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会 議 録

第３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７月３日 午後７時

開 催 場 所 和光市役所議事堂 全員協議会室（３階）

開催時刻 午後７時００分 閉会時刻 午後９時１０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 企 画 部 次 長 兼 財 政 課 長 奥山 寛幸

津村 典子 子どもあんしん部保育施設課長 平川 京子

鈴木 幸子 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

舩本 勉 保育施設課長補佐兼事業管理担当統括主査 上原 健二

安井 和男 保育施設課施設整備担当統括主査 山口 元輝

星野 裕司 保 育 サ ポ ー ト 課 支 給 認 定 担 当 主 査 安達 幸代

喜名 明子 保 育 サ ポ ー ト 課 支 給 認 定 担 当 主 査 渡辺 拓也

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）

星野委員

事務局（平川）

事務局（結城）

事務局（平川）

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 和光市公営保育所在り方検討委員会 第３回公営保育所の機能に

ついて

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。議事に先立ち、

本会議の委員についてご報告があります。４月１日付け人事異動に伴い保

健福祉部長について、東内委員の後任に星野委員が任命されましたのでこ

こにご報告させていただきます。

星野委員、一言お願いいたします。

＜星野委員 挨拶＞

ありがとうございました。

事務局におきましても、４月１日付け人事異動に伴い、子どもあんしん

部結城審議監、保育サポート課中野主幹、保育施設課上原課長補佐が着任

しましたので併せてご報告させていただきます。事務局を代表して結城審

議監から一言申し上げます。

＜結城審議監 挨拶＞

それでは、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。
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沼尾委員長

事務局（大野）

沼尾委員長

榊委員

それでは、ただいまから、第３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」です。

はじめに、５月 24 日に視察いたしました「飯能市の公営保育施設におけ

る子育て支援の取り組み事例」を振り返り皆様から一言一言ずつご意見を

いただきたいと思います。

５月 24 日（木）飯能市山手保育所受け入れ児童 150 名と子育て総合支援

センターの視察に６名の委員、５名の事務局職員の合計 11名で視察に行っ

てまいりました。

１階保育所では障害児の積極的な受け入れや、マイ保育所等の地域子育

て支援策を展開しておりました。飯能市では公営保育園が９園ございまし

て、統括的役割を果たす山手保育所を筆頭に各園が在園児以外の児童、保

護者を支援する機能も担っておりました。和光市でいうならば、子育て世

代包括支援センターのサークル機能のような拠点機能を公営園に担わせ

て、市内を満遍なく見渡す形でございます。

その上で核となる機能を山手保育所・子育て総合支援センターが情報の

収集を集約して保健所や市役所各課との情報の共有、連携を図っていまし

た。

それでは、実際に視察に行かれた委員の皆様いかがだったでしょうか。

印象に残った点など一言ずつお願いいたします。

第一印象として公務員保育士の方のわが市の子どもたちに対する保育の

意識の高さや情熱を強く感じました。また自治体として 10年程前から保育

所での保育や地域の子どもに対する保育に腰を据えて取り込んでこられた

のを強く感じました。

印象に残った点を４点挙げさせていただきます。１つ目はベーシックガ

イドを作成していることです。保育所において保育者が最低限行うべきこ

とが示されており、それを全職員が理解されておいるとのことでした。保

育の質の均一化のために有効な取組だと感じました。また自治体が考える

保育課程や計画を周知・徹底するためにも期待ができると思いました。

２つ目は、コーディネータという立場の方の設置です。拠点会議の実施

や研修の企画・実施を担われていると理解しました。そのために専従職員

を設置することで、各拠点の課題の把握や対策の検討により取組みやすく

なると思います。拠点会議では、各拠点ごとのアセスメント例や対応した

ケース等の情報共有をすることで知識や経験を全体のものとすることが出
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沼尾委員長

鈴木委員

来、全体の経験値の向上と均一化が期待できる思いました。

３つ目が専門家による巡回ですね。合理的配慮が必要な子どもに対して

の発育発達の相談や理学的指導を受けられるとのことでした。実際に山手

保育園でも障害を持つ子どもを受け入れておりました。

最後に４点目です。子育て総合センターのどんぐりルームに常時保育士

の設置がされ、園庭開放を毎日されているとのことでした。３名配置され

ている保育士は、母の悩みや不安感等に耳を傾け母の表情、様子、子の発

達段階等をきめ細やかに記録しているそうです。毎日担当者がカンファレ

ンスを行い必要に応じて保健センターやケースワーカー、家庭指導相談員

との連携を行っているとのことでした。園庭開放ですが日曜日以外の毎日

９時 30 分から 12 時まで予約無しで利用できる取組を行い、身近な存在の

保育所であるなと感じました。この二つの取組が在園児と在宅児が等しく

支援を受けられるようにという思いが強く感じられました。

今回説明をしてくださった方に専門性の高い保育士を育てるために必要

なことはと質問させていただいたところ、傾聴力を高めること、多くのカ

ンファレンスを経験をすることが有益だとご意見をいただきました。

ありがとうございました。飯能市の特徴を整理していただき、和光市に

も参考になるところをご紹介いただきました。

飯能市は和光市と同じ人口規模の８万人程でしたが、和光市は都市部に

位置し飯能市は山間部が多いので自然豊かな取組が感じられました。一つ

は、就学前児童やその保護者にとって、９箇所の保育園を中心とし子育て

総合センターや保健センターを子育て支援の連携の様子を伺って飯能市で

は多様な機関の連携が取れているのをとても感じました。

見学させていただきました、子育て支援センターどんぐりルームも地域

の乳幼児と保護者の悩みや不安等を傾聴し大事にしているのを伺いまし

た。今回の資料１ページにもありますように拠点会議、支援会議、いろい

ろ連携しながら気になる子どものケア等を多様な機関が関わりながら飯能

市の乳幼児を全て把握しているのを素晴らしく思いました。

それから私が興味を持ったのは、５年前程からスタートしている９箇所

の公立保育所で行うマイ保育所事業です。こちらの質問に関しては後日文

書回答を頂きました。この事業は、保育園に入所していない方が毎年保育

所を登録して在園の子どもたちと継続的に広く関われる保育所利用となり

ます。年間の利用者数を推計すると１人当たり年６回程利用されていると

のことでした。地域子育て支援、日々の保育の質の向上に繋がることで地
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舩本委員

