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会 議 録

第１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２９年１２月１８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 子どもあんしん部次長兼保育サポート課長 大野 久芳

小川 晶 子どもあんしん部保育施設課長 平川 京子

榊 理江 保育サポート課主幹兼課長補佐兼支給認定担当統括主査兼教育保育事業担当統括主査 細田 武

津村 典子 保育施設課長補佐兼事業管理担当統括主査 結城 幸子

鈴木 幸子 保育施設課施設整備担当統括主査 山口 元輝

舩本 勉 保 育 サ ポ ー ト 課 支 給 認 定 担 当 主 任 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

東内 京一 保育サポート課教育保育事業担当管理栄養士 横山 優子

喜名 明子 保育施設課事業管理担当主事補 山崎 美香

欠 席 委 員

０名

備

考

傍聴４名

会議録作成者氏名 山崎 美香
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会 議 内 容

事務局（平川）

松本市長

事務局（平川）

松本市長

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。

【当日配布資料】

・次第

・委員名簿

・和光市告示第２０２号 和光市公営保育所在り方検討委員会設置要綱

・和光市公営保育所在り方検討委員会

「第１回和光市における保育の現状について」

・今後の進め方について

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。よろしいでしょうか。

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。

各委員の机上には、和光市長より委嘱状を置かせていただいております。

略式となり大変恐縮ですが、何卒ご理解賜りますようよろしくお願いいた

します。

まず始めに、和光市公営保育所在り方検討委員会開催に先立ちまして、

市長より委員の方々にご挨拶申し上げます。

【松本市長あいさつ】

ありがとうございました。引き続きまして、市長から委員長、副委員長

の指名をお願いいたします。

和光市公営保育所在り方検討委員会設置要綱第３条第２項により、委員

長及び副委員長を指名させていただきます。

委員長に、東洋大学教授の沼尾波子先生。

副委員長に、植草学園大学准教授の小川晶先生。

お二方をご指名いたしますので、よろしくお願い申し上げます。
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事務局（平川）

沼尾委員長

各委員

沼尾委員長

事務局（大野）

市長につきましては、都合により、ここで退席させていただきます。

ここから先の議事につきましては、先ほど市長よりご指名申し上げまし

た沼尾委員長にお願いしたいと思います。それでは、沼尾委員長、よろし

くお願いいたします。

改めまして皆様こんばんは。委員長にご指名いただきました、東洋大学

の沼尾と申します。引き続き、議事を進行させていただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。

それでは只今から、第１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。

今回初めてということもございますので、委員の方に簡単に自己紹介を

お願いできればと思っております。

【各委員あいさつ】

それでは、本日は第１回目ということもありますので、配付していただ

いた資料「和光市における保育の現状について」についてご説明いただき

ます。すでに、和光市の現状をご存じの方もいらっしゃると思うのですけ

れども、改めて確認をして、その上でこれからの進め方についてお話しが

できればと思います。

では始めに、この資料のご説明をお願いいたします。

それでは資料の説明をさせていただきます。子どもあんしん部次長兼保

育サポート課長の大野と申します。よろしくお願いいたします。

それでは、A4横の資料の表紙をめくっていただき、「和光市内の保育資
源の分布」をご覧ください。ここでは、市内の幼稚園や保育所等の施設に

ついて説明をしております。

和光市は、ご承知のとおり、面積 11㎢の狭い区域です。南北４km、東
西３km程度、東西には東武東上線や東京メトロ等の鉄道、南北には高速
道路の東京外環自動車道が存在しております。○で示しました幼稚園は市

内に４園、▲で示しました保育所は 18施設、◆で示しました小規模保育
事業所につきましては 20施設、主に駅周辺などの市の中心部に多く位置
している状況でございます。

子育てに関する保護者からの相談を広く受け付ける窓口であります、子

育て世代包括支援センターは●で示しております。南エリアに１箇所、中
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央エリアに１箇所、北エリアに３箇所と計５箇所が設置されている状況で

す。

★で示させていただきました送迎ステーションにつきましては、今年度

から始めた事業拠点となっております。待機児童対策として自宅から離れ

た保育所等に通うこととなった場合、中央エリアの丸山台という場所の中

央ひなた保育園を拠点としてバス送迎を行っています。保護者の方はこの

拠点までお子さんを送り迎えしていただくというかたちをとっておりま

す。

次に１ページの「Ⅰ 現状」から順に説明させていただきます。２ページ

をご覧ください。和光市の公設公営の 2園、北エリアのしらこ保育園、南
エリアのみなみ保育園の概要について説明いたします。

まずは、しらこ保育園です。昭和 48年に開設しております。現在の園
舎は平成 16年 3月にリニューアルしたものです。定員は 90人、現在の受
け入れは 102人となっております。年齢別の定員、４月１日現在の受け入
れ状況もここに示しております。

10月 1日現在の職員体制としては、園長、副主幹、保育士、看護師、保
育補助を配置しており、常勤、非常勤の形態ごとにそれぞれの人数を示し

ています。

続きまして、みなみ保育園です。昭和 45年に開設しております。現在
の園舎は平成 13年 3月に建築しています。施設規模は市内最大で、定員
180人、4月 1日現在の受け入れは 187人、年齢別の定員、受け入れ状況
も同様にここに示させていただきました。

10月 1日現在の職員体制も同様に、園長、副主幹、保育士、保健師、看
護士、保育補助をお示しのとおり配置している状況です。

次に３ページをご覧ください。これまでの保育基盤の整備についてご説

明いたします。

保育の歴史は古く、昭和 38年に和光市の前身である当時の大和町議会
が保育園設立を決定したことから、公設公営保育所を中心に整備してまい

りました。

はじめは、昭和 40年に第一保育園の整備の後、昭和 45年、46年と年
に１箇所ずつ整備していたイメージでございます。平成 18年辺りから、
民設民営の保育所運営が多くを占めるようになってきております。設置も

毎年着実に増えてきている状況が読み取れることと思います。

平成 27年度から子ども・子育て支援新制度がスタートしておりますが、
ここからは施設整備の速度が急加速してきているような状況でございま
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す。民設民営の小規模保育事業所を 10施設、平成 28年度にも小規模保育
事業所を７施設、保育所１施設を設置しております。

平成 29年度は保育所３施設、小規模保育事業所を３施設設置し、そし
て平成 13年に公設民営に移行したひろさわ保育園が民設民営になってお
ります。来年、平成 30年度は小規模保育事業所３施設の開所と、平成 14
年に公設民営でスタートいたしました、しもにいくら保育園が区画整理の

関係で年度末に閉園となる予定でございます。

続きまして、４ページの認可定員数の推移をご覧ください。

平成 19年度から 29年度までの定員の推移をグラフで示したものです。
上から認可定員合計、民設民営、公設公営、公設民営を示しております。

先ほどご説明しましたとおり、民設民営が平成 26年度までは多少の右上
がりだったものが、27年度を過ぎてから、上昇の傾向がかなり強まってお
ります。

これに対応するかたちで、一番上の水色の線で示させていただきました

認可定員合計のトレンドも、平成 26、27年度あたりから急激な右肩上が
りとなっております。

ピンク色の線で示させていただいた公設民営の保育園につきましては、

平成 28年度から 29年度にかけて大きく減っている状況ですけれども、こ
の原因としては、これまで公設民営だったひろさわ保育園が、民設民営に

移行したため、このような傾向となっております。

続きまして５ページ、市内の保育施設運営主体について説明させていた

だきます。

現在、市内の保育施設の運営主体には、様々な民間法人が参入している

状況があります。運営形態としては３種類、公設公営、公設民営、民設民

営がございます。

公設公営につきましては、只今ご説明させていただいた、しらこ保育園

とみなみ保育園の２施設です。つまり、設置も運営も市で行っているもの

でございます。

公設民営につきましては、現在、にいくら保育園、ほんちょう保育園、

しもにいくら保育園の３施設ございます。設置は市が行い、運営を社会福

祉法人、あるいは株式会社に委託している状況でございます。

※で示しておりますが、平成 29年 4月からは、それまで公設民営だっ
たひろさわ保育園が民設民営となっておりますので、ここからは除いてい

ます。また、しもにいくら保育園については、先ほどもご説明いたしまし

たが、平成 30年度末に閉園の予定です。このため、受け皿となる民設園
を平成 28年度中に緊急整備しております。
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民設民営の保育施設につきましては、保育所が 13施設、小規模保育事
業所が 20施設ございます。その運営は、社会福祉法人、NPO、医療法人、
株式会社、有限会社と、まさに様々なものになっている状況でございます。

