
今後の公設公営保育所に関する方針

はじめに ～本方針の位置づけ～

平成 27 年 3 月に策定された「和光市子ども・子育て支援事業計画」（平成 27 年 3 月策定・

平成 30 年 2 月改定。以下「事業計画」という。）は、平成 27 年度から平成 31 年度までの 5年

間の子ども・子育て支援に関する市の取組を定めるとともに、既存の公設公営保育所（みなみ

保育園・しらこ保育園）に関して、経営面を含めた検証を行い、その役割・運営方式の検討を

行うことを定めています。

市では、これに基づき、平成 29 年 12 月に「和光市公営保育所在り方検討委員会」を設置

し、今後の公設公営保育所の役割や公務員保育士に期待される役割、２つの公設公営保育所

の今後の運営の在り方について、財政や保育に関する学識経験者、民生委員・児童委員、市内

の公設公営保育所に勤務する保育士、市内の民間保育施設に従事する者、公募市民といった

立場の方々から様々なご意見を頂き、本年 1月 18 日に「和光市公営保育所在り方検討委員会

報告書」（以下「報告書」という。）が取りまとめられました。

報告書では、認可保育施設数の増加と保育の設置主体が多様化する中において、今後も待

機児童解消の取組を進めながらも、各保育施設が、適切な保育と保護者支援を行える体制の

確保（保育の質の維持・確保）が課題であるとし、そのためには、「公設公営保育所がモデル

園として、また市内の保育のプラットフォームとしての機能と役割を果たすための体制整備

が急務」であるとしています。そして、市の厳しい財政状況の中においては、そのような体制

の実現に向けた人材と財源の確保のために、しらこ保育園を民設化し、それによって捻出さ

れる人材と財源を公設公営保育所の体制整備や子育て支援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しています。

市は、報告書、そして本年 10 月から実施される教育・保育の無償化も踏まえ、今後の公設

公営保育所の機能・体制の見直しと設置主体の変更について本方針を定め、新たな体制の構

築を計画的に進めていきます。
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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

和光市の就学前人口（０～５歳人口）は、過去 10 年以上にわたり概ね 5,000 人で推移し

ており、今後も大きく減少することなく横這いで推移する見通しです。

一方で、保育サービスの利用を希望する人数は０～２歳を中心に年々増加しており、こ

のような状況を受け、市では積極的に認可保育施設を整備し、定員拡大を図ってきました。

しかし、未だ待機児童解消には至っておらず、今後も保育施設の定員拡大を図っていくこ

とが必要となっています。

【認可保育施設数・定員数の推移】（平成 30 年度は 10 月１日現在の数値。それ以外は各年度末）

【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）様々な運営主体の参入・定員拡大と質の確保

市内には、平成 30 年 10 月１日現在、保育所 18 か所及び地域型保育事業所 24 か所（小規

模保育事業所 23 及び事業所内保育事業所 1）の合計 42 の認可保育施設が存在しています。

このうち、市が設置主体となっているものは 5施設であり、それ以外の 37 施設は民間法人

が設置運営を行っています。また、37 施設の設置運営主体は、株式会社、社会福祉法人、

有限会社、特定非営利活動法人、医療法人及び独立行政法人となっており、多様な主体によ

り市内の保育事業が展開されています。

一方で、待機児童対策に多くの自治体が取り組む中で、保育士確保が全国的な課題と

なっています。市内の認可保育施設（民間）の常勤保育士の平均勤続年数は約 6年超という

状況にあり、公設公営保育所の常勤保育士の勤続年数（約 11.8 年）を大きく下回っていま

す。保育士の確保対策と合わせて、経験年数の短い保育士が多い施設等に対しては、保育内
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容や方法について、具体的な指導や助言が継続的に行える仕組みが必要となっています。

また、様々な運営主体による保育が提供される中でも、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、今後も、質の

