
パブリック・コメントの意見の概要と市の見解
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対象案件 「今後の公設公営保育所に関する方針（案）」

実 施 日 平成 31 年 3月 9日～平成 31 年４月 27 日

意 見 数 26 人（しらこ保育園関係者 20 人※その内子ども 4人、市内に住んでいる人 6人）

「市の考え方の区分」

◎：意見を反映し「今後の公設公営保育所に関する方針（案）」（以下、（案）と表記します。）を修正した

○：意見を一部反映し、案を修正した

△：案を修正しなかった。

□：その他（感想、この案件以外への意見等）※お子様から頂いた意見は、「□」に統一しています。

しらこ保育園関係者からの意見

№ 意見の概要 市の見解 区分

１ ○先生がいなくなるとさびしいです。 ○先生は、みなみほいくえんや、しやくしょなどにいますので、

あいにきてください。

しらこほいくえんで、おまつりやうんどう会などをするときに

は、あいにいきます。

□

２ ○しらこ保育園でお世話になった先生方は皆

さんプロで、親が本当に安心して預けられる素

敵な園です。そんな先生方が子どもの保育に携

われないのはすごく残念です。保育園に入れよ

うとしている親にとって不安の種になると思

います。子どもを安心して預けられる園を守っ

て頂きたいと願います。

[反映]方針(案)4.しらこ保育園の民設化(2)に以下文言を加筆。

「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」

○人事異動でみなみ保育園に配属した場合は保育を行います

ので、しらこ保育園の保育士が全く子どもの保育に携わらない

ことはありません。民設化の際は、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を行う法人への移管を考えて

