
Saitama Jichiken

埼 玉 自 治 研  
2019.1【別巻】 52

〒330-0063  埼玉県さいたま市浦和区高砂 4-3-5  県労評会館
TEL. 048-816-8866　FAX. 048-836-1113

E-mail : info@saitama-jichi.jp
http://www.saitama-jichi.jp

公益財団法人  埼玉県地方自治研究センター

地方自治を 住民の手に

S a i t a m
a
 r e
g
io
n
  S
elf-governm

en

t 
 R
e
s
e
a
r c
h
 c

e n
t e r

  No.

埼玉県内市町村子育て支援・
保育事業に関する調査

最終報告書

発行：公益財団法人埼玉県地方自治研究センター



地方自治研究センター・研究所

■ 発　行　所　　公益財団法人　埼玉県地方自治研究センター
■ 編集発行人　　浪江　福治
■ 発　　　行　　〒330-0063　さいたま市浦和区高砂 4-3-5　県労評会館
　　　　　　　　電話：048（816）8866　FAX：048（836）1113
　　　　　　　　E-Mail：info@saitama-jichi.jp
■ 振　込　先　　中央労働金庫さいたま支店
　　　　　　　　口座番号　普 6313323
　　　　　　　　郵便振替　00110-7-663843

埼玉自治研　　no.52

2019年1月30日発行

（公社）北 海 道 地 方 自 治 研 究 所
青 森 県 地 方 自 治 セ ン タ ー
（社）岩手地方自治研究センター
宮城県地方自治研究センター
秋田県地方自治研究センター
山形県地方自治研究センター
福 島 県 地 方 自 治 研 究 所
福 島 市 地 方 自 治 研 究 室
（公社）新潟県自治研究センター
（一財）群馬県地方自治研究センター
栃木県地方自治研究センター
（公社）茨城県地方自治研究センター
（公財）埼玉県地方自治研究センター
（公社）東 京 自 治 研 究 セ ン タ ー
調 布 地 方 自 治 研 究 セ ン タ ー
八 王 子 自 治 研 究 セ ン タ ー
（一社）千葉県地方自治研究センター
（公社）神奈川県地方自治研究センター
（一社）川崎地方自治研究センター
横 浜 地 方 自 治 研 究 セ ン タ ー
横須賀地方自治研究センター
相模原地方自治研究センター
藤 沢 自 治 研 究 セ ン タ ー
山梨県地方自治研究センター
長野県地方自治研究センター
（一社）富山県地方自治研究センター
石川県地方自治研究センター
福井県地方自治研究センター
静岡県地方自治研究センター
愛 知 地 方 自 治 研 究 セ ン タ ー
岐阜県地方自治研究センター
三重県地方自治研究センター
滋 賀 地 方 自 治 研 究 セ ン タ ー
京 都 地 方 自 治 総 合 研 究 所
奈良県地方自治研究センター
和歌山県地方自治研究センター
大 阪 地 方 自 治 研 究 セ ン タ ー
大 阪 市 政 調 査 会
大阪公共サービス政策センター
 
兵 庫 地 方 自 治 研 究 セ ン タ ー
自 治 研 究 セ ン タ ー お か や ま
広 島 地 方 自 治 研 究 セ ン タ ー
鳥取県地方自治研究センター
山口県地方自治研究センター
香 川 県 自 治 研 究 セ ン タ ー
（公財）徳 島 地 方 自 治 研 究 所
高 知 県 自 治 研 究 セ ン タ ー
福 岡 県 地 方 自 治 研 究 所
佐 賀 県 地 方 自 治 問 題 研 究 所
長崎県地方自治研究センター
大分県地方自治研究センター
中津下毛地方自治研究センター
宮 崎 県 地 方 自 治 問 題 研 究 所
熊本県地方自治研究センター
鹿 児 島 県 地 方 自 治 研 究 所
沖縄県地方自治研究センター
（公財）地 方 自 治 総 合 研 究 所

札幌市北区北6条西7丁目　北海道自治労会館内
青森市本町3-3-11　青森県労働福祉会館
盛岡市南大通2丁目10-38　自治労岩手県本部内
仙台市青葉区二日町7-23　宮城自治労会館5階
秋田市八橋三和町6-17　秋田県自治労会館内
山形市小立2丁目1-62　自治労会館内
福島市荒町1-21　協働会館4階　自治労福島県本部内
福島市五老内町3-1　市役所内　福島市職労気付
新潟県新光町6-7　新潟自治労会館3階
前橋市大渡町2-3-45　群馬自治労会館
宇都宮市中戸祭町821　労福センター5階　自治労栃木県本部内
水戸市桜川2-3-30　自治労茨城県本部内
さいたま市浦和区高砂4-3-5　県評会館
東京都千代田区飯田橋1-12-15　福岡第4ビル1F
調布市小島町2-35-1　調布市職気付
八王子市元本郷町3-17-15　ハマナカビル2階
千葉市中央区中央4-13-10　千葉県教育会館新館6F
横浜市南区高根町1-3　神奈川県地域労働文化会館4階
川崎市川崎区東田町6-2　ミヤダイビル2F
横浜市中区寿町4-15-5　自治労横浜内
横須賀市小川町20　職員厚生会館2階
相模原市中央区中央2-13-12　中川ビル301
藤沢市朝日町1-1　藤沢市職労内
甲府市相生2-7-17　山梨県労農福祉センター1F
長野市県町532-3　県労働会館内
富山市下新町8-16　自治労とやま会館内
金沢市幸町11-3　（財）石川自治労働文化会館2階
福井市大和田2丁目517番地　自治労福井県本部
静岡市駿河区南町11-22　（財）労働センター静岡労働会館内
名古屋市熱田区金山町1-14-18　全労済金山会館5階
岐阜市今小町15　自治労岐阜県本部内
津市栄町2-361　（財）三重県地方自治労働文化センター内
大津市中央3丁目4番29号　自治労会館
京都市中京区丸太町通烏丸西入北側　NHKビル3階
奈良市大安寺5-12-16　奈良地域労働文化センター3階
和歌山市久右衛門丁24番地1　自治労和歌山県本部内
大阪市北区天神橋3-9-27　PLP-会館2階
大阪市中央区瓦町2-4-7　新瓦町ビル7F
大阪市西区新町1-5-7　四ツ橋ビルディング3階301号室
大阪市従業員労働組合内
神戸市中央区中山手通3-4-8　大東ビル
岡山市津島西坂1-4-18　労働福祉事業会館3階
広島市西区横川新町7-22　自治労会館内
鳥取市南町505番地　自治労会館2階
山口市元町3-49　山口県勤労者自治センター2階　自治労山口県本部内
高松市浜ノ町60-77　香川県自治労会館内
徳島市幸町3丁目98　自治労プラザ3階
高知市鷹匠町2-5-47
福岡市中央区天神5-4-12　福岡自治労会館
佐賀市駅前中央3丁目3-30　自治労会館内
長崎市大黒町4-16　長崎自治労会館内
大分市大手町3-2-9　自治労大分県本部内
中津市豊田町14-3　中津市職労内
宮崎市広島1-17-17　全労済宮崎県本部会館4階
熊本市神水1-8-8　フォレストビル内
鹿児島市鴨池新町5-7-501　労働者福祉会館内
那覇市泉崎2丁目105-18　宮公労共済会館1階　自治労沖縄県本部
千代田区六番町1　自治労会館4階

060-0806
030-0802
020-0874
980-0802
010-0971
990-2402
960-8042
960-8601
950-0965
371-0854
320-0052
310-0801
330-0063
102-0072
182-0021
192-0051
260-0013
232-0022
210-0005
231-0026
238-0004
229-0039
251-0054
400-0032
380-0831
930-0804
920-0968
910-0836
422-8067
456-0002
500-8069
514-8588
520-0043
604-0867
630-8133
640-8244
530-0041
530-0005
530-0005
 
650-0012
700-0086
733-0013
680-0814
753-0063
760-0011
770-0847
780-0862
810-0001
840-0801
850-0031
870-0022
871-0058
880-0806
862-0954
890-0064
900-0021
102-0085

011-747-4666
017-776-2989
019-622-0311
022-222-6814
018-862-0510
023-632-2241
024-523-4324
024-534-6791
025-281-8060
027-253-2277
028-622-6225
029-224-0206
048-838-5531
03-5338-9022
0424-85-0857
0426-26-7714
043-246-3900
045-251-9721
044-244-7610
045-663-3232
0468-22-4590
042-752-4544
0466-26-1748
055-222-5200
026-234-7744
076-441-0375
076-232-2638
0776-27-2442
054-287-7198
052-678-3119
058-265-3135
059-227-3298
077-527-4058
075-252-2143
0742-64-1005
073-431-2700
06-6242-2220
06-6208-8722
06-6556-9209
 
078-341-0501
086-214-2085
082-295-1337
0857-39-4811
083-922-7592
087-822-5611
088-655-8164
088-824-0151
092-721-1415
0952-33-3566
095-824-1940
097-536-4422
0979-22-4109
0985-29-3919
096-383-0010
099-258-6211
098-833-1108
03-3264-5924

011-747-4667
017-731-1035
019-621-1770
022-217-1241
018-888-1124
023-628-1621
024-526-2109
024-533-5889
025-281-8062
027-290-1099
028-650-1025
029-222-2057
048-836-1094
03-5338-9023
0424-89-1997

043-302-8383
045-251-3199
044-244-7610
045-641-2506
0468-22-2223
042-753-4725
0466-22-2223
055-220-1134
026-238-0039
076-441-1155
076-233-8170
0776-23-9574
054-280-0235
052-678-3123
058-267-0093
059-227-3116
077-527-4058
075-252-0357
0742-50-2085
073-435-2107
06-6242-2224
06-6208-8720
06-6556-9209
 
078-341-0701
086-214-2085
082-503-0172
0857-39-4811
083-934-1075
087-826-1215
088-655-7818
088-820-0062
092-739-1909
0952-34-1121
095-827-5443
097-536-6459
0979-24-8582
0985-28-1914
096-386-2029
099-284-1303
098-833-1105
03-3230-3649

名　　称 郵便番号 住　　所 TEL FAX
埼玉自治研　no.52

2019年１月30日発行

はじめに

センターとしての問題意識

アンケートの意図と結果についての評価

当初の問題意識とアンケート結果

関係者への提言

アンケート集計一覧表

非常勤保育士の賃金等

学童支援員の給与等

自由記載欄等への回答

アンケート用紙

1

1

3

16

22

24

33

35

38

46

Contents目 次



1

埼玉自治研　No.52　2019.1

はじめに

公財）埼玉県地方自治研究センター（以下「セ
ンター」）は、2017年12月５日に「子育て支援・
保育事業に関する調査に関するご協力依頼」の文
書を、埼玉県内各市町村に発送し別添「子育て支
援施策等に関するアンケート」調査を行いました。
この度、その報告概要がまとまり、『埼玉自治研
50号３月27日発行』に掲載いたしました。今般最
終報告とさせていただく段階になりましたので

『埼玉自治研別巻通巻52号』として発刊いたしま
す。

たいへんお忙しい時期に調査にご協力いただき
アンケートに回答していただいた各市町村担当者
の皆様に感謝し、誌上ではありますが改めてお礼
を申し上げますとともに、この最終報告書の最後
に関係者への提言も掲載させていただいておりま
すので、改めてご一読いただければ幸いです。

センターが今回の調査を行った背景には、いく
つかの問題意識と取組の経過があります。当セン

ターは地方自治に関し調査研究する機関でありま
すが、これまでも子育て支援や子供の貧困など、
家庭の変化と自治体のサービスの在り方・その変
化などをその都度テーマとしてきました。

昨年は保育指針の改定に伴って「学ぼう新保育
指針」をテーマに公開セミナーを行いました。こ
の公開セミナーにはたくさんの保育関係者に参加
いただきましたが、自治体の正規保育士だけでな
くたくさんの民間事業者、非正規で働く方も参加
されました。これは自治体を通じて、市町村内の
保育事業者の方にセミナー開催をお知らせいただ
いたからと理解をしております。

これをきっかけに、保育に関して関係者が学ぶ
環境はどの程度整っているのか、自治体と民間事
業者の連携はうまくいっているのか、また、マス
コミでたびたび話題になっている「待機児童問題
―保育園落ちた」や保育士不足、保育士の低い雇
用条件等々について、まず埼玉県内の現状をしっ
かり把握しようということになりこのアンケート
調査実施となったものです。

センターとしての問題意識

埼玉県内市町村子育て支援・保育事業に関する
調査最終報告書

埼玉県地方自治研究センター子育て支援・保育調査チーム

事務局長　船橋  延嘉

いわゆる待機児童問題から保育施設の新設が急
がれていますし、政府も力を入れ予算も付けられ
るようになっています。にもかかわらず大都市周

辺（東京圏、札幌、仙台、名古屋、大阪、福岡と
各県庁所在地など）では待機児童が解消されてい
ません。逆に、過疎化の進んでいる地方では施設

１．都市部で施設は不足している中で、保育の質は守られているか
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の統廃合が行われている現状があります。
待機児童解消のため認可施設の設置基準が大幅

に緩められ、家庭的保育、小規模保育、居宅型保
育、事業所内保育などが増加しつつあります。東
京都内などでは認可外施設もまだまだ増加してい
る現状があります。このことが保育の質のどのよ
うに影響してくるのでしょうか。箇条書であげる
と、次のようなことが想定されます。

保育事故は
保育士不足と保育士の研修・教育体制、質の

向上は可能か
給食の委託化　　乳児食は大丈夫なのか。
栄養士・看護師などの配置
幼稚園・保育園は公立がないところもある
民間の指導に問題はないか
病児・病後児保育などのニーズは
保育と教育（認定こども園）それぞれの変化
影響は
事業所内保育と地域保育の連携は
小規模保育（０〜２歳）と３歳保活など