続いて、６ページの今後の基盤整備方針についてです。

市内の０～５歳の子どものうち、教育・保育事業、つまり幼稚園や保育

所に預ける方々の割合は年々増加しております。平成 28年度現在、その
割合は 62.1％でございます。
今後、和光市の人口は微増の予測を立てております。そのうち、子育て

中の方につきましても、市内にファミリー向けマンションの建設が一定数

進んでいること等から考えまして、０～５歳の人口も微増するものと考え

ております。

また、保護者の働き方等の予測からも、教育・保育事業の利用予測も

62.1％から上昇し、７割程度になる見通しを立てております。
ニーズをこのように考えまして、平成 31年度までの基盤整備の方針を
ここに立てております。保育所については現在、平成 29年度実績の 18か
ら 20施設、小規模保育事業所につきましては、現在の 20から 25施設、
その他は事業所内保育所の地域枠で１施設を見込んでいるものでございま

す。

下に示しました棒グラフは、計画に基づく基盤整備を進めた場合の、各

年度の認可定員、幼稚園は認可定員がございませんので、受入数の推移を

予想したものです。

平成 29年度が実績として 3,193人、平成 30年度の予測として 3,291人、
平成 31年度の予測として 3,531人と着実な増加を見込んでおります。

続きまして７ページにございます、「Ⅱ 保育を巡る市の財政」について

ご説明いたします。８ページをご覧ください。このページでは、子ども・

子育て支援新制度における運営委託費の構造について示しております。

平成 27年度からの子ども・子育て支援新制度におきましては、公定価
格という考え方が取り入れられました。この公定価格の構造について説明

させていただきます。

教育・保育の公定価格とは、これに通常要する費用の額を、在籍する児

童数に応じて、国が定める単価を基礎に積算した合計額のことをいいます。

民設民営園については、この公定価格相当額を運営委託費として、まとめ

て市から各施設に支払っております。またそのうち一定額、これは公定価

格と利用者負担の上限となる国基準保育料との差額になりますが、これに

ついては国が 1/2、県が 1/4、市が 1/4ずつ負担することとなっております。
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なお、公設公営園、公設民営園についてはこの公定価格という考え方は

導入しておりません。

続きまして９ページ、保育に関わる財政支出の推移につきまして、ご説

明いたします。

左の棒グラフは保育関連費の推移、右上の折れ線グラフは一般会計に占

める保育関連費の割合がどの程度のものかを示したものでございます。保

育関連費は、市の予算の中では民生費という大きなくくりの中にございま

す。

その中で、児童福祉費という中分類、さらには保育園費という部分に分

類されたものを集計いたしました。平成 19年度から 28年度までにつきま
しては決算額、今年度については当初予算額に加えて補正予算等でお認め

いただいている予算額、平成 30、31年度については見込み額を示してお
ります。

平成 19年度実績の 16億 6,444万 7千円から緩やかな上昇傾向を経まし
て、平成 27年度は 26億 9,986万 3千円、平成 28年度は 33億 1,854万 7
千円と上昇しております。平成 31年度見込みでは 43億 5,533万 9千円と
なる見込みでございます。平成 19年度から平成 29年度では、金額にして
21億 7,149万 7千円増加している状況でございます。
右上の一般会計に占める保育関連費の割合については、平成 19年度決

算から平成 28年度決算までの状況を示しました。平成 19年度の 7.44％に
はじまり、平成 28年度につきましては 13.02％と上昇しております。10
年間で 5.58ポイント上昇しております。
このように財政支出が増えている理由といたしましては、施設整備以外

では、先ほど説明いたしました公定価格の中の、公費負担額、国 1/2、県
1/4、市 1/4をまとめて施設に支出していることが、理由の一つとして挙げ
らると考えております。

次のページをご覧ください。保育に関わる財政支出の推移②ということ

で、財源ごとの内訳を加えました。

ここでお伝えしたい事項は、９ページの左側で示した保育関連経費の増

加の推移のトレンドと、10ページのグラフの下の青色で示した和光市支出
額、これは市の単独の負担額ですけれども、例えば平成 29年度で言えば、
19億 2,410万 3千円という黒塗りで示した一番下の部分の、平成 19年度
からの推移をつないだ曲線のトレンドについては、前のページのグラフと

必ずしも一致しないということをご説明させていただきます。

市の予算を考えるときには、総事業費の中に特定財源がどれだけ含まれ

るかに留意する必要があります。市は事業の実施主体であることから、お
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金の支払いにつきましては、まとめて行います。その中には国庫補助金で

あるとか県費補助金、運営委託費では先ほどの公定価格の負担割合で言う

ところの、国 1/2、県 1/4というものが入ってまいります。これらに留意す
る必要があると考えております。

保育関連経費の中には、民設園の運営に係る公定価格以外にも、ハード

的な施設整備に係る国や県の補助等、別の割合で実施する保育事業等もご

ざいます。和光市が実質的に費用負担する額と、保育料としての保護者負

担の額、国が負担する額、県が負担する額をこの棒グラフに示しておりま

す。民設園の整備により、国や県からも負担をしてもらえるような取組み

を推進してきているものと、ご理解をいただければと存じます。

とはいえ、平成 27年度の子ども・子育て支援新制度以降の、青色で示
しました和光市支出額については、きちんと把握する必要がありますので

説明いたします。

平成 27年度決算額 12億 4,886万 2千円が、次の年の平成 28年度決算
額では 15億 7,163万 9千円と、3億 2,277万 7千円の増加をしております。
さらに、平成 29年度予算額は 19億 2,410万 3千円と、3億 5,246万 4千
円という大きなの割合の金額で支出が増加している状況でございます。

また、あわせて平成 26年度決算額の市内支出額 14億 9,791万 7千円か
ら平成 27年度は 12億 4,886万 2千円と、2億 5千万円程度和光市支出額
が減少しておりますので、この減少の理由も説明を加えさせていただきた

いと思います。

考えられるものは 2点ございます。まずは、子ども・子育て支援新制度
移行したことに伴い、それまでの保育料を見直したこと。ここでは、保護

者の世帯収入ごとに区分している階層を、それまでの 8階層から 11階層
に見直しをしております。これにより市の負担している利用者負担軽減分

が減少したことが考えられます。

もう一点は、国の進める待機児童解消加速化プランというものがござい

まして、年間に整備する受け皿の数が一定条件を満たすと、施設整備費に

対する市の負担割合が、従来の負担割合の 1/4から 1/12に軽減されるとい
うことがございます。

このプランの参加の条件につきましては、普通交付税不交付団体の和光

市の場合には、90人というかたちになっています。繰り返しますが、平成
27年度以降は、施設整備による定員枠の拡大と、受入児童数の増加により、
3億円を超える規模で毎年支出額が増加しており、この傾向はさらに今後
も継続するものと見込んでおります。

続きまして、11ページで公設公営保育園と民設保育園の運営比較をさせ
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ていただきます。

