
今後の公設公営保育所に関する方針（案）
【概要】

和光市子どもあんしん部

平成３１年３月
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１．和光市の保育の現状と課題

（１）保育需要の増加と待機児童
高まる保育需要に対応し、認可保育施設の整備・定員拡大を図るも、未だ待機児童解消には至って

　いない。

　　☛今後も保育施設の定員拡大を図っていく必要。

平成27年度 28年度 29年度 30年度

（５９人） （３６人） ６２人
（２１人）

５４人
（１８人）

【認可保育施設数・定員数の推移】
【待機児童数の推移】（各年度４月１日現在）

（　）内は平成28年度までの旧定義による待機児童数

（２）多様な保育主体の参入と質の確保
様々な設置運営主体による保育事業の展開

　　　【参考】市内の民設認可保育施設の設置主体の内訳：
　　　　　　　　株式会社18施設、社会福祉法人11施設、有限会社５施設、特定非営利活動法人１施設、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療法人１施設、独立行政法人１施設

保育士確保が全国的課題となる中、保育従事経験の短い保育士が多い施設も存在。

　　☛市内のいずれの保育施設に入所しても、適切な保育と保護者支援が提供される質の維持・確保が重要。
　　

１

　（平成30年度については10月1日現在。それ以外は各年度4月1日現在）

施設
人



（３）多様化する保育需要への対応
障害児保育（医療的ケア児等）、孤立世帯等への支援の必要性

　　☛　多様化する保育需要に迅速に対応できる保育体制の構築が必要。

【公設保育所３施設の修繕費（単年度所要額と累計額】

（５）幼児教育・保育の無償化の影響
無償化に伴い、保育関連経費に係る市の財政負担が増加
認可外保育施設についても無償化の対象施設となる。

　　☛　認可保育施設に比べて保育士人員が少ない
　　　　認可外保育施設に対しても、質の向上に向けた支援
　　　　（助言・指導）を行っていくことが重要。　

（４）公設保育所の老朽化対策
市の所有する保育施設（みなみ保育園、しらこ保育園、

　ほんちょう保育園）については竣工後１５年～３６年が経過。

　　☛　施設・設備の更新・修繕が今後必要となるため、財源の
　　　確保が課題。

　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。

2018年～2030年度までの累計額→　　　　　　　　

１．和光市の保育の現状と課題（続）
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モデル園機能

①保育所保育指針や感染症
　対策ガイドライン等の各種ガ
　イドラインを踏まえた適切な
　保育の実践。

②障害児保育の積極的実施

③地域の子育て世帯への支

　援のための先駆的事業や市
　独自の保育事業の実施。

様々な保育サービスの創出

民間保育施設

公務員保育士

障害児保育

親子育児教室

公営保育所
（仮称　保育センター）

保育のプラットフォーム機能
（仮称：保育センター）

①適切な保育が市内全てで実践で
きるための取組。
（民間保育施設への巡回支援等）

②障害児保育に関する保育施設間
の知見共有のための会議・研修の企
画・実施。

③各保育施設が有する特色ある取
組や優れたスキル・経験に関する情
報共有のための会議等

④市内保育施設での保育内容に関
する市民からの相談窓口。

情報共有・巡回支援

連
　
携

　市役所
・公設公営保育所での適切な保育の提供。
・保育施設への助言・指導等の支援を行い、
　市の保育の質の維持・向上。
・市役所本庁舎において保育政策に積極的
　に関与。

２．今後の公設公営保育所の機能

３

（市の保育士の役割）

無償化に伴い今後は

認可外保育施設への
支援強化も必要です。



３．市の財政状況
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市債
市税
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　　市税収入は、世界的金融危機の影響により平成２１年度から数
年間は大幅に減少。平成２４年度以降は回復傾向にあるものの、
依然として平成１９年度の水準には達していない。
　また、投資的事業の増加により市債発行額は増加傾向。
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民生費

億円

　　平成１８年度から平成２８年度までの１０年間で民生費が
　　４６億５千万円、７１．１％増加。
　　　歳出総額に占める民生費の割合は、高齢化の進展や保育児　
　　児童数の増加等により増加傾向にある。その結果、平成１８年
　　度が２８．２％であった一般会計の民生費割合は、平成２８年度
　　では４３．８％と急速に増加。一方で、教育費や総務費は減少傾
　　向にある。　

※　普通会計とは一般会計と駅北口土地区画整理事業特別会計を統合して一つの会計としてまとめたものです。

　待機児童対策の取組推進により保育関連費は年々増加。新制
度移行後は、市の財源負担分だけでも年間約３億円ずつ増加し、
一般会計に占める保育関連費の割合は１０年前の約２倍。