少子高齢化は、埼玉でも例外なく進行していま
すが、市町村別にみていくといわゆる県南都市部
と県西・県東・県北部ではその様相を異にしてい
ます。おおむね国道16号線を境に南北で人口動態
が峻別されています。県南部はさいたま市や川口
市などを中心に流入人口も含めてまだ増加傾向に
あり、よって東京23区同様に待機児童問題が発生
しています。

一方中間地帯である高崎線沿線では桶川市や北
本市、宇都宮線沿線では蓮田市はすでに人口が減
少し始めています。久喜市や川越市はかろうじて
増加傾向にありますが、東松山市はすでに減少し
ています。このように人口動態から見ても保育に
関するニーズや問題点が違っていると思われま
す。秩父地方の人口減少地帯では市町村合併もあ
り施設の統廃合などが起きてくることも考えられ

ます。また、施設の老朽化も問題になっており公
共施設アセットマネジメントとも絡み施設の廃止
や統廃合の計画も出されてくるかもしれません。

公立の保育園でも指定管理者制度の導入や公
設・民営に移行する自治体もあり、首長の考え方
や議会の意向で違いが大きいのではないかと推察
されます。幼稚園は圧倒的に私立が多いのですが
歴史的に公立が中心の市もあります。保育園でも
幼稚園でも公立と私立の在り方によって、その自
治体の保育の水準のつくられ方も違ってくるとの
考えもありセンターとして調査しています。

自治体ごとに直面している課題が違っており、
関係者はそれぞれ多くの苦労を背負っていること
が考えられますのでそういう問題意識で調査しま
した。

２．県内の保育の地域差について

非正規保育士が５割を超えているという総務省
調査結果（後述、設問４－②で詳しく）を見ても、
保育士の労働条件が悪化していることは明らかで
す。非正規は日本では低賃金・劣悪な労働条件の
代名詞とも言えます。一方、保育士不足や最低賃
金の引き上げで、県南都市部では東京都との保育

士争奪戦が起こり時間賃金単価の上昇（非常勤保
育士の時間単価は最低賃金の引き上げが連年行わ
れていうこともあって、Ｋ市の例で930円から２
年間で1000円となっている。今回調査で最高額は
草加市の1420円）起きています。

保育時間の延長（今や延長という概念ではなく

３．保育の質に最も影響する保育士の労働条件について



3

埼玉自治研　No.52　2019.1

11時間保育が当たり前という現状もある）や土曜、
休日保育などの実施によって、短時間勤務の保育
士が必要という事情を考慮しても、公立保育所で
５割が非正規保育士というのは異常としか言いよ
うがありません。労働組合である自治労にはクラ
ス担任を非正規が担っている実態もたくさん報告
されています。

新聞折り込みでも民間保育施設による派遣保育
士募集をよく見かけることも多いし、自治体によ
る公設保育園による派遣保育士募集もたまにあり

ます。正規、非正規公務員、民間正規、派遣労働
者と現場の労働者の雇用が複雑化しているとき、
これらの労働条件の格差が保育の質に確実に影響
するであろうことは想像に難くありません。

新聞・マスコミ報道によって確認できるだけで
も、保育士の採用条件に宿舎の確保や支度金を出
す市町村があることが確認できています。センタ
ーとしてはこれらの実態も把握しておく必要があ
ると考え調査しています。

学童保育については、児童福祉の一環として制
度化されたのが1998年の「放課後児童健全育成事
業」ということもあり、施設整備や保育内容、保
育者の在り方などは、それぞれの保育事業の成り
立ち、経過を継承していることが多く、各市町村
で大きく違いがありました。2012年の「子ども・
子育て３法」の成立で大きく変化をし、均一化が
図られようとしていますが、まだまだ市町村間の
運営主体の在り方など大きな違いがあります。

また、学童保育はもともと父母会や親の会とい
われる任意の組織が立ち上げた経緯もあって、施
設も有志が無料や低家賃で提供して設置されてき
た経過もあります。今でいう支援員は父母の中か
ら頼まれた人がわずかな謝礼で担ってきた例も多
くありました。開所時間が放課後で18時くらいま
での子どもの保護組織であったことから、支援員
は現在でもほとんど短時間勤務の臨時職員やパー

ト職員であることが多くなっています。そのため
賃金をはじめとした労働条件の水準が定まってい
ない職種と言って良い状況です。子供たちのため
には継続雇用の支援員が保育や指導を行うことが
理想ですがそうなっていないのではないかという
問題意識からの調査を行っています。

また、対象が３年生までから、６年生までに拡
大されたことに伴い登録児童数増に悩まされてい
る実態があると考え、増設計画などについても聞
いています。

同時に夏休みなどの長期の休みへの対処や、保
育や教育の中でも増加の一途をたどっている障害
を持つ子どもたちへの対応も調査対象としまし
た。

なお、厚生労働省は、学童保育を担当する支援
員の配置基準を緩和する方向で検討に入っている
など、質の確保が危惧されます。

４．学童保育（放課後児童クラブ）について

アンケートの意図と結果についての評価

協力していただいたアンケートの結果は、市町
村ごとに一覧として掲載していますが、選択式の
回答（24Ｐ〜）と記述式の記載欄（38Ｐ〜）をそ
れぞれまとめたものに分けて掲載しています。選
択式の項目は表が膨大になったため、アンケート

の項目を省略記載してありますのでご了承くださ
い。

アンケート結果報告として項目ごとにアンケー
トの【質問意図】【アンケートの結果概要】【結果
から見る実態と課題】に分けて記載してあります
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ので参照の際ご留意ください。

◆質問事項１、市町村の基本事項（人口・就学前
人口）

【質問意図】少子化、高齢化といわれる中で市町
村における人口の男女人口、就学前人口を質問し
ています。これは県内における少子化の実態把握
と就学前の保育需要の把握のために最低限必要等
と判断して質問しています。
【アンケートの結果概要】これまで人口統計など
を調査してきた結果から予測していた通り、県南
都市部、県中部、県北・秩父地域の人口動態で見
てきた結果が表れています。

しかし就学前人口でその比率が最も高かった
の、皆野町の8.36％、２番目が滑川町の7.2％
でいずれも県北西部地域です。逆に最も低かった
のが東秩父村の2.15％、次に低いのが小川町の
2.82％、３番目がときがわ町の2.91％と秩父・
比企地域に集中しています。

県内最大のさいたま市が5.23％、川口市5.18％、
近年人口増の吉川市が5.7％、問題意識のところ
で取り上げた久喜市は4.2％、北本市は3.74％とな
っています。
【結果から見る実態と課題】東秩父村のアンケー
トには「（東秩父村）年10人程度（平成29年度は
５人予定）しか出生がない自治体なので、保育・
学童の存続が難しい」と厳しい実態が示されてい
ました。

少子化の現状分析や将来予測は今回の任務では
ありませんが、その分析には婚期、出生期などの
年齢分布の分析も必要となるため各自治体での取
り組みが重要となります。

埼玉県の場合依然として県南地区の流入人口が
あり、また、流入人口を期待しての「子育て支援
の街」アピールも多くの自治体で行われています
が、自治体における地区ごとの人口分析など流入
に頼らない分析や地区ごとの将来像作成も必要と
考えられます。

保育園に限らず、小中学校の統廃合が検討され
ている自治体もあります。公共施設のアセットマ
ネジメントとも併せて、小中一貫校のアイデアも
その一つですし、保育所機能と子育て支援センタ
ー・児童館などを併設する計画もその一つです。
地域で暮らすことは小学校区単位くらいで子育て
や介護を考えていくのが最も優れたものになるは
ずです。そうなると地区ごとの年齢別人口分布な
どを詳細に分析し、推計する中で将来計画を策定
していくことが必要と思われます。

◆質問事項２─①保育園数
【質問意図】埼玉県が毎年認可保育所の調査を行
い７月ごろまでにホームページで詳細を発表して
いますので、施設概要はわかりますが、指定管理
や委託について把握したいための調査です。
【アンケートの結果概要】県の調査と基本的に齟
齬はありませんが、公立と私立の比率は公立が
34.4％、私立が65.5％となっており、小規模保育
所等さらには無認可保育所を加えれば私立が保育
の７割を担っていることがわかります。

また、埼玉県全体ではまだ少ないのですが一部
の市で指定管理者制度の導入が増加傾向になって
います。公立保育所の７％、９市町の30保育所が
同制度を活用しています。川口市は公立の４割を
指定管理化しています。川島町が公立２保育所を
指定管理としていることは財政効率なのでしょう
か。ただし最大市のさいたま市が公立については、
同制度導入や委託の方式をとっていないことは、
行政の姿勢や議会の議論に注目してみたいところ
です。
【結果から見る実態と課題】公立が１園もない自
治体は滑川町・嵐山町・鳩山町・皆野町・長瀞
町・美里町の５自治体となっており、逆に私立が
ない自治体は東秩父村・川島町・吉見町・横瀬町
の４町で、就学前子ども数が２〜３％台で民間が
経営していくには厳しい環境と言えます。公立保
育園が全くないということは公務員保育士がいな
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いということでもあり、行政の責任として保育現
場の実態をどのように把握し保育の水準を保って
いくのかが課題と思われます。

公立の指定管理者制度導入や委託は財政効率か
ら持ち込まれることが多いのですが、行政の責任
として、子育ての環境としての議論が重要です。
加えて財政効率が強調される結果、指定管理者

（受託者）に支払われる額が競争によって決めら
れることになり、委託料は大部分が人件費（基本
は8割）であり、そこで働く保育士などの賃金労
働条件を押し下げる結果にもつながります。委託
料は議員などの協力がないとなかなか調査が困難
ですが、それぞれの自治体での調査研究がまたれ
ます。

さらに、指定管理者制度は期間を定めて当該施
設の運営を行うため保育士などの雇用の継続が図
られにくく、長期間雇われない結果は保育士のキ
ャリヤの形成を阻む結果となることが予想できま
す。

◆質問事項２─②幼稚園数
【質問意図】幼稚園の数は全国的に減少していま
す。埼玉県も例外ではありません。原因は少子化
です。公立は数が少なく、行政の担当部門として
は教育委員会でした。しかし子育て支援の観点や
保育園の不足から認定こども園の制度が行われる
ようになっており、その移行状況も含め、調査す
ることとしました。
【アンケートの結果概要】公立（58園）と私立
（489園）の比率は１対９で圧倒的に私立幼稚園と
なっています。この比率が全く逆転しているのが
加須市で、公立幼稚園が13園あり私立は１園だけ
となっています。深谷市も公立11、私立２で公立
84％です。この２市は埼玉県でもとびぬけた特徴
となっています。公立が全くない市町村が39市町
村で全自治体の63％となっています。逆に私立が
全くない自治体は、滑川町、嵐山町、鳩山町、皆
野町、小鹿野町、東秩父村、神川町の７町村。小

鹿野町と東秩父村には幼稚園が存在しないので近
隣町村の施設を利用していると考えられます。

さいたま市と入間市では公立幼稚園の廃止が計
画されています。（自由記載資料参照）
【結果から見る実態と課題】加須市は合併をして
いますが、旧の加須市では小学校に併設される形
で幼稚園がありました。このことは珍しい事例と
して新聞などで取り上げられたこともあります。
明治の初めに公立の小学校の付属として始まった
幼稚園は、その数年後には私立もできでいます。
そして現在に至るまで全国で学校法人の幼稚園が
５５％程度を占めているという幼稚園の歴史がう
かがえます。

教育に属する幼稚園は、その歴的経過から見て
も「多彩な特徴ある教育」という考え方もあって
私立が多くなっています。保育と教育の間には近
年まで大きな隔たりがあったと思われますが、子
育て支援の観点から大きく変化しつつあるといえ
ます。

７つの町村で私立の幼稚園がないということ
は、子どもの数や地域的、歴史的な条件の中で教
育が産業化されてこなかったといえます。一方、
少子化で子どもの数が減っていることと一定数が
私立で賄われているために公立幼稚園を廃止する
案が出てきていると思われますが、子供たちに優
良な保育と教育を提供するという視点での行政と
しての責任を全うするための議論と施策が求めら
れます。

◆質問事項２─③認定こども園数
【質問意図】認定こども園の制度が2006年に始ま
って10年以上経過しました。その結果こども園が
どのくらい増えたのかを調査しました。また保育
園からの移行、幼稚園からの移行も型の違いから
判明するとの考えで質問しています。
【アンケートの結果概要】結果は、幼保連携型が
55（さいたま市・草加市・久喜市が各５園、所沢
市・鴻巣市各４園、富士見市・三郷市が各３園



6

他）、幼稚園型が８（久喜市２園他）、保育所型が
２（所沢市、富士見市各１園）、地域裁量型はさ
いたま市の１園となり、すべて私立でした。解答
欄は公立からの移行も想定して設けていました
が、結果公立保育園や幼稚園からの移行や新設は
なかったこととなります。
【結果から見る実態と課題】この制度は始まって
からの期間が短いこともあり実際におかれている
のは、やはり県南都市部が多くなっています。自
由記載欄の今後の整備計画を見ると神川町が公立
の保育所・幼稚園を統合して幼保連携認定こども
園にする計画を検討しています。この例にみられ
るように人口減少地区での保育園・幼稚園の将来
を検討するとこの型は今後増えていく可能性があ
ります。

◆質問事項２─④地域型保育事業
【質問意図】待機児童対策として2015年から制度
化されて認可保育事業となり、小規模保育などは
０〜２歳の受け皿としても期待されており、その
設置数などを聞いています。

また小規模保育事業は、その認可基準によりＡ
ＢＣに分かれています。加えて、保育内容の支援
を行う連携施設の設定があるかも質問していま
す。
【アンケートの結果概要】家庭的保育（利用定員
５人以下）・小規模保育（利用定員６人以上19人
以下）・事業所内保育（従業員の子以外に地域の
保育の必要な子ども）・居宅訪問型保育の４類型
のうち小規模保育が最も多く412園となっており、
次いで事業所内保育31園、家庭的保育10件、居宅
訪問型保育１件となっています。