これにつきましては、しらこ保育園と同規模保育園の平均を比較いたし

ました。左側は、定員と受入児童数を年齢ごとに示しました。上がしらこ

保育園、下がしらこ保育園と同規模保育園の平均でございます。同規模園

では、しらこ保育園に比べて０歳児、１歳児といった低年齢児が多いこと

が見受けられます。先ほど説明させていただいた公定価格につきましては、

年齢が低いほど単価が高く設定されていることもありますので、付け加え

て説明させていただきます。

右には棒グラフで、昨年度実際にかかった費用を示しております。下か

らブルーで示しているものが人件費、ピンクで示しているものが事業費、

黄色で示しているものが事務費でございます。

人件費についてはお分かりいただけると思います。事業費に含まれるも

のとしては、委託料、備品購入、光熱水費などです。事務費については事

務執行に係る需用費や修繕料、賃借料などを集計したものです。保育園運

営には給食の提供は必須なのですが、しらこ保育園につきましては、調理

を外部委託していることから、委託料として本来事業費に入れるべき金額

を同規模民設園と同じ人件費に入れて、ここに示させていただいておりま

す。これが、1,945万 440円です。
運営費合計額につきましては、しらこ保育園が 1億 9,447万 1132円、
同規模民設園は 1億 1,212万 3407円となっております。
続きまして次のページ、公設公営保育園と民設保育園の運営比較②とい

うことで、運営費の差異が生じた要因等を説明させていただきたいと思い

ます。

はじめに下に示しております平均勤続年数について、市内保育所の平均

は 6.45年です。しらこ保育園と同規模園の平均は 6.24年でございます。
対しまして、公設公営園のしらこ保育園では 14.68年。みなみ保育園では
12.75年という状況でございます。
次に上に示させていただいた人員配置状況について、子どもの年齢ごと

に配置すべき保育士の数は定められております。その基準につきましては、

０歳児は３人に対し１名の保育士、１・２歳児は６人に対し１名の保育士

の配置が必要です。３歳児は 20人に対し１名、４・５歳児は 30人に対し
１名の保育士が必要となっております。

しらこ同規模園については、この基準に伴い必要となる人員は 11人で
ございます。実際は 16人を配置しております。基準を上回って配置して
いる人数は、５人となっています。

しらこ保育園では、基準上必要人数は９人、実際には 26人配置をしてお
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ります。基準を上回って配置している保育士は 17人の状況です。
みなみ保育園につきましては、基準上は必要な人員は 14人、実際の配
置 49人、上回って配置している人員は 35人となっております。また、※
で示させていただいておりますが、非常勤保育士については、常勤換算を

行ったうえで人員に計上しております。

続きまして、13ページ以降「Ⅲ 公設公営保育園に求められる役割」に

ついて説明させていただきます。14ページをご覧ください。
市内で実施している保育の提供体制ということで、異なる設置運営体制

の保育園がある中で、それぞれどのような保育を現在提供しているのか、

まとめたものでございます。

標準保育時間については、午前７時から午後６時と公設公営、公設民営、

民設とも共通したものとなっております。延長保育の実施についても、民

設の１園を除いては午後８時までとなっております。

その下の育成保育というのは、障害児を保育園で受け入れているかを示

したものでございます。公設公営園では、２園で６名の受け入れを、公設

民営園では３園で８名を受け入れを行っております。民設民営園につきま

しては７園で 14名を受け入れている状況でございます。

育成の中でも、特に医師や看護師との連携が必要となります医療的ケア

児の受け入れについても平成 29年度から行っております。状況といたし
ましては、公設民営園で１名、民設園につきましては、保育園ではなく小

規模保育事業所において１名の受け入れを行っております。

一時保育につきましては、公設公営園と同じ施設内にある場所において、

民間法人が運営するという形態で実施しております。民設については、民

設民営保育園４園と小規模保育事業所１施設で実施しております。公設民

営園では、育成一時、つまり障害児の一時保育を民間法人で運営している

状況でございます。

病児・病後児保育については公設公営園、公設民営園では現在実施して

おらず、民設民営の２施設で実施している状況となっています。

続きまして、次のページ、保育の質の確保についてご説明させていただ

きます。

市内の保育士等に対する研修等について、待機児童対策として保育の量

の確保を行うことと併せて、質の確保にも配慮を行ってきております。

保育事業の拡大や、多様な主体の保育参入の状況を踏まえまして、左か

ら示しているとおり「１ 座学による研修」知識の習得を行っております。
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続いて「２ OJT」実践による研修・育成を継続してきております。知識の
習得では、和光市の特長である地域包括ケアの理解や実践、さらには各専

門知識、技術を学び、磨いているところでございます。

OJTにつきましては、保育の質の向上巡回支援事業と題しまして、小川
副委員長にご協力をいただいております。対象となるモデル園に巡回をし

ております。

課題解決に向けた対応を検討・実践し、さらにはその成果を巡回を受け

た園だけではなく、全ての保育施設に水平展開させるためのスキルアップ

研修を実施しております。モデル園には現在、公設公営２園及び、公設民

営で平成 30年度に閉園が決まっているしもにいくら保育園の後継となっ
ている民設園を選定しております。

今後は、公設公営保育士を、これらの取組みの中心となって支援できる

ような、（仮称）保育コーディネーターの役割を担えるよう考えているとこ

ろです。

一番右の欄にございます（仮）和光市保育課程の部分についてご説明い

たします。保育所保育指針という国の保育の大前提となる指針が、改定告

示され、平成 30年４月から適用となります。これにあわせ、市内統一の
「和光市保育課程」というモデルを先般、策定したところです。

市内保育施設は、保育所保育指針によって作成が求められている「全体

的な計画」を、この和光市保育課程に基づいて作成することにより、市内

全ての施設で保育の質の確保を図っていきたいと考えております。

最後になりますが、16ページをご覧ください。これまで、現在の状況を
示してきましたが、最後に今後のあるべき像、公営保育園に求められる役

割について説明いたします。この資料は８月に開催した第 18回和光市子
ども・子育て支援会議においても議論をいただいたものですが、３点ござ

います。

１点目として、市内保育サービスの質の確保をするための中心的役割と

いうことで、事業者連絡会や研修等におけるサービス向上のけん引役や、

実地指導や助言を行う「保育コーディネーター」としての公務員保育士を

目指すこと。それから、市内保育サービスの連携・拠点としての機能を有

すること。これらが求められております。

２点目といたしまして、配慮を要する児童への対応。先ほどの育成保育、

医療的ケア児の受け入れといったこと、またそれ以外でも、ひとり親や虐

待等といったケースも増加している状況がございます。今後もそのような

児童は減ることはないであろうという予測に伴いまして、配慮を要する児

童や課題を抱える家庭への支援や受け入れ、また、配慮を要する児童が在
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沼尾委員長

安井委員

事務局（山口）

沼尾委員長

舩本委員

籍する民設園への助言やアドバイスを考えております。

３点目といたしまして、緊急時における市内保育サービスのセーフティ

ネット機能を担うことを考えております。例えば、重い感染症の流行とい

った、不測の事態が生じた場合の緊急受け入れ態勢の確保につきましても、

公設公営園に求められるこれからの役割ではないかと思っております。

この３点を今後、公営保育所に求められる役割として、子ども・子育て

支援会議でも共有されております。

以上、駆け足となりましたが、現状、保育に係る財政負担、今後の公営

保育所に求められる役割についてのご説明は以上となります。ご協議をよ

ろしくお願いいたします。

ご説明ありがとうございました。それでは、本日はこの資料に基づいて

お話を進めていきたいと思います。

まず、ご意見があるかもしれませんが、今のご説明でここがわからない

ということがあれば、ささいなことでも構いませんので、自由にご質問を

していただければと思います。いかがでしょうか。

財政のところは、私が見て難しいなと思いましたけれども。

９ページのところですけれども、右側の折れ線グラフで一般会計に占め

る保育関連費の割合について、平成 27年の決算と 28年の決算で 9.55％か
ら 13.02％と大きな上がりがあるのですけれども、この要因は平成 27年決
算額と 28年決算額の支出額ですとかの理由があるのでしょうか。それと
もまた別の理由があるのでしょうか。

