
　和光市公営保育所在り方検討委員会

平成３０年３月２９日

  

　　　　第２回
　　　　　保育課題と保育士の役割について

　資料　２



１.和光市における保育課題
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和光市の子育て支援の取り組み：多職種の連携（わこう版ネウボラ）
すべての部署がアセスメントを行い、複合的な課題が
発見された場合は、他制度・多職種のチームケアにより
一体的な支援を提供し、解決を図る。

複合的・潜在的な課題の発見が迅速になり、
必要サービスを適切に受けられる。

中央コミュニティケア会議
（こども部会）

ケアプランの作成支援

病院
産後うつ・障がい児
多胎児・里帰り出産等

育児ストレス
育児不安

孤立

福祉施設

虐待・ＤＶ等の
施設入所

児童養護施設
母子生活支援施設

保育クラブ

小中学校
教育委員会

垂
直
統
合

水平統合

子育て世代包括支援センター（圏域）
◆子育て支援ケアマネージャー
◆母子保健ケアマネージャー

産科

保育園
小規模保育事業所

児童センター
児童館

子ども・子育て基盤 保健・医療基盤

幼稚園

医療機関
かかりつけ医

わこう産前・産後
ケアセンター

保健所
保健センター

障害
リハビリテーション

学校・教育基盤

２４時間定期巡回
訪問看護

※垂直統合：施設・病院との効果的連携
※水平統合：市内のサービス基盤の効果的連携
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１.　和光市における保育課題（その１）：保育所入所待機児童解消と質の向上

（１）【現状】待機児童解消にむけた受入体制の整備状況

　・・・待機児童解消のため、２９年度当初までに保育園１８施設及び小規模保育所２０施設（合計定員数１，８０８人）を整備した 
        が、待機児童は依然として解消されていない。
　　　

（２）市内施設の増加に伴う質の向上のための取組み

（量的な充実）　
　今後３１年度末までに「和光市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、今後も保育所等の整備を進め、認可定員　
　数合計 ２，１９２人分を整備予定。

（質的な充実）
　①保育士に対する研修の充実
　　ア：座学研修（知識の習得）
　　　　　　・・・保育所保育指針の理解のほか、わこう版ネウボラや地域包括ケアシステム実践手法の理解、各専門的知識研修を開催。

　　イ：ＯＪＴ（実践による育成）

　　　　　・・・「保育の質の向上巡回支援事業」を実施。市内３つのモデル園での訪問指導を通じ課題改善策を検討・実施。
　　　　　　　さらに、「クラス年齢別スキルアップ研修会」を開催し、市内保育施設への水平展開を実施。

　②「和光市保育課程」の策定
　　　　　・・・新保育所保育指針（平成30年度～）を示すとともに、和光市の地域包括ケアシステムにおける保育施設の役割を明確化した
　　　　　　　「和光市保育課程」を２９年１２月に策定。市内の全保育施設に対し、座学研修等を通じ、実践を促進。

H26 H27 H28 H29 H30 H31

53人 59人 36人 62人 ― ―

待機児童数の推移
※H29より新基準
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和光市における保育課題（その２）：多様化する保育需要

（１）【現状】市内の障害児に対する保育体制
　　①保育所における障害児の受入れ推進：
　　　　市内の公設・民設保育園を問わず、受入可能な園において障害児の受入れを行っている。　　　　　
　　　　（参考）市内の障害児保育実施実績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　）内は受入施設数

　　
　

　　②育成一時保育：
　　　比較的程度の重い障害を持つ児童に対する一時的な保育の場として、ほんちょう保育園にて実施。（受入定員：１日３人）

　　　　　　　（参考）育成一時保育利用登録者人数（各年度３月１日時点）
　　　　　　　　　　　　平成２７年度：　２５人　　　　２８年度：　２９人　　　２９年度：　２９人　　

（２）今後に向けた取組み
（量的な充実）　障害児の受入れは、今後も、公設・民設を問わず市内の全ての保育園において積極的に行っていく必要がある。
　　　　　　　　　　また、医療的ケア児に対する保育サービスについて保育園での受入体制の充実とともに訪問型保育なども視野
　　　　　　　　　　に検討が必要。

（質的な充実）　市内保育園は、障害児と保護者がスムーズに小学校への就学を迎えられるよう、児童を支援するとともに、保護
　　　　　　　　　　者に対する支援（受容や支援内容の相談等）を行う能力・体制が必要である。

　　　　　　（参考）就学支援委員会による就学相談対象児童（次年度小学校就学予定者）
　　　　　　　　　　平成２７年度：３４人　　　　　　　　２８年度：４５人　　　　　　２９年度：４７人

　　　　　　（※）国の調査では、小学校児童の７．７％が「知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で著しい困難を示す」との結果が
　　　　　　　　　公表されている。（平成24年12月文部科学省「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする
　　　　　　　　　児童生徒に関する調査結果について」）

障害児等の配慮を要する児童に対する保育の充実

平成25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

障害児保育対象児童 8人（５施設） ９人（５施設） １７人(６施設） １４人（７施設） ２９人（１２施設）

上記のうち加配対象児童 ８人 ９人 １３人 ９人 １６人
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子育て支援コーディネートのイメージ①
　　　　　　　　　（障害児のいる在宅子育て世帯）