います。

○

３ ○わたしはそこにかよっていたし、いま年長の

ともだちがいます。そのこたちやわたしたち小

学校の１年２年３年のこたちの思い出の一つ

をなくさないでください。私たちの思い出がい

っぱいつまったほいくえんをけさないでください。

○しらこほいくえんは、なくなりません。

先生はかわりますが、これまでのほいくえんとおなじたのし

く、やさしいふんいきをたいせつにするほいくえんにします。

おまつりなどをするときは、大きくなったみなさんにあいにい

きますので、小学生になってもあそびにきてください。

□

４ ○無償化により市の負担が増えることも想定

されますが、公立ならではの良さがあって幅広

い年齢層の先生方がいて、その経験が活かされ

ていると感じています。民設保育園の先生は入

れ替わりが多く子ともにとっても心配です。

民設化前の先生方の配置についても疑問を感

じます。保育をしてきた先生方にとって希望し

ていない配置がえは、いい先生が離れていって

しまうのではないでしょうか。民設化により、移管

先法人に委託料を払ったり、建物を市が管理す

るのであれば、このまま子どもたちが好きだっ

たしらこ保育園を残してほしいと思います。

○ご指摘のとおり、しらこ保育園では幅広い年齢層の保育士配

置により経験を活かした保育も行っています。又、民設園では

知識やセンスがある若い保育士が保育現場で活躍しています。

市では、人材育成、慣れによる意欲低下防止等による人心刷新

を目的に人事異動を年 2回実施していますが、保育所は子ども

等への影響を最小限にする必要があるため準備時間も考慮し

て年１回にしています。

これからの公務員保育士は、現場の保育に留まらず今まで以上

に市全体の子ども世帯への支援や保育の質を向上させる新た

な役割を果たすことが期待されていることを伝え、モチベーシ

ョンの維持向上を図りながら、市全体の保育の質の向上に努め

たいと考えています。

△
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№ 意見の概要 市の見解 区分

５ ○今のままの保育園を残してもらいたいと思

っています。今の保育園の働いている先生方は

どうなってしまうのか。心配でなりません。ベ

テランの先生方がいなくなることは子どもた

ちにとって良いこととは思えません。どうか子

どもたちの大切な保育園を残してあげてくだ

さい。

[反映]方針(案)4.しらこ保育園の民設化(1)に以下文言を加筆。

「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。」

○民設化後の人事異動は決まっていませんが、基本的には市職

員は、みなみ保育園等に配属されます。しかし、子ども達への

影響を最小限にすることを踏まえ、任期のある保育補助等の職

員の雇用について移管先の法人と協議することを考えていま

す。

○

６ ○保育士不足といわれる中で「民営保育園の巡

回を担当します」と言われても、有能な先生方

のスキルが最大限に生かせるとは思いません。

たかが一日様子を見に行ったところで何か分

かるものでしょうか。

○保育士のスキルを上げるには、先輩の保育士

の姿を見て育っていくものではないのでしょ

うか。

今のしらこ保育園の先生方の働ける環境を無

くさないで欲しいと切に願います。

○現在、年に 1度実施している民間保育所等の指導監査では、

元公設公営保育所の園長とともに保育内容を指導しています。

指導は 1日ですが、日常の保育は簡単に変えられないため、公

務員保育士が見学すれば直ぐに違いが分かると聞いています。

○ご指摘のとおり、保育士のスキル向上には先輩保育士の姿を

見ることも一つの手段です。一方で、民間保育施設の巡回によ

り、どの施設がどのような保育を提供しているかを見て自園の

手法を助言しながら知見を養うことも今後の公務員保育士の

役割において重要なスキル向上の手法と認識しています。

△

７ ○今のままのしらこほいく園でいてください。

しらこほいく園をかえないでください。お願い

します。

○今のようにたのしく、やさしいふんいきを大切にするしらこ

保育園にしていきます。おまつりなどをするときは、大きくな

ったみなさんにあいにいきます。

□

８ ○子ども達のために働いてきた先生方が現場

を離れて指導や支援する立場になることが本

当に良いことなのでしょうか。現場で保育する

機会がなくなり、これまで沢山の子ども達を育

ててきた先生方のモチベーションが維持でき

るとは思えません。これからの和光市の子ども

達のためにも経験豊富なすばらしい先生方に

今後も現場で保育していただきたいです。保育

士を志す人材のためにも現場で指導していた

だきたいです。

○卒園した子ども達がいつでも遊びにいける

今のままのしらこ保育園であってほしいです。

○公務員保育士は、単に「子ども好き」だけではなく、市内に

適切な保育を受けられていない支援の必要な子どもや親がい

ればそれを放っておかない保育士であり、市全体の子ども達を

見守る使命をもっています。市内の全ての子ども達のために民

間保育施設を含めた現場指導を行いたいと考えています。ま

た、今後の市職員保育士の配属先には、指導や支援を行うセク

ションの他、保育現場のみなみ保育園等も含めて人事異動を行

い、保育士のモチベーションの維持向上を図っていきますので

ご理解ください。

○卒園した子ども達がマイ保育園として気兼ねなくいつでも

訪ねられる運営を今後も行っていきたいと考えています。

△
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№ 意見の概要 市の見解 区分

９ ○しらこ保育園の民営化と公設公営保育所の

体制整備や子育て支援事業の充実は繋がらな

いと思います。しらこ保育園の民営化はただの

コスト削減の手段であり、今まで熱心に子ども

達を育ててくれた職員の方々に対して良い方

法ではないと思います。

○我が子を安心して預けられる保育園を増や

してほしいと親達は思っているのでしらこ保

育園は民営化するべきではないと思います。