市町村別にみると小規模保育はさいたま市の９
４園を筆頭に川口市46園、越谷市31園、所沢市22
園と続きます。事業所内保育は、やはりさいたま
市の８件が最も多く、越谷市の６件が続きます。
そして都市部でない嵐山町・川島町に１件ずつあ
りこれはどのような企業か、後日確認したいとこ

ろです。
ＡＢＣの認可による分類は、Ａ型228、Ｂ型171、

Ｃ型１件となっています。連携施設の設定は30件
で大変少ない状況です。
【結果から見る実態と課題】地域型保育事業は、
待機児童対策とし保育士の数やその資格において
も基準が引き下げられており、導入当初から保育
の質の確保の面から危惧されています。園庭がな
くても現在は近接の公園などが園庭代わりに認め
られています。今回の調査結果からは待機児童対
策として都市部に多く設置されている現状が浮か
び上がりました。必要性が高まっているだけにこ
の質の面をどうやって高めていくか、連携施設の
設定が少ないことからもこの連携を増やすほか、
自治体と各事業者の連携、補助の在り方などが重
要になると考えられます。

◆質問事項２─⑤認可外保育施設数
【質問意図】待機児童問題から、認可保育園に入
れずやむなく認可外施設に入れるなどの課題があ
り、あるいは保活を有利にするために一時的にも
認可外を利用する傾向があるといわれています。
埼玉県や各市町村は当然認可外施設も把握してい
ます（埼玉県は全市町村の認可外施設を把握し一
覧表をホームページで公開しています）。県全体
の状況をつかむために調査対象としました。
【アンケートの結果概要】認可外施設があると答
えた市町村は46自治体443施設。なかでも最も多
いのはさいたま市の165施設、次いで川口市の34
施設、川越市・越谷市の各25施設、草加市24施設、
春日部市16施設となっています。
【結果から見る実態と課題】利用者数や施設の種
類などを聞いていないので、細かい分析はできま
せんが、流入人口増の都市部で認可外施設を利用
せざるを得ない実態がうかがえ、後に掲載してい
る待機児童数を見ると認可施設の不足がここで賄
われ、さらに不足していることがわかります。
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◆質問事項２─⑥及び質問事項14．放課後児童
クラブの設置数及び設置場所

【質問意図】放課後児童クラブの実態をつかむた
めに総数と、設置主体、そして設置場所の基本事
項を調査しています。利用児童が６年生までに拡
大されていることや共働きの増加により利用者の
大幅な増加で増設などが求められていることを想
定しています。
【アンケートの結果概要】児童クラブの設置数は、
埼玉県が2017年５月１日現在の設置数を調査公表
していますが、クラブ数が1,270クラブとなって
いて、今回調査の合計1,231クラブと若干の差が
あります。県の調査結果は「放課後児童クラブの
設備及び運営の状況調査」でホームページから検
索できるので参考にして下さい。
【結果から見る実態と課題】調査結果で認識が不
足していたと感じたのは、私立クラブの数が302
と予想よりも多かったことがあります。また予想
されたことではありますが、指定管理者・委託が
多く自治体直営は296クラブ37.8％でした。後の
項目でも出てきますが、そのため支援員の労働条
件はもちろん、開所時間すらお答えいただけなか
った自治体（市町村別一覧表で時間等が抜けてい
る自治体）が多くありました。このことは、自治
体の責任の面から議論が必要でしょう。

◆質問事項３．待機児童数
【質問意図】待機児童は首都圏、大都市圏、県庁
所在地などを中心に問題化しています。埼玉県内
も例外ではありません。県南都市部では当然予測
できるところですし、中間都市ではどうか、県北
の状況などに関心がありました。また10月時点の
人数については、とくに０〜３歳の途中入所の困
難状況を確認するためです。
【アンケートの結果概要】調査結果はほぼ想定通
り県南都市部に集中しています。なかでも草加市
は４月・10月共に大きな数字になっています。次
いで新座市も多くなっています。流入人口が増加

している吉川市などでも発生しています。県西部
では嵐山町、滑川町で発生しています。詳しくは
一覧表をご覧ください。また10月時点の待機児童
数はさいたま市が最高で1345人で、すべて０から
３歳児であり現在の待機児童問題を特徴的に示し
ています。
【結果から見る実態と課題】保育所の待機児童解
消はもちろん施設の増加を図る必要があります。
この点は政府も施設増加を後押ししており順次進
められています。しかし必要性の高い大都市部で
は施設設置に対して近隣住民などの反対で建設で
きない例もマスコミで報道されています。川口市
の自由記載欄に「保育所の近隣からの苦情（交
通・騒音等）が問題となっている」。との記載が
あることからも設置のむずかしさがわかります。
一方、社会的な問題として女性が出産した後も働
き続けることが当たり前になってきていることに
も目を向けないと、施設増が働きたい人の増加に
よる保育需要の増大に追いつかないことになると
思われます。また、保育所などの施設政策だけで
はなく育児休業の在り方、育児休業の取りやすい
企業風土の醸成、一度退職した労働者の雇用・復
職制度の確保などが社会的に考慮され、一体的に
改善・改革されなければならないと考えます。

待機児童に関しては厚生労働省においても「待
機児童」のとらえ方が変化してきており、現在で
は以前は含めなかった育児休業中であっても、保
育を希望している場合には待機児童数に含めるよ
うに変化しています。

他に「隠れ待機児童」などと言われる「認可保
育園に入れなかったのでやむなく無認可に預けて
いる」なども解消されるべきと考えられますが、
プロジェクトが聞いたある自治体の財政担当者は

「全体としての少子化はまぎれもなく事実なので、
簡単に認可保育園を増やすことはできない」と話
しています。政府は無償化議論の中で無認可施設
も対象とし、これらの施設の指導を強化する中で、
認可施設にできるような方策をとるとしています
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が、ここでも「量と質」のせめぎ合いがあります。

◆質問事項４─①　公立保育所保育士配置基準
【質問意図】公立保育所の保育士配置基準は、財
務省から地方財政計画などを通じて、現在の国の
基準を上回っている自治体に対して、国基準とす
るよう指摘を受けていてこのことは新聞等で広く
報道されていますが、そのことで保護者やこれま
で高い水準を守ってきた自治体と対立していま
す。県内の保育士配置基準を再度点検し保育の質
の確保を図りたいため調査しました。
【アンケートの結果概要】一覧表を見ていただけ
ればわかりますが、県内市町村は国の基準を上回
る独自基準を採用しているところが約７割となっ
ています。

特に３歳児は国の基準では20対１ですがほぼ７
割の市町村が15対１を採用しています。１歳児に
ついても国の６対１に対して４〜５対１を設定し
ている市町村が39自治体となっています。
【結果から見る実態と課題】県内市町村は、保育
現場の実態に合わせて保育の質の確保のために国
基準を上回る保育士を配置していることが明らか
になりました。これは、保育士の団体や当該保育
士が所属する労働組合などの力が作用し、さらに
市町村当局が現場の声を受け止めてきた結果と言
えるでしょう。しかし、現在財政効率化や保育士
不足を理由とした基準緩和の動きがあることか
ら、保護者や現場保育士、行政担当者などの保育
の質の確保と労働条件の向上を目指した運動の強
化が必要となっています。

一方、今回の調査では調査しきれなかった課題
について触れると、公立保育所における保育士の

非正規化に言及しておかなければなりません。総
務省が2016年４月に行った「地方公務員の臨時非
常勤職員に関する実態調査結果」をもとに自治総
研の上林陽治研究員が作成した資料（自治総研
2017年５月号）によると、2016年４月の全国の保
育士等数は非正規公務員が99,958人に対し、正規
公務員は94,544人であり非正規公務員が上回り
51.4％となっています。自治労埼玉県本部が毎年
行っている「保育集会」ではすでに10年ほど前か
ら、「非正規保育士のクラス担任が当たり前にな
ってきている」ことも報告されています。非正規
保育士はいずれも長くて1年単位の雇用であり、
保育士に求められるキャリア形成が困難なことは
もちろん、常に雇止めの不安を抱えており、加え
て保育士不足に拍車がかかっている状況から、時
給単価の高い自治体への移行などによって、一か
所の保育所への定着率は悪くなっています。この
ことが保育の質に与える影響はもっと真剣に考え
る必要があると思われます。

◆質問事項４─②　民間保育所保育士配置基準
【質問意図】公立保育所と同じ問題意識です。
【アンケートの結果概要】35市町55％が国基準と
なっています。市町村が独自基準を定めてこれに
よっている市町が16団体あります。その他民間の
独自というところが７市町です。一覧表でご確認
ください。
【結果から見る実態と課題】民間保育所の質の向
上のためにも自治体が働きかけて配置基準を高め
ていく必要があります。民間が国基準のままでは
いずれ公立保育園の基準も財政効率が悪いなどの
理由で引き下げられていく可能性があります。

◆質問事項４─③　民間保育所３歳児の保育士配
置基準と補助

【質問意図】国の補助制度が民間で利用されてい
るかどうかの調査です。
【アンケートの結果概要】15市町で利用されてい

国の基準 ３：１ ６：１ ６：１
０歳児

国の保育士配置基準
１歳児 ２歳児

国の基準 20：１ 30：１ 30：１
３歳児 ４歳児 ５歳児
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ませんでした。
【結果から見る実態と課題】利用する民間保育所
がないところでは、自治体から働きかけて15対１
を実現することが必要と思われます。

◆質問事項４─④公立保育所職員配置数計算方法
【質問意図】職員の配置数計算はクラスごとか年
齢ごとの人数計算か（園単位）によって配置数が
変化するので聞いています。
【アンケートの結果概要】14市町が年齢ごとの園
全体を単位として計算しています。他はクラス単
位の計算となっています。
【結果から見る実態と課題】クラス単位の方が保
育士の配置数が多くなる場合があります。

◆質問事項４─⑤公立保育所看護師・保健師配置
とその業務

【質問意図】病児・病後児保育や０〜２歳児の保
育においては看護師や・保健師の配置が保育士へ
の大きな助けになります。それだけでなく、当然
子供の健康管理に対してより高い水準となるので
配置が望ましいわけです。
【アンケートの結果概要】34市町村の公立保育園
に配置があります。０歳児クラスに配置されてい
るほか、病児・病後児保育対応している市町村も
あります。おおむね園全体の健康管理に携わって
います。
【結果から見る実態と課題】配置のない市町村が
約半数ありこれらの自治体では配置することが望
ましいと言えます。子供の健康管理の向上や、保
育士への手助けという観点だけでなく、保護者に
とっても安心の確保となり、加えて「熱が出たの
で迎えに来て」という就業の妨げも少なくなる可
能性があります。公立保育所ではぜひ配置される
よう取り組みたいものです。

◆質問事項４─⑥公立保育所の給食調理方法及び
幼児の主食提供

【質問意図】乳幼児の給食がどのように提供され
ているかの調査です。自園調理が最も望ましいの
ですが、委託されているところもありその実態を
聞きました。また、自園調理でも調理員の委託化
も関心があるところです。加えて、０〜２歳は完
全給食、３歳からは副食給食という基準がありま
すが、その主食の提供について聞いています。
【アンケートの結果概要】46％の自治体が直営調
理となっています。主食の提供については全園で
提供が57％ありますが、その費用負担は月額400
円の越谷市から横瀬町の1750円まで大きく差が出
ています。また提供していないで家庭から持参す
る市町村も15市町村あります。
【結果から見る実態と課題】直営で調理員が配置
され自園で調理されるのが最も良い提供方法と考
えられますが、委託内容の詳しい調査を行ってい
ないので評価は避けておきたいと考えます。0〜3
歳の保育需要が高まっていることから離乳食や乳
児食のことを考えると、自園調理が望ましいとい
えます。

なお、家庭から持参という市町村も今後は地域
社会や家族の在り方の変化によって、主食提供す
るようになると考えられます。

◆質問事項４─⑦公立保育所の栄養士の配置
【質問意図】自園調理を前提とすれば、そこには
調理員と栄養士が配置されるのが当然として聞い
ています。ただし、栄養士については1園に一人
配置するのは効率の上から困難かもしれません。
【アンケートの結果概要】栄養士は、実際には圧
倒的に本庁に配置され、複数の保育所給食を担当
しています。特筆すべきは草加市で19の公立保育
園に栄養士全園配置と回答しています。
【結果から見る実態と課題】栄養士配置はおおむ
ね問題ないと思われますが、理想に近づけるため
には財政当局の理解が必要でしょう。０〜３歳の
保育需要が高まっていることから離乳食や乳児食
のこと、食物アレルギーを持つ子供も増えている
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ことなどを考えると、栄養士の役割は大変重要な
ものと言えるでしょう。

また、小中学校の学校給食における食育の観点
では自校調理方式とそこに配置される栄養士の役
割が大変大きいことが指摘されています。保育所
の給食に食育の観点はまだ入っていないのでしょ
うか。

◆質問事項４─⑧公立保育所の用務員の配置
【質問意図】保育士や看護師などの仕事を手助け
する用務員はかつてほとんどの公立保育園に配置
され（住み込みも多く）て、清掃や建物・園庭管
理、本庁との連絡・物資のやり取りなどを行って
いましたが、近年委託化が進むとともに用務業務
従事者の仕事そのものを廃止しているところが多
くなってきています。
【アンケートの結果概要】正規職員が配置されて
いるのは川越市・越谷市の各18人が最多となって
います。非正規活用が増大しているほか、委託も
多くなっています。配置していない自治体が６市
町となっています。
【結果から見る実態と課題】委託との混合や非正
規との混合は委託化への移行期で正規職員の退職
を待っていることが考えられ、今後委託化に進行
する可能性があります。用務員も属するいわゆる
現業職員はここ20年の間に大幅に減少しており、
集中的に委託化が進んできました。しかし、非正
規化や委託化は財政効率化のみが優先される結
果、官制ワーキングプアを生み出す温床となって
おり、保育園内職員間の賃金格差が一体的運営の
妨げになる可能性もあると思われます。また、学
校でも同じ議論がありましたが、用務員の仕事の
範囲等が真摯に議論されない結果、財政効率を主
張する財政当局の意見が通って委託化や非正規
化、配置しない結果が進んでしまうことも一因と
して考えられます。