子育て支援ケアマネジャー

５

月 火 水 木 金 土・日

朝 9:00～15:00
一時保育

10:00～15:00
児童発達支援サービス

9:00～15:00
一時保育

昼

夕方

３歳ですが、お着替えが
まだできません。
お話は、単語で話します。

・週に１回児童発達支援サービス
を検討してみましょう。
・一時保育を利用して、集団保育
の経験をしてみましょう。

　児童発達支援サービス・・・
　　日常生活における基本的な動　
　作の指導、知識技能の付与、
　集団生活への適応訓練を行う。

プラン

一時保育サービス

市役所

児童発達支援サービス

コミュニティケア会議
（多職種連携）

相談

公園でも、あまり他の子と
遊ぼうとしないのが心配です。

【週間スケジュール（イメージ）】

一時保育の空き状況等の
確認・確保

児童の発達状況の
共有

児童と世帯の情報共有・
支援体制の相談・調整



　
　　○子どもの虐待は、身体的、精神的、社会的、経済的等の要因が複雑に絡んで生じるとされていることから、リスク要因を　　　
　　　　抱えた家庭への支援が重要となる。被虐待児童のうち就学前児童が一定の割合を占めている（※）ことからも、日々児童　
　　　　や保護者と接する保育施設におけるリスク要因把握（アセスメント）と支援の役割は大きい。

　　　　　　　　　　　　（※）平成28年度「福祉行政報告例」によれば、被虐待者のうち、７～１２歳の占める割合が２５．６％と最も高く、次いで、
　　　　　　　　　　　　　　　３～６歳が２５．６％、０～２歳が１９．７％となっている。

　

　　　　　　　　　　（参考）和光市における学齢前児童の虐待相談の件数
　　　　　　　　　　　　　　平成２６年度：５７件　　　　　　２７年度：４７件　　　　２８年度：３７件

　　（１）【現状】市内の保育サービスを通じた子育て支援・虐待防止
　　　　市内保育施設に在籍する児童のうち、リスク要因を抱える児童・保護者については、地域包括ケアシステムの一環として、　
　　　子育て世代包括支援センターと保育施設との情報共有・支援の向上を図っている。
　　　　また、保育施設に在籍していない児童・保護者については一時保育等の利用を通じ、育児に対する不安・ストレスの軽減
　　　と“繋がる”関係を構築。

　　　　　　　　　

　　（２）今後に向けた取組み
　　（量的な充実）　保育施設に在籍していない保護者の孤立化や育児不安・ストレス軽減のための一時保育の充実のほか、
　　　　　　　　　　　　親子育児教室などの新たな施策の展開。
　　　　　　　　　　　　

　　（質的な充実）　市内保育施設は、子どもに対する虐待はどの世帯でも起こり得るとの認識のもと、各施設内における世帯
　　　　　　　　　　　　支援体制（アセスメント・支援）の充実に向けた能力の向上を図る必要がある。
　

地域子育て支援・虐待防止の観点からの保育

和光市における保育課題（その３）：世帯支援の重要性
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子育て支援コーディネートのイメージ②
　　　　　　　（保護者に課題がある子育て世帯）

子育て支援ケアマネジャー

７

月 火 水 木 金 土・日

朝 ファミリー・サポート

（保育園登園）

ファミリー・サポート
（保育園登園）

ファミリー・サポート
（保育園登園）

ファミリー・サポート

（保育園登園）

ファミリー・サポート

（保育園登園）

昼 保育園 保育園 保育園 保育園保育園
母親、病院へ通院

夕方 ファミリー・サポート

（保育園お迎え）

ファミリー・サポート

（保育園お迎え）
ヘルパー派遣

ファミリー・サポート

（保育園お迎え）

ファミリー・サポート

（保育園お迎え）

ファミリー・サポート

（保育園お迎え）
ヘルパー派遣

　妻が１人で子どもを見てい
ます。子どもが複数います
が、祖父母は遠方にいて、
育児を手伝ってくれる人が
いません。

子どもを生んでから、悲しくなっ
たり、イライラすることが増えまし
た。育児に不安がありますが、
外出する気力がありません。

・お母さんは、一度、病院を受診してみませんか。
・お子さんは保育サービスを利用してみましょう。

プラン

保育園
（又は一時保育）

市役所

児童と世帯の情報共有・
支援体制の相談・調整

【週間スケジュール（イメージ）】

コミュニティケア会議
（多職種連携）

相談

ファミリー・
サポートセンター

ヘルパー派遣

病院

保護者の状態
情報共有

児童の様子・
登園状況等

育児・家事支援

送迎可能な
スタッフ確認



２.保育を巡る財政状況
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児童福祉費及び保育関連費（※）の推移

　　　　　児童福祉及び保育に関わる市の財政支出の推移
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児童福祉費

保育関係費

13.50% 13.56% 13.90%

18.57% 18.65% 18.92% 18.38%
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7.44% 7.83% 7.17%
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児童福祉費合計が一般会計に占める割合

保育関係費合計が一般会計に占める割合

(※)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



【公務員保育士が担う役割についての基本的な考え方】

　①　市内の就学前児童全員に対する保育を担うとの視点が必要。

　②　民間の保育施設や保育士との適切な連携と役割分担。

        　市の財政や人員が限られている中、公務員保育士の役割がより期待される分野、民

　　間の保育施設や保育士では担うことが難しい役割から優先的に実現されることが必要。

公務員保育士は、どのような役割を担う必要があるのか
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