○当市は、待機児童対策を重点課題とし、基盤整備を積極的に

実施した結果、27年度に 24施設であった認可保育所等が今年

度で 43施設となりました。市内の子ども達がどの施設を利用

しても同様に安定的且つ継続的な運営のもと保育所保育指針

に基づく保育が提供されるために、保育所等を巡回し保育の指

導や支援を恒常的に行う必要があります。

○ご指摘のとおり、市内全ての保育施設が安心して預けられる

施設にするため、経験年数が豊富な公務員保育士のマンパワー

が必要不可欠であることをご理解願います。

△

10 ○しらこ保育園の民営化は、手っ取り早く子ど

も達と公務員保育士を犠牲にしてコスト削減

して、財源を確保する為だけの案だと思います

ので反対です。理由は、

・公立保育士の賃金に比べて私立保育園の保育

士の賃金は格段に低いです。和光市で公務員保

育士の割合が減り、民間の保育士が増えること

は全体に保育の質の低下に繋がると思います。

・公立保育園がたった１園になってしまうと公

務員保育士が現場で活躍する機会が減り、スキ

ルの向上の機会も減り、先生方の待遇は格段に

悪くなるのではないでしょうか。これまで和光

市の子ども達のために働いてきたげんざいの

先生方がかわいそうすぎます。

・熱意あるいい先生方は和光市から離れていっ

ていしまうのではないでしょうか。公務員保育

士の方々は「指導等の支援を行い市の保育の質

の維持向上をする立場になる」と書かれていま

すが、保育園を減らすと到底実現できないので

はないでしょうか。

○民間の認可保育所における保育士等の賃金は、それぞれの法

人によりますが、公務員保育士の割合が減ることをもって、市

全体の保育の質の低下を招くことのがないよう、現在も市内認

可保育施設を対象とした様々な保育士研修を実施しています。

また、民間保育所等の指導検査では元公設公営保育所の園長が

保育内容を指導し質の向上に取り組んでいます。

保育内容の検証は、民間保育所等が多数ある中、良い保育を実

践する園も多数あり、公設公営保育所２園では不十分です。

保育の実践と併せて、各施設を恒常的に巡回し市内全ての保育

施設と検証することが、公務員保育士のスキルアップの観点か

らも有効と考えています。

市内には、保育等の支援が必要な子どもや保護者で保育サービ

スが届いていない方、利用することが苦手な方が多くいらっし

ゃいます。これらの方が気軽に声を掛けられる人材が公務員保

育士であり、支援の必要な方に手を差し伸べていく役割が期待

されていることをご理解願います。

△

11 ○和光市の公設公営の園がなくなるというこ

とは、基準がなくなり、保育の質の低下に繋が

るものではないでしょうか。民営となれば利益

を追求することになり、多様なサービスが生ま

れることになることは良いかもしれませんが

市内の園で格差が出てしまうのではと心配で

す。やはり、市内の２園あるしらこ保育園、み

なみ保育園は和光市の基準として今後とも存

続をさせるよう求めます。

○市内認可保育所は、全て同じ認可基準を適用し、基準を満た

した保育施設を認可しています。民間保育所では多様なサービ

スを展開していますが、常に認可基準を満たした運営であるこ

とを確認するため年１回以上の指導検査を実施しています。し

かし、民間保育所の一部で児童の怪我を伴う事故の発生を確認

しています。ご指摘の格差をなくすためにも、みなみ保育園が

和光市保育課程を実践するモデル園としての機能を担うとと

もに、経験年数が豊富な公務員保育士を集約して生み出すマン

パワーにより民間保育施設を巡回し恒常的な支援で、市全体の

保育の質を向上させたいと考えていますのでご理解願います。

△
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№ 意見の概要 市の見解 区分

12 ○しらこ保育園民設化には反対です。幼児教

育・保育の無償化に伴い、市の負担する保育関

連経費増額に対する対応策としか思えません。

○今後の公設公営保育所の機能ですが、現在公

務員保育士が実際の現場ではなく、民間保育施

設への巡回指導や保育士達の研修プログラム

作成等事務的な作業をして、民間の保育施設の

質を上げるとのことですが、実際にこの計画を

実施するのであれば、何年間も保育現場を経験

された園長やそれレベルの仕事ではないでし

ょうか。公務員でもそうでなくても保育士にな

るための教育を受けてきた所謂プロの方達で

す。簡単に文面では「指導」と書かれています

が、実際に「指導」が出来るのは長年保育現場

に係った方でないといけないと思います。日本

が人手不足の中、優秀な保育士さん達を手離し

ても良いのでしょうか。市全体として「人財」

を育てて欲しいと思います。

○ご指摘のとおり、市が負担する保育園運営費を含む保育関連

費が急増し、今後も待機児童対策、教育保育の無償化、新たな

子育て支援事業に資するための経費が必要となります。

限りある人材や財源を最大限効果的に施策へ反映するため、し

らこ保育園を民設化し、市全体の子ども子育て支援施策に資す

る人材及び財源を確保して展開していきたいと考えています。

○ご指摘のとおり、巡回支援や研修プログラム等の作成は、経

験年数が豊富な保育士が行うべきと考えます。公務員保育士の

平均経験年数は 10年以上で殆どの職員が該当します。これら

保育士のスキルを市内全ての子ども達のために民間保育施設

の保育士に展開していく必要があること、公務員保育士の活躍

する場に市全体の保育の質の向上を図るセクションを増やす

ことにより、市全体の保育士人財を育成したいと考えています

ことをご理解願います。

△

13 ○公平な立場での教育・保育を望みます。

○長年培ってきた保育というものを大事にし

て頂きたい。行事だったり、園の雰囲気だった

り変わらずにいることも、同じ地域に居る中で

安心できます。

[反映]方針(案)4.しらこ保育園の民設化に以下文言を加筆。

(1)に「また、地域に根差した運営の継続を踏まえ」(2)に「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」