小川副委員長

域に保育所が存在する意義が大きくあるのをとても感じられました。

公営保育所として地域の子育ての拠点として拠点業務に取り組まれてい

ることに感心いたしました。

飯能市の人口は和光市とほぼ同等ということでしたが、飯能市は面積は

ほぼ 10 倍、18 歳未満の子ども数は和光市の３分の１、小規模保育事業者

は無く同じ人口比でも状況には違いがありますが、子育て支援業務の良い

取組みは吸収したいと思います。和光市では平成 15 年に子育て支援センタ

ー業務を切り離してしまった事業ですが、当時財政面を主眼に置いた和光

市と先見の明があった飯能市との明暗がくっきり分かれた事業だと思いま

す。子育て支援事業の展望は今とか３年後だけではなく後、10 年、20年、

30 年後の子育て環境を長期的なプランとしてどう捉えていくか改めて感

じさせていただいた視察でした。

実は飯能市に長い間関わらせていただいております。ですからいろいろ

な苦労があって飯能市はここに至っております。私が関わらせていただい

たのは多分 10 年程前からだと思います。今委員の方々が発言してくださっ

た事柄には、いろいろな山を越えてここに至っております。

例えばベーシックガイドは、何年もかかり作成しています。週１回会議

を開きコツコツ作り貯めていったものです。マイ保育所事業の実施につい

ても数年間かかっております。ベーシックガイドは民間の保育園が 18 年前

からいち早く実施をしております。それを受けて練馬区では実施しており

ました。

マイ保育所事業も石川県白山市では、実施済みで決して新しいものでは

ないです。ただしその自治体の文化慣習に合わせ、どう実施していくかが

難しい訳です。和光市でも考えていく必要はあるかと思います。

舩本委員がおっしゃったように人口は同じでもいろいろ違う訳です。飯

能市は消滅自治体として挙げられたことから、一生懸命事業を行わなけれ

ばならないのとの想いから始まっています。飯能市を愛している方々が同

じように子ども達に飯能市を愛して育って欲しいとの想いもあり、いかに

科学的要素を入れ子どもを育てたら良いかのプロセスがあると思います。

まず飯能市の特徴は、他自治体が保健師や心理の専門家が行っているの

分野を保育の専門家が行っています。これまで保健、心理の領域の方、ケ

ースワーカー、ソーシャルワーカーの方を分野に入れたら良いかの議論は

重ねて行われているのですが、保育士がたくさんいることや地域に数多く

あり一番訪ねやすい施設は保育園であること、給与等人件費も考えられま
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沼尾委員長

事務局（大野）

す。保育士の方々は日々子どもと関わっているので専門性が高く、断片的

に子どもを見る保健領域の方、心因・心理疾患として関わる心理や医療の

方々とは違う専門性が保育士にはあり、それこそが予防的な支援に有効で

はないかの立場で行ってきたのが特徴だと思います。貧困、虐待に遭って

しまった後は保育の専門家では回復支援が出来ません。いかにそこになら

ずに済むか予防的な役割が保育の専門領域であると明確にし予防する。

日々子どもに関わり身近な存在としてハードルが低く、様々な人が保育士

に好感を持っているので保育者が実施してきたのは、ポイントだと思いま

す。

これまで委員の皆さんの好意的意見は、長い間飯能市と取組んできた私

としては嬉しかったのですが、課題もあります。１つは重要な支援を欲し

ない人たちへの支援が難しいです。マイ保育所事業に登録してきた親はあ

る程度力のある親で、登録せずとも保育を行える親でもある訳です。予防

的支援として妊娠時期からスタートしてもそこから漏れてしまう家庭があ

る訳ですから、親が行きたくなるいろいろな仕掛けをします。保健所で行

う計測会と山手保育所でも計測会を行い、かなりの差で山手保育所に利用

者はやって来ます。それはどういう内容で計測会をしているかの分析もし

ながら親が行きたくなる仕掛けを考えておくのも課題です。

ベーシックガイドの会議等も良いですが、実践力として子どもへの関わ

りまでの最後に至っておりません。いろいろ作ってはみたが実践者一人一

人が活かしきれておらず、作って終わりでなく行き届かせて行かなければ

意味がありません。複数回の会議、私も行っております巡回、研修を実施

したりやり続けることをどこかで仕掛けないと支援を行き届かせることが

できない課題は今もあると思います。

今、飯能市の成果は上がっていますが、その過程では模索が続けられて

いたこと、それと支援に結びつかない方をどう支援につなげるかが課題で

あること、という貴重なご意見をいただきました。飯能市視察から、いろ

いろな示唆をいただいたと私も皆様のご意見を伺いながら感じました。そ

れでは飯能市の事例も含め和光市における公営保育所の機能への考え方を

事務局から説明をいたします。

それでは資料２ページ和光市公営保育所の新たな機能（イメージ①）か

ら説明をいたします。視察を踏まえ和光市の特徴と飯能市の比較を上段に

記載しております。和光市の特徴の１つ目は、民間事業者の運営が大部分

であり、小規模保育事業所が多いこと。２つ目は、子育て支援拠点は子育
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て世代包括支援センターのネットワークが存在していることが挙げられま

す。

飯能市は施設総数 15 に対し公営保育所が９施設、和光市は施設総数 41

に対し公営保育所２施設。小規模保育事業所は飯能市がゼロに対し和光市

は 23 施設ございます。

下段の【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”）のために園長会議や年齢別会議、巡回支援、育成担当者会

議、研修会、世帯支援を飯能市よりもさらに強力に行う必要が和光市の特

徴から理解いただけると思います。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）との連携強化を持つこ

とが挙げられます。下段のイメージ図の右側が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

化の展開イメージです。左側が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のイメージとなります。いずれも