◆質問事項４─⑨公立保育所の事務専門職員の配
置

【質問意図】保育士の仕事は徹底して子どもと向
き合うものであることが大前提ですが、保育士１
人に１台のパソコンが割り当てられている市町村
もあり、アンケート調査やさまざまな関係省庁や
本庁からの問い合わせなど、事務処理も多く抱え
ています。学校事務職員制度が導入されているよ
うに、事務専門職員を置くことで保育士の本来業
務に支障の出ないようにできるのではという考え
での問いとなっています。
【アンケートの結果概要】残念なことに事務専門
職の配置は６市町（上尾市・戸田市・北本市ほか）
にとどまっています。
【結果から見る実態と課題】保育を担当する本庁
職員や部長・課長が、現場の保育士（管理職でな
い）と十分な意見交換をすることが必要です。保
育士は子どもとその保護者と家庭等に対する情報
共有や保育方針の確認など、職員会議をやらなけ
ればならないことが多くあります。保育日誌やカ
リキュラムの作成など事務的な仕事を本来業務の
中に抱えています。それ以外の事務仕事を多くや
らなければならないことが持ち帰り仕事や休憩時
間の取れない原因になっていないか労働組合も関
与して調査することが必要です。調査を踏まえて
のことですが、積極的に事務を担当する職員を配
置することが望ましいと考えます。

◆質問事項５─①保育士確保の市町村の認識
【質問意図】保育士が不足しているといわれてい
ます。各自治体の認識を聞いています。
【アンケートの結果概要】「足りている」と答えた
のは志木市・和光市・鳩山町の３市町。逆に「非
常に不足」と答えたのは、東松山市、狭山市、草
加市など15市町でした。それ以外の市町村は、中
間の答えである「やや不足」と控えめな答えで、
この中に待機児童をたくさん抱えている県南都市
部のさいたま市や川口市、越谷市などが入ってい
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ます。
【結果から見る実態と課題】県内全域で保育士が
不足していると認識されている実態が明らかにな
りました。ここでの質問は、認識を聞いています
が保育士の新規採用や臨時職員の募集時に担当者
が感じる認識が答えられていると思われます。

一方で、保育士不足の認識には経営する立場、
保護者の立場、現場で働く立場から等、いくつも
の見方が考えられます。一つは子どもの定員に見
合った保育士が確保できていない。そのために臨
時保育士が雇われていることを不足として考えて
いる。二つは、臨時保育士も含めて保育士定数を
考えているが、臨時保育士も応募が少なく本来必
要な数に満たない。三つ目は親の目から見て子ど
もの数に対する保育士定数が国基準や国基準以下
で十分な保育を行うに至らない保育士しか確保さ
れていない、などです。理想は国基準を超えて保
育士が配置され、少しでも余裕をもって保育でき
ることでしょうが、せめて非常勤保育士が５割を
超える現状から、正規雇で待遇に格差のない状況
を作り出さなければならないと考えます。

◆質問事項５─②保育士確保の市町村の独自施策
【質問意図】不足している保育士を確保するため
に各自治体がどのような施策を実行しているか確
認するものです。
【アンケートの結果概要】さいたま市は「遠隔地
募集」や「家賃補助」など例示した項目をすべて
実施していると回答しています。家賃補助は６市

（さいたま市、川口市、狭山市ほか）が実施して
います。保育士独自の賃上げも25％の自治体が実
施しています。就職支援金は３市、資格取得補助
は６市町が実施しています。その他詳細は一覧表、
自由記載欄もご参照ください。
【結果から見る実態と課題】独自施策のうちで数
自治体に共通してあらわれたのが、保育士を採用
する際、保育士の子供を保育所に入所させること
を優先する仕組みを上げています。このことは保

育に従事する者、担当する者にとっては「当然の
こと」と受け止められています。2017年９月29日
に内閣府から「 保育士等の子どもの優先入所等
に係る取扱いについて」が出されて、他市町村に
勤務する保育士の優先入所も考慮するなどの通知
がされています。金銭的な補助としては所沢市、
ふじみ野市に取り組みがみられます。

◆質問事項５－③保育士不足に対する民間との取
り組み

【質問意図】保育士不足は公立に限ったことでは
なく、民間の方がより厳しいのではないかとの認
識で協働の取り組みが必要としてこの問いとなっ
ています。
【アンケートの結果概要】協働の取り組みがある
との回答が15市町からありました。保育士合同説
明会が６市町で取り組まれているほか、労働局や
ハローワークとの協働の取り組みも行われていま
す。自由記載の一覧を参照してください。
【結果から見る実態と課題】内容は合同の就職面
接会が主な取り組みであり、三郷市は民間事業所
も含めて募集要項をリーフレットにまとめて保育
実習を受け入れた学校へ訪問するなど一歩進めた
ものとなっています。市町村の積極姿勢が民間事
業者への支援にもなっており、このような取り組
みは参考とされる必要があります。

◆質問事項５─④公立保育所の非正規保育士の処
遇

【質問意図】公立保育所においても非正規保育士
が５割を超えているという総務省や自治労の調査
を踏まえ、本件の非正規保育士の労働条件を調査
することとしました。
【アンケートの結果概要】非正規保育士は圧倒的
に「時間給」職員が多くなっています。月給職員
のいる自治体は12市町、日給が13市町となってい
ます。一覧表参照。また支給される手当等も通勤
手当と超過勤務手当に限られているところがほと
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んどです。今回調査での時給単価は最低が890円、
最高が草加市の1420円となっています。
【結果から見る実態と課題】「正規職員との差が大
きすぎる」「正規保育士を減らしすぎだ」という
のが結論です。「朝番」｢夕番｣などといわれる短
時間勤務の必要性は理解できますが、普通の生活
を考えれば朝、夜、土・日は働きたくない時間で
す、優遇されて当然の勤務帯です。また、一日勤
務の非正規職員からはクラス担任まで持たされる
例が保育集会などでたくさん報告されています。
昇給制度があっても16万円台から23万円台（これ
は良いほうの例です）では正規職員との格差が大
きすぎると声を大にして叫びたくなります。当
局・議会・労働組合の真摯な取り組みが求められ
ています。

◆質問事項６自治体としての保育所の課題
【質問意図】選択式で待機児童、保育士不足、公
立保育所の老朽化などについて複数回答可で質問
しています。

【アンケートの結果概要】待機児童（63.5％40市町）
と保育士不足（93.7％59市町村）、公立保育所の
老朽化（53％35市町村）について多くの市町村が
課題として挙げています。財源不足も19市町村が
挙げています。待機児童の逆の定員割れが６市町
で上げられています。事業者の確保も10市町で、
用地確保が10市町で上げられています。詳しくは
一覧表・自由記載をご覧ください。
【結果から見る実態と課題】質問者が予期した回
答状況となっています。待機児童対策は施設整備
と保育者確保による質の確保がキモですが、事業
者の確保が困難との回答もある通り、民間の力も
借りなければ困難です。公立保育園の老朽化が課
題とした自治体が過半数を超えたのにはやや驚き
ました、昭和30年代後半から60年代まで急激の人
口増があった県南都市部と中間都市の公共施設の
老朽化と軌を一にしています。子供の安全を考え
ると耐震化なども踏まえて早急な予算化が求めら

れているといえます。

◆質問事項７─①民間保育所への支援・財政的支
援

【質問意図】民間保育所の運営に対する財政的支
援について聞いています。
【アンケートの結果概要】一覧表のとおり八割の
自治体が人件費を中心に独自の補助を行っていま
す。独自の支援がないと答えたのは春日部市・和
光市など15市町でした。
【結果から見る実態と課題】民間保育所との意見
交換を通じて、必要な助成を再度確認して、適切
な援助となるよう努める必要があります。

◆質問事項７─②．民間保育所への支援・保育士
支援

【質問意図】保育士確保が困難な中、民間保育所
に支援する研修などが行われているかを確認する
ものです。
【アンケートの結果概要】一覧表のとおり比較的
費用の掛からない「保育研修」の実施であっても
23市町で過半数に達していません。また、保育士
の相談窓口は一か所もありませんでした。

独自施策は自由記載一覧をご覧ください。
【結果から見る実態と課題】自治体が予算を計上
して民間保育士を含めて行う研修などは、多額の
経費をかけなくてもできる支援です。研修を通じ
ての保育士の資質の向上、また研修を機会とした
保育関係者の交流は、必ず子供のための保育につ
ながります。ちなみに当センターが2017年11月に
開催した「学ぼう保育指針」の公開セミナーには
自治体から民間保育所に案内をお願いしたとこ
ろ、自治体関係者よりも民間事業所に勤務する保
育士が多数参加され全体の63％でした。このよう
に研修を希望している保育士が多数いることがわ
かります。ぜひ各自治体で実施してほしいもので
す。
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◆質問事項８．民間事業者への助言・監査
【質問意図】民間事業者に対する支援としての相
談窓口の開設や、自治体内の保育水準確保のため
の監査制度の活用について聞いています。
【アンケートの結果概要】一覧表のとおり監査は
実施されています。相談窓口などの設置は、11市
町で17％の自治体にとどまっています。
【結果から見る実態と課題】窓口を設けていなく
ても当然相談体制等はあると考えられます。設問
の趣旨説明と解答の選択肢が不十分であったと考
えられます。

◆質問事項９．民間事業者からの相談事項
【質問意図】民間事業者がどのような点で困って
いるかを把握するための設問です。
【アンケートの結果概要】回答は一覧表のとおり
圧倒的に43市町からの「保育士不足」です。次い
で「補助の要望」（35市町）が多数です。用地確
保が３自治体。園庭がないとの相談が５自治体あ
ります。その他で川口市から運動会の会場確保の
相談が挙げられています。これは園庭がない問題
に通じています。また配慮の必要な子供について
の相談が川口市や長瀞町で挙げられています。
【結果から見る実態と課題】保育士不足解消は民
間にとっても大きな課題であることがわかりまし
た。先にもあったように自治体独自の補助はさま
ざまな形で行われていますが。より多くの補助が
求められているわけです。用地確保も待機児童を
抱える自治体こそ困難に直面していることがわか
ります。園庭（運動会など行事の会場確保）につ
いても同様です。小規模保育などでは園庭がなく
日常的の外遊びの場所の確保に苦労している現状
が見られます。

◆質問事項10．保育事業の充実施策
【質問意図】保育の質を確保し、その水準を引き
上げるために考えられる方策について聞いていま
す。

【アンケートの結果概要】父母協議会のような制
度を持っている市町が14市町です。第三者による
評価は３市町。アンケートの実施が９市町となり
ました。その他自由記載で川口市や草加市、坂戸
市が施設長会議や園長会議での情報共有を上げて
います。また、保護者の意見を聞く方法としてメ
ールや手紙などの方法を上げている鶴ヶ島市、毛
呂山町などがあります。
【結果から見る実態と課題】父母協議会のような
組織は理想ですが、父母が就業者であることを考
えると「時間が取れない」などの意見が出ること
は考えられます。保護者側の協力をどう得ていく
のかが課題になります。また、第三者評価はこれ
から絶対に必要になっていくと考えられますが、
そこには父母代表や保育者代表（現役でなくても
経験者）など現場をよく知る人と行政・制度的に
保育をよく知る人の参加が不可欠です。

アンケートなどはもっと頻繁に行われているの
ではないかと考えていたので、少なく感じました。
現場保育士任せでなく本庁の保育担当者などの協
力を得て実施するなど、もっと積極的な自治体の
対応を求めたいところです。

◆質問事項11．第三者評価の実施
【質問意図】これも、保育の質と水準の確保のた
めの施策実施に関する設問です。
【アンケートの結果概要】一覧表のとおり実施し
ているのは公立で川島町のみ、民間ではさいたま
市など15市町です。ほとんど取り組まれていない
という結果でした。
【結果から見る実態と課題】質や水準の確保施策
は他に何か行われているのか、この調査報告書を
きっかけに教えていただきたいと考えています。
第三者評価を実施している自治体の方からはその
効果も教えていただきたいと思います。

◆質問事項12．保育士の研修
【質問意図】保育士の保育内容充実のための研修
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がどのように、どの程度の頻度で行われているか
を問うています。
【アンケートの結果概要】市が主催した研修（民
間も含む）と回答が29市町あり設問の７－②の回
答とずれがあります。外部研修の活用の回答が15
市町となっています。園独自の研修の回答も27市
町あり、すべてに該当と答えた市町が春日部市、
越谷市、北本市となっています。
【結果から見る実態と課題】保育は市町村の責任
となっていることを踏まえれば、すべての市町村
が主催者となって年に数回の研修が民間事業所も
対象に行われることが求められます。県が2018年
２月に研修会を行っていますが対象人数が少なす
ぎて応募しても漏れてしまうのではないかと危惧
しました。

◆質問事項13．公立保育所・公立幼稚園整備計
画

【質問意図】整備計画を把握するものです。
【アンケートの結果概要】整備計画があると答え
た市町村は15自治体でした。自由記載一覧にある
通り、改修、耐震補強、新設、統合など様々な計
画があります。
【結果から見る実態と課題】待機児童のある市町
村でも具体的な計画がないところがあること、公
立保育園の老朽化が課題であるとしている市町村
が35自治体あったことを考えあわせ、やや疑問を
感じています。

◆質問事項14─①放課後児童クラブの設置場所
【質問意図】児童クラブが小学校敷地内か敷地外
かを聞いています。
【アンケートの結果概要】小学校敷地内が約60％
で残りが敷地外となっています。
【結果から見る実態と課題】敷地内だけでは需要
に追い付かない現実や、クラブの成り立ちから敷
地外にあったものと想定されます。