○待機児童対策として基盤整備を積極的に行った結果、市内認

可保育所等は 43施設となりました。市内の子ども達がどの施

設を利用しても同様に適切な保育が提供されるための取組が

この公設公営保育所の方針であり、しらこ保育園の民設化によ

り市全体の保育の質が向上されると考えています。

○しらこ保育園は、民設化後も引き続き、地域に愛される穏や

かな雰囲気を保ちながら、和光市保育課程に基づく保育を行う

事業者を保護者の皆様と選定し移管したいと考えています。

○

14 ○今のままの先生や園が良いです。 [反映]方針(案)4.しらこ保育園の民設化(1)に以下文言を加筆。

「また、地域に根差した運営の継続を踏まえ、保育補助等の職

員の従事について移管先法人と協議を行います。」

○民設化後も引き続き、地域に愛される穏やかな雰囲気を保ち

ながら、和光市保育課程に基づく保育を行う事業者を保護者の

皆様と選定し移管したいと考えています。又、子ども達への影

響を最小限にすることを踏まえ、任期のある保育補助等職員の

雇用について移管先の法人と協議していきます。

○
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№ 意見の概要 市の見解 区分

15 ○保育体制のあり方について、現状、その時よ

りもさらに自由保育が進んでいると聞いてき

ます。外遊びの好きな子は外、中にいたい子は

中、本人のやりたいことをやりたいようにとい

うことで、運動会内容もかなり制限がありわく

わく広場も中止になりそうだと聞いています。

果たしてその状況で小学校に上がった時、幼稚

園の子と比べて対応していけるのか疑問です。

民営化に当たり考慮していただきたいと思い

ます。

○乳児受入の減少について、今まで０歳児の受

け入れは８名でしたが、今年度は４名でした。

もし、これも民営化の影響でしたら保育士を充

実していただき、今までの人数に戻すことを検

討してほしいと思います。

○兄弟カウントについて、こちらについては民

営化とは違いますが、人数のカウントとして小

学生も含めてほしいと思います。私事ですが、

小学生３名にお腹に赤ちゃんが１名いますが

１名になってしまいますと、生活も大変になり

ます。是非ご検討いただきたいと思います。

○国が示す「保育所保育指針」には、保育所も幼児教育を行う

施設として「育みたい資質、能力」「幼児期の終わりまでに育

ってほしい姿」が明記されています。この指針に基づき、小学

校との接続をスムーズにするため、遊びや生活を通した学びと

育ちを基礎としながら子どもたちが主体的に自己を発揮する

ことを目指し，各年齢の発達過程を見据えた保育、行事を行っ

ています。又「わくわくひろば」を中止するという予定はござ

いません。ご理解ください。

○今年度の乳児の受入人数は、しらこ保育園の運営上、必要な

保育士等の確保に時間を要したことから受入を４名にしたも

のです。民設化後も、現在の認可定員である９０人（0歳児 6

人、1歳児 8人、2歳児 15人、3歳児 20人、4歳児 20人、5

歳児 21人）」を引き継ぎます。

○兄弟カウントは、国が保育園利用者と幼稚園利用者のカウン

トがいずれも対象となる年齢から６年間となるよう全国統一

で定めたものです。そのため、市が独自にカウントを定める場

合は、新たな財源の確保が必要となるため速やかな対応は困難

な状況です。

△

16 ○実際に今、しらこ保育園の現場で働いている

保育士の先生方が民設化後どうなるのか、また

唯一の公設公営となるみなみ保育園に保育人

材の集約化がされると、民設化のしらこ保育園

の保育の質や先生方の待遇等はどうなるのか

がとてもとても不透明で分かりにくいと思い

ます。現時点でも、現場の保育士だった先生が

現場を離れていたりするようですが子ども達

が安心して園で過ごすことが出来るよう不必

要な機械的な人事異動は避けていただきたい

と思います。

○しらこ保育園を卒園した我が子が現在保育

士を目指し学校に通っており、２年後には保育

士になる予定です。卒園したらしらこ保育園で

懐かしい保育園で勤務できることをずっと昔

から夢見てきました。今のままのしらこ保育園

をなくさないで欲しいです。

[反映]方針(案)4.しらこ保育園の民設化(1)に以下文言を加筆。

「また、地域に根差した運営の継続を踏まえ、保育補助等の職

員の従事について移管先法人と協議を行います。」

○民設化後の人事異動は決まっていませんが、基本的には市職

員は、みなみ保育園等に配属されます。しかし、子ども達への

影響を最小限にすることを踏まえ、任期のある保育補助等の職

員の雇用について移管先の法人と協議することを考えていま

す。又、市では人心刷新を目的に人事異動を年 2回実施してい

ますが、保育所は子ども等への影響を最小限にする必要がある

ため準備時間も考慮して年１回にしています。

○これからの公務員保育士は、保育所保育指針に明記されたと

おり、保育現場に加え地域の子ども達や世帯に向けた支援も重

要です。しらこ保育園の保育士に憧れ保育士を目指していらっ

しゃることを心から感謝するとともに、素晴らしい保育士にな

られることを期待しております。

○
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№ 意見の概要 市の見解 区分