公営保育所の新たな機能として必要なものと考えております。

３ページの和光市公営保育所の新たな機能（イメージ②）を説明いたし

ます。これは２ページのイメージを強化するための繰り返しになります。

①市内保育サービスの均てん化のためのコーディネート、②市役所や関係

機関との連携構築を行うためには、豊富な経験を持つ公務員保育士人材が

適任である必要があること。また均てん化連携構築の機能を持たせるため

の下支えを前提としてモデル園の機能やモデル園であると共に、保育基盤

ネットワークの中枢であると考えております。民間保育施設や小規模保育

事業所を束ね牽引し地域包括ネットワークを十分に機能させていくために

経験豊富な公務員保育士に力を発揮していただきたいと考えております。

右下点線部分にある計画的な人材育成の児童発達支援施設等での研修、専

門的な研修への参加（医療的ケア児等）についても公営保育所に求められ

る機能であるのは申し上げるまではありませんがイメージに加えていま

す。

４ページの（参考）公務員保育士に期待される役割は、前回第２回会議

に配付した資料の一部の訂正版になります。修正箇所は、左側の丸の中“保

育コーディネータ”の赤字部分保育施設間の交流連携・情報共有を加えて

おります。保育コーディネータであったりモデル園である公営保育園での

優れた保育実践者、右下になりますが在園児以外の支援等多くの役割の期

待、制約がある中で何を優先するかを踏まえ、議論いただきたいと思いま

す。説明は以上です。
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沼尾委員長

舩本委員

沼尾委員長

舩本委員

小川副委員長

和光市の公営保育所の新たな機能には、前回第２回会議でも単にサービ

スを提供するだけでなく一定の配慮が子どもや保護者に必要だと思われる

方々に対する支援のための情報共有センターの役割が必要です。また、一

時預かり、在宅の子どもに対するケアも考えていく必要があります。さら

に、資料２ページ目右側のイラストのように子育て世帯を支えるには、子

育て世代包括支援センター、ボランティアサービス、医療サービス、障害

者支援、保育所など多様な機関の連携が必要です。保育サービスを提供す

る場がそれぞれ情報やノウハウ、ケースについて共有を含む研修会、巡回

支援等で底上げし、良い保育の有り方を各サービスに携わる者達が作って

いこう、そのプラットホームを運営する主体とし公営保育所を考えていき

たいとのモデルを作成してくださいました。もちろんこれらの機能形成は

時間を要することですし、職員研修、ネットワーク構築仕組み作りにはい

ろいろ課題もあると思います。資料１ページ目から４ページまでの提案に

ついて議論をしていきたいと思います、ご質問ご意見いただけますでしょ

うか。

資料２ページから４ページに提示された公営保育所の新たな機能につい

て今後の和光市の保育機能を考える上では、和光市は公営保育所が圧倒的

に少ないのが特色です。そのバランスをどのようにするかは、議論の中心

になってくると思います。保育コーディネータとして指導アドバイスする

役割に飯能市では、定年退職後の職員を再任用して業務にあたらせ人材の

有効活用を大切にしています。和光市でも退職後の職員を再任用、パート

雇用はしておりますが職員を大切にしているという視点は和光市は欠けて

いると思います、こうした点を大事にしていただきたいです。新しい事業

を行うためこれまでの業務を切り捨てたがために将来なぜこのような事態

になったのか、とならないよう気を付けたいと思います。

つまりこの公営保育所の新たな機能を実施するためには、プロセスや方

法が非常に大切とのご意見だと思います。公営保育所の新たな機能につい

ては改良すべき点、相違点はありますか。

和光市に何が必要かということは、実際に実践してからと事前に考えた

プランは相違が発生しますし、プランから実情に合わせていく柔軟性は持

つべきだと思います。

視察では山手保育所のみご覧になっていますので補足をいたします。他
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喜名委員

の保育園では園長も保育者シフトに入らなければならないくらい少ない人

員で業務を廻しています。園長が午後から会議に出席する時は早番をしな

ければならいのが一時的でなく恒常的に実際に起きています。

私は和光市の施設を回り、建物やおもちゃも揃い保育者数や環境には恵

まれていると実は思っています。飯能市は昔の基準で建てたものですから

耐震の工事を待っている段階であったり、古いものを使い続けている状況

です。合理的配慮が必要な子どもが入所していても、職員加配は無いのが

常です。それが良いとは思いませんがそうしますと、どちらが恵まれた保

育環境でしょうか。

山手保育所は人員が居るように見えますが、更生保護女性会のボランテ

ィアの方たちを使い普段の保育を行っています。視察日はボランティアの

方がいらっしゃったかは分かりません。実際は土曜日開所に勤務シフトを

廻しきれないため１人の職員と更生保護女性会の方たちで保育を行ってい

ます。人員、施設設備的にも恵まれている訳でない実態をお伝えしておき

ます。

飯能市が施設の半数以上を公営園が占めている状況と施設数が多いな

か、民間施設が大部分を占めている和光市は、前提条件がかなり違います。

その背景として待機児童数、保育需要が両市では大きく違いがあると思い

ます。現状の保育基盤としてある程度同じ人材育成を受けてきた層で構成

されている飯能市の保育基盤と、それぞれ運営主体が異なり行う保育内容

も各保育園の個性が出る民営施設を中心とした和光市では、だいぶ違うと

感じています。

先程小川副委員長が保育のベーシックガイドを作り実践していくことが

大事だとおっしゃっていました。ご承知のとおり和光市も平成 29 年度に保

育水準を保つため公営園の保育士、園長の意見をいただきながら作成し「和

光市保育課程」を制定いたしました。今後現場に浸透させ実践させる仕組

は必要だろうと強く感じております。

その中で資料２ページのイラストにある園長会議、年齢別会議の開催や

巡回支援をするシステムが必要だと思います。また同じ２ページ右側の図

にあります地域包括ケアネットワークは、他職種が議論します。

例えば母は働きたいが障害を持つ子どもがいる状況では、加配保育士を

付け保育園に預け保育サービスを提供しましょうとケア会議で決めます。

預けた保育園は必ずしも障害児受入れ経験がある訳ではありませんから、

その中で子どもを預かった園で行っている保育が子どもの発達を適切に促

す有効な保育か分からず、迷いながら保育をしている園があるのを現場を
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沼尾委員長

榊委員

沼尾委員長

星野委員

回りながら感じています。そうした時にこのような保育が有効ではないか、

保護者との意思疎通の仕方についての声掛け方法等保育分野での施設間同

士のコミュニケーションができれば、各保育園で保育に従事している保育

士の方々も助言を得られる安心感があり、保育の質を向上していくことが

できるだろうという視点で、資料２ページ目の内容を提案しています。

障害児を預かるには、保育所のノウハウや経験も違うことから、情報を

共有しながら、全園でサービスの質の底上げをして、均一なサービスを確

保できるネットワークをどう作るかが課題とのことでした。

私達も法人内で会議を実施しております。その中で各園の課題等を全園

園長が共有しどのような取組をするかを展開するこの取組は、有効である

と実感しています。特に懸念されている民間企業で小規模保育事業所が多

いという部分は、巡回支援や担当者会議などの取組でカバーしていくこと

は可能ではないかと思います。

巡回支援や担当者会議では、和光市保育課程、子どもの発達を十分理解

した方が中心になって携われるのが重要だと感じます。個人の主観やその

方の経験で進められることは、保育現場が混乱しますから、その点に配慮

いただければと思います。予算等あるかと思いますが、継続的にこの事業

を実施していくプランを立てていただければと思います。

公営園と民営園の違いを民間の立場からお話させていただきます。私達

も和光市から認可を受け保育園を運営しています。公務員ではありません

が和光市の子どもを責任を持ってお預かりする部分については、同じ想い

で取組んでいます。何か足りないのであれば、誓約される仕組みを作るこ

とで懸念はカバーできるのではと感じています。

保育のプロセスの中で特定の個人の主観ではなく、客観的な多くの目が

入るということですよね。それが、均てん化と保育の質の底上げにとって

大事な要素ですね。公営、民営それぞれの特徴の良さを発揮しつつ責任を

持って対応をしながら情報も共有できる開かれた保育のネットワークをど

う作るか、しかも継続的に行うか、という大変重要なご指摘をいただきま

した。

私は前任は教育部長として２年間小学生中学生の子どもたちの様子を見

させていただきました。子どもの最近の傾向として発達障害、不登校にな

る子どもは昔と比べ結構多いかと感じています。その中で小学校１年生の
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鈴木委員

