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公営保育所の機能について②
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【和光市の保育基盤の特徴～飯能市との比較～】

○民間事業者による運営施設が大部分を占めるとともに、小規模保育事業所が多く存在している。
○子育て支援拠点については、子育て世代包括支援センターのネットワークが存在。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

和光市公営保育所と保育基盤の新たなイメージ
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より一部修正

【モデル園としての機能】
①和光市保育課程の実践
②公益性の高い保育の取り組み

　　　・地域子育て支援の充実
　　　　　　　　　　　　　　（遊ぼう会、親子育児教室等）

　　　　・障がい児の積極的受入れ

③緊急時の受入機能

【期待される新たな機能】
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
　（例）・保育指針、各種ガイドラインの周知・共有や助言・指導（園長会議や巡回）

　　　　・障がい児を担当する市内各保育施設の情報共有・情報提供（育成担当者会議・巡回支援）
　　　　・保護者支援・在宅保育世帯への支援の充実（地域支援担当者会議　親子育児教室等）

②地域包括ケアネットワークを構成する関連サービス（子育て世代包括支援センター
　等）との連携強化。

公設公営保育所の機能



○保育提供体制の安定的・持続的運営
受入児童の更なる増加に伴い、今後も保育関連費の増加は継続。　　

　　（参考）一般会計に占める保育関連費の割合：13.02％（平成28年度決算額ベース）

公設保育園をはじめ、既存施設の改修・更新を実施していくための予算の確保。

※　保育無償化（2019年10月～）に伴う財政支出の更なる増加が見込まれる。

〇市内の保育の質の維持・向上

○新たな子育て課題への迅速な対応

　・医療的ケア児や障がい児に対する保育など多様化する保育ニーズへの対応。
　・虐待防止に向けた子育て支援策の充実　（例：親子育児教室）

　　

財政から見る今後の保育行政の課題

２

上記行政課題・財政課題に対応しながら、以下が求められる。

財源の確保は？
人材の確保は？

⇒　既存の保育基盤を持続的に運営しながら、更なる充実（質の維持・向上、新しい保育課題への対応）
　　をしていくためには、財源の捻出と効率的・効果的な保育行政運営が不可避。



今後の保育分野の支出見通し①

（１）保育関連費の上昇と保育施設の修繕費

　（千円）

①受入体制の充実に伴う支出増加
　市民の保育ニーズの高まりに対応し、保育基盤整備を進めており、
これに伴う保育関連費も増加。市の支出は、新制度開始後、毎年
平均約２億円超ずつ増加。

(※)保育関連費：各年度決算額のうち、下記項目にかかる金額の合算

　　・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

３

②公設保育所３施設の修繕費
　市の所有する３つの保育施設の2018年～2030年の
施設更新費・修繕費は、概算想定工事費で合計約６億
3,000万円が見込まれる。

(注）中長期施設保全台帳より

第３回会議資料より再掲
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今後の保育分野の支出見通し②
（２）教育・保育無償化に伴う施設型給付費等の増大（2019年10月～実施の方針）
【無償化の内容】
　　　（「経済財政運営と改革の基本方針2018」及び「幼稚園、保育所、認定子ども園以外の無償化措置の対象範囲等にj関する検討会報告書」（平成30

　　　　　年５月）において明らかにされている内容）

　（対象者）
　　・３歳以上の保育認定（２号認定）子ども
　　・上記以外で認定子ども園・幼稚園を利用する３歳以上の児童
　　・０～２歳の非課税世帯の児童
　（無償化の対象範囲）
　　・認定子ども園・幼稚園（新制度）・保育所・小規模保育事業所の利用料（利用者負担額）を無償化

　　・旧制度の幼稚園の利用料（上限25,700円）
　　・幼稚園（新・旧制度）の預かり保育利用料（上限11,300円）
　（認可外保育サービス等利用の補助）
　　・１人あたり月37，000円を上限とする補助　（０～２歳児については上限42,000円）

（１）に伴う支出増加以外に、現在と比較して単年度あたり約３億円程度の支出増加が見込まれる（※）

（※試算の前提）  ・対象児童数は平成２９年４月ベース。（今後の受入れ体制拡大分を含まず）
　　　　　　　　　　　・必要財源に係る国・県・市の負担割合は、現行制度の負担割合を維持するものと仮定。
　　　　　　　　　　　・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。

