
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

　
平成２９年１２月１８日

  



Ⅰ　現状

１



（１）和光市の公設公営保育所（みなみ保育園･しらこ保育園）の概要

２
      



(２)これまでの保育基盤の整備　① 年表

昭和３８　町議会保育園設立決定

　　　４０　公設公営第一保育園（現ひろさわ）、開設

　　　４５　公設公営第二保育園（現みなみ）、開設

　　　４６　公設公営第三保育園（現にいくら）、開設

　　　４８　民設民営ひまわり保育園（後に諏訪根）開設

　　　　　  公設公営第四保育園（現しらこ）、開設

　　　５８　公設民営ほんちょう保育園、開設

平成１２　諏訪根保育園、廃園

　　　１３　ひろさわ保育園にいくら保育園を公設民営へ

　　　１４　公設民営しもにいくら保育園、開設

　　　１５　民設民営キッズエイド和光保育園、開設

　　　１８　民設民営和光市駅前保育園、開設

　　　　 　 民設民営下新倉みどり保育園、開設

　　　１９　民設民営ハレルヤ保育園、開設

　　　２０　民設民営ゆめの木保育園、開設

平成２３　民設民営あすの木保育園、開設

　　　２４　民設民営里仁育舎、開設

　　　２５　民設民営諏訪ひかり保育園、開設

　　～　平成 ２７　子ども・子育て支援新制度　スタート　～

　　　２７　民設民営小規模保育事業所１０事業所、開設

　　　２８　民設民営キッズエイド吹上保育園、開設

　　　　 　 民設民営小規模保育事業所　７事業所、開設

　　　２９　民設民営和光プライムスター保育園、開設

　　　　 　 民設民営和光どろんこ保育園、開設

          　 民設民営中央ひなた保育園、開設

　　　　　　 ひろさわ保育園を民設民営へ

　　　　　　民設民営小規模保育事業所　３事業所、開設

　　　３０　民設民営小規模保育事業所　３事業所、開設予定

　　　　　　公設民営しもにいくら保育園、閉園予定

３
      



（２）これまでの保育基盤の整備　②　認可定員数の推移

４
 

（人）



（３）市内の保育施設運営主体

運営形態 施設名 運営主体

公設公営
 しらこ保育園
 みなみ保育園

和光市

公設民営
　　　(※)

 にいくら保育園
 ほんちょう保育園
 しもにいくら保育園

社会福祉法人　　 　　　　２施設
株式会社 　　　　　　　　　１施設

民設民営
保育所　　　　　　　　　１３施設
小規模保育事業所 　２０施設

社会福祉法人　　　　 　１１施設
特定非営利活動法人　　１施設
医療法人　　　　　　　 　　１施設
株式会社 　　　　　　　　１５施設
有限会社 　　　　　　　　　５施設

２施設

　３施設

　　現在、市内の保育施設の運営主体に多様な民間法人が参入している。

（※）公設民営の保育所については、平成２９年４月から和光市ひろさわ保育園が民設民営化。
　　　しもにいくら保育園（株式会社による運営）については、平成３０年度末に閉園予定。

　　　（近隣地に民設民営の保育園を平成２８年度中に緊急整備を行った。）

５
      



（４）今後の基盤整備方針

　

計画に基づく基盤整備を進めた場合の認可定員数
（幼稚園は受入数）の推移

　市内０～５歳児童のうち、教育･保育事業を利用する者の割合は年々増加しており、平成２８年度現在、約６２．１％
の方が利用されている。今後市内にファミリー向けマンション建設が予定されていることから、０～５歳人口は微増す
ることが予想される。また、０～５歳児童の約７割が教育・保育事業を利用することになる見通し。
　今後、教育・保育事業の利用ニーズに対応するため、基盤整備を進める計画。

６
    

（人）

 

2,975
2,851

3,193 3,291

3,531



Ⅱ　保育を巡る市の財政

７



（２）子ども・子育て支援新制度における運営委託費の構造

８
     

　教育・保育の公定価格とは、教育・保育に通常要する費用の額を、在籍する児童数に応じて国が毎年定める
単価を基に積算した合計額をいいます。設置されている地域、施設定員規模、子どもの年齢等により公定価格
は異なります。この公定価格相当額を運営委託費として、市から各民設保育所へ支払います。

　公定価格のうち一定額（※）については、国、県及び市が、それぞれ1/2、1/4、1/4ずつ負担する
こととされています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(※)公定価格と国基準保育料との差額

 



保育関連費（※）の推移と各年度の一般会計に占める割合の推移

(※)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

（１）保育に関わる財政支出の推移①

　　　　（千円）

９
     



　　　　（千円）

（１）保育に関わる財政支出の推移②　（財源毎の内訳）

10
 



（３）公設公営保育園と民設保育園の運営比較　①

（※しらこ保育園については、調理を外部委託してることから

人件費に調理外部委託費（１，９４５万４４０円）を含む。）

平成２８年度運営費実績

平成２８年度決算報告書より
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（円）

（人）

（人）

 



