めもう少し検討を深めていきたいと思います。公営保育

所を１園に集約する場合の課題、財政上の課題から乗り越える方法の解決

策、なによりも重要なことは財源を捻出しつつ最終的に明察すべきことは、

これからの保育需要に対応する和光市における保育基盤の形の連携を作る

ことが重要ではないかとご意見をいただきました。

これまでの議論から感じたのは保育の質、維持向上を目指すのことは当

然必要と考えております。保育所利用者、利用しない方、利用したくとも

利用できない方そうした方全てと住民が負担している限りある財源を公

平・有効に使うためには、できるだけ多くの子育て世代の多様な保育ニー

ズに対して質の高いサービスを提供していくためにどのような仕組みが今

後必要になっていくかの視点を持つことが非常に大切だと感じました。保

育基盤の構築について検討を深めていきたいと考えております。

それではいただきましたご意見につきまして、もう一度整理を行い次回

会議で引き続き質の高い保育基盤の構築について議論をしていきたいと思
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います。それぞれの委員の皆様にお願いですが、さらに具体的にどのよう

な取組みが必要なのかご意見をいただければと思います。鈴木委員、舩本

委員からいくつか具体的な提案をいただきましたが、他の委員の皆様も是

非、建設的にご意見をいただければと思います。そこを議論し最終報告書

をまとめていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。提出方

法・期限は、事務局から後ほど連絡させていただきます。

次回会議日程は、９月または 10 月を予定しております。それでは以上を

持ちまして第４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。