津村委員

沼尾委員長

場合、ややもすると学級崩壊によって担任１人では子どもを看切れない状

況が中にはあったように見受けられました。これは私の個人的な感想です

が乳幼児の教育は非常に大切と感じております。小さい頃の家庭、幼稚園、

保育園での保育以外にある程度教育は必要かと感じておりました。その点

では保育の質の確保は非常に大事と感じておりました。

小規模保育事業所が多いことですが、そこでの保育士のキャリアはどの

くらいであるかと心配しておりました。対して公営保育所の保育士は公務

員ですから、キャリアは非常に長く研修を積んだ人材はたくさん集まって

いるかと。和光市にはそのキャリアの差はどれだけあるのかと感じており

ます。ですから巡回支援はどのくらいされているか、例えば現時点で定年

後の保育士がどのくらい巡回支援に回っているかを知りたいです。民営保

育園のキャリア部分を支援していくことはたくさんあるのかと感じており

ます。

資料２ページの左側イラストの園長会議・年齢別会議は、随分前は行っ

ていたとのことですが市内保育園を視察した時、是非復活して欲しいと声

も聞かれました。今のように小規模保育事業所数が大きく膨れ上がった保

育施設状況の中で交流をどのようにしていくかは大変な課題だと思います

が、公営保育園の専門性を持った保育士達が会議等で話し合い関わりなが

ら情報を共有し、これが少しずつでも実現される方向になれば、かなり保

育の質の向上になると思います。公営保育園保育士が民営保育園保育士と

話し合う中でお互いの状況と想いを共有し合うのは大事なことですからこ

れについては少しずつでも進めていきたいと思います。

民営保育園保育士と公営保育園保育士の交流の際、リーダシップを取る

のが公営保育園保育士とするならば、彼らのスキルアップを図るため専門

家を入れる等の時間を設けるのは大変かと思いますが、それに適した進め

方が気になるところです。プランの方向性としてはとても良いと思います。

確かに公務員保育士達の専門性、キャリアは大きいところです。一方で

視察させていただいた、ほんちょう保育園は、みつばすみれ学園と連携し

障害児ケアのノウハウのため研修もしています。このように公営保育所保

育士も民営保育園保育士と情報共有しながらお互いのノウハウを底上げを

している面もあります。それぞれの保育所の特徴と創意工夫、保育士のス

キルの違いも良い意味でネットワークが組めれば良いと印象を持ちまし

た。ですから公営保育所が一方的に指導を勧め、リーダーシップを取るよ
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舩本委員

安井委員

沼尾委員長

事務局（大野）

りもそれぞれの特性と良さを共有しながら学び合えるよう、コーディネー

ターとして公営保育所が役割を担えるかがポイントと思いながら皆様のご

意見を伺いました。

保育基盤ネットワークの中枢としての在り方を模索し、考えるのは待っ

た無しと舩本委員のご意見もありました。資料の２ページ３ページの提示

した公営保育所の新たな機能を具体的に実現していくかが課題となります

がこれについては、皆様ご異論は無しとのことでよろしいでしょうか。

民間が持つ法人のアイデンティティーや良さを生かした上で、公営園共

に認め合いながら出来るネットワーク作りが和光市全体を高めると感じて

おります。

公営と民営とそれぞれが特色を活かして質の高い保育を提供し、多様な

ニーズに対応する子育て支援でならなければと感じています。その中で公

営と民営の特色があり公営保育所の在り方として保育の支援、保育を高め

あうようなネットワーク強化の研修、地域支援、公営と民営の保育訪問、

公務員保育士の中から技能的に高い者を民営保育園で共有したりする役割

がこれからは重要と感じております。

単なるサービス提供でなく情報共有しながら、お互いに高めあっていく

ような仕組みをこの公営保育所の新たな機能に入れるのが大切とのご意見

でした。基本的には、資料に提示した新たな機能にご賛同いただけるとの

ことでよろしいでしょうか。

それでは、保育に係る財政支出の方向性と質の高い保育基盤の構築に向

けどのように和光市保育行政を安定的、持続的に運営しつつ課題に対応し

ていくか財政状況を事務局から説明いたします。

それでは、資料の５ページ和光市の財政①（歳入）をご覧ください。今

回は一般会計と駅北口区画整理事業特別会計を含む、過去からの普通会計

の推移、今後の見込みの概要を説明させていただきます。まず歳入決算額

の推移として和光市の特徴は市税収入の割合が他自治体と比較して高いと

分かっております。しかし平成 22 年のリーマンショックで低迷をしており

ます。平成 20年は市税収入が約 147 億４千万円だったものが平成 21 年は

140 億６千万円と大幅に低迷をいたしました。平成 24年から回復傾向にあ

りますが平成 19年の水準には未だ達していないところです。また投資的事

業の増加によりまして市債、いわゆる市の借金が増加傾向に有ります。
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引き続き資料の６ページ和光市の財政②（歳出）では、主要科目の歳出

決算額推移（普通会計）を示しております。資料左側の折れ線グラフは、

民生費、教育費、総務費、土木費の予算科目の推移、資料右側上の円グラ

フは平成 28年度の各科目の割合を示しています。左側折れ線グラフの一番

上の線の民生費を見ていただければ、平成 18 年度に 65億４千万円から平

成 28 年度 111 億９千万円と 46 億５千万円増加しております。割合にして

71.1％まで増加。また歳出に占める民生費の割合は右の円グラフに示して

おりますが、高齢化や保育児童数の増加によりまして民生費の増加傾向は

顕著です。結果平成 18 年度は普通会計に占める割合が 28.2％で有りまし

たが平成 28年度は、43.8％に増加しております。一方でその他の歳出科目

は全体として減少傾向にあります。

７ページ財政弾力性の推移（普通会計）を説明いたします。難しい用語

がありますがこれは、自由に使えるお金がどれだけあるかを示しておりま

す。使途が特定されているお金、常にかかってしまうお金の割合が高まる

と財政が硬直しているということになり余裕が無いことになります。これ

は新たな課題が発生したときに非常に困ることを表します。平成 18年度に

つきましては、使途が特定されない財源が毎年固定的に収入される経常経

費充当一般財源と言いますが、165 億円でありました。経常経費に充当し

なければいけない経費が111億９億円で差引が53億１千万円だったものが

平成 28年度では、経常一般財源 154 億 4 千万円、経常経費充当一般財源が

136 億２千万円、差引が 18 億２千万円なり金額にして 34 億９億円少なく

なっていると示しております。10 年前に比較すると財政の弾力化が失われ

新たな課題へ対応するための財源確保が難しくなっているのを示していま

す。

続きまして８ページをお願いいたします。基金残高の推移は簡単に言い

ますと市の貯金です。財政調整基金は、標準財政基模の 10％程度が必要だ

と一般的には言われておりますので、和光市の標準財政規模を勘案すると

15 億円程度は確保しておく必要があります。一番右側の平成 28 年度の青

色で財政調整基金を示しておりますが 10 億７千万円と 15 億円に足りない

状況にあります。特定目的基金も今後の公共建築物の更新、都市計画事業

等を考えるとかなり厳しい状況にあるということを示しています。８ペー

ジまでがこれまでの財政状況を示すデータになります。

９ページ以降の説明をさせていただきます。ここからは今後の見込みに

ついての説明となります。赤色で示したものが歳出見込み額、青色が歳入

見込み額です。歳出については社会保障経費、公共建築物の更新などを考

えると財政需要は増大の一途を辿る。一方で青色で示した歳入は支出に見
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沼尾委員長