平成 27年度の決算額は、全体で 282億 8,260万円であったのに対して、
平成 28年度は 254億 8,760万円となっております。これは下新倉小学校
の建設等によって、平成 27年度が和光市として特質的に母数としての金
額が大きかったため、保育関連費の割合が右肩上がりのところ、パーセン

テージとしては下がっている状況となっております。

ありがとうございます。金額としては上がっているのだけれども、小学

校の建設により、市の一般会計財政規模のほうが膨れ上がっているため割

合は下がっているということですね。

11ページのしらこ保育園の運営費部分なのですけれども、しらこ保育園
の建物自体は１階、２階の一部が保育園になっておりまして、その他の部
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事務局（山口）

舩本委員

事務局（山口）

喜名委員

事務局（山口）

沼尾委員長

舩本委員

分に子育て支援センターと一時保育室を背負っているかたちです。

運営母体が両者で異なるのですが、事業費の部分においては光熱水費や

その他委託費用の部分等が、完全には分離できていないと思うのですが、

その辺りの使用比率の割合は出ているのでしょうか。

給食調理業務も同じく、公営と民営が同じものを委託として使用してい

ることと、人件費の方に含んでしまっていると思います。委託費用の部分

で全てが直接人件費という訳ではないかなと思うのですけれども、その辺

りの割合はざっくりで良いので算出はできているのでしょうか。

今のご指摘の部分についてですけれども、しらこ保育園の給食費につい

てざっくりではあるのですけれども、園児提供分を 65％程度と見込んで算
出させていただいております。

他の部分につきましても、職員が食べる分であったり、一時保育室の業

者のもの等を計上をしておりましたので、園児にかかった部分というかた

ちで計上させていただいております。

光熱水費については、詳しく分けることができませんでしたので、しら

こ保育園として支出しているものを計上させていただいております。

では、修繕費等その他含まれるものも全てかかっているということで、

完全に公設公営園でかかっているものではないという理解でよろしいでし

ょうか。

完全に分け切れた訳ではないですけれども、施設にかかっているものの

大半は、しらこ保育園の受入児童のために使っているものが多いという認

識ではございます。

光熱水費は、保育園部分と子育て世代包括支援センターの部分も合わせ

た額でここに載っていると思うのですけれども、光熱水費だけでどれくら

いの規模ですか。

光熱水費だけで年間 419万円計上させていただいております。

419万円の中に、一部それ以外のものが若干含まれているということで
すね。それがこのピンク色の部分でしょうか。

はい。ピンク色の部分が、同規模園とそれほど実は変わらないのではな
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沼尾委員長

榊委員

事務局（山口）

喜名委員

沼尾委員長

鈴木委員

沼尾委員長

喜名委員

いかという予測なのですけれども。

ご指摘ありがとうございました。他にはいかがでしょうか。

同じく人件費について、雇用形態が公営園ですといくつかの種類に分か

れていると思うのですけれども、その比率などはどのようになっているの

でしょうか。

ざっくりで申し訳ございませんが、人件費については大体５：３で、正

規市職員の割合が５で、その他職員の割合が３になっております。

いくつかの雇用形態があると思うのですけれども、常勤保育士全体のう

ち、おそらくしらこ保育園とみなみ保育園合わせて 65人程度常勤保育士
がいます。そのうち 28人、約４割が単年度契約で契約をさせていただい
ている保育士です。

次回、その詳しい資料を出していただくということでよろしいでしょう

か。お願いいたします。

他にご質問はいかがでしょうか。

12ページの公設公営保育園と民設保育園の職員の配置状況について、こ
の比較は国の配置基準に照らし合わせた比較ということなのですけれど

も、私も長い間公設園に勤めておりまして、配置基準の例えば３歳児を

20：1で保育すると、昼休みもとれないという状況です。その中で過去勤
めてきて、市との様々な話し合いの中では、市の独自の基準というものが、

私も勤めていた経過の中でありました。その辺りのところで、経過なども

含めてお話しいただけたらなと思います。

ありがとうございました。ご説明はいかがでしょうか。

市内の保育所は、それぞれ受入児童数の規模が違うものですから、一律

に何人で、どちらが多い少ないといった比較は難しいです。

まずは、和光市で定めている職員配置基準にのっとって配置した場合は

このくらい、それを上回って配置しているのがこのくらいというようなか

たちで、一つの基準として資料として出させていただいております。

確かに、鈴木委員のご指摘のとおり、和光市では公設公営保育園につき
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沼尾委員長

喜名委員

沼尾委員長

ましては、以前から国の定める配置基準を上回るかたちで保育士を配置し

ております。それは公営保育園の方で年度途中に緊急的に受け入れなけれ

ばならない児童が出る場合もございますし、年齢の幅を急に次年度から見

直す等、臨機応変な対応をしていただく場合もございますので、上回った

配置をさせていただいております。

一方で通常、保育所の認可権限は都道府県が持っているのですけれども、

和光市は、子ども・子育て支援法が施行される平成 27年度を見越して、
県から権限移譲をしております。認可も県ではなく、和光市が行っており

ます。その際に定めているのが、この 12ページの資料の※１のところに
書いてある基準なのですけれども、これは埼玉県が定めている基準と同じ

基準を採用しております。

そういったかたちで、和光として要綱を定めて、民設園の認可基準とさ

せていただいているところです。その際に、公設公営保育園についても同

様の基準を適用するのかということは、当然検討の対象になります。

今申し上げましたとおり、従来から公設公営園においては、年度途中の

突発的な受け入れ等の柔軟な対応をする役割があったこと、またもう一つ

は、平成 27年度に和光市子ども・子育て支援事業計画を策定しました時
に、公営保育所については今後運営の在り方を検討していくと、当然なが

らその前提としては、公営保育所としてどういう役割を担っていくのか、

それに応じた適正規模というものがあるわけで、どういった役割を担って

いくのかということは、まさにこの委員会で議論をさせていただきます。

そこがわからない中で、公設公営園の市の職員の配置人数をどうするの

かというところについては、役割論とあわせて検討していく必要があるだ

ろうということで、今こういった配置状況となっております。

言ってみれば、その在り方がわからないうちは、適正規模というものが

なかなかわからない状況ですので、このような状況にあるということです。

従前の配置人員というのは、どうだったのでしょうか。

これは内規になりますので、正式な要綱等はないのですけれども、採用

していた一定の基準としましては、０歳児は 3：1、１歳児は国基準よりも
厚く 4：1、２歳児は 5：1、３歳児は 15：1、４・５歳児は 20：1という
基準で配置をしていたと聞いております。

ありがとうございます。他にはご質問はいかがでしょうか。
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各委員