維持・確保が重要です。

（３）多様化する保育需要への対応

現在、市内の保育施設で、発達に課題を抱えた児童の受入れが進んでいます。今後も、公

設・民設を問わず、障害児の受入れを図っていきますが、いずれの保育施設に入所した場合

でも、これらの児童とその家庭に対して、必要な保育支援が適切になされることが大切です。

また、医療的ケアを必要とする児童が全国的に増加している中、和光市でも、このような障

害児に対する保育の可能性を見据えた体制を検討していく必要があります。

さらに、就労世帯以外の子育ての負担感や孤立感を抱えた世帯に対する子育て支援策も

益々重要となってきます。

今後は、このような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です。

（４）公設保育所の老朽化対策

現在、市が設置主体となっている公設保育所のうち、みなみ保育園、しらこ保育園、ほん

ちょう保育園の３施設は市が所有する建物で保育を実施しています。

３施設それぞれの建物は、平成 13 年、平成 16 年及び昭和 58 年に竣工しており、既に建

設されてから 15 年～36 年の年月が経過し、老朽化対策の必要性が年々高まっています。こ

れらの施設で安全・安心な保育を提供するための施設・設備の更新・修繕に必要な額は、2018

年～2030 年度までの間に合計で約 6億 3,000 万円と見込まれています。

（５）幼児教育・保育の無償化の影響～認可外保育施設への指導・助言の必要～

平成 31 年 10 月からの実施が予定されている幼児教育・保育の無償化に伴い、認定子ども

園、認可保育施設、幼稚園に通う児童の保育料が無償化又は軽減されるほか、それ以外の保

育サービスについても利用者負担が軽減されます。一方で、その財源については、市も一定

の負担をすることとされており、無償化に伴い保育関連経費に係る市の財政負担が更に増

加する見込みです。

また、認可外保育施設の利用も無償化の対象とされています。認可外保育施設においては、

保育士の配置が認可保育施設に比べて少ないところも多く、今後は、認可保育施設のみなら

ず認可外保育施設の質の向上に向けた更なる支援を行っていくことも重要となってきます。



２．今後の公設公営保育所の機能

上記のような状況を踏まえ、また、公設公営保育所には、市の子育て支援の取組や和光市保

育課程に通じた保育人材が多く存在しているという特色を生かし、今後、公設公営保育所は、

以下のようなモデル園機能と市内の保育の質の維持・向上に向けたプラットフォーム機能を

担うこととします。

・プラットフォームとしての機能は、従来の保育所機能とは異なることから、これらの機能を担う部
門については、「（仮称）保育センター」といった表示を行い、市民や市内の保育事業者が認識しや
すくします。

・保育の専門職である保育士を、公設公営保育所のほか、（仮称）保育センター及び市役所本庁舎に配
置し、保育所と（仮称）保育センター、市役所本庁舎が緊密な連携を図りながら新たな事業展開を
進めていきます。

【公営保育所の新たな機能のイメージ】

モデル園機能 保育のプラットフォーム機能

（仮称：保育センター）

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。

（地域の子育て世帯への園庭開放やマイ保

育所事業、園外での地域の保護者サークル、

親子幼児教室、訪問保育等）

①左記の適切な保育が市内全ての認可保育施設

で実践できるよう、以下のような取組を行う。

ア 民間保育施設への巡回支援

イ 市内保育施設従事者への新任者研修材料

の研究・作成

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すぐれた

スキル・経験に関する情報共有のための会議

や情報発信等

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

親子幼児教室
等の実施

障害児保育

様々な保育サービスの創出

公営保育所

公務員保育士

情報共有・巡回支援

・公営保育所の公務員保育士が
市内の保育施設どうしの情報
共有・連携の橋渡しとなると
ともに、巡回しながら市内の
保育施設（認可外保育施設を
含む）の相談・支援を行う。

・様々な形態の保育サービスを
先駆的に実施する。

市役所

保育施策の検討

連携

(仮称)保育センター



３．市の財政状況

今後も、待機児童解消に向けた取組を進めながら、公設公営保育所の機能充実、新たな保育

事業の展開を図るためには、人材と財源が必要となります。

一方で、市の財政状況については、市税収入が 2007 年の世界的金融危機以前の水準を回復

できない中で、一般会計の歳出においては保育関連経費を中心に民生費が増加しています。

結果的に、民生費以外の教育費や総務費は減少傾向で推移しています。

現在の厳しい財政状況の中においても、待機児童解消の取組の継続と質の維持・向上、多

様な保育ニーズに柔軟に対応できる体制の構築に早急に取り組む必要があると考えていま

す。

（↓）平成 19 年度に約 16 億 6,000 万円だった
保育関連経費は、平成 30 年度には
約 39 億 2,000 万円に達すると見込まれ
ています。

【保育関連経費合計額と一般会計に占める保育関連経費の割合の推移】
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４．しらこ保育園の民設化