事務局（大野）

合うだけの増収は見込めないので 10年間での財源不足額が累計で 37 億円

になると見込みを立てております。これは何らかの対策が急務なのでこの

ための対応といたしまして、都市計画税の税率の見直しであったり行政改

革に加えて市民の皆様の負担努力を踏まえ事業の見直し、歳入規模の身の

丈に合った支出構造が早急に求められていることを示しています。

10 ページをご覧いただけますでしょうか。これは、９ページのデータの

内訳イメージになります。真ん中の赤い折れ線グラフ社会保障経費の扶助

費は平成30年の73億１千万円から平成39年度の見込では97億６千万円、

24億５千万円の増額が見込まれます。その下の３本の折れ線グラフの中の

緑色で示す折れ線グラフは公共建築物の更新にかかる普通建設（その他事

業費）になります。平成 30 年度の 21 億５千万円から平成 39 年度は 35億

5 千万円と 14 億円増加する見込みを立てております。その他も市債発行に

伴い借金返済の為の公債費につきまして 10 年間で 10億円増加する傾向で

あると示しております。

11 ページに和光市の財政状況（まとめ）を示しております。上段には和

光市の財政課題として民生費が急増し、市税収入がかつての水準が回復で

きない中で投資的事業の実施の為の市債発行がふえている傾向。また財政

の硬直化が進み新たな課題に適応が困難となっています。基金が少ない中

でも公共建築物の更新等の費用が見込まれておりますし、高齢化の進展や

扶助費の増加等で財政需要が確実に増大する、その一方で歳入は需要の伸

びほどには増大しない見込みとして挙げております。

このため下段では長期課題に取り組むため以下のことを行うことを示し

ています。（1）公共施設マネンジメント計画に基づく、公共施設の総量管

理と長寿命化の推進。（2）和光市行政改革推進計画に基づく、市税等債権

の公平な徴収と管理、使用料・手数料等の見直し、補助金等の見直し及び

事務改善に対する取り組み。（3）将来の財政基盤を強化するための先行投

資としての都市計画事業の推進、市民の皆様に負担をしていただいている

財源の確保のために都市計画税率の見直し。課題及びその対応策共に非常

に難しいものとなっております。ここまでが和光市全体の財政状況のまと

めになります。

資料５ページ目の和光市の財政①（歳入）の棒グラフを見ますと平成

26・27・28 年は歳入増となっていますが、そうしますと財政状況は大丈夫

かと見えますがどのように大変なのでしょうか。

歳入決算額自体は順調に増えております。ただしその中でピンク色に示
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事務局（大野）

沼尾委員長

事務局（奥山）

沼尾委員長

事務局（大野）

す市債発行が投資的事業の増加により増加傾向にあります。市債とは借金

ですから、借金を収入としてカウントして収入額は増えておりますがいず

れにしても、今後借金返済のため公債費が固定的な経費としてかかります

ので、なかなか困難で厳しい状況であると見込みを立てています。

平成 27 年度の歳入増であったのは学校改修等施設の建設があったので

しょうか。

これは下新倉小学校建設のために一時的に規模が増加しています。

平成 28 年度も施設整備がありましたか。市債発行額が若干気になりま

す。

市債発行額が増えているのは、現在和光市では五つの土地区画整理事業

を同時に施行しており、その財源として市債を発行しているためです。

社会保障関係経費が大幅に増加しているという状況ですが、それに伴って

国庫・県支出金も増加しており、また、消費税率の引き上げに伴い地方消

費税交付金の歳入額も増えてきています。一方、市税収入はそれほど伸び

ている状況ではなく、今後の社会保障関係経費の増加や公共建築物の老朽

化に対応するための財源をどう確保していくのかが課題となっています。

平成 27 年度は、下新倉小学校建設の借金と国から施設建設補助金が入り

収入増となりますが、これは一時的で毎年収入増となる訳でない。棒グラ

フ緑色部分は、国・県補助金について今後どこまで補償されるか見通しが

非常に危うい反面、資料６ページ右側の平成 28 年度目的別歳出決算額を見

ますと民生費が少子高齢化により高齢者関係、子育て支援充実のために歳

出は跳ね上がる。歳出決算額推移が平成 18 年度 65 億４千万円から平成 28

年度の 111 億９千万円のように右肩上がりで増えると毎年コンスタントに

賄うのは厳しい状況にある説明だったと理解をしております。

さらに今後の建物建替え費用と人口減少までの財源をどのように賄えば

良いか考えるとこれまでどおりとはいかない。子育てニーズが更に多様・

複雑化によりこれまで以上の支援策への財源確保が課題だと思いました。

まずは、この後説明する３.保育に係る財政支出に関わりますから事務局か
ら続けて説明いただき、その上で議論を進めます。

それでは資料 12 ページ以降を説明いたします。保育に関わる財政負担
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①：受入児童拡大に伴う保育関連費の増加を示しております。左側の棒グ