沼尾委員長

舩本委員

沼尾委員長

舩本委員

【質問なし】

それでは次に、和光市の保育の現状についてということで様々な観点で

資料が出ているのですけれども、本日の資料も含めまして、これからの公

営保育所の在り方はどうするのかという観点から、ご自由にご意見をいた

だければと思います。

資料の 16ページにあります（１）～（３）について、これは子ども・
子育て支援会議でも議題として出ていると思うのですけれども、まさにそ

の通りだなと思うところです。

この夏くらいに、東内保健福祉部長にこちらから依頼して来ていただき、

和光市の保育の現状や医療的ケア児について、現状必要数が 20～30人程
度いらっしゃることをお聞きしました。やはり公営保育園でも何らかの取

り組みをしていかなければならない時だと非常に感じました。

先ほどの 12ページのところで、気になった部分がありましたので、補
足説明をさせていただきたいです。喜名部長がおっしゃった配置基準につ

きましては、平成７年に当時の市長決裁というかたちで担当課から出され

た起案によって、基準が設けられています。

私はみなみ保育園に務めているので、計算をしてみたのですけれども、

必要数が 14名という非常に少ない数字で出ているなと思い、確認をして
みました。

小川副委員長は、何度かみなみ保育園においでになってくださっている

ので、ご存じなのかなと思うのですけれども、みなみ保育園は各年齢が２

クラスずつある大きい規模の園で、そもそも建物がそういった構造をして

しまっているので、クラスを分けています。ですので、少ない人数でざっ

くりと見ることができません。

市の配置基準で計算させていただいたところ 26人と出たのですが、そ
の数字と大きなズレがあると思いました。実際の保育士配置数は詳細に計

算してあるので、建物の施設の現状が加味されていないのかなというとこ

ろで、少し補足させていただければと思いました。

確認ですけれども、その辺りも含めて、平成 27年に改定前の基準で計
算すると 26名だったのでしょうか。

そうですね。平成 27年改定前だと、これは且つ８時半から 17時まで開
所した場合の人数で計算すると 26名というかたちです。時間外保育の時
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沼尾委員長

喜名委員

沼尾委員長

喜名委員

沼尾委員長

小川副委員長

間、朝７時から夜 20時まで空いているので、その部分を加味しない状態
で 26名です。
民間保育所設置等認可等の要綱の人数で計算したところだと、20名でし
た。ですので、14名という数字は大幅にずれるところがあると思いました。

ありがとうございます。この基準だとこうなるということと、実際に何

人必要なのかという現場の状況があると思いますので、その辺りも含めて

もう少し詳細に議論していければと思います。

今いただいたご意見で、最後のところですね、公営保育所にこれから期

待される、求められる役割ということで挙げられておりますけれども、そ

こは是非議論していく必要があるのではないかと思っております。

子ども・子育て支援会議には、今の公営保育所の方も委員として参加さ

れて、一緒に資料を作っていらっしゃるのでしょうか。

この資料なのですけれども、この役割を担っていただくということを会

議で了解を得たという資料ではありません。この検討会を立ち上げるにあ

たって、市として、例えば公営保育所に担っていただきたい役割として思

い描くものとしてこういったものがあるので、こういった市の考えも踏ま

えて、検討会でも議論をしていきたいという位置づけです。

これで何かフィックスしたというような性質のものではありません。

子ども・子育て支援会議でこれが決まったというわけではないのですね。

はい。まさにここも含めて、この検討会で検討していきたいということ

です。

そこはやはり非常に重要な視点ではないかということですね。ありがと

うございます。他にはいかがでしょうか。

先ほどの、配置基準についてなのですけれども、設置基準と運営上の基

準は性質が異なりますので、おそらく設置基準で出すとこの人数になるの

かなと思います。

同時に、平行クラスですので、何対何が割り切れない場合があり、多め

につける場合がある、その場合例えば、面積を 1.98㎡できちんと取って計
算できることができるのであれば、おそらくこの人数になる場合もありま

す。その辺りはもう一段精査をして、多い少ないというよりも、適正とい



- 18 -

うことを検討することが必要ではないかと思っています。

この 12ページに、０歳児 3：1等※１のところに載っておりますけれど
も、国基準と何基準といったときにきちんと見ておく必要があります。０

歳児 3：1というのは、国基準では満０歳のことで、１歳からは異なりま
すので、満０歳までが 3：1です。ですので１歳になった段階から、１歳
になった基準にして良いことになっています。それぞれの自治体で条例な

どを作っている市もありますけれども、もう少し手厚い保育がなされるよ

うにしてあります。子ども・子育て支援法に依拠すれば０歳児は１年度間

に渡って 3：1で保育をすることが推奨されておりますので、それに依拠
したかたちですので、必ずしも国基準ではやっていません。

その基準がどうこうという議論よりも、それではやっていない訳ですの

で、３～５歳児もそうですね。ですので、今まで縦割りでやってきたのは

人数を減らせるからという発想があったのですけれども、クラスでやると

運営委託費や公定価格の上乗せ分が出ていますので、クラスをホームとし

て発達に合った保育が展開しやすく、というように変えてきているはずで

すので、それにはきちんと依拠している数字なのかなとは思います。

それとですね、保育士が多ければ良い保育ができるのか、といったとこ

ろもやはり設置基準とは別の、質のところで検討する必要があります。い

わゆるこの人数と、保育の効果・成果といったところの検討は非常に難し

いのですけれども、面積にも制限があって、そこに大人がやたらいるとい

うことに関しても、これは考え方としては必要です。

人数よりも、むしろ発達に合った保育を、一人ひとりの保育者ができる

ということを求めることの方が、質の高さに繋がることもわかってきてお

りますので、こういうことの適正につきましても、少し慎重に取り扱う必

要があるのかなと思います。

最後の 16ページには、配慮を要する児童への対応の表記があります。
将来の和光市にとってみると、健康で働ける保護者が、子どもの養育のた

めに働かないという選択をしなければいけなくて、これが二重に自立を妨

げていることだと考えられます。働いて、やはり税金を落としていただき

たい方たちであるし、そしてその子どもたちは、生活年齢と合理的配慮の

２つのサポートを受けながら、その子に適した発達を遂げていくべきです

ので、保育・教育というものを早い段階から受けられると良いのかなと思

っています。

例えば、埼玉県の飯能市などでは、公立保育園で脳性麻痺のお子さんを

１園で２名お預かりしているケースがあります。

医療行為は必要がないのだけれども、例えば、食事の際に誤嚥してしま
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沼尾委員長

喜名委員

東内委員

って肺に入ってしまうと肺炎を起こしてしまうので、食というものの扱い

方にも一段気をつけることが必要です。また、生活年齢は１歳児クラスな

のだけれども、０歳児クラスに入れて離乳食のようなものから始めている

ケースや、姿勢ひとつにとっても、姿勢を変えていくというケアが必要な

のですけれども、これは決して医療行為ではありません。

でも、和光市さんでは受け入れられないということは、それをどのよう

に考えるのかということだと思います。医療行為はありません。確かに、

食や姿勢というものは医療行為ではないけれども、一段注意が必要です。

でもそれがわかっていれば保育園に受け入れることができていて、彼らの

育ちはかなり育っている、もちろん平行通園していますので、専門機関と

ネットワーキングをして見ていくことが必要です。

和光市さんは、それは非常に得意とする分野だと思いますので、将来と

いう意味も考えて、包括的に彼らの自立と親の自立を、その方たちは高齢

になっていくわけですので、先々まで考えて受け入れを積極的にしていた

だけると良いのではないのかなと考えております。

今のご指摘に関することで、合理的な配慮が必要な子どもも含めて、子

ども・子育て支援会議の場面などで、和光市に何歳の子どもがどのくらい

いて、保育のニーズがどのくらいあるのか、量と質のところの調査はされ

ているのでしょうか。

介護保険の時などは、相当調べられていると思うのですけれども。

保育基盤を整備するにあたって、先ほど申し上げましたとおり、教育・

保育ニーズがどのくらいあるのかパーセンテージで出しています。

今、おそらく沼尾委員長がおっしゃっているのは、例えば、就業等では

ないのだけれども、家庭に応じて、和光で行っている包括ケアのプランに

基づいて保育所でのサービスを受けた方が良いというようなお子さんがど

のくらいいるのかということでしょうか。

そのデータにつきましては、一度確認いたします。

委員長が言われるように、私は十八番の日常生活圏域実情ニーズ調査で、

生活課題から高齢者が圏域ごとにどれくらいいるのかということを調査し

てきたので、その課題解決のための介護保険サービス等を行ってきました。

私も部長になって、その横展開をしていますので、それを障害、子ども

に進めていきました。

その中で一番わかったことは、子どもが一番縦割りが多いことです。保
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沼尾委員長