17 ○今のままのしらこほいくえんがいいです。な

くならないでほしいです。

○これまでのほいくえんとおなじ、やさしく、たのしいふんい

きをたいせつにするほいくえんにします。しらこほいくえん

は、なくなりません。

□

18 ○お世話になりました先生方が市役所に集め

られ現場にどのような先生が保育されるのか

とても不安です。

○また民営化された場合の先生方の収入によ

っては良い人材が確保できるのか心配です。沢

山の子ども達を育てて頂いた先生が現場を離

れることは、これからの子ども達に決して良い

ことではないと思います。子ども達の成長に必

要な人材の確保を第一に考えて頂きたいと思

います。

[反映]方針(案)4.しらこ保育園の民設化(1)に以下文言を加筆。

「また、地域に根差した運営の継続を踏まえ、保育補助等の職

員の従事について移管先法人と協議を行います。」

○民設化後の具体的な人事異動や移管先の法人は決まってい

ません。しかしながら、しらこ保育園が民設化後も引き続き、

地域に愛される穏やかな雰囲気を持ちながら、現在行っている

和光市保育課程に基づく保育を行う法人を保護者の皆様と選

定し移管したいと考えています。

子ども達への影響を最小限にすることを踏まえ、任期のある保

育補助職員等の雇用について、移管先の法人と協議することも

含め、適した人材の確保を行っていきます。

○

19 ○和光市の保育の質は公務員保育士を採用す

ることで保たれていた可能性は高いと考えま

す。保育園はあればいい、預けられさえすれば

よいのでしょうか。和光市が財政縮小のために

しらこ保育園を民設にしたいのと同様に、私立

の保育園もできるだけ安い人材、安い設備で運

営したいはずです。安い保育でよいのでしょう

か。私がしらこ保育園でありがたいと思ったの

は、男性の保育士の先生が複数いらした点で

す。特に男の子の親としては、男性保育士の先

生がいるといないとでは全く安心感が違いま

す。おそらく公設公営の保育園ならではのメリ

ットだったのではないかと思います。公設公営

の保育園は２つだけで、先生方もその 2つの園

を異動している状態ではありますが、せめて 2

つだけでも残しておいた方がよいのではない

かと思います。将来的に若い人材の質は落ちま

す。せめて公務員保育士を確保できるよう、2

園あるべきだと思います。和光市は交通の便が

良く、共働き夫婦には非常に便利な街です。市

民が安心して子供を預けられるよう、質の高い

保育を維持できるよう、しらこ保育園が公設公

営のままであることを願います。

○保育士の性別について、保育の変遷等から女性保育士が多数

を占めていますが、市内民間保育施設には男性保育士を配置し

た施設もあります。ご指摘のとおり、お子様が男の子の場合は

特に成長過程において男性保育士の存在が期待されていると

認識しています。子どもや保護者の不安を取り除くことも保育

所の役割ですので、男性保育士がいない施設を利用している方

で不安な点がありましたら、気兼ねなく当該保育施設へご連絡

頂きたいと思います。

また、公設公営保育所在り方検討委員会で、市内民間保育施設

には、大変良い取組を行っている施設や保育知識やセンスのあ

る若い保育士が活躍している施設も多数あるとの意見があり

ました。民間保育施設は、安い人材、安い運営の前に、子ども

の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進させることに

最もふさわしい生活の場として、児童福祉施設の運営の基準等

を遵守し、保育の提供に努めている保育所であると認識してい

ます。民設化後のしらこ保育園も、市民の方が安心してお子様

を預けられ、地域に愛される穏やかな雰囲気をもった和光市保

育課程に基づく保育を行う保育園として継続させてまいりま

す。

△
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№ 意見の概要 市の見解 区分

20 ○しらこ保育園の民設化と保育士の処遇

・保護者との信頼関係にも大きく左右されると

考えます。しらこ保育園で成長された先生方が

みなみ保育園で後輩指導をされている姿を垣

間見てきた私としては、しらこ保育園という先

生方にとっても素晴らしい育成環境がなくな

るのは残念です。今後、しらこ保育園が民設化

されることでみなみ保育園に様々な機能が付

加されていき、ますます園長先生の負担が増

え、ベテランや中堅の先生方も疲弊してしまう

のではないかと懸念しています。また、保育セ

ンターの兼務により業務量がさらに増えるこ

とによってみなみ保育園内での保育士の資質

向上がされず、保育の質が低下することも考え

られます。今後新たな業務が加わることでスト

レスとなり優秀な人材が流出してしまうこと

も懸念されます。公務員保育士だからといって

処遇の改善がなおざりになってはならないこ

とで、非正規職員で頭数を揃えるだけでなく、

正規職員の適切な人員数の配置も含めて改善

が必須だと思います。また、保育センターなど

の付加機能を行うのであれば、敷地の確保も必

要になるわけですから、みなみ保育園の園児数

の見直しも必要なのではないかと思われます。

・民設化するしらこ保育園の園児と保護者の不

安解消のために、予定されているスケジュール