４

【保育関連経費の合計額と一般会計に占める割合の推移】



民設保育所
しらこ保育園

公設公営
しらこ保育園

　保育人材の
集約化

７

【しらこ保育園の民設化のねらい】

公設公営
みなみ保育園

４．しらこ保育園の民設化

公設公営　みなみ保育園
（仮称　保育センター）

市役所

必要な財源
の確保

【民設化による財政効果イメージ】

５

＜捻出された財源の使途＞



４．しらこ保育園の民設化（続）

（１）民設化のスケジュール

在籍児童への保育環境の変化による影響を避けるとともに、市の子ども施策課題への早期の対応を図るため、しらこ

保育園の民設化については2022年度からの民設化を視野に保護者の方々との意見交換を重ねていきます。

民設化に際しては、一定期間の引継ぎ・共同保育を実施した上で民設園に移行します。

併せて、移管先法人と保護者と市による定期的な意見交換の場を設けます。

2018年度
（平成30年度）

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

・保護者説明会 ・保護者説明会
・方針決定

・移管先法人の
　　　募集・決定

・引継ぎ・共同保育
・市・移管先法人・
保護者の意見交換会

民設化

（２）民設化で引き継がれる機能

従来の定員規模・保育時間の保育

障害児保育等の合理的配慮が必要な児童の受入れ（看護師の配置等を行える法人を選定）

　（移管先法人に対して公定価格による運営費委託料とは別に障害児保育に係る委託料を交付する等の仕組みを構築）

福祉避難所機能を維持するよう移管先法人との間で協定の締結を進めます。

（３）園舎の管理

土地と建物は市において所有し、保育園の運営に必要な土地及び建物の一部を移管先法人に賃貸することを検討。

☛　民設化後の和光市の保育体制：
　　みなみ保育園（保育センター）が市内の保育施設の質を支えるとともに、市内児童全体の育ちを
　見守る体制を構築。そのための具体的な検討を進めていきます。

６



【公設公営保育所に関するこれまでの検討過程】
〇和光市子ども・子育て支援事業計画（抄）（平成27年３月策定・平成29年２月中間見直し）
『（８）公設保育所の在り方
　　子ども・子育て支援新制度において、保育所の運営に公定価格等が導入されることに伴い、既存の公設民営保育所　
　の在り方について、運営主体の経営面を含めた検討を行い、平成29年度には和光市ひろさわ保育園の運営を民設民営
　に移行しました。
　　また、北エリアのしもにいくら保育園は平成３０年度末をもって閉園します。
　　なお、既存の公設公営保育所に関しては、「和光市公営保育所在り方検討委員会」を設け、同様の視点からその役
　割・運営方式の検討を行っていきます。』

〇和光市公営保育所在り方検討委員会（平成２９年１２月設置）

　委員長：沼尾波子（東洋大学教授）　　副委員長：小川晶（植草学園大学准教授）
　榊理江（三和エンジニアリング株式会社）　津村典子（和光市民生委員児童委員）　鈴木幸子（公募市民）　
　舩本勉（和光市みなみ保育園）　安井和男（和光市総務部長）　星野裕司（和光市保健福祉部長）　喜名明子（和光市子どもあんしん部長）

　　　　＜審議経過＞
　　　平成２９年１２月１８日　第１回会議　　和光市における保育の現状について
　
　　　平成３０年　２月　７日　市内視察①（しらこ保育園、北子育て世代包括支援センター、下新倉みどり保育園）
　　　　　
　　　　　　　　　２月２８日　市内視察②（みなみ保育園、南子育て世代包括支援センター、ほんちょう保育園）
　　　　
　　　　　　　　　３月２９日　第２回会議　　和光市における保育課題と公務員保育士の役割
　
　　　　　　　　　５月２４日　飯能市視察
　
　　　　　　　　　７月　３日　第３回会議　　公営保育所の機能について①

　　　　　　　　　８月２３日　第４回会議　　公営保育所の機能について②

　　　　　　　　１０月１７日　第５回会議　　質の高い保育基盤の構築に向けて

　　　　　　　　１１月２１日　第６回会議　　和光市公営保育所在り方検討委員会報告書（案）の骨子について
　　　　
　　　平成３１年　１月　８日　第７回会議　　和光市公営保育所在り方検討委員会報告書（案）について
　　　　
　　　　　　　　　　１月１８日 第８回会議　 市長に報告書を提出　　　　　　　　　　　　　