これまで述べた状況を踏まえ、研修等による保育の質の維持向上を図る取組を先行すると

ともに、現在、運営費のうち保護者負担相当部分を除いた部分を市の財源で賄っている公設

公営保育所２園(※)のうち、しらこ保育園を民設化し、和光市の子育て支援策に通じた保育士

人材をみなみ保育園及び（仮称）保育センターに集約することにより、新たな子ども施策に必

要となる人材と財源を捻出することとしました。

（※）民設民営保育所の運営費の財源については保育料（保護者負担額）を除いた部分（施設型給付費に相当。

公費負担部分）について、国、県、市がそれぞれ 1/2、1/4、1/4 の負担をしています。これに対し、公設

保育所は国と県の負担がなく、公費部分は全て市が負担します。

（※）公務員保育士を集約化することにより、市内の保育施設に助言・指導等ができる人材を確保する

ともに、そのような能力を有する保育人材を育成します。

＜捻出された財源の使途＞
【しらこ保育園の民設化による財政効果イメージ】

約１90,000 千円

約１39,300 千円

保育料
約 12,300 千円

市財源

177,700

市財源

53,000

市の一般財源
約 125,000（千円）

削減

⇒待機児童対策の推進

⇒保育施設の更新改修

⇒公営保育所の機能充実
・親子幼児教室
・医療的ケア児等の障

害児保育
・巡回支援・研修の実施

⇒市内複数拠点での障害
児保育の確保

⇒人材の安定確保
⇒その他の子ども施策の

充実

（前提）
・保育料は平成 29 年度４月の

しらこ保育園児童数を前提
に、保育無償化後を想定。

・市の一般財源の中には市の独
自補助金を平成 29 年度ベー
スで含む。

民設化前 民設化後

国負担

48,000

県負担

26,000

必要な保育財源を確保

公設公営

しらこ保育園

保育人材を

集約化

公設公営

みなみ保育園

公設公営 みなみ保育園

（仮称：保育センター）

【民設化の効果】

市役所

民設保育所
しらこ保育園

保育施策の検討



報告書は、しらこ保育園の民設化を「現実的に取り得る適当な手段」とするとともに、民設化

の時期や方法については、しらこ保育園に在園している児童への保育内容の継続性に配慮し、

保護者の理解を得ながら移行することが大切としています。

（１）民設化のスケジュール

在籍する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

に同園の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、在籍する児童への影響が少なく、円滑な移行が図られるよう一定期間

の引継ぎ・共同保育（注）を実施した上で民設園に移行することとします。また、地域に根

差した運営の継続を踏まえ、保育補助等職員の従事について移管先法人と協議を行います。

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。

（注）従来の公設保育園の保育士と移管先法人の保育士が共に保育を行い、保育の継続性を確保してい
くための取組。

【民設化スケジュール】

（２）民設化で引き継がれる機能

移管にあたっては、移管前の定員規模、保育時間を前提に移管を進めます。

これまで実施してきた障害児等の合理的配慮が必要な児童の受入れは民設化後において

も継続されるよう、移管先法人の選定にあたっては、看護師を配置する等の体制を整えられ

る法人を選定するとともに、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

害児の受入れを実施するための人材確保が安定的に行えるよう障害児保育に係る委託料を

交付する等により、市内の合理的配慮が必要な児童の受入機能が低下しない仕組みとしま

す。また、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。

【主たる引き継ぎ機能】

・現しらこ保育園で実施している和光市保育課程に基づく保育内容

・定員規模、保育時間

・障がい児等合理的配慮の必要な児童の受入

・福祉避難所の役割他

（３）しらこ保育園園舎の管理

現在、しらこ保育園が入っている建物は、しらこ保育園以外に、市が民間法人に運営を委

託している一時保育室と北子育て世代包括支援センターが入っています。また、当該建物は、

既に竣工から 15 年が経過していますが、市の防災計画上も福祉避難所に位置付けられてい

ることから、今後も市において、適切に修繕・管理が図られる必要があります。

このため、民設化にあたっても、当該建物及び土地は引き続き市の所有とし、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方向で検討を行います。

2018（平成 30）
年度

2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度

３月 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



５．民設化後の和光市の保育体制

しらこ保育園の民設化後は、みなみ保育園が２．に掲げる機能を担うことにより、市内全て

の保育施設の質を支えるとともに、在園児のみに限らず在宅で子育てを実施している世帯へ

の支援事業を実施することによって、市内児童全体の育ちを見守る体制を構築していきます。

そのような体制の構築に必要となる みなみ保育園や（仮称）保育センターで実施される

保育の質の向上のための研修の内容や教材の研究、巡回支援の方法や、また、在園児以外の児

童・家庭に対する新たな事業の具体的な仕組み等について、しらこ保育園の民設化の具体的

な進め方と合わせて、今後、検討を進めていきます。

（以上）