ラフについては保育関連費の推移、右側の折れ線グラフは一般会計におけ

る保育関連費の割合を示しております。これは待機児童解消を市の重要施

策と位置づけ受入児童数を拡大しております。その結果費用は年々増加し

ておりまして、子ども・子育て支援新制度移行後の市の単独負担分だけで

も平成 27年度は 12 億 4,886 万円、平成 28 年度は 15億 7,163 万円、平成

29 年度は 19 億 2,410 万円と年間約３億円ずつ増加をしています。一般会

計に占める保育関連費の割合 10 年前の平成 19年度は、7.44％から平成 28

年度決算は 13.02％と２倍になっております。

13 ページは、参考として認可定員数の推移を示しております。一番上の

青い折れ線グラフにご注目ください。子ども・子育て支援新制度移行の平

成 27 年度から急な右肩上がりの定員拡大がご理解いただけると思います。

定員合計については、平成 19 年度は 860 人であったものが平成 29 年度に

は 1,808 人となっております。

続いて 14ページの公営保育所３施設の（ハード）の修繕費の今後の見込

みを示しました。公共施設マネンジメントや適切な保全が課題とされる中、

市の財政状況の課題でも採り上げました、公共施設老朽化に伴う修繕費な

どを中長期施設保全台帳から概算費用を算出しております。青色で示した

棒グラフを 2018 年度からの単年度所要額、赤色で示した折れ線グラフは累

計額です。2018 年度から 2030 年度までに累計で６億 3,000 万円が必要で

あると見込んでおります。保育の現場からこのように見込みまして市全体

の財政状況からは、需要に対応するだけの歳入が見込めないとご理解いた

だければと思います。

15 ページは、財政から見る今後の保育行政の課題と提案となります。ま

ず一つ目は保育提供体制の安定的・持続的運営は、受入児童にかかる保育

費用については、今後も恒常的な財政支出として一般会計の一定割合を示

しております。公営保育園を中心に既存施設の老朽化対策の改修更新を確

実に実施していく必要があります。また、2019 年 10 月から保育の無償化

が予定されておりまして今後市の財政支出の更なる増加が見込まれます。

新たな子育て課題への迅速な対応として医療的ケア児や障害児に対する

保育サービスが必要になります。虐待防止に向けた子育て支援策の充実

（例：親子育児教室）を考えております。このように現状をまわして行く

だけでも多くの費用を必要と見込まれますが、保育の質の維持向上や新し

い保育課題の基盤を充実させるには財源の捻出と効率的・効果的な保育運

営が不可欠であることを示しています。

引き続き３－２.質の高い保育基盤の構築に向けてを説明いたします。16



- 17 -

沼尾委員長

舩本委員

ページをご覧ください。人材の集約化の必要性として和光市の保育基盤の

充実に必要なものとして資料２・３ページ目の繰り返しになりますが、モ

デル園であると共に保育基盤ネットワークに中枢を担う保育人材とニーズ

に対応できるための機動力のある体制を整備することが必要であると考え

ております。市の財政や人員が限られる中で、これらを実現するために公

営保育所は公務員保育士の人材を集約化し、民間保育施設では担うことが

難しい役割を優先的に担うことが必要ではないかと考えております。集約

化のイメージとして、しらこ保育園、みなみ保育園を集約化し保育基盤の

中枢センターとして、ひとつに集め機能を高めたいと考えています。この

中枢センターでは市役所本庁舎と総合連携し、保育施策の検討には現場の

意見を反映させるイメージを示しています。

また右側部分の民営保育所しらこ保育園のイラストの吹き出しのとおり

保育園民営化により市の財政負担も軽減され、必要な保育財源の確保がし

やすくなる福祉的な効果も考えております。人材の集約化の必要性の説明

は、以上です。

保育に関わる財政負担状況から質の高い保育基盤の構築に向け、かなり

踏み込んだイメージが提案に盛り込まれています。子育て世代に対し均一

で質の高い保育サービスを効率的・効果的に提供するが、人員と財源が限

られる中で実現するにはこのように集約化が必要との提案でした。これは

相当議論が必要ですから今日はご覧いただいた上で質問やご意見を率直に

頂き、それを踏まえ次回会議で更に議論を深めていきたいと思います。

では質問ご意見を頂き、その上で具体的に限られた人員と財源の中で多

様化する子育てを取り巻く課題にどのような仕組みと運営を行えば地域の

子育て環境を整えられるのか議論を丁寧にしたいと思います。

財政支出を考えますと、時間外保育料を受益者負担の観点から全園での

夕食対応、20時までの保育等見直す必要性があると思います。和光市送迎

ステーション事業を有効展開させたり、予算分配の見直し等の抜本的改革

が必要だと思いますが、そうした論点が全く提案になかったので行政的努

力の必要があると思いました。

16 ページの人材集約化の必要性にあるしらこ保育園の民営化の提案に

ついてですが、安易な方法に思えます。委託業務平成 13 年、平成 15 年に

も子育て世代包括支援センターを経費のために委託業務とするため保育園

を閉園したのは先見性がなかったと思います。保育園の中で積み上げた保

育の展開に対し良い保育を行っていると自負があります。その保育と園児
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から離れるのは、私には保育士として身を切られるような思いでありまし

た。将来に振り返った時に今回の提案事項への選択は確かであったと思え

る状況であって欲しいと思っています。

どこも予算がない中で事業を行わなければなりません。まず１点気をつ

けなければならないのは、子どもの育ちをリターンとしてどう考えるかで

す。これは生活保護受給者や犯罪者にしないことが、教育保育のリターン

であると共有しておいた方が良いと思います。先程、星野委員のお話から

から小学校の学級崩壊があるとありましたが、それは教育コストが高くな

っている段階となっています。もしもっと早い段階にその子が持っている

個性に適した教育やサービスを受けることを親が選択できて、その子の個

性がネガティブな形で出ないように予防的にすれば、教育コストは下げる

ことが出来る。悪化すればするほど専門家が長く多大に関わらないとその

子が社会で生きられなくなる訳です。そうなると一人当たりのコストがか

かり誰もハッピーでない。ですから妊娠期や乳幼児期あるいは、高校生へ

のアプローチも有効であると確認をしておきたいです。

私も保育園の巡回させていただいておりますし舩本委員もご存知だと思

いますが、認可保育園で行う保育とは何か、子どもはどのように育てるか、

どのような大人に成長してくれるかとした時、いろいろな保育とは無い訳

です。様々な国際ルールから保育計画を降ろして、この保育をしなければ

ならないとの確認を和光市は、してきたはずです。民営、公営の特徴・特

質でなく行うべき保育はあるので、それを公営・民営での保育、そこで資

源をどう実現するかの方法を情報共有しましょうということが資料の和光

市公営保育所の新たな機能に提案されていたと思います。

連携とは役割分担がまず先にあり、明確な役割分担があるからこそ、連

携に意味があります。公営と民営では元々財源が違います。資源に固有性

がありその中でどのような役割が担えるかの議論をしているのだと思いま

す。公の資源の特質、民の資源の特質ありますから星野委員から保育士キ

ャリアについて公と民では違うのではないかとありました。キャリアが長

いから優れた保育ができている訳では無いです。ただしキャリアが長いこ

との価値はあって欲しい。学習指導要領と同じように行うべき保育は、保

育所指針として計画が決まっております。若い職員、ベテラン職員が何人

いるかによって保育計画の実現方法が変わります。公営園が持つ役割は何

であるかが分かると思います。話が少し大きくなりましたのでミクロに戻

します。今年度の巡回指導には、駅前保育園があります。在園児が０・１・

２歳児のみ定員 20 名ですが小規模保育事業所ではありません。私が巡回さ
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喜名委員