（３）公設公営保育園と民設保育園の運営比較②
　人員配置状況

保育士の施設平均勤続年数（常勤保育士に限る）

※1　和光市民間保育所設置等認可等要綱に定める配置人数

　　　0歳児 3：1、1・2歳児 6：1、3歳児 20：1、4・5歳児 30：1　

※2　非常勤保育士については、非常勤保育士全員の１月の勤務時間数を１６０時間（８時間×５日×４週）で割り返し、常勤換算を

　　  行った上で、人数に計上。（小数点以下四捨五入）

市内保育所
平均

しらこ保育園

同規模園A
しらこ保育園 みなみ保育園

受入児童数に対して
必要な保育士の

配置人数（a）（※1）

― １１人 ９人 １４人

実際の

配置保育士数（※2）
― １６人 ２６人 ４９人

上記の配置基準（a）
を上回り配置してい
る保育士数

６人 ５人 １７人 ３５人

市内保育所
平均

しらこ保育園同園
規模園の平均

しらこ保育園 みなみ保育園

施設平均勤続年数 ６．４５年 ６．２４年 １４．６８年 １２．７５年

（平成２９年１０月１日現在）

（平成２９年４月１日現在）
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Ⅲ　公設公営保育園に求められる役割
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市内で実施している保育の提供体制

公設公営保育園 公設民営保育園 民設保育園

標準保育時間 ７時～１８時 ７時～１８時 ７時～１８時

 延長保育の実
施

１８時～２０時 １８時～２０時 １８時～２０時
（一園のみ１９時まで）

育成保育（※）の
実施

○
（２園で６人受入れ）

○
（３園で８人受入れ）

○
（７園で１４人受入れ）

医療的ケア児の
受入れ - ○

（１人受入れ）

-
（※小規模保育事業所において

　　　　　　　　　　　　　　１人受入れ）

一時保育・
休日保育

（一時保育）
公設公営保育所と同一の２施設で実施。但し、運営主体は民間法人。
その他、民設民営保育園４園、小規模保育事業所１園で実施。
また、公設民営保育園において育成一時保育を実施。運営主体は民間法人。
（休日保育）
公設公営保育所と同一の１施設で実施。運営主体は民間法人。

病児・病後児
保育

- - ○
（２施設で実施）

（平成29年10月１日現在）
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●和光市地域包括ケアシステムの　
　理解
●地域包括ケアの実践手法の理解
●各専門的知識・技術の習得、向上

【事業名】保育の質の向上巡回支援事業
【目的】保育所保育指針に沿った保育所運営
【内容】
●外部有識者が対象園（モデル園）に巡回し、
　園職員とともに課題改善策を検討・実践
●「クラス年齢別スキルアップ研修会」を開催
　モデル園による市内保育施設への水平展開　
　を確実に実施し、和光市全体の「保育の質
　の向上」を行う。
●公設公営保育園保育士を上記取組みの中
心となって支援する「（仮）保育コーディネータ
ー）」　に養成

様々な事業主体の参入が進んでいるこ
とから、平成30年度適用の保育所保育
指針の改定に合わせて、指針に基づく
保育及び市の特色（地域包括ケアシス
テムの中の保育施設の役割）を活かし
た市内統一の「（仮）和光市保育課程」
を作成。
市内保育施設は和光市保育課程に基
づき、保育の全体的な計画を作成する。

⇒市内全ての施設で保育の質を確保

１　座学による研修
（知識の習得）

２　OJT
（実践による育成）

（仮）和光市保育課程

在園児の生活の場（日々の保育）に
おける課題分析（アセスメント）、ケア
プランの作成、モニタリングを園内他
職種連携で実施。

園内ケア会議

 

保育の質の確保
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　市内の保育事業の拡大や多様な主体が参入している状況も踏まえ、保育の質を確保するため
の取組みを展開。

　市内の保育士等に対する研修等



・・・充実した保育人材が多いことを踏まえれば、今後の公営保育園については、以下の役

　　割が求められるのではないか。

（１）市内の保育サービスの質の確保：

　　・事業者連絡会や市主催の研修会等における市内保育サービス向上の牽引役
　　 ・市内保育施設に対する実地指導への同行・助言
　　                                             　“保育コーディネーター”としての公務員保育士
　　 ・市内保育サービスの連携・拠点機能

（２）配慮を要する児童への対応：

　　・配慮を要する児童や課題を有する子ども家庭の積極的受入れ

　　 ・配慮を要する児童等が在園する民設園に対する助言・アドバイス

（３）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：
　　・不測の事態において、他園において保育事業の実施が困難になった場合の児童の緊急
      受入れ体制の確保。

公営保育園に求められる役割

平成29年8月28日
第18回和光市子ども・子育て支援会議資料
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