４

【参考】　上記（１）（２）を前提とした単年度あたりの支出
（現状の保育関連支出）

保育関連費（平成29年度予算額） 約３８億３，６００万円
（※）うち市の負担分　約１９億２，４００万円

【今後確保しなければならない保育関連支出】（市単独負担額。※平成30年度以降の保育受入れ拡大分含まず）

教育・保育無償化に伴って必要となる追加支出 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　約３億円（見込み）

公設保育園の施設修繕費 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　約５，０００万円
（2018年度～2030年度の概算工事費用を単年度当たりで算出）



しらこ保育園民設化の検証



公設保育所の運営に伴う市の財政支出①

☛更に、無償化実施後は、３～５歳児の上記の　　　　　部分が市の負担として増加する見込み。
　　　　
　　　　　　　（参考）市内公設４園の３～５歳児の保育料調定額（平成29年度４月）約１，１００万円。年間換算で約１億３，０００万円。
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市　１/４

利用者負担軽減分
（市の独自負担分）

国　１/２

〇保育に要する費用は、各保育施設の所在地域、規模（定員）、児童の年齢、各施設の保育内容（所長有無、処遇改善の実施の

　有無等）により児童１人あたりの公定価格を国が定めている。

〇公定価格のうち一定額（国基準保育料を上限）は利用者から徴収。それ以外の部分を施設型給付費として利用者に給付。
　（ただし、手続上は保護者に支払う代わりに委託費として保育施設に対して支払う）

【公設保育所と民設保育所の財源負担の違い】

・施設型給付費に要する費用のうち、１/２は国が、１/４は県が、１/４は市が負担することとされている。
（注）０～２歳の施設型給付費の財源には一部事業主拠出金が含まれる。

・しかし、公設保育所の場合には、国・県の負担金はなく、市が全てを負担することとなる。
（公設保育所に係る費用は一般財源化されているが、和光市は普通交付税の不交付団体であり一般財源としての交付税措置がない。）

５

利用者負担軽減分
（市の独自負担分）

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）

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】

☛無償化後

国　１/２

県　１/４

市　１/４

全て市負担

☛無償化後



しらこ保育園と民設保育所の運営比較（財源による内訳）

☚ポイント：　

・公設保育所の事業費は、国と県の負担部分なし。
･（公定価格）×（在籍児童数）を上回る費用は
　設置主体（市）の負担。

６

公設保育所の運営に伴う市の財政支出②
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保育所事業費における財源比較

保護者保育料

国費

県費

市費

189,441,514円

139,023,539円

（円）

同規模民設保育所平均

無償化実施後は、さらに、公設保育所の保育料部分
（３～５歳児部分）も全て市の支出で賄う見込み。

（注）公定価格は保育施設の規模（定員）や児童の年齢により異なることから、しらこ保育園と同様の
　　　定員規模、類似の児童年齢構成の民設保育所の事業費の平均と比較。
（注）しらこ保育園の事業費は、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。
（※）市独自補助は保育料利用者軽減負担分（15,985,289円）及び民間保育所補助金（13,138,338円）。

　

　【参考】民設化による財政効果

（ケース１）：公設として維持した場合
　・約１億5,200万円の市の支出継続。
　　（※無償化後は、さらに約２，４４０万円程度増加し（注）、
　　　１億7,600円程度になると見込まれる。）
　　　　　　　　　（注）しらこ保育園の３～５歳児保育料（平成29年４月）より推計。

（ケース２）：民設化した場合
　・国・県負担金（約5,000万円）の歳入増加。
　・公定価格相当分を上回る部分の財政支出
　（約5,000万）を解消。
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しらこ保育所

みなみ保育園

公営保育所

　民設しらこ保育園

①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。
②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のある保育体制。

　市の財政や人員が限られている中で、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上記体制を実現。

（必要な人材と体制）

　民設化の効果②
保育人材の集約化

７

質の高い保育基盤の構築に向けて

公営保育所

政策形成への関与

　民設化の効果①
今後必要な保育財源の確保

（保育基盤の中枢センター）
公設みなみ保育園

民設化する際には、
・保育内容の急激な変化がないよう配慮するとともに、
・中枢機能構築のための準備期間
を経て移行する。

【上記体制の実現のために】　計画的な人材育成を実施。
　（例）①児童発達支援施設への実務派遣研修制度の創設、②近隣市保育所との人事交流、③専門的研修への参加機会の確保

　市役所

質の維持・向上