せていただいた時、例えば１日にテーブルの位置を保育室内で何度も変え

るのです。テーブルの位置を変える時に布団収納場所から布団を出すため

の職員がいます。そのような動きが不要ならば職員不要ですから人件費が

カットできます。良い保育を実現する方法を知り、問題を克服しているみ

なみ保育園、しらこ保育園の保育士や職員が行き、動線を考えたテーブル

の動きをアドバイスが出来たら、おそらく人件費は浮かせられるレベルの

事象がまだ現場に溢れています。そのような現場に合った議論も忘れない

ようにしていければと思います。

現場での工夫で、コストカットと良質なサービスの提供の模索が可能で

は等のご意見をいただきました。

舩本委員から安易な提案とご指摘がありましたが、これは現状を十分に

踏まえた上での提案です。舩本委員がおっしゃったような一時保育の受益

者負担の値上げ、小川副委員長の意見の現場の工夫によるコストカットは

どうかのご意見があるとも思っておりますからそれらは不断に行わなけれ

ばと思っております。

受益者負担値上げのご意見に対して申し上げますと、和光市は平成 27
年度に子ども・子育て支援新制度に移行する際に保育料を見直しておりま

す。国が定める保育料上限額がありますが、それに対して各自治体はこの

上限額満額を徴収するのは保護者の負担が重いと考える場合、保育料の一

部は市の独自負担の中で軽減措置を行っています。先般６月上旬に新聞等

の報道によると平均して保育料のおおむね３～４割程度に自治体補助があ

るともありました。和光市では今後の制度の持続性を踏まえ、市の条例で

市が独自負担する保護者の負担軽減は保育運営費全体の 10％としていま

す。おそらく近隣と比べ和光市の保育料は１万円前後高いと思います。そ

うしたところで保護者負担の増額がありましたが、ご理解をいただいてい

る現状があります。

一時保育については、認可保育園に入れず一時保育を利用している方が

かなりいらっしゃると思います。認可保育園に入園できれば公費負担の手

厚い保育料で利用できる中で、入所選定に漏れ、やむなく一時保育利用で

ある方々に一時保育料の値上げをいたしますと申し上げるのは非常に難し

い選択であります。みなみ保育園の休日一時保育委託費およそ 4,500 万円

程度かと思います。

先程資料でお見せしたとおり、建物も経過年数とともに更新改修費用も

要します。ですがその費用を十分かけられていないのではとのご意見も公
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設保育園の視察時にはありました。現在実施しております、みなみ保育園

エアコン改修費用約 8,500 万円は補正予算で実施しております。資料 15

ページに保育基盤の安定的・持続的運営と記しました。これは保育園内の

人員体制も重要ですが、ハード面の建物の更新改修は確実に必要となりま

す。それが資料 14 ページ保育に関わる財政負担②：公営保育所３施設（ハ

ード）の修繕費に記してある公営園の中長期施設保全台帳（更新費、修繕

費）での概算想定工事費で、2018 年度～2030 年度までに累計額で約６億３

千万円となります。これは、資料 12 ページに示す保育に関わる財政負担

①：受入児童拡大に伴う保育関連費とは別に必要となるものです。保育関

連費の増加は、園児がいる以上確実に要する給付費でありますからその予

算を毎年確保しながら、今後 2030 年度までに別途６億３千万円が必要とな

るでしょう、しかもこれ保育分野だけの試算です。和光市の一般会計で説

明したとおり、自由に使える予算は 18 億としましたが、この自由に使える

財源を各公共施設が・政策分野で分配しなければならない状況にあります。

安定的・持続的運営を考えたときに施設改修費が今後確実にかかってゆく

財政支出となるという見通しを持っていないといけないと思います。

先程、舩本委員が良い保育をしているのに保育園集約化のために民営保

育所となった保育園に子どもたちを置いていくのは残念だとおっしゃいま

したが、民営園が担うからその子たちをどこかに置いていく訳では決して

ないと思っています。民営園も和光市の子どもを預かっている意識で運営

していると榊委員もおっしゃっています。もう１つ私が強く思いますのは

資料３ページの図、保育基盤ネットワークの機能は民営園も含む和光市の

子どもたちを支えていくことです。現在公営保育園の保育士たちの良い保

育を享受している子どもたちだけでなく、そのノウハウを下支えとして市

内の保育基盤の中に浸透させることで和光市の保育を担っていただきた

い。

財政需要として今後確実に建物更新費用がかかります。ですが受入児童

数に対する運営費が恒常的にかかる中で、さらにそれとは別に発生する確

実な財政支出もある、保育の質も維持しなければならない。その中で今回

提案させていただきましたのが、資料 16ページの人材の集約化の必要性と

なります。そのためにこの委員会で議論をさせていただいているので安易

な気持ちではありませんが、財政論の観点は外せないことですし、保育士

の方たちに和光市の保育を下支えしていただきたいとの意味合いを込め資

料 16 ページの提案をしたいと思います。

かつて和光市の公立保育園は４箇所ありましたが民営化され、現在２園
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が公営公営園となっています。子育て世代包括支援センターも設置されま

したが、その３年後には民営になりました。和光市の北地域と南地域に子

育て支援世代包括支援センターに併設されたしらこ保育園、みなみ保育園

があります。財政状況に関してはよく分かりますが国からの補助金が徐々

に減る中、保育所運営がとても難しいのはどこの自治体でもあると思いま

す。和光市は東武東上線沿線でも人口８万人、朝霞市は 13万人以上で保育

所は 10箇所保育園があると思います。全国的にも埼玉県でも公立が民営化

するのは聞いておりますが、和光市ほど、公営２箇所の保育園が１箇所に

なるのが私には納得ができないのです。公営の保育所は児童福祉法 24 条の

保育の実施義務を果たす最も基本的な施設だと思います。市民にとって公

営の保育所は一定の基準、保育の水準があり、市民に責任をもって保育を

提供することを示す最も大切な施設だと思います。公営で保育が提供でき

なくなった時に民間で保育を実施していただくことになっていると思いま

すが、基本はやはり公営で保育を実施することだと思います。和光市では

公立が徐々に民営化になってきているという中で、公立保育士の役割が以

前より議論されてきていますが、地理的にいっても南と北のそれぞれの拠

点に包括支援センターの二箇所があり、保育園がセットになっているとい

うことがどれだけ大事な意味をもっているのかを、飯能の拠点施設の役割

からも、今後必要になるのだと強く感じています。和光市は今後益々発展

する市であり、人口も増えていく中で、基本の施設が２箇所が１箇所なり、

施設が少数になることがどうなのか、市民として不安になります。公営の

保育所は市の財産として残していくべきではないかと思います。市の考え

方を再度考え直していただいて、今後、公営の保育所が担う役割が非常に

大切になってきているので、そのことを考えていただきたいと思います。

公営保育所の役割を明確化し、直営から許認可権があることへ役割を移

行することだと思います。和光市の子どもへの保育は、公だけではなく民

の力を借りて行っています。公が良く、公だけに任せれば良いと私は思い

ません。例えば三和エンジニアリングさんは民営認可保育園として会社の

経費を保育の質を高めるため費やし、ネットワーキングもかなり努力され

ています。公営が担う役割は理解できますが、持っている資源に固有性が

ありますから自営で行うより民営が行ったほうが財源が豊かです。公で事

業を実施するならば稼働率は 100％であるのが望ましいです。舩本委員が

おっしゃる保育園の夜の時間外保育利用が２～４人の稼働率が低い状況下

でも公が事業を行う場合は、稼働率を上げるために公の資源の特性を生か

そうとしても稼働率を上げられない事情もあると思います。ですから公と
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榊委員