◆質問事項14─②放課後児童クラブの需要と増
設計画

【質問意図】放課後児童クラブの利用希望者は６
年生まで対象となったことも影響し、需要が増大
しているため、増設等の計画を調査するものです。
【アンケートの結果概要】一覧表と自由記載一覧
のとおりです。27％16自治体が需要と供給がバラ
ンスしていると答え、他は圧倒的に増設が求めら
れています（72％）。唯一、東秩父村で利用者が
減少となっています。
【結果から見る実態と課題】自由記載一欄を見る
と各市町村が随時対応していることがわかりま
す。

◆質問事項15─①放課後児童クラブの支援員の
任用・雇用形態

【質問意図】雇用が非正規雇用中心となっている
ことが考えられることからの設問です。
【アンケートの結果概要】一覧表のとおり（雇用
条件等も別表で示しています）、正規雇用職員が
従事しているのは３分の１です。残りの３分の２
は臨時・非常勤・嘱託・パートとして雇用されて
いる支援員が従事しています。
【結果から見る実態と課題】どのようにしたら非
正規雇用の条件を引き上げることができ、正規職
員も処遇の改善が図れるのか。自治体当局、議会、
利用者・保護者を交えて考えていく必要がありま
す。特に利用者のためにも雇用の継続は大きな課
題です。なお、非正規職員のみで運営されている
クラブが24市町あります、万一の事故などの時ど
のような責任体制になってるか、働く側から問題
提起していく必要があります。

◆質問事項15─②放課後児童クラブ支援員の勤
務時間

【質問意図】開所時間との関係で短時間勤務と12
時間勤務が予測されるための設問です。
【アンケートの結果概要】一覧表のとおり正規雇
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用でも短時間勤務となっています。
【結果から見る実態と課題】どのようにしたら非
正規雇用の条件を引き上げることができ、正規職
員も処遇の改善が図れるのか。自治体当局、議会、
利用者・保護者を交えて考えていく必要がありま
す。特に利用者のためにも雇用の継続は大きな課
題です。

◆質問事項15─③放課後児童クラブ支援員の給
与

【質問意図】雇用が非正規雇用中心となっている
ことが考えられることからの設問です。
【アンケートの結果概要】一覧表のとおり、正規
雇用でも月額20万円台（志木市）が最高額です。
嘱託の最高額は月額15万円台、パートの時給は
1070円が最高額となっています。
【結果から見る実態と課題】どのようにしたら非
正規雇用の条件を引き上げることができ、正規職
員も処遇の改善が図れるのか。自治体当局、議会、
利用者・保護者を交えて考えていく必要がありま
す。特に利用者のためにも雇用の継続は大きな課
題です。

◆質問事項15─④放課後児童クラブの開所時間
【質問意図】自治体間で差異があるかの調査です。
【アンケートの結果概要】一覧表のとおり平日の
開所時間に10時から放課後（午後だと考えられる）
とばらつきがあります。閉所時間は18時〜19時30
分で大きな違いはありませんでした。
【結果から見る実態と課題】18時以降を時間外延
長の概念があって費用負担が生じる自治体（14市
町）と、余分な負担のない自治体に分かれていま
す。

◆質問事項15─⑤放課後児童クラブ支援員の勤
務シフト

【質問意図】長時間開所する土曜日や学校休業期
間の勤務シフトを調査します。

【アンケートの結果概要】一覧表のとおりです。
【結果から見る実態と課題】正規職員がいるクラ
ブと非正規職員だけの違いが出てきています。

◆質問事項15─⑥放課後児童クラブ支援員の配
置基準

【質問意図】国の基準は20対１ですが、支援単位
との関係があり、ばらつきがあるのではないかと
いう問題意識です。
【アンケートの結果概要】一覧表のとおりですが、
自治体は充実のため努力しています。
【結果から見る実態と課題】自治体は充実のため
努力しています。

◆質問事項15─⑦放課後児童クラブ支援員の過
不足

【質問意図】支援員の過不足に対する認識を聞い
ています。
【アンケートの結果概要】一覧表のとおり不足し
ているとの認識が22％あります。
【結果から見る実態と課題】不足している認識の
自治体においては支援員を増やす取り組みが求め
られます。

◆質問事項15─⑧放課後児童クラブでの障害児
保育と職員の加配

【質問意図】障害のある児童への対応を聞いてい
ます。
【アンケートの結果概要】一覧表のとおり90％の
自治体が障害児対応をしています。

支援員の加配も大部分行われており、努力の跡
がうかがえます。
【結果から見る実態と課題】各クラブ運営者の努
力がうかがえます。

◆質問事項15─⑨放課後児童クラブ利用児童数
の把握方法

【質問意図】利用児童数の把握方法を聞いています。
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【アンケートの結果概要】一覧表のとおり登録数
で把握しており、これにより支援員が配置されて
いることがうかがえます。
【結果から見る実態と課題】利用数を実人数で把
握して支援員を配置することは困難であり、現状
のとおりでよいと思われます。

◆質問事項15─⑩放課後児童クラブの現場責任
者の有無

【質問意図】支援員に非正規雇用が多いこともあ
り保育園における園長や主任保育士の役割を担う
方（現場のリーダー、管理者の位置づけ）がいる
かどうかを確認するものです。
【アンケートの結果概要】一覧表と自由記載一覧
のとおり、工夫されてリーダー的存在が置かれて
います。
【結果から見る実態と課題】現状は肯定できる範
囲と思われますが、自治体がリーダー研修などに
積極的にかかわり育成していくことが求められま
す。

◆質問事項15─⑪放課後児童クラブの現場の事
務処理

【質問意図】委託方式や指定管理方式も多い中、
保護・保育以外の事務処理等の現状を把握するた
めの問いです。
【アンケートの結果概要】一覧表と自由記載一覧
のとおり。
【結果から見る実態と課題】直営か委託方式かの

違いによって事務処理の方法も違ってきています。

◆質問事項1６．保育・放課後児童クラブの問題
点等自由記載

【質問意図】保育・児童クラブの問題点の把握の
ための問いです。
【アンケートの結果概要】各市町村自由記載一覧
のとおり。
【結果から見る実態と課題】ここで揚げられてい
る問題点・課題については今後自治研センターと
して研究・検証していく考えです。

◆質問事項17．政府の教育・保育無償化施策・
現状について

【質問意図】自治体から先行して始まった教育や
保育の無償化を政府が検討し始めたことに関する
自治体の認識を聞いたものです。
【アンケートの結果概要】一覧表と自由記載一覧
のとおり。
【結果から見る実態と課題】回答に携わった担当
者の方々は実に控えめで公務員的に「十分な検討
を要する」の回答が８割を占めていました。学校
給食・幼稚園・保育園給食を完全無償化している
先進自治体である滑川町から、「無償化よりも施
設整備を優先」との回答が来ています。無償化に
至るまでの過程は大変複雑で様々の議論が予想で
きるということなのでしょうが、大きなことをや
るときには「エイャ！」の気合で一気に進める必
要があるという気もしています。

当初の問題意識とアンケート結果

１．保育施設の増加と保育の質について
【保育施設の増加と運営体制】保育施設の設置は
年々増加しています。センターは今回の調査が初
めてなので、埼玉県が毎年実施している保育所数
調査を引用すると、認可保育園は2018年５月時点
で1228施設となっており、前年よりも41施設増加

しています。さいたま市が１年間で15施設、川口
市が５施設、川越市が１施設、朝霞市で３施設、
吉川市で１施設、その他の県南の市でも増加して
います。やはり人口増加区域で施設の増設が急が
れていることがわかります。

同時に施設の経営別にみるとアンケート結果か
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らは公立が65.5％となっており小規模保育施設や
認可外が増加していることを考慮すると、７割の
保育が民間の手によって賄われています。また公
立であっても指定管理者制度導入が増加している
川口市なども運営は民間ということになります。
公立保育園が一つもない自治体が５自治体あり保
育のノウハウを行政が持てないのではないかと危
惧されます。民間の力に負うところが多くなる中
で公立保育園だけで私立のない自治体も４町あ
り、本来利潤の入り込む余地がない事業だけに、
税で行政が直接管理・運営するのが最も望ましく
効率的ともいえます。

追加記述や自由記載欄の「公立就学前施設の整
備計画」を見ると、自治体はそれぞれの事情に合
わせて努力している実態がつかめました。
【保育の質と運営体制】保育の質に関しては、一
番は保育士や看護師の数とその資質に負うところ
が最も多わけですが、この点は別途保育士の数や
労働条件のところで触れます。

各設問のところでも取り上げましたが、給食は
子供の成長をはぐくむ重要な要素と言えますが、
委託に出されているところが多いため、自治体の
責任がどこまで全うされているか、乳児食やアレ
ルギーを持つ子供への対応、食中毒防止などにつ
いて自治体当局が現場における実態が正しく認識
されているか不安な点があります。同時に用務業
務を廃止又は委託化する、あるいは事務処理のた
めの職員が配置されていないことは、その分保育
士への過重負担となっていないかなど、自治体が
もう一度点検する機会を持つべきと思われます。

認可保育園の中でも小規模保育事業が417件と
なって増加していることから、園庭がないこと

（今回、園庭のあるなしを調査していない）など
が推測され、そのことをもって質が落ちるとはい
えないものの、施設外公園などへの移動の際の事
故の恐れや、子供の成長にとって外遊びは重要な
要素であるだけに今後取り組みが求められると思
われます。

【保育中の事故と子供の安全】また、このレポー
トの概要版を読んだ山梨学院短期大学保育課樋川
隆教授から「保育所の安全問題は大きな問題です。
保育士が子どもへの対応に集中するためには、庁
舎管理を含め現業職員の活用も検討すべきと思い
ます。」との示唆をいただきました。

今回保育事故に関しての調査は実施しませんで
したが、当然、問題意識は持っており現場の保育
改善のために保育士の負担軽減ともなる用務員や
事務職員の配置に関する設問を設けています。

埼玉県内ではかつて上尾市の公立保育園で死亡
事故がありましたし、2017年８月にさいたま市の
私立認可保育園でプール遊び中に４歳の子が死亡
した事故がありました。プール遊びについては
2016年に厚労省などが「複数監視」のガイドライ
ンや通知を出していますが、この保育園では１人
の保育士の監視だったといいます。結果、園長と
保育士一人が業務上過失致死容疑で書類送検され
ています。（2018年８月毎日新聞など報道）また、

「子どもの死亡事故はうつぶせ寝など午睡時間な
どに起きることが多いため、プールの監視よりも
そちらを重視していた」はさいたま市の担当者の
発言として報じられています。（朝日新聞2018年
８月28日）

さいたま市がこの事故を受けて設置した第３者
委員会は2018年５月に「二人以上の保育士らの配
置を徹底し、うち一人は監視に徹する、水深は最
も背の低い子どもに合わせる、異なる年齢の子供
が同時にプールに入ることを原則禁止する」など
８項目を提言し、市は提言を受けて「認可保育所
や小規模保育事業所にプールの監視体制などに関
するアンケートを実施し、課題がある園には抜き
打ちの立ち入り調査を実施する」と報道されてい
ます。（５月25日毎日新聞）

保育事故は内閣府の調査によると2017年には、
保育園認定こども園、幼稚園を含めて全治30日以
上の事故が880件前年比1.5倍、死亡事故は８件と
発表しています。死亡事故の内、認可外施設が４
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件と半数を占めています。（朝日新聞などが2018
年５月29日報道）

痛ましい事故は人手不足やガイドラインが守ら
れないなど様々な原因が重なって起きます。しか
し、結果としてこれらはすべて人災となり現場保
育士や事業経営責任者には刑事罰までが課されま
す。「金がない、人手が足りなかった」は通用し
ないのです。関係者すべてが改めて肝に銘じるべ
きことと考えます。
【監査や第三者評価と質の向上】監査は民間事業
者に対して実施されていますが、多くの場合数年
に一度と思われます。監査以外に相談窓口などの
設置についても聞いていますが、少数にとどまっ
ています。設問も不十分だったため詳しくは分析
できません。

第三者評価は公立では一か所で、民間事業者は
15市町となっていて、まだまだ認識されていない
といえます。第三者による評価は保育の質を高め
ていくうえで、重要な位置を占めると思われます
が、その手法については難しいのが現状かもしれ
ません。

民間などで苦情の件数とその対応などをもとに
自分たちの仕事を評価する方法などがとられてい
ますが、自治体保育所などでも取り組まれている
と考えられます。これらの手法をもっと充実させ
ながら、監査と組み合わせていくことも考えられ
ます。

自治体内の保育園の園長を集めて会議を実施す
るなどの回答がありますが、その自治体内の保育
状況・質の向上・平均化を図るには有効なものと
言えます。

保護者との関係は施設管理者との父母協議会の
ようなものの設置が22％で少ないと感じます。保
護者・管理者双方に負担の大きいものですが、苦
情ではなくて、話し合うことによって改善できる
ものはたくさんあると考えられます。アンケート
などの方策も有効と考えられ、積極的な取り組み
が求められます。

下記の記事は東京新聞が行った調査報道の記事で
す（2018年９月13日朝刊）
首都圏37市区の認可保育所を調査

児童福祉法の施行令により、都道府県や政令市、
中核市は年１回以上、管内の保育所に実際に入っ
て施設の安全面や保育士らの子どもへの接し方、
面積などの基準が守られているかを検査しなけれ
ばなりません。また、15年度から始まった子ど
も・子育て支援法で、23区や市町村も検査できる
ようになりました。
編集チームは、保育所の多い東京23区と関東1

都６県の政令市、中核市の計37市区にある認可保
育所について、この２つの法に基づく実地検査の
実施状況を聞きました。その結果、いずれかの検
査が入った保育所は3558施設のうち1645施設
で、実施率は46.2％にとどまり、半数以上で実施
されていませんでした。
23区全体では24.7％

新宿区と江東区だけが100％

特に実施割合が低かったのは、東京23区で、全
体で24.7％。これは、都の実施率が都内全体で
11.1％と低いことが影響しています。ただ、区の
努力による差もみられます。新宿区と江東区は、
都が回りきれない施設も独自に検査して全施設を
カバーし、100％を達成。文京区、渋谷区、北区
などは独自の検査はせず、10％に届いていませ
んでした。
横浜市、さいたま市などは「公立保育所」が実地