通りだけではなく、十分な時間をかけて保護者

の同意が得られるよう説明と配慮をしていた

だきたいと思います。2021年度から引継ぎとあ

りますが、年度途中や年度末ではなく、年度当

初から十分な配置で共同保育ができるような

体制を保障していただきたいです。

○保育の質の向上に向けて

・保護者の中には新しい保育指針についての理

解もなく、現状の保育について不安や不満を抱

いている方が少なくないというのが現状であ

ると思います。そしてそれは保護者だけでな

○ご指摘のとおり、保育士の育成には先輩保育士の姿を見るこ

とも一つの手段です。一方で、現在、民間保育所等が多数ある

中では、保育内容の検証は公設公営保育所２園では不十分であ

り、市内民間保育所で良い保育を実践している園も多数あるこ

とから、各施設の恒常的な巡回により市内全ての保育施設との

検証ができます。どの施設がどのような保育を提供しているか

を見て、自園の手法を助言しながら知見を養うことも今後の公

務員保育士の新たな役割には重要な育成方法であると考えま

す。

また、業務過多のご指摘については、新たな(仮称)保育センタ

ーは、セクションをみなみ保育園と分け、保育センター専任の

地区担当保育士として明確化します。

保育士のモチベーションの維持向上を図る上でも、保育現場や

長期研修の実施等も含め保育士の育成を図ります。公務員保育

士は、単に「子ども好き」だけではなく、市内に適切な保育を

受けられていない支援の必要な子どもや親がいればそれを放

っておかない保育士であり、市全体の子ども達を見守る使命を

もっています。市内には、保育等の支援が必要な子どもや保護

者に保育サービスが届いていない方やサービスを利用するこ

とが苦手な方が多くいらっしゃいます。支援の必要な方が、気

軽に声を掛けられる人材が公務員保育士であり、そのような方

に手を差し伸べて支援をしていく役割があります。市内の全て

の子ども達のために民間保育施設を含めた現場指導を行いた

いと考えていますので、ご理解の程お願いいたします。

みなみ保育園の定数は、29年度に実施した事業計画の見直しに

おいて保育ニーズの高まりが見られ、現在も待機児童が発生し

ていることから、現時点での変更は考えておりません。

・しらこ保育園の民設化の際には、子ども達への影響を最小限

にすることを踏まえ、保護者の皆様にご理解を頂きながら、民

設化後も地域に愛される穏やかな雰囲気を持った保育所保育

指針に基づく保育を行う事業者を保護者の皆様と選定し丁寧

に移管したいと考えています。

○国が示す「保育所保育指針」には、保育所も幼児教育を行う

施設として「育みたい資質、能力」「幼児期の終わりまでに育

ってほしい姿」が記載されています。しらこ保育園では、この

指針に基づき、小学校との接続をスムーズにするため、遊びや

生活を通した学びと育ちを基礎としながら子どもたちが主体

△
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く、市内の保育施設の保育者にも多くあてはま

るという現状も無視できないのではないでし

ょうか。私設保育園の中には、「早期教育こそ

が素晴らしい」と考える多くの保護者の満足度

を重視して、子どもの意欲関心に関わらず、読

み書きや楽器の練習、体操などを長時間にわた

って義務付けたり、知識の詰め込みともいえる

保育をしている施設が多く見られます。保育セ

ンターから派遣された公務員保育士が市内の

小規模園を巡回し指導するという構想は保育

の質向上のために必要という考え方は理解で

きるのですが、それは保育を学問としている学

者の方の助言だからこそ説得力があり、聞く耳

を持ってもらえるのであって、市内の公務員保

育士からの助言となれば、逆に反発が生まれる

可能性もあるのではないかと察します。

指導的立場である公務員保育士から一方的に

指導を受けるのではなく、現場で共に保育を

し、その保育によってもたらされる様々な子ど

もの成長を目にすることが一番の学びになる

のではないかと思います。みなみ保育園でも他

市との保育士交換を実践していますが、むしろ

市内での保育士の交換が有効だと思います。

保育センターだけでなく、行政こそが新しい保

育所保育指針への理解を市内の保護者と保育

士に働きかける取り組みが必要であると考え

ます。「資質・能力」や「主体的対話的な深い

学び」といった共通した指針のもとに、乳幼児

期から学童期までの「切れ目のない支援」を目

指すのであれば、市内保育士と保護者に対して

行政からの働きかけは必須であると思います。

保育センターの保育士の先生方の素晴らしい

努力が「またゆとり教育の二の舞か」と保育士

や保護者に突き放されてしまうような残念な

結果にならないよう、行政での全面的なサポー

トを期待します。しらこ保育園、みなみ保育園

の素晴らしい先生方が決して燃え尽きて退職

することがないよう、貴重な人材を大切にした

運営をしていただきたいと切に思います。

的に自己を発揮することを目指し，各年齢の発達過程を見据え

た保育、行事を行っています。これまでも現在実施している保

育内容について、保護者説明会や園だより等により説明してい

ますが、今後も、保育所保育指針に則った保育の実践について

機会を捉えて丁寧に説明していきます。