喜名委員

沼尾委員長

民の役割を明確化する視点が大事だと思います。

民営化とおっしゃいますが許認可権を公が持ち一定の指導の下、公的予

算で事業を運営をしています。公的予算で運営するため施設認可審査、監

査指導もあります。民営化のイメージを正しく修正していく必要がありま

す。

財政の件で教えてください。現在の日本が子どもの貧困の考え方につい

て言うならば、世界のレベルと比較すると子どもに対してかけるお金がか

なり少ないと言われていると思います。社会で育てる子どもとして捉え、

乳幼児期にどれだけお金をかけられるのか、自治体としてのどのような基

準を持っているか教えてください。保育単価として公定価格が設置されて

いると思いますが、保育園在園児以外の子どもも含め和光市内在住の子ど

も１人に対しどれくらい予算を考えているのでしょうか。平成 27 年度に子

ども・子育て支援新制度が始まり明らかに需要が高まって重要性緊急性を

感じるからこそ、予算を投じていると思います。今後少子化のなかでどの

ような視点で議論をしていくのか興味があります。

国全体として子ども施策に対し OECD諸国に比べ、予算割合が低いとの
議論はあります。待機児童対策を中心に内部公費が充当され、国全体とし

ても少しづつ割合が高まってきているだろうと思っています。市として子

ども施策に１人当たりどれだけ予算をかけるのが適切かと言われると、１

人１人の子どもの状況によってかなり違うと思います。貧困家庭の子ども、

共働きで保育園在園児童のサービス内容は違いますから、子ども施策とし

て１人あたりの予算はいくらが適正かの定義は難しいと思います。

資料 12 ページにあります保育に関わる財政負担の割合は、10 年前に比

べ約２倍となっていますので、和光市として子ども施策に対してどれだけ

財源を充当してきたか。子ども施策をどれだけ重要と認識してきたかの表

れだと思います。今後一般会計に占める保育の割合のことで言えば、市民

は子育て世代以外も含めあらゆる市民で成り立っております。一般会計に

占める割合が保育関連費だけで、例えば 30％・40％とすることが子育て世

代の家庭にとって望ましい姿か、とすると必ずしもそうでないと考えてい

ます。

榊委員、今後議論を深めていくために次回会議までに回答資料として事

務局にお願いしておくことはありますか。
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喜名委員からサービス内容によるため子ども施策として１人あたりの予

算はいくらが適正かの定義は難しいとありましたが、平均値として見るの

もかなり基準となると思います。そうした捉え方をされていれば、単に財

政的に厳しいのでとにかく財政負担を抑えたい、ではなく基準が設けられ

のではないかと感じます。その中で公共施設、道路等のライフラインとの

重要性、緊急性のバランスが割り振られると思いますが、どのように財政

負担の数値を捉えるべきでしょうか。

保育園児１人あたりの予算と保育園児以外の１人あたりの予算の比較は

あります。日本は親に手当が支給されるので、子どもにどれだけサービス

が届くかがあるにせよ比較はできます。保育所運営にも在宅児童にたいし

ても財政負担をしなければならない、これから産まれてくる子どもにどれ

だけ財政負担できるかと考えたとき、公と民のそれぞれの固有性がありど

のように役割分担するかを考えると、資料のようなイメージ図のアイデア

に行き着いたのだと思います。

資料 16 ページの人材の集約化の必要性にある公営保育所を１園にする

ことが単に財政負担の軽減ではなく、人材と財源を非常に効率的・効果的

に配分することへ繋がるのだとする事務局からの提案理由がまだ伝わりに

くいと思います。提案に至った裏付けを示すことで事務局の考えが具体的

に伝わると思います。次回は、保育園在園児と一時保育利用児童との違い、

保育園にどのくらいの人材がいて効率化される見込か等の資料を提出して

いただけると議論がしやすくなると思います。

資料 15 ページの財政から見る今後の保育行政の課題と提案にある、2019

年 10 月から保育無償化が導入されることに関して事務局にお聞きします。

現在和光市は、普通交付税不交付団体ですから来年度の予算がどのくらい

増加するかシミュレーションが出来ているか教えてください。

資料 12 ページの保育園関連費の推移と各年度の一般会計に占める割合

の推移をご覧ください。保護者から一部負担をいただき、その他は国・県

と市の公費負担で賄っているのが現在の保育サービスです。保育無償化と

いうのは範囲が若干ズレますが端的に申し上げますと、保護者負担金をい

ただかないことです。今実際に提示されている無償化案では、０～２歳児

保育料は、住民税非課税世帯に限り無償化としています。認可外保育施設

を利用者の保護者負担についても上限を設け、無償化の取り組みの中に入
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れようとするのが国の方針で出ています。また国は、幼稚園の預かり保育

についても無償化対象としていきたいとしています。保護者負担金部分を

国・県と市がどれだけづづ負担をしていくのかとすると今は、国負担額は

２分の１、県と市はそれぞれ４分の１となっています。従来どおりの負担

割合とするかは現在、国が検討をしておりますから内訳は明らかにされて

いません。従来どおり市負担割合が４分の１として、平成 28 年度の金額を

例にすると約 5億 1千 600 万円の４分の１分は無償化制度開始後は、市負

担額と仮定できます。詳細については、国の負担割合が明示化されてから

になります。

飯能市の良い点は、保育園が地域のなかでの存在意義が良く分かるよう

になっているとのことでした。和光市の保育園も地域の方々で守られなが

ら地域で育てていく方策が本当に必要だと思います。小中学校全 12 校で

は、平成 30 年４月１日からコミュニティスクールが始まりました。コミュ

ニティスクールとはボランティアとして地域の大人たちが子どもを皆で育

てていくイメージです。これまでにもおやじの会、ＰＴＡなど地域の繋が

りがありました。そうしたコミュニティスクールに準ずる仕組みは乳幼児、

保育園児、幼稚園児にもいつでも来園し意見が言える仕組みは必要だと感

じます。飯能市の取り組みは予約無しに相談、園利用できるとのことです

から和光市もこのような仕組み作りを支援、コーディネートしていく役割

の保育士の必要性が益々高まっている、と私は感じます。

津村委員よろしければ、ご意見いかがでしょうか。

民と公の持つ長所を共有が出来ていないと思います。民生委員として

様々な事例にコーディネータとして関わる私にも公営保育所の役割を明確

化する大事さは良く分かります。

地域で子育てを取り巻く課題にどのように立ち向かっていくかを限られ

た人員、財源をシェアしながら良い子育て環境を整えるかを含め、次回さ

らに議論を深めていければと思います。事務局は人材の集約化の必要性の

提案の裏付け資料を提出していただくと共に、委員の皆様も質問ご意見が

ありましたら事務局へ事前にお尋ねください。委員の皆様からここでお話

しておきたいことはありますか。

飯能市のマイ保育所事業は、登録制でした。



- 25 -

小川副委員長
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住所を知っておくと支援し易いので登録制です。

ありがとうございました。次回会議は８月 23 日木曜日 19時からの開催

です。これをもちまして第３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。