７
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「和光市公営保育所在り方検討委員会報告書」概要①

Ⅰ．和光市における保育の現状

　　・施設数・受入児童数の急速な増加　　　　（参考）認可保育施設数：１４施設（平成26年度末）⇒　４２施設（同30年10月１日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 認可定員数 　 ：1,170人(平成26年度末） ⇒　  1920人（同30年10月１日）

　・多様な運営主体の参入　　　　　　  （参考）民設民営保育施設（37施設）の設置主体：（平成30年10月1日現在）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社１８施設、社会福祉法人１１施設、有限会社５施設、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特定非営利法人１施設、医療法人１施設、独立行政法人１施設

　・待機児童対策継続の必要性　　　　  （参考）各年度の待機児童数の推移（※29年度からは新定義による待機児度数）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       

　・保育施設以外の保育サービス　　　　・一時保育：市の委託事業２か所、民間５施設５か所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・障害児一時保育：市の委託事業１か所
　
Ⅱ．和光市における子育て支援と保育基盤の課題
（１）質の維持・向上：

　　「運営主体が様々に異なる市内の保育基盤の中で、いずれの保育施設に入所しても、保育所保育指針に示された適切な児
　　　童への保育と保護者支援がなされるよう、市内の保育基盤の質の維持・確保が課題」

（２）新しいニーズに対応できる体制～機動的な保育基盤～

　　「今後は、医療的ケアを必要とする児童の預かりや孤立しがちな世帯に対する保育の提供等、既存の保育施設における保
　　　育では対応が難しいケースが出てくる可能性があります。また、市内の一時保育は就労世帯か否かを問わず利用料が同
　　　一であり、育児負担の軽減を図る必要がある世帯にとって必ずしも利用しやすいものではありません。多様化していく
　　　子育て世帯のニーズに、迅速に対応できる機動的な保育体制が必要となっています。」

Ⅲ．公設公営保育所・公務員保育士に期待される役割

　【公設公営保育所の特徴】　　
　　　　　　①保育士が公務員・民間保育所に比べて長い保育従事経験
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（常勤保育士の平均勤続年数：公営保育所１１．８年　⇔　民営保育所６年超）

　　　　　　②運営する財源は保育料を除き全て市費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（⇔民設保育所の場合には、国・県の負担金あり）

８
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59人（27年度） 36人（28年度） 62人（29年度） 54人（30年度）



「和光市公営保育所在り方検討委員会報告書」概要②

Ⅲ．公設公営保育所・公務員保育士に期待される役割　～公設公営保育所に期待される機能・役割

民間保育施設

公務員保育士

公営保育所
(仮称:保育センター)

障害児保育

親子幼児教室

様々な保育サービスの創出

モデル園としての機能
①「和光市保育課程」の実践

②先進的な保育の取り組み
　・インクルーシブの視点を取り入れた障害児
　　保育の積極的実施
　・在宅育児世帯が相談・保育参加できる機
　　会の提供
　　（園庭開放・マイ保育所事業、園外での地
　　域の保護者サークル）

③市独自の保育事業の展開
　・孤立世帯への支援策としての少人数の親
　　子幼児教室等
　　（※無料又は低廉な利用料で実施）

プラットフォーム機能
（仮称：保育センター）

①市内の保育施設の相談・支援
　・保育の考え方・基本に関する研修材料の研究
　・民間保育施設への巡回支援の充実
　　（公務員保育士による助言・アドバイス）

②市内の保育施設どうしの情報共有
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・連携の橋渡し
　・各施設の得意な分野のスキルの情報共有
　・育成担当者会議等の会議・研修の企画・実施

③市内保育施設での保育内容に関する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相談窓口

上記のような新しい保育基盤を構築するために・・・
〇「モデル園としての保育所機能とは別に保育士人材を確保し、新たな事業展開を行うための財源の確保が必要不可欠」

〇「市の財政が厳しい状況にあり、審議過程において行った同人口規模の自治体との比較においても、和光市の０～５歳
　人口の割合や保育ニーズが高く、児童福祉費が歳出において既に一定の割合を占めるに至っていること等が明らかに
　なったこと、また、そのような中においても、市内の保育の質の確保と新たな保育課題への対応を取ることが今後の保
　育行政にとって有益であるとの観点を踏まえ、しらこ保育園を民設化し、それによって捻出される公務員保育士人材と
　財源をⅣに記載した公設公営保育所の体制整備や事業の充実に充てていくことは現実的に取り得る適当な手段であると
　考えられます」

９

参考３