巡回指導は学者の助言をもって成立する旨のご指摘について、

公設公営保育所在り方検討委員会から「（仮称）保育コーディ

ネーター」の名称を付与し、その役割を民間保育施設及び市民

に認識し易くすることにより民間保育施設への働きかけや保

護者への支援が行いやすくなる」と意見を頂いています。この

ような役割の可視化を含めてプラットフォーム機能を実践す

る仕組みを検討しています。

重複しますが、当市は、待機児童対策として保育の基盤整備を

積極的に実施した結果、27年度に 24施設であった認可保育所

等が今年度で 43施設となりました。市内の子ども達がこれら

のどの施設を利用しても同様に保育所保育指針に基づく適切

な保育が提供されるよう、公務員保育士が民間保育所等を巡回

して指導や支援を恒常的に行う必要があります。また、このよ

うに民間保育所等が増えた状況において保育内容の検証は、公

設公営保育所２園では十分に行うことは困難と考えています。

ご指摘のとおり、市内全ての保育施設が安心して預けられる施

設にするため、経験年数が豊富な公務員保育士のマンパワーが

必要不可欠であることをご理解の程お願いいたします。

○これからの公務員保育士は、市全体の子どもや世帯支援や民

間保育施設を含めた保育の質を向上する新たな役割を担うこ

とが期待されていることから、行政職員とともに子ども子育て

に係る政策を検討していく必要があると考えてます。

公務員保育士が持つスキルを最大限に生かしながら、市の保育

施策を担っていることのモチベーションを維持・向上を図って

いきます。
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市内に住んでいる人からの意見

№ 意見の概要 市の見解 区分

1 ○市内の保育園に孫を通わせていただき、大変

感謝しております。民営化して、効率的、合理

的運営を目指すことに反対は致しませんが、保

育士の質の低下による子供たちへの悪影響が

心配されます。（笑顔の保育士の先生にあこが

れ将来は保育士になる夢を描いている子ども

達も多いです。）質の向上と効率化を同時に満

たすことは困難なことです。まずは将来ある子

ども達のために保育士の質の向上を望みます。

[反映]方針(案)4.しらこ保育園の民設化に以下文言を加筆。

「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、」

○ご指摘のとおり、保育の質の向上と効率化を同時に目指すこ

とは非常に難しいと認識しています。４３の民間認可保育施設

が存在する現在、市全体の保育の質の低下を招くことがないよ

う、市内認可保育施設の保育士等を対象とした様々な研修を行

っています。一例として、発達障害を内容とした全体研修、世

帯支援を内容とした連続研修、具体的な保育内容を指導する巡

回支援研修では多くの民間保育施設の保育士も参加していま

す。この他、年１回の民間保育所等の指導検査で元公設公営保

育園長による保育指導を行っています。これらの保育の質の向

上に資する取組は今後も継続し全力で取り組んでまいります。

○

2 ○民営化後の和光市の保育体制の中に「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」とあ

りますが、是非実施してほしいです。初めての

子どもを授かったときは、どうやって育児をす

れば良いのかわからないことが多く大変でし

た。例えば、健診の場でこの時期の赤ちゃんや

子どもの特徴や扱い方などを経験豊かな保育

士が教えてくれると嬉しいです。

例えば、寝かしつけ方、動き回る子のおむつの

替え方、泣き止ませ方、叱り方など保育園の先

生が上手だったので、それを教えてほしいと思

いました。

○お子様の成長の時期に合った適切な育児に関するアドバイ

スをして差し上げられなかったことについて誠に残念に思っ

ています。保育施設を利用されている保護者の方には必要なア

ドバイスを伝える機会が多くある一方で施設等サービスを利

用していない方に対してご指摘のような育児のアドバイスの

伝達がなされにくいことも大きな課題と認識しています。今後

は、このような方に対する支援が公務員保育士のスキルを生か

して行う役割であることを踏まえ新たな支援の実践を行いた

いと考えています。

△

3 ○しらこ保育園の移行については、時間をか

け、親子伴に不安を少なくした状況で実行して

いただきたいです。移行先運営者については、

株式会社の園には不安があります。社会福祉法

人等の団体運営を希望します。

○みなみ保育園が他の園が目指すような保育

の実践になれれは、素晴らしいと思います。

○ご指摘のとおり、民設化への移行に際しては、丁寧に説明す

るとともに、子どもや保護者の皆様への負担を軽減するよう、

共同保育等の引継ぎ保育に時間をかけて行います。

しらこ保育園の運営先について、民設化後も引き続き、地域に

愛される穏やかな雰囲気を持った、今行っている和光市保育課

程に基づく保育を行う法人を保護者の皆様と選定し丁寧に移

管したいと考えています。

△
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4 ○保育のプラットフォームが方針のとおり機

能すれば長い期間で考えた場合はとても良い