東内委員

沼尾委員長

津村委員

沼尾委員長

津村委員

育、母子保健、ひとり親とあったのですが、ニーズ量を測ることが非常に

難しかった。なぜかと言いますと、母子保健の統計的なものが少ない。ま

た、ひとり親または保育園のいわゆる育成児加配関係の個別分析といった

統計的なものがほとんどありませんでした。そうだったので、当時母子保

健と家庭児童相談室と育成児、その部分の数字はゼロを使い、子ども・子

育て支援事業計画を作ったという現状でございます。

ありがとうございます。それで大体必要な数というのは調べて、今民設

民営で数を増やしながら平成 31年度までの計画を策定され、そこに、ひ
とり親や病児、合理的な配慮が必要な子どものケアがさらに必要な状況で

あるという理解でよろしいでしょうか。

はい。

ありがとうございました。

その辺りはまさに現場のベテランの方がいらっしゃるかと思いますけれ

ども、津村委員は様々な場面で地域の子育ての状況を見ておられて、今日

の説明を受けまして今後の公営保育所の在り方、あるいは保育の現状につ

いていかがでしょうか。

どちらかといいますと、小学校に上がった方たちの方に関わることが多

く、実は保育園に関しては手薄といいますか、３歳児健診等の健診の方に

はお手伝いで行っているのですけれども、保育園にはあまり関わっており

ません。

近所のお子さんで障害を抱えているご家庭から個人的に相談をいただい

て、繋いでいただけないかといったケースはあるのですけれども、全体と

して把握できておりません。

例えば、そういった健診等でも構わないと思うのですけれども、就学前

の子どもたちの子ども・子育ての環境の中で、こういったところのサービ

スが足りないのではないかですとか、こういった仕組みがあった方が良い

のではないか等、そういった機能を保育所が担うという考え方も十分あり

得ると思いますが、日頃の実感といいますか、保育の現状ということでご

自由にご意見いただければと思います。

その関わった件に関しましては、筋無力症のようなかたちで、お家でも
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沼尾委員長

津村委員

沼尾委員長

津村委員

沼尾委員長

喜名委員

東内委員

ずっと介護をしているようなお母さんだったのですけれども、上のお子さ

んもいて全然外に出られない状況で、その為保育園に入れないという悩み

を抱えていました。

そこからお話を繋いで、今は保育園に入れていると思うのですけれども、

そういった方もいるのだなということがわかりました。実際に私たちが関

わらなくても、もっと早期の時点で受けられることがあっても、なかなか

それが伝わっていないお家もあるのだなと実感しました。

なかなか必要なサービスや支援に繋がっていないケースが地域にあると

いうことですね。

やはり、あまり公に出ていくことが得意ではないお家は、そういった支

援につながることが難しいのかなと。段々と見えてくれば、繋がってくる

のかもしれないのですけれども、どうなのでしょうか。最初にそういった

障害があるといった時点で、事細かに説明があっての状態だったのかはわ

かりませんが。

私は、社会福祉協議会からそういった家庭がありますいうことでお話を

して、お家に伺ったことはあります。

きちんとしたシステムとしては、まだ成熟していないのではということ

でしょうか。

そのような感じは少ししました。

その辺りのところは、実態がどうなのかといったところも含めて、次回

でも構いませんので、資料等を出していただければと思います。

そうですね。そうしていきたいと思いますし、津村委員からご指摘があ

りました点については、先ほど挙げさせていただいた資料の中で、医療的

ケア児の受け入れ状況は、公設民営保育所で１人、民設の小規模保育事業

所で１人という状況です。

もちろん基盤の整備ということで、そういった課題をお持ちのお子さん

が入れる基盤の整備は併せて進めていく必要があると思っています。

先ほど申し上げました、０～２歳で健診をやっているところから、母子

保健だけではなく、そこにお母さんが働きたいという気持ちがあって、そ
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沼尾委員長

舩本委員

こに障害があるといったときに、今度は障害者総合支援法の障害児として

手帳を取得し、そこから保育に繋げていくということの成り立ちで縦割り

が起こってしまっているので、私たちが直してきました。

まだ正直子ども分野は、発展途上です。保護者の様々な受け入れの関係

もあります。その中で、社会福祉協議会や津村委員を通じて、発見の中か

らやっていく、私はここの部分は前向きに進んでいて、後退するとは思っ

ておりません。今後はゼロになる確信があります。

だからこそ、公務員保育士にそういった医療的ケアだとか、そういった

ところを率先してできる技術を求めることも、今回の議論で挙げていかな

いと、働きたいけどなかなか働けない人は出てきます。

少し長くなってしまうのですけれども、今、公設民営保育所で一人行っ

ているものも、私もケアマネジメントを作っています。QTの心臓疾患で
すので、すぐに心拍数が上がってしまいます。そこで、高齢者の 24時間
定期巡回介護看護の、看護を１日２回午前と午後に入るようにして、保育

士にもセラピストがある程度行動制限等を勉強させて、受け入れを行って

いるわけです。

もう一人、民設の小規模保育事業所で受け入れを行っているお子さんは、

肺高血圧症です。肺高血圧症のお子さんに対しても、看護師が２日に１回

訪れ、その中でセラピストにある程度行動制限、病院の先生には禁忌事項

をもらい、保護者にも保育に関する同意書をもらう、というかたちで進ん

でいます。

私は、舩本委員もおっしゃっていましたけれども、そこは率先して公設

公営保育所にやってもらいたいです。今日の議論とは少し違いますが、そ

ういった状況が進んできているので、それを拡大したいということです。

ありがとうございます。

なかなかそこのシステムが市で作られている情報が、きちんと伝わるこ

とはとても大事なことだと思います。逆に、公設公営保育所でそこのとこ

ろをあまり受け入れてこなかったのは何か理由があるのでしょうか。

ここのところで、私どもも不勉強なところがありまして、この夏前くら

いに東内部長から医療的ケア児という話を初めて聞きました。今まで社会

的なニュースにおきましては、例えば人工呼吸器をつけたお子さんを受け

入れる受け入れないといった議論があったことは知ってはいたのですが、

より身近な出来事として私自身知ったのも、今年に入ってからというのが

正直なところです。
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沼尾委員長

喜名委員

これからも勉強をさせていただいて、その医療的ケア児を受け入れる、

今までも母子家庭だとか虐待未満の子どもたちや障害児の受け入れは実施

してきています。ただ、医療的ケアというのは、様々なケースがあると思

います。そのお子さんたちを受け入れるにあたって、自分たちも何をやっ

ていかなければいけないのか、どういった知識を仕入れて、どういった配

慮が必要なのか、その部分について、悠長なことは言ってはいないつもり

ですが、システマチックに確立して受け入れる体制を整えることは急務だ

と考えております。

また、ここに補足する部分なのですけれども、そういった緊急ケア児の

受け入れ、市内でも平成 31年度の統計を見ますと、50園近く保育園が整
備されて、公営保育園の役割として保育コーディネーターを創設していき

たい市の意向もあると思います。やはり、現状は公設公営保育園は２園し

かない状態で、それを約 50回もフォローするということがいかに困難か
なということを想像してしまいます。

これは可能かどうか分からないですが、和光市の福祉施策において和光

市は現在中学校が３つあります。その中学校区において、資料の最初の地

図の部分にも色が分けられていると思うのですけれども、この場所に区切

って様々なシステム、地域包括ケアといった拠点を設けてあります。

ですので、私からのお願いといいますか、提言なのですけれども、公設

公営保育園がお金がかかるというのは、これらの資料から十分にわかって

はいるのですが、あえて、公設公営保育園ないし認定こども園など、中央

エリアに認定こども園を新設するしないといった議論も始まっているかと

思いますが、その部分をさらに公設公営保育園を絡ませていただいて、各

中学校区に１園ずつ公設公営保育園を設置して、もちろん子育て世代包括

支援センターもあるのですが、保育行政の拠点としての公設公営保育園の

役割を確立できたら良いのではないかと、前向きな考えで私は考えており

ます。

ありがとうございます。

本日は１回目ということで、貴重なご意見いただきました。

資料の中で、説明がなかったのですけれども、舩本委員からご指摘のあ

りました認定こども園に関しましては、中央エリアに整備することになっ

ておりますけれども、これは民設形態で設置する方針が従来からあり、進

めております。

確かに、公営保育園が担うべき役割を、これから検討していくわけです
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小川副委員長