検査対象外

政令市と中核市は実施率の高い自治体が目立ち
ます。ただ、横浜市やさいたま市、越谷市などで
は、市が設置する公立保育所を検査していません
でした。検査の権限が県にあるのか市にあるのか
双方で見解が異なり、結果的にどちらもみていな
い状態になっているためです。
厚生労働省保育課の担当者も、人員不足などを

理由に検査に十分入れていない自治体があること
を把握していて、「保育の受け皿の拡充と質の確
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保を両輪で進めるのが国の方針」と説明。「すべ
ての保育所に年1回以上、実地検査に入るのが基
本だ」と話しています。（ここまで東京新聞）

この記事からもわかるように、認可保育所に対
しても実地検査が行き届いているとは言えませ
ん。中核市以上の都市と23区が対象となっていま
すので、市町村がどこまで監査や実地検査を行え
ているか疑問です。現場の保育士不足というだけ
でなく、保育行政の本庁の担当者も不足している
ことが考えられます。全体の保育事業の認可保育
所の7割を公立以外の民間が担っていることと、
この外側に無認可保育所等があることを考える
と、「保育は自治体の責任」をどう果たしていく
のか、記事中にもあるように1年に一度の監査、
実地検査の体制強化が望まれているといえます。

先の樋川教授は、「社会福祉基礎構造改革によ
り保育所での保育は、「保育というサービス」を
提供していると理解することが必要です。サービ
スは、第三者による評価が必ず必要であることか
ら、第三者評価を受けることが必要であると思い
ます。」としています。
【保育士に対する研修体制】先の樋川隆教授は
「保育の質の問題は、保育士を雇用する側（地方
公共団体や社会福祉法人等）が準備する研修体制
の在り方が問われると思います。経験年数別に受
講すべき研修を定めたキャリアパス等の導入も検
討すべきと考えます。厚労省は、民間保育所保育
士の処遇改善の一つの方法として「キャリアアッ
プ研修」を各地方公共団体に実施するよう求めて
います。同研修は、本来公立保育所の保育士にも
適用すべきです。また、保育は子どもたちの未来
の一部を保障するものです。それだけに利用する
保育所による「不幸」があってはならないと考え
ます。各保育所の保育力の差はなくすことが原則
と考えます。」と指摘されています。今回調査で
は設問によって若干の齟齬がありましたが、民間
事業所まで対象とした保育士研修は46％の自治体
で行われており、この充実が求められています。

自治体内すべての保育士が最低年１回研修を受け
られるようにするには定員何人の研修を何回企画
すればよいのか、保育の主管課が予算化すること
によって実現可能ではないでしょうか。たとえば
１回の講師料が５万円として、会場費などは自治

（東京新聞の記事より）
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体の会議室とすれば、毎月開催しても開催案内業
務などを含め年100万円程度の予算で実現可能で
す。この予算で保育士のスキルを高め、安全・安
心の保育が実現する可能性を考えれば、大変有効
な税の使い途と言えます。

２．県内自治体の地域差について
待機児童や施設の増設計画、逆に公立しか運営

できない人口減少著しい町などの状況について、
人口動態に合わせた形で地域差がはっきりと表れ
ています。このことから国などが一律に方向性を
決めてしまうことの危うさも見えます。

施設増設に力を入れざるを得ないところにだけ
に目を向けると、設置基準（０歳児面積基準1998
年から3.3㎡に、2000年企業の参入と土地・建物
の自己保有規制なくなるなど）や保育士の配置基
準（1998年に制限付きだがパート保育士を認める、
2015年小規模保育所のＢで保育士半数を認める、
2016年一部で保育士支援員などを認める）を引き
下げてでも施設が必要だと強調されてしまい、そ
の結果、園庭もない施設が増加する、キャリアの
浅い保育士（場合によっては資格のない保育者の
配置）だけで運営されるなど質の低下につながり
かねません。

待機児童が増える中で基準の引き下げについて
どう考えるか、保育を考える親の会の代表普光院
亜紀さんは、当会主催のセミナーで待機児童解消
に向けた取り組みの中で出てきた面積基準の引き
下げについて「これをやった自治体は、一回きり
は定員拡大できますけど、次の年からそれきりで
す。子どもの環境は切り下げたらずっと低いまま
です。自治体は一時的にちょっと待機児童数が減
らせる、それだけの話です。逆から見れば、安易
に基準切り下げて子どもを入れている、ただ単に
子どもを詰め込んでいるということではないか。
これを見たら、規制緩和をしたい方は面積基準下
げたほうがいいじゃないかと言うかもしれないけ
ど、やはり、逆に私のような立場から見ると、基

準というのは子どもの環境を守っているというふ
うに見えるということです。」と語っています。
埼玉県は横浜市や東京都などに比べるとまだ国基
準以上の基準を守っていることも報告されまし
た。（９月27日発行『埼玉自治研№51 P14）

３．保育士の待遇の現状と課題
保育士の配置基準について、埼玉県の各市町村

は頑張って７割以上が国基準以上の配置を続けて
います。（質問事項４－①参照）このことは質の
確保の上で大変重要なことで、これからも水準を
維持向上させていきたいものです。

一方、今回の調査でせめて公立保育園における
正規公務員保育士と非常勤保育士の人数・比率を
設問とすべきであったと反省をしています。非正
規保育士の賃金などについて丁寧にお答えいただ
いた担当者のことを考えるとこの設問を設定しな
かったのはプロジェクトの明らかなミスでした。

しかし、質問事項の各項目にも記したように全
国的に非正規保育士の配置が5割を超えているこ
と、20回重ねられてきた自治労埼玉県本部主催の
保育集会で毎年のように非正規職員の担任などが
報告されてきたことを踏まえれば県内市町村が全
国の例外になっているとは考えられません。非正
規保育士自身が問題ではありません。現在では非
正規保育士がいなくては公立保育園の運営が維持
できないのが現実ということです。

どうしてこうなってしまったかは、たくさんの
要因が挙げられますが、一つは2004年に公立保育
園の運営費が一般財源化されたことが挙げられま
す。財政当局の圧力が強くなり正規保育士の退職
による欠員などを非正規で埋めてきたことなどが
挙げられます。

正規公務員保育士は、定期昇給制度により個々
には不満があるものの一定の賃金（昇給し）が保
障されていますが、理屈はどうあれ非正規職員の
給与・待遇は低すぎると言わざるを得ません。今
回調査でも時給単価は最低が840円で、手当は通
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勤手当と時間外勤務手当のみというところがほと
んどです。退職金・一時金は労働組合が組織され
てしかも非正規職員も組織されているところでか
ろうじて出されていることがわかりました。（非
常勤保育士の賃金等一覧参照）

また、休暇等についても年休と夏休、忌引き休
暇が限界となっていて、産前産後休暇やリフレッ
シュ休暇など特別休暇の制度があるのは9市町村
にとどまっています。それも市町村によって一部
だけが認められている現状です。（非常勤保育士
の賃金等一覧参照）

民間の賃金実態については、今回調査していま
せんが、フリーのジャーナリスト小林美希氏の

『ルポ保育格差』（岩波新書2018年４月）によると、
「子どもの定員により差があるものの公定価格
（基本分単価）から算出できる人件費比率はおお
むね80％であるのもかかわらず、東京都内におけ
る事業費に占める保育者の人件費率は社会福祉法
人立で55.4％、株式会社においては42.2％とされ
ている。」加えて筆者は「株式会社の保育園にお
ける人件費比率の低い順ベスト20の表も掲載して
いるが、驚くことにワースト１位は、保育者人件
費率が17.3％」と述べています。（同書P55〜60）

小林氏がこのような表を作成できたのは東京都
が2015年度から「東京都保育士等キャリアアップ
補助金」を出しており、この補助金を受ける施設
は、都が定めた様式で財務諸表などの提出を求め
られ、都は2017年２月に「東京都保育士等キャリ
アアップ補助金の賃金改善実績報告等に係る集計
結果」をまとめて公表しているからとされていま
す。

埼玉の民間保育園において東京と大きな差があ
るとは考えられません。また、税が使われている
ことと合わせて今回の調査で自治体独自の補助を
出しているところもあるので、財務諸表の公表や
そこに働く保育者の賃金アップや労働条件の確保
について、自治体による積極的な関与が求められ
ます。

先の普光院亜紀さんは　現場保育士に賃上げが
必要だけど、人員増も望んでいるとして、「よく
使われるのは厚生労働省がハローワークで取った
という調査結果で、なぜ保育士資格を持っている
のに現場に入らないのか問うたところ、賃金が低
い、待遇が希望に合わないという理由が１位にな
ったというものです。東京都の調査で、現場の保
育士に現在の職場で改善してほしいことを聞いて
います。やっぱりトップは給与、賞与の改善。２
位に来ているのが、職員の増員です。保育士不足
だから基準を下げて、保育士が少なくてもいいこ
とにしたらどうかみたいなことを言う人がいます
が、そんなことをしたら保育士の負担が増え、逆
効果になるということです。今、保育士の数だけ
じゃなくて人材、レベルというものが足りないと
私は思っています。資質が高い保育士人材を確保
できる職場環境にしなければならないと思いま
す。」（前掲『埼玉自治研№51 P19）また保育士の
賃金についても同氏は「安倍さんの言うとおり、
せめて（全国全職種の）女子の平均に合わせると
したら、年収であと50万円ぐらい増やさなければ
ならないというのを私が計算しました。さらに、
年収50万円上げて、国の計画どおり待機児童対策
で受け皿32万人増やすとしたら、そこで必要とな
る追加予算は1378億円という計算になりました。
思ったのは、幼児教育無償化の予算で楽々できて
しまうではないかということですね。幼児教育無
償化はいいからこっちへお金を使ってほしいと強
く思いました。」（前掲Ｐ20）とも話されています。

公立・民間、正規・非正規の区別なく保育士の
賃金が全職種の賃金よりも低いことは明らかにな
っているので大幅な改善が必要です。

その上で公立においては条例定数という制限は
あるものの、非正規職員の正規職員化が求められ
ています。どんな理屈を言っても「非正規」は

「低賃金＝ワーキングプア」の代名詞でしかあり
ません。
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４．学童保育（放課後児童クラブ）について
学童保育に関しては、自治体がどこまで掌握し

ているかという漠然とした不安感がアンケートに
よって鮮明になりました。それは一覧表を見てい
ただくとわかる通り開所時間について空欄になっ
ている自治体が15自治体あったことです。担当者
は当然把握しているはずですがアンケートには記
載がありませんでした。支援員の配置基準につい
ても17自治体が記載されていませんでした。基本
的事項に応えられないことは指定管理者制度や委
託、民間による運営であったとしてもやはり自治
体として問題があると思われます。

また、この委託や指定管理者制度を理由として
か、賃金、手当等についても答えが空欄となって
います。学童保育にも税金が使われています。た
とえ直営でなくても自治体が運営状況やその運営
主体の組織、財政に関与していくことが重要です。

支援員の労働条件は自治体によってばらつきが
あって一概に論じることはできませんが、非正規
職員が圧倒的に多い現状から賃金、労働条件の向
上は大きな課題と言えます。

また、国において支援員の不足の現状から一ク
ラブ最低２名配置の基準の緩和が検討されている
と報じられていますが、自治体・利用者の立場か
ら反対です。

先の樋川教授は「小学校に入学した時点で、延
長保育の対象ではなくなります。保護者は、仕事

のため、子どもたちは放課後保護者が不在となる
状況となります。これがいわゆる「小１の壁」で
す。そのため、延長保育に代わって放課後の時間
の子どもたちを保護氏支援する役割が「放課後児
童クラブ」という位置づけになると思います。最
近では、厚労省と文科省が厚労省所管の放課後児
童クラブと文科省所管の放課後児童教室を総合プ
ランとして「一体化」して実施することを推奨し
ています。この一体化の観点で、放課後児童クラ
ブの実態を見直してみてはいかがでしょうか。

また、放課後児童クラブの従事する者の身分保
障に取り組む必要があると思います。」と指摘さ
れています。

５．保育の無償化について
アンケートでは懐疑的な意見が多くありました

が、政府は無償化に踏み切るとしています。しか
し財政問題では国と自治体が対立をしています
し、保育園と幼稚園の給食費の集め方も論議にな
っています。無認可施設を対象とすることについ
ての議論も出ています。最終的にどのような決着
がつくかわかりませんが、方向性としては無償化
に向かうと考えられます。「方向性は良し」とし
ても様々な問題に直面するのは自治体です。自治
体の自由度を高めたうえ、国費で財源を保障する
ことが重要だと考えます。

６．センターから関係者への提言

国への提言
１．保育基準の引き下げを行わないこと
２．放課後支援の運営ガイドライン基準を引き下

げないこと
３．保育労働者、放課後支援員の労働条件向上に

資する施策を行うこと
４．民間事業者の人件費率の基準を強化すること

自治体への提言
１．保育園は子どものために運営されること＝質

の確保
①児童福祉法はその第一条で「全て児童は、児

童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に
養育されること、その生活を保障されること、愛
され、保護されること、その心身の健やかな成長
及び発達並びにその自立が図られることその他の
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福祉を等しく保障される権利を有する。」と定め
ています。保育園は児童福祉法における施設と位
置付けられ第24条で「市町村は、この法律及び子
ども・子育て支援法の定めるところにより、保護
者の労働又は疾病その他の事由により、その監護
すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必
要とする場合において、次項に定めるところによ
るほか、当該児童を保育所（認定こども園法第三
条第一項の認定を受けたもの及び同条第十一項の
規定による公示がされたものを除く。）において
保育しなければならない。」と市町村の責務が定
められています。この第１条と第24条を合わせて
子どもたちのための保育園とすること。

放課後児童クラブについても同様の考え方を基
本とすること。放課後児童クラブについては現状
よりも自治体の関与を強化すること。
２．保育従事者・放課後支援員の労働条件を向上