と考える。一方で、移行期間に子どもを預けて

いる親としてはとても不安に感じるはずであ

る。市民に影響が少ないように慎重かつ定年な

説明が必要だと思う。可能であれば段階的な引

継ぎ（民間保育士と公務員保育士との共存）が

出来れば親も安心できるのではないか。

○保育のプラットフォームについては、和光市において保育の

質を維持向上させるには必要な機能であり、実現したいと考え

ています。

○民設化への移行に際しては、丁寧に説明するとともに、子ど

もや保護者の皆様への負担を軽減するよう、共同保育等の引継

ぎ保育に時間をかけて行います。

△

5 ○今後の公設公営保育所のあり方について、こ

の方針（案）に基づいて、機能及び体制が新し

く構築されることには大いに賛成です。自らも

子どもを市内保育園に通わせている保護者の

一人ですが、保育園に求めることで最も重要な

のは「子どもを安心して預けられること、子どもたち

にとっても安心してのびのび活動できる環境」であ

ると考えるので、保育の質が向上することは、

それに直結すると思うからです。どの保育園を

希望するかは家庭によって様々な基準がある

と思いますが、和光市は待機児童が出るほど保

育園需要が高く、第一希望の園に入るのが難し

いのが現状です。どの保育園（運営主体）にな

っても格差なく保育を受けられるようになる

ことを強く希望します。現在、子どもが通って

いる保育園は、若い先生が多く外遊びや事業が

活発でとても活気があります。一方で、経験豊

富な先生が少ないためなのか、落ち着き（安定

感）がなかったり、子どもの怪我（救急車を呼

ぶもの）が何度かあります。この方針にある「保

育のプラットホーム機能」が充実し、そういっ

た部分が改善されてほしいと思います。

○具体的な計画や仕組み等は今後検討すると

のことですが、先生方に対する研修や会議は必

要だとは思いますが、保育現場から離れる時間

が長くなったり負担にならない方法を検討して

いただけるとありがたいです。また、当該保育園も

そうですが、市外に同系列の保育園があり先生

の異動がかなり頻繁にあるので、人の入れ替わ

りが多い保育園もあることを前提として、支援

の仕組み等を構築していただきたいと思います。

[反映]方針(案)4.しらこ保育園の民設化に以下文言を加筆。

「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、」

○これまで、当市は、待機児童対策として保育基盤を重点に整

備を行った結果、27年度に 24施設であった認可保育所等が今

年度で 43施設に増え、様々な運営法人による保育サービスが

提供されています。ご指摘のとおり、このような中においても

市内の子ども達がどの施設を利用しても同様に適切な保育が

提供されることが重要であると認識しています。

また、一部の市内民間保育所では運営基準は満たしつつも、事

故の発生も確認しています。ご指摘の格差をなくすためにも、

保育所保育指針に基づく保育を実践し経験年数が豊富な公務

員保育士を集約して生み出すマンパワーにより民間保育施設

を巡回し支援することで市内全体の保育の質を向上させたい

と考えています。

○現在も市内保育施設の質の向上の取組として様々な研修等

を実施しておりますが、保育士不足の現状も認識しており、研

修等の実施に当たっては開催時間や内容を考慮しながら継続

して実施いたします。

○
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6 ○小規模保育事業所から 6年制保育園への転園

に関するフォローの観点を含めていただきた

いです。目的は、小規模保育事業所から 6年制

保育園へ転園する際の児童本人および保護者

の負担軽減のため。理由は、私の娘が４月より

該当の状況で、ストレスを抱えている状況で

す。我が家だけではなく、他の家庭でも同様の

声を多々耳にしましたので、これから転園する

児童や保護者のために行政のフォローが必要

だと感じています。フォロー案は、エスカレー

タ（付属園）方式を導入し、「この小規模保育

事業所に入っていれば、この保育園に入れる」

と予め決定しておく。

（※以下、具体的な提案内容等省略。）

[反映]方針(案)2.今後の公設公営保育所の機能（表中「保育のプ

ラットフォーム機能③）に以下文言を加筆一部修正。

「（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」

○ご指摘のとおり、小規模保育事業所から転園する際の児童や

保護者の方の負担は課題として認識しています。児童の生活環

境の変化が大きい年度初めにおける児童や保護者の方に対す

るフォローについて各保育施設へ改めて周知していきます。現

在、条例では、小規模保育事業所等に対して小規模保育事業所

等を卒園する児童の保育の継続について、令和２年３月末日ま

でに保育の受け皿となる保育所、幼稚園等の連携施設を確保す

ることと定められており、小規模保育事業所等では連携施設の

確保に努めているところです。市としても円滑に連携施設の確

保が出来るよう支援していきます。また、新たな保育のプラッ

トフォーム機能において、転園時の参考となるよう各保育施設

が有する特色等の情報発信をしていきたいと考えています。

○