沼尾委員長

榊委員

けれども、拠点というものがどういう形態であるべきなのかという話と、

公務員保育士が活躍する場をどの領域に求めるのかによって、拠点という

ものが何なのか変わってくるのではないかと考えているところです。

質問のところについて少しだけお話しさせてください。

今、質を確保するということを一生懸命やってきているわけなのですけ

れども、これはつまり保育の適正化・標準化ということであります。

質を良くするから、それだけたくさんお金がかかったり、人が必要だと

いうことの逆です。適正な保育をすれば、余剰が生まれてさらに広く大き

く深く様々なことができることを目指して、こちらの質というところを私

は担当させていただいております。

適正な保育をすれば、必ず保育は楽になりますし、そこまで人手もいら

ないはずです。ですので、適正化であったり、それを全体で標準化してい

って、保育というものをそういうものとして考えていくことを今やり始め

ています。

質というところを共有できていないと、少し違うのかなと思いますので、

そういったところを目指して取り組んでいるところであります。

ありがとうございます

今の適正化というものは何かということについては、議論があることだ

と思いますので、またここで検討していければと思います。

榊委員や鈴木委員にご意見いただければと思いますが。

今まさに私たち民営保育所は、質を上げるための研修などに参加させて

いただいているところです。その中で、市が考える保育であったり、子育

て支援というものを、ぜひ公営園として実践していただいている場であっ

てほしいと思っています。

研修の中でご指導をいただくだけでは、なかなか理解が難しい場面もあ

ります。そういった実践されていることを、私たちが見学させていただく

場だったり、一緒に保育を行うような機会を設けていただくことで、より

保育の質を均等にしていく部分で、公営園、民設民営園だからではなく、

市内の保育園で同じ保育を行えるようなものがつくっていけるのではない

かと考えております。

その中で、今回資料で作っていただいた中で、平均勤続年数が長いとい

うことは、すごく価値があるものではないかと思います。同じ目線で質の

高い保育に携わり、和光市の保育を理解している方がどれだけいらっしゃ
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沼尾委員長

舩本委員

るかということは、すごく和光市としても大切なものなのかなと感じるの

で、そういった部分を活かした中で、より良い保育の在り方を探っていけ

れば良いなと思っています。

保育の質ということで、勤続年数が長いから保育の質が良くなるのかい

えば、そういうことでもないと思います。

公営園も民間も子どもの人数と職員数ということをあわせると、皆がよ

り良い関係になって和光市の保育園全体の保育の質を上げていくには、公

営など関係なく、公営のベテラン保育士、また研修化された人材、そうい

った方たちを活かして、バラバラではなく、公営園が引っ張っていくよう

な、そういった役割を担っていくような連携の仕方や在り方をこれから築

いていってほしいと思います。

この間、近くに民間保育園があるので、その保育園の子どもたちが散歩

しているのを見かけました。２歳くらいの子が、ぐずって１人でベンチに

座っていて、あれ？と思って見たら１人しかいませんでした。少し先に、

子どもたちが散歩に行ってしまっていたのですけれども、若い保育士の方

がどうするのかなと思って見ていたら、その保育士が、「だっこして良いで

すか？」と言いました。そしたらその子は嫌々しないで、だっこされて、

皆が行く後からついて行きました。私はすごくその場面を見て、なんて良

い保育士さんだろうと思いました。

だから、経験が有る無しに関わらず、そこの中でいかに研修や職員関係

を踏まえて、どのように子どもを捉えて見ていくのかという研鑚や、職員

関係などを築いていくということ、公営や民間に関わらず、大事なことだ

と実感しました。

ありがとうございます。

公設公営と民間の保育所との間で、それぞれ保育士さんも含めてそのよ

うな関係を作っていくということは、とても大切だということですね。

他にはいかがでしょうか。

公営保育園に求められる役割の部分では、市内の保育サービスの質の確

保ということで、今議論の中でも、経験年数だけが良いものではないとい

うお話もあり、十分納得できることではあるのですが、その反面、和光市

の公営保育所の状況をお聞きしていただきたいと思うことがあります。

和光市には、正規職員や臨時職員等様々な職員がいます。正規職員にお

いては、実は年齢がものすごく偏っていまして、園長と副園長の管理職を
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舩本委員
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除くと、大体私たちくらいの 20年ちょっと、年齢にして 45歳前後くらい
が頂点になっています。下の年齢が、30代前半くらいということで、実際
10年から 15年くらいの年齢に偏ってしまっています。
この状況を私はすごく危惧しております。中長期、例えば来年、再来年、

10年後くらいまでは、こういった保育コーディネーターや、サービスの提
供、公営保育園が中心となって実施していくことはできると思います。け

れどもこれから先、保育はおそらく 30年後、40年後、和光市も 30年後、
40年後になくなることはないと信じておりますが、このままの状態でいる
と、継続が困難になってしまいます。

そういった意味でも、職員は継続的にある程度バランス良く、20代、30
代、40代、50代が揃って、引き継いでいくことが必要なのではないかと
思います。

もちろん、周りに水平展開していく上でも、バランスの良い職員配置は、

公営保育園の方で、雇用の部分について実施していただけたらと考えてお

ります。

ありがとうございます。

和光市内の場合には、公営保育所から民営保育所に転職されたり、逆に

民営保育所から公営保育所に転職されることはあるのでしょうか。

現状、みなみ保育園に支援センターと一時保育室があるのですけれども、

和光市の公務員をやっていて平成 14年くらいに退職した方が、今年再就
職したケースがありますけれども、あえてすぐ行ったり来たりするという

ことは、システム的にはありません。

親支援も含めまして、経験年数ということではなく、スペシャリストで

あると言えたらいいなと思います。経験値だけでやるものではありません。

例えば結婚しているだとか、子育て経験があるということと、その経験年

数というものではなく、保育は家事・育児ではなく、科学です。やはり学

んでいって、それを世代を超えて継承していけるような、今は現状ですの

で、その中で保育は現場で継承していく要素が大きいので、継承していけ

ると良いのかなと思います。

実際に、私はみなみ保育園としらこ保育園に少し入らせていただいてお

りますが、良い保育をすると楽になるというのも、先生はご経験済みで、

職員が一人いなくてもやれるんだということが、実際良い保育ができてい

ると起こり始めています。
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子どもたちが良く育てば、どんどん自分たちでやってくれて、大人は見