させること
賃金の引き上げ、正規職員の増員、委託事業

者・指定管理者に対する指導強化
３．民間事業者も含めて保育士キャリアアップ、

放課後支援員のための研修制度の確立
４．民間事業者への監督強化（財務諸表の公開と

監査の強化）
５．保護者の意見を取り入れる方策の構築　アン

ケート、保護者会の組織化、第三者評価

労働組合への提言
①民間も含め保育労働者、放課後支援員の広範な

組織化
②保育労働者・放課後支援員の賃金引上げ、正規

職員化への働きかけ
③非正規労働者の正規化

市民への提言
①保育基準、放課後児童クラブ設置基準の引き下

げへの反対行動
②自分の子どもの保育園、放課後児童クラブに今

以上に関心を持つこと

報告書作成に当たりコメントをいただいた山梨
学院短期大学保育課樋川隆教授、講演の記録を引
用させていただいた保育を考える親の会の代表普
光院亜紀さん、著書から引用させていただいた小
林美希氏（『ルポ保育格差』（岩波新書2018年４月））
に心からお礼申し上げます。ほか新聞記事（朝日
新聞、毎日新聞、東京新聞）を引用させていただ
いており心から感謝申し上げます。
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［アンケート集計一覧表］
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［非常勤保育士の賃金等］
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［非常勤保育士の賃金等］
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［学童支援員の給与等］
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［学童支援員の勤務シフト］
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【小規模保育の連携施設について】
（上尾市）設定しているところとしていないところが

ある
（越谷市）設定しているところとしていないところが

ある
（志木市）設定しているところとしていないところが

ある
（鶴ヶ島市）３か所中、１ヵ所のみ実施。残り２か所

については、今後検討していく予定

【民間保育所　職員配置基準】
（川越市）市基準で運営した場合は、補助金を交付
（春日部市）１歳児の職員配置については、県補助対

象となるため全園で４：１配置を行っている。他
は、国基準

（深谷市）県補助、新制度補助を受けるために１歳児
４対１、３歳児15対１で配置

（越谷市）１歳児については４：１の配置とする保育
所に対し補助金を交付

（三郷市）県補助を受けるため、１歳児を４対１で配
置しているところ有

【公立保育所職員配置基準】
（川口市）　歳児ごとに計算して配置

【公立保育所に看護師・保健師を配置】
（秩父市）障害児への加配として配置
（三郷市）１歳児・２歳児クラスに配置。公立６か所

を３カ所ずつ担当し、保健管理を行っている
（ふじみ野市）正規２か所２人、臨時３か所４人

【公立保育所の給食について】
（秩父市）全園直営。１園のみ主食提供（主食代

1000円）
（新座市）H30年４月から１園委託

【公立保育所の栄養士の配置について】
（加須市）３園に配置し７園の指導を行う
（狭山市）調理業務を主に、臨時栄養士として３園に

１名ずつ配置
（入間市）２か所に１名ずつ配置し、各所を指導（配

属は本庁）
（北本市）本庁に１名・委託園に１名配置し、各園を

指導
（八潮市）本町に２名配置、保育所１か所に１名配置
（坂戸市）各公立保育所にも委託業者が1人配置
（神川町）公立保育所のうち１か所には在籍

【公立保育所の用務員配置】
（さいたま市）用務業務は委託
（加須市）４園に非正規職員を１人ずつ配置
（深谷市）全園で非正規職員１名配置
（入間市）８施設民間委託。２か所は非常勤で配置
（宮代町）配置なし

【保育士確保に向けた独自施策】
（さいたま市）保育士の子どもの保育施設優先利用、

潜在保育士再就職支援セミナー事業、未就学児を
持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業

（川口市）保育所等の利用に係る調整において、保育
士の子どもを優先的に入所させることにより、保
育士確保を図っている。

（所沢市）保育士の処遇改善として、市単独補助金の
所沢市特定教育・保育施設等保育の質改善費補助
金の有資格者処遇改善費補助金により、常勤職員
及び常勤的非常職員（１日６時間以上かつ月20日
以上勤務する職員）に対し、施設を通じて１人当
たり月額23500円を支給
民間保育所等の保育士等合同説明会をH27年度か
ら開催。また、今年度から市内民間保育所等の求
人情報紹介ホームページを作成

（狭山市）公立保育所に於いて短時間勤務の臨時職員
を65歳まで雇用している

（草加市）公立保育所非正規保育士の賃金引き上げ、
民間保育所等向け潜在保育士確保のための就職・
転職フェアを年２回開催、保育士の加配等に対す
る経費の補助

（越谷市）保育士の子どもが保育所等の入所を希望す
る場合は、大幅な加算

（戸田市）私立のみ対象に家賃補助&就職支度金
（和光市）就労説明会の実施、保育のお仕事・就職支

援面談会（和光市とハローワーク朝霞の共催）
（八潮市）公立保育所では、臨時職員の募集をホーム

ページ、市の広報に掲載するほか、ハローワーク
での求人を行っている

（富士見市）民間保育所への市単独補助金（給与調整、

「子育て支援施策等に関するアンケート調査票」の追加記載・自由記載欄に記載された回答一覧
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処遇改善）の交付、ハローワークや学校を通じて
の募集、人材派遣会社への登録

（蓮田市）広報での募集
（坂戸市）市内保育所に勤務している保育士の子ども

の保育所入所を配慮
（ふじみ野市）市が主催、共催した事業に参加し、か

つ、当該事業を実施した日以後の最初の4月1日ま
での間に、市内の認可保育所に就職した者に対し
て当該認可保育所から就職祝い金を支給

（川島町）臨時保育士の賃金引上げ、一時金（６月・
12月）の支給

【保育士不足に対し民間事業所と協働した取り組み】
（さいたま市）合同就職面接会、潜在保育士再就職セ

ミナーの開催等
（川越市）保育士合同説明会を雇用支援課にて実施
（民間保育施設等での保育士確保のため）

（行田市）国の保育対策総合支援事業費補助金を活用
して、保育士確保等を実施

（所沢市）市内民間保育所等の保育士等合同説明会を
開催。

（草加市）潜在保育士確保のための就職・転職フェア
を年2回開催

（越谷市）保育所等での勤務を希望する方を対象にし
た就職面接会を埼玉県労働局と共同開催

（戸田市）ハローワークとの共催による保育のお仕事
面接会&説明会の開催（民間事業者を募り）

（朝霞市）就職説明会の開催
（和光市）就職支援面接会
（八潮市）国の保育士宿舎借り上げ支援事業への申請
（富士見市）ハローワークとの共催による保育士就職

面接会の実施
（三郷市）宿舎借り上げ等、国・県の補助事業を活用。

市内保育施設（民間含む）募集要項を担当課で取
りまとめ、リーフレットを作成。保育実習を受け
入れた学校へリーフレットをもって訪問や郵送を
してアピール。市のHPに「みさとでほいくし」と
いうバーナーを作り、表示。アクセスすると、リ
ーフレットの内容が閲覧できるようにした

（幸手市）保育士の再就職を支援する座談会を開催
（吉川市）協定を締結している大学と保育園と市の３

者でイベントに参加
（ふじみ野市）ハローワーク合同保育士就職面接会
（松伏町）保育士の派遣を民間業者に委託している

【保育所に対し課題となっていること】
（草加市）公立保育所の今後の在り方（維持か縮小か、

クラスを３歳児以上のみとするなど）
公立職員の雇用継続（退職希望者の引き止め）、障
害児保育の対応、3歳児の受け入れ確保策
保育の質の確保（指導監査、保育従事者となるた
めの資格取得研修、勤務者向けのフォローアップ
研修）

（狭山市）予算の確保
（富士見市）障害児保育の増加
（長瀞町）待機児童はないが、定員100％でのスター

トで、年度途中入所が非常に厳しい状況である

【民間保育所に対する支援】
（川口市）国庫補助を活用した「保育士宿舎借上支援

事業」、市単独補助として「潜在保育士就職準備補
助事業費補助金」を実施している

（行田市）臨床心理士による巡回相談
（加須市）公私合同の研修会を毎年実施
（上尾市）独自財政支援として、遠足支援費、アレル

ギー給食提供支援費、接続期支援費など
（草加市）元公立保育所園長を「保育アドバイザー」

として配置し、各園からの相談を受けている
（毛呂山町）保育士に対し研修等の情報提供
（越生町）災害共済給付の掛金を補助
（神川町）保育士の子どもの優先入所

【民間事業所への助言・監査】
（所沢市）監査については体制を検討中（相談や助言

等は随時行っている）

【民間事業者から相談されていること】
（さいたま市）施設用地の確保に関連して、整備計画

予定地において、音や交通事情等の理由により周
辺住民から反対を受けるケースがある

（行田市）保育士の処遇について
（草加市）運動会の会場確保、在園児（配慮の必要な

園児）の対応
（富士見市）自治体からの補助金の増額
（長瀞町）　発達障害児への対応
（東秩父村）少子化で児童数が少なく、運営ができな

い

【保育事業充実のための方策】
（川越市）保育支援員研修会の実施



40

（川口市）市制長会議等を開催し情報共有をし、保育
事業の充実に努めている

（所沢市）公立保育所…保護者にアンケートを実施
民間保育所は、施設による

（加須市）保護者会において意見を聴取している
（狭山市）年齢ごとの懇談会を実施
（草加市）定期的に園長会を開催、草加市保育行政に

関する説明会
（和光市）事業者連絡会
（北本市）保護者会からの質問に回答
（蓮田市）児童福祉に関する事項及び子ども子育て支

援に関する事項について、調査審議する児童福祉
審議会を設置している

（坂戸市）公立・私立保育所園長による交流会を開催
し、事業等の情報交換を実施

（鶴ヶ島市）市のＨＰで保育園や子育てにかかわる情
報提供を行い、質問やご意見をメールでいただき
ながら、保育・子育てサービスの充実を図ってい
る

（毛呂山町）手紙、電話等で寄せられた保護者の意見
を保育事業に反映させている

（越生町）園長同士の会議を年複数回開催している
（上里町）検討中

【第３者評価】
（さいたま市）民間園が実施した場合は、公定価格の

第３者評価受審加算あり
（志木市）民間で実施している保育所と実施していな

い保育所がある

【保育士の研修】
（さいたま市）民間も対象とした研修を年29回開催。

公立対象はプラス開催。内容は、就業継続支援、
危機管理、食物アレルギーなど

（川越市）年４回、乳児・障害児研修等を民間も含め
て実施。公立保育所において、年12日程度リズ
ム・発達等の園内研修を実施。

（川口市）年18回、保育の資質向上をめざし、事故
予防や健康管理等の研修を実施

（所沢市）年７回、アレルギー対応・危機管理等で実
施

（春日部市）年１回保育講座を市が実施
（狭山市）発達支援、食育、アレルギー、虐待防止な

ど
（鴻巣市）年２回、リズム研修、子どもとのかかわり

方についての研修
（深谷市）年３回、市が主催し開催。内容は、絵本の

読み聞かせ研修など
（上尾市）年３回民間を含めて研修を実施（内容は毎

年変わる）
（草加市）年１回、障害児保育研修会
（越谷市）年３回、わらべ歌や紙芝居、職場のチーム

ワークなどを開催
（戸田市）市が主催する研修は不定期（内容も様々）
（入間市）年１回外部講師を招いて講演会を実施
（朝霞市）保育園の安全管理、指導計画の立て方・考

え方、保育でつむぐ子どもと親のいい関係、保育
園の食育の実践と食育の在り方

（志木市）年１回、保育実務に関すること
（和光市）保育士連続研修（年４回）を実施
（三郷市）年２～３回、市が主催して、研修を実施。

今年度内容は、誤飲・誤嚥、保育士支援。また、
保育士会主催研修などには、参加するように施設
で調整を行っている。

（八潮市）年２回、アレルギー研修、幼児教育研修
（富士見市）保育の質の向上のための研修、就業継続

支援研修など年５回
（北本市）年１回、市が主催して民間にも声をかけて、

研修を実施（職員は自主参加）
（坂戸市）年１回、危機管理・感染症対策等の学習を

実施
（日高市）人権に関する研修
（三芳町）公立対象に保育の質向上のための研修を開

催、外部研修予算を付けている
（越生町）公立について予算付け
（小川町）年２回実施（内容なその年による）
（小鹿野町）秩父地区保育事務協議会にてテーマを決

め年２回研修会等を実施
（神川町）年12回、発達支援・保護者支援・保育指

針・キャリアパス
保護者を対象にした研修に一緒に参加、絵本・Ｐ
Ｃ・感染症など

（宮代町）年１回、運動遊び
（杉戸町）年３回実施

【公立就学前施設の整備計画】
（さいたま市）老朽化した公立保育所について、順次

建て替え工事及び改修工事を進めている。幼児教
育センター付属幼稚園（公立幼稚園）は、平成30
年４月１日をもって廃止。
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（川越市）公立保育所は、今後、外部委員会を設置し
て、公立保育所の在り方を検討していく中で、整
備計画についても併せて検討。公立幼稚園は、今
後の整備計画なし。

（川口市）耐震診断の結果、耐震基準を満たさない公
立保育所２か所を統合廃止し、公設民営（指定管
理）化し建て替え予定（平成30年４月開所予定）

（所沢市）公立保育園については、なし。公立幼稚園
1園については、答申に基づいて廃園の時期を見極
めているため、整備計画の予定はない。

（鴻巣市）老朽化した公立保育所１か所を廃止（Ｈ34．
３）

（上尾市）老朽化した公立保育所・幼稚園の再編化を
検討している

（草加市）H30年度～H32年度までに、５園で耐震補
強工事を実施予定
H31年度春ごろから、きたや保育園が移転予定

（越谷市）老朽化した公立保育所1か所を移転予定
（戸田市）公立保育所1園の建て替え（H31竣工予定）
（和光市）公営保育所あり方検討委員会を設置し検討

中（H31年３月まで）
（入間市）平成30年度末で公立幼稚園の廃止。公共

施設マネージメント事業計画（市全体の公共施設
の計画）

（志木市）平成31年３月公立保育園１園を閉園する。
平成31年４月小学校内に民間保育園を建設し開園
する。平成32年４月公立保育園を改修後、開園す
る。

（久喜市）適宜、整備を行っているが、老朽化した園
の整備を予定している

（北本市）公立保育所１か所を建て替え（平成33年
度開所）、１ヶ所を廃止予定（平成33年度）

（蓮田市）新しく公立保育園が開所予定（平成30年
４月）、老朽化した公立保育園１か所の建て替え工
事が終了予定（平成30年３月末）、老朽化した公
立保育園１か所の改修工事を開始する予定（平成
30年４月より年度末までの予定）