守ってあげれば良いわけです。でもそれは、やるべき時期にやるべきこと

をやるから、それができる訳です。

やはり、ストロングスタートのスタートのところが重要ですので、０・

１歳児の保育が重要で、そこを丁寧にすれば子どもは育ちます。育てば必

然的に大人の手はそこまで要りません。もしかしたら今不要な手をかけす

ぎているのかもしれないということが、先ほどの適正なのかどうかという

ところ、発達に合っているのか、発達が保障できているのかというところ

が一つの指標になると思っております。そういったことが OECD（経済協
力開発機構）理論にも出されています。

そういった指標を持って、現場のお子さんを見させていただいているの

ですけれども、実際にしらこ保育園でも、みなみ保育園でも、三和エンジ

ニアリングさんでも、発達に合う保育をすれば、子どもは大人の手をてこ

ずらせません。

こじれないで進むゆえに親支援が必要であります。親がこじれてしまう

と大変です。こじれないような関わりをこちらから示していくこと、ある

いは親に課題があるならば早めに教えて改善していくことを包括的に行っ

ていく仕組みの中に、しっかりと保育が役割を担っていく、そこに合理的

な配慮が必要なお子さんがなかなか入りきれていなくて、その合理的配慮

の中に医療ケア的なものも入れていかなければ、包括ということにはなら

ないのかなと思います。

せっかく保育は良くなっているので、十分やれるのではないかと私は思

っていますので、期待をさせていただいております。

ありがとうございます。後はいかがでしょうか。

今日はあまり財政のところは、ご意見等が出てきておりませんけれども、

これはもう厳しいと思っていらっしゃるのでしょうか。

三位一体改革以降、公設は国庫補助負担金がなくなり、市の一般財源で

担わなければいけなくなっているので、財政構造上全国的に保育所の民営

化が進められていて、その良し悪しについては様々な議論があるところだ

と思います。

さらに、子ども・子育て支援制度のお話も含めて、待機児童を無くして

いくという方向で、保育所の数や規模はどんどん膨れ上がっているところ

でもあり、こうした点を含めて、家庭と専門的な保育所でどういった役割

分担で子どもを育てるのかという話は必ず出てきます。

私は財政屋なものですから、財政の方からすると、０～２歳児はお金が
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かかるので、手当を出す、あるいは企業がお金を出して育児休業を出すよ

うにする方が公的な費用負担は抑制できるので、保育所を作らなくても子

どもが２歳くらいになるまでは家庭で面倒を見る方が、財政支出上効率的

だということをよく議論します。

しかし、小川委員のお話を伺うと、専門的な立場から、子どもと子育て

する家族や親を地域で見守るという意味でも、専門職が入っていることが

非常に大事なのだなと、大変勉強させていただきました。

財政の状況を見てみると、やはり厳しいと言えば厳しいところもありま

す。今後もこういったかたちで 31年度まで、保育所の数も増やしつつ、
サービスの給付も増やしつつやっていくとなった時に、私は国の財政状況

がかなり厳しくなってくるので、国の補助金を含めてどこまで持つのだろ

うと大変心配しているところもあります。

その辺り、ぜひ地域の中で、うまく仕組みとして回せるような制度を、

財政面の課題もクリアできるような良いかたちで作っていければという思

いで、本日聴かせていただきました。

それでは、次回以降の進め方を含めて、今日出たお話しについて私が感

じたことまとめさせていただきますので、これが足りないということがあ

りましたら、ぜひ皆様から補足していただければと思います。

本日配付いただいた和光市の保育の現状についての資料を踏まえまし

て、委員の方からのご意見ですが、地域の子どもに多様なニーズがあるの

で、そのニーズをしっかりと汲み取りながら、和光で子どもが安心して育

てられるような環境をどう整えるかというところが非常に大切だというこ

とですね。

そういう意味で、地域の子どものニーズの、数の面、質の面がどういっ

た状況なのかということを、次回もう少し詳しい資料を出していただけれ

ばと思います。

先ほど、東内委員からありましたが、縦割りになっていて、そこのとこ

ろには横串を差すような取り組みを行ってきたところなのですけれども、

私もぜひ勉強させていただきたいので、どういったことを行われてきてい

て、今何が課題なのかというところについて、次回ご紹介いただければと

思います。

その上で、保育のニーズについて数も増えてくる、そして先ほど小川委

員からありました「保育の適正化」というお話がありました。和光市にお

ける保育の適正化とはどういうことなのか、というお話を専門家の立場か

ら次回お話をいただければと思いますし、委員の皆様からも保育の適正化
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とは何かを考えられるような、そういった資料を事務局で用意していただ

けないかというように思っております。

それから３点目としては、和光市の子どものニーズ、保育の適正化、保

育の在り方を踏まえて、それでは公営保育所の役割をどこに置くべきなの

か、どうあるべきなのかということについて、今日も様々なご意見をいた

だきました。

既にその研修をやりながら、ある種モデルケースとして研修を受けて、

それを他の民設園に伝えているのですけれども、先ほど榊委員からご意見

がありましたが、ぜひ公営園が単に研修の内容を伝えるのではなくて、そ

こに行けばモデルケースとしてこういうふうに育てれば良いということが

見えるような、ロールモデルが見えるような場としてあっても良いのでは

ないかというご意見もございました。

また、鈴木委員からは、皆がより良い関係を、保育士相互の関係ネット

ワークを作っていけるような、例えば保育に関する担い手のプラットフォ

ームの中心的役割を果たしていただくとか、そういうこともありうるのか

なと思ったところです。ぜひその関係をうまく培って、その関係を活かす

ところでどういうことが公営保育所に担えるのかという視点も大切なのか

なと思いながら伺いました。

もう一つ、そういう意味でいうと、津村委員の方からですね、色々なニ

ーズを繋いでいるのだけれども、まだ潜在的にはそういう子どもたちがた

くさんいるのではないかというお話をいただきました。その辺りのところ、

そのニーズがあったときに、そこをどういうように繋いでいく仕組みを作

っていくのか、アウトリーチをかけるのか、あそこに行けば良いよという

窓口を見える化するのかというようなところも含めて、また次回色々ご意

見をいただければと思っております。

その辺りにつきまして、もう少し資料を出していただいて、議論を深め

ていくということで進めていければと思いますが、これが足りないですと

か、これはいらないというものがございましたらご意見いただければと思

うのですが。

０歳が育児休業手当金でやった方が良いということは、それはそうなの

ですけれども、ここで OECDがよく言うリターンですよね。そこにお金を
かける投資なので、ハイリターンであるということを私たちはどのように

考えていったら良いのか専門知識に不足がございますので、ぜひ沼尾委員

長先生に教えていただけるとありがたいです。
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榊委員

沼尾委員長

各委員

大変重い宿題をいただいたのですけれども、事務局とも相談していきた

いと思います。ありがとうございます。

難しいところですね。和光市の場合、お引越ししてきて、せっかく和光

で良い保育を受けても、すぐに外へ出て行ってしまうので、地域で育って

いる感じがあまりないといいますか、おいしいところだけを経験して外に

出て行ってしまうとなると、そこをどう考えるのかというところも併せて

課題になるのかなと思います。

他にはいかがでしょうか。

【意見等なし】

それからですね、皆様ベテランの方ばかりだということは分かったので

すけれども、先ほど施設の建物の形のお話で、みなみ保育園は２クラスず

つあるなど、それぞれ状況に応じて人数のカウントの仕方など実情につい

て違うということなのですので、もしよろしければ公営園の視察に行かせ

ていただいて、実際に働いている保育士さんがどういったご意見をお持ち

なのかといったことも含めて、お話を伺うという機会も設けてはどうかと

思っておりますが、いかがでしょうか。

正式な第何回という委員会ではなくて、そこを事務局の方でご案内をい

ただいて、視察を希望される方で保育所と支援センターを回るということ

も計画させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

そうしましたら、そのようなテーマで次回以降進めていくということで

よろしいでしょうか。

他に、これは言い足りないということがあればお願いいたします。

言い足りないことではないのですけれども、子育て支援センターが現状

担っているサービスと、今後何か違ったことを行おうとしていることがあ

れば、そういった情報を提供していただければと思います。

それは次回事務局の方でご用意いただくということでよろしいでしょう

か。

他にはよろしいでしょうか。

【意見等なし】
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沼尾委員長 それでは、本日の審議事項はこれで終了したいと思います。

これをもちまして、第１回和光市公営保育所在り方検討委員会を閉会さ

せていただきます。ありがとうございました。