（坂戸市）公立保育所1か所を廃止し、定員を拡大し
民設民営の保育所を新たに設置予定（H31年4月1
日開所予定）

（鶴ヶ島市）公立保育所１か所については、施設の耐
震強度基準を満たしていないため、平成３１年度
末を目途に段階的縮小を進めている

（三芳町）公立保育所1か所をH31年度4月（予定）
に民営化する

（神川町）公立保育所・公立幼稚園を統合し、幼保連
携型認定こども園にする。

（上里町）公立保育所２園を統廃合し、H32年４月開
園予定

（寄居町）老朽化した公立保育所２か所を統合し、建
て替え予定

（杉戸町）老朽化した公立幼稚園の建て替え（H31年
度４月開園予定）

【学童増設計画】
（さいたま市）現在、見直し中
（川越市）学校の教室転用を優先してスペースを確保

する
（熊谷市）平成27年度から平成31年度までの５か年

で、毎年３か所合計15か所整備
（行田市）地域によって偏りはあるが、ある程度はバ

ランスが取れている。利用希望が多いクラブにつ
いても、児童数の減少がみられるため、増設にな
かなか踏み切れないのが現状である。

（所沢市）民設民営児童クラブの導入、老朽化施設の
改修、児童館生活クラブの定員拡大

（加須市）Ｈ30年度，学校の余裕教室及び公共施設
を利用し３部屋増設予定

（東松山市）平成30年度４月より、市立野本小学校、
市立桜山小学校内に「きらめきクラブのもと」、
「きらめきクラブさくらやま」として開所予定。ま
た、面積基準を満たしていないクラブについて、
平成31年度までに順次増築予定。

（春日部市）利用希望者は多いが増設は難しい
（越谷市）H29年度、1ヶ所建設工事を実施。H30年

度以降も順次整備を計画中
（戸田市）小学校区により需給バランスの偏りがある

ため、利用希望者の多い地区へ民間学童保育室を
誘致し、保育需要の受け皿確保を進めている

（入間市）平成30年度、藤沢南学童・藤沢南第２学
童を改築・創設を実施している（40人増員）地域
によって利用希望者に差がある。

（志木市）近隣の空きアパートを改修し、増設予定
（久喜市）都市開発等により急激に利用希望者が増加

することで、学校の余裕教室等も不足する場所を
優先して整備するようにしている

（新座市）小学校の空き教室を改修して、保育面積の
拡大を計画している

（八潮市）一か所を移転し、受け入れ人数の拡張
（60人→80人）・一か所を新設（60人）
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（富士見市）平成30年４月２施設開設予定
（蓮田市）公立学童保育所定員30名分増設予定(平成

30年４月)
（鶴ヶ島市）増設計画を検討中
（吉川市）美南小学校区の子育て世帯人口の増加に伴

い、美南学童保育室を５クラスから６クラスにす
る見込み

（ふじみ野市）局所的に需要が上回っており、H30年
度に亀久保放課後児童クラブの増設を計画

（白岡市）平成29年11月に１クラブ新設
（伊奈町）長期休暇（夏休み等）の利用者が一時的に

増加し、利用児童数が定員を超えてしまっている
（越生町）利用希望者は多いが、増設が必要なまでに

は至っていない
（小川町）　児童数の増加に伴い、現在使用中の保育

室に隣接する空き部屋を整備することにより、平
成30年4月より1支援単位を増設予定

（上里町）H30年度に40名整備し、H31年開園予定

【学童・障害児保育加配状況】
（さいたま市）障害児１～２名に支援員１名。障害児

3～４名に支援員２名
（川越市）児童の状況等により加配
（熊谷市）障害児１人以上の場合、加配１人以上配置。

障害児３名以上の場合、加配２人配置。
（行田市）学校登校日は、４時間（週５日）加配。学

校休業日は、７時間（年間55日）加配している。
（秩父市）対象児２人に対し、加配２人配置
（所沢市）障害児１～３人に加配職員１人、４～６人

に２人、７人以上に３人
（加須市）公設民営―障害児１・２名に月１名加配、

３名以上２名加配
市直営―障がい児の人数、障害の程度により1，2
名加配

（春日部市）障害児の人数や障害程度により、加配す
る人数を調整

（羽生市）職員の増による
（鴻巣市）非常勤職員を１名配置
（戸田市）障害児（小学校の特別支援学級通学児童）

を保育している保育室に、可能な限り１名程度職
員の加配を実施

（入間市）配慮を必要としている児童に対し、可能で
あれば補助員を配置している

（志木市）１人加配
（和光市）１支援児童に対し１名配置（現在２施設）

（新座市）障害児１名のところは加配１名。複数在籍
しているところは、障害児２名に対し1名程度加配

（桶川市）要配慮児童１～２名で１人加配、３名以上
で２人加配

（久喜市）障害児童（障害者・療育手帳所持者、特別
支援学級在籍者）から利用希望があった場合、指
定管理者で職員採用をおこない、その人件費を委
託料に含めて支払っている

（北本市）障害児５人まで職員を１名追加
（八潮市）児童の障害の程度に応じ、職員を加配
（富士見市）原則、学校での対応に準じて対応
（坂戸市）各クラブ１人以上の加配職員を配置
（幸手市）　障害児担当支援員を配置した場合に加配
（ふじみ野市）障害児１～４人に対し加配職員を１名

配置。障害児５人以上については加配1名以上を配
置

（伊奈町）状況により、１～２名を加配している
（三芳町）障害の程度に応じて児童１人に対して１人

以下で加配
（小川町）　障害児１～３名在籍につき、職員１名を

障害児担当として配置
（上里町）担当職員として配置
（寄居町）支援学級に在籍している児童を受け入れて

いるクラブでは、基本的に障害児担当職員を配置
（杉戸町）障害児３名に対して職員１名加配

【利用児童在籍数の把握方法】
（上里町）実通所人数

【学童・現場責任者の役割】
（さいたま市）有資格者１名をクラブ長として、全ク

ラブに配置。
（川越市）正規職員である室長を８クラブごとに配置
（熊谷市）支援員や教育経験の長い人をリーダーとし

て保育の取りまとめを行っている。
（行田市）担当課は配置していないが、委託法人によ

っては経験年数の長い人をリーダーとしている
（秩父市）指導員のうち有資格者または経験年数の長

い人をリーダー（主任指導員）とし、保育の取り
まとめを行っている

（飯能市）正規支援員または経験年数の長い支援員を
責任者としている

（加須市）公設民営―主任指導員１～２名配置（正規
職員）、市直営―主任指導員１～３名配置（臨時職
員）
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（本庄市)「責任者」との肩書はないが、支援員の中
で経験年数の長い人が、リーダーとして保育の取
りまとめを行っている

（東松山市）正規保育士１名配置し、保育の取りまと
めを行っている。

（春日部市）常勤の指導員をリーダーとして、各クラ
ブに１名ずつ配置

（草加市）室長を1名配置し、保育の取りまとめを行
っている

（狭山市）支援員の経験年数の長い職員を主任（指定
管理者は室長）とし、保育の取りまとめを行って
いる

（鴻巣市）任期付職員（正規職員）を１名配置
（深谷市）非常勤職員の室長を各クラブに1名配置
（朝霞市）有資格者を配置し、その中の１名がリーダ

ーとなり保育業務をおこなっている
（志木市）常勤有資格者が施設庁となる
（和光市）正規支援員を主任として全施設１名配置。

市内を３エリアに区分し、各エリアに統括者を配
置（主任と兼務）している。

（新座市）１支援単位で１人主任支援員（有資格者）
を配置

（桶川市）嘱託支援員を各クラブ２名配置し、保育の
取りまとめを行っている

（久喜市）常勤職員で支援員資格を所持している者の
中から指定管理者独自に責任者を決定している

（八潮市）主任学童指導員をリーダーとし、保育の取
りまとめを行っている

（三郷市）主任嘱託の職種を責任者とし、保育の取り
まとめを行っている

（富士見市）各クラブに主任支援員として、正規職員
を配置

（坂戸市）支援員として経験年数の長い人を施設長と
している

（ふじみ野市）すでに県の支援員研修を受講している
者を配置

（伊奈町）常勤職員（有資格者）を１クラブ１名配置
（三芳町）各学童に１名の責任者を配置し、さらに全

学童統括責任者を１名配置
（長瀞町）支援員の経験年数の長い人をリーダーとし、

保育の取りまとめを行っている
（小鹿野町）正規職員
（寄居町）各クラブ１名、代表職員として配置
（宮代町）非常勤職員（２名）をリーダーとし、保育

の取りまとめを行っている

（杉戸町）嘱託職員１名配置
（松伏町）有資格者で経験年数があり、リーダーとし

てやる気のある人材

【学童・現場が担う事務】
（さいたま市）おやつ代の徴収、入室申し込みの受け

付け（区役所及び第１希望クラブにて受付、クラ
ブは書類の預かりのみ）

（川越市）土曜日の利用者の把握
（熊谷市）申込み受け付け、書類作成、利用人数の取

りまとめなど
（所沢市）入所決定、保育料の徴収、施設及び設備の

維持管理
（秩父市）出勤簿の管理、おやつ料金の徴収・管理、

保育日誌作成
（加須市）公設民営―保育料・おやつ代徴収、土曜

日・休業日の利用者の把握、園長料金の徴収・納
付等
市直営―おやつ代徴収、おやつの発注、土曜日･休
業日の利用者の把握等

（本庄市）入退室に関すること、保護者負担金に関す
ること、支援員の勤務に関すること、クラブ保険
に関すること

（春日部市）運営は指定管理者行うが、施設の管理や
保育料の徴収、入・退室手続きなどは担当課

（狭山市）利用者の利用状況の把握、おやつ料の計算
（鴻巣市）土曜日・休業日の利用者の把握、支援員の

シフト作成、おやつ代の徴収
（草加市）各日の利用予定と状況の把握
（越谷市）土曜日利用者の把握、事故発生時の報告書

作成
（戸田市）保育料の受領・納付、入室申請書類の受領
（継続利用のみ）、その他関係資料の配布・受領な
ど

（志木市）土曜利用者の把握等
（和光市）通常の保育業務（関係機関との連携含む）、

毎日の利用状況の把握（延長・土曜含む）副食
（おやつ）の発注・提供

（新座市）延長保育料の徴収・納付
（久喜市）新規・継続登録、利用者の把握、保育料等

の徴収、運営に関する内容全般、施設の点検・整
備

（北本市）入退室管理、保育料徴収
（八潮市）保育日誌、出欠確認、シフト表作成など
（富士見市）事務の大半は、指定管理者事務局で行う
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（三郷市）クラブで必要な備品購入やおやつの購入、
利用者の把握

（坂戸市）指定管理のためすべて受託業者が担う
（幸手市）　利用者の把握・保育料その他保護者負担

金の徴収・入退室の手続き
（吉川市）申請書類の配布及び受理
（ふじみ野市）土曜日・休業日の利用者の把握、長期

休業時の一時保育の受付
（伊奈町）おやつ代の徴収、消耗品・おやつ購入、利

用者の把握、支援シフト調整・管理、クラブだよ
りの作成（月1回）

（三芳町）新規入室・退室の手続き、利用料の課金・
徴収、施設の管理・補修

（越生町）当日利用者の把握、保育料の徴収・納付等
（小川町）　公設民営により運営面（利用者の把握や

料金徴収等）は、全て児童クラブにおいて実施
（長瀞町）おやつ代の管理、土曜日利用者の把握
（上里町）入退所事務、利用者の把握など
（寄居町）入所手続き、利用者の把握、延長料金の徴

収等
（宮代町）おやつ代の徴収・管理
（杉戸町）土曜日・休業日の利用者の把握、おやつ代

管理など
（松伏町）利用児童の把握、日誌、出席簿、点検等

【保育・学童の課題・問題】
（川越市）放課後児童クラブ利用者増加に伴う放課後

児童支援員及び保育スペースの確保
（熊谷市）待機児童が発生していること、有資格者不

足
（川口市）放課後児童クラブ―利用児童の増加に伴う

専用施設の不足
保育所―子ども・子育て支援新制度における給付
費の算定で用いる公定価格について、地域間の不
均衡により、保育所の運営や保育士確保に深刻な
影響を与えている。隣接地域における地域区分の
均衡を図り、地域の実態を踏まえた設定が必要と
考えている。
保育所―保育所の近隣からの苦情（交通・騒音等）
が問題となっている。

（行田市）少子化の影響による児童数の減少と保育ニ
ーズの将来推計を予想するのが難しい状況にある

（秩父市）待機児童の解消、公立学童の指導員に係る
会計年度任用職員制度の導入

（所沢市）放課後児童クラブでは、施設の老朽化や入

所児の増加による大規模化・狭隘化が課題
（加須市）支援員の量の確保、質の確保が難しい。放

課後児童健全育成事業実施施設の確保が困難
（春日部市）利用希望者の増加に伴う待機児童対策及

び指導員の確保が自治体単独では厳しい。
（鴻巣市）利用者の増加による施設確保
（深谷市）1支援あたり40人以下とすること。児童1

人当たりの専用面積は1.65㎡とすること、支援員
の確保

（草加市）事業の性質上、学校内での活動、保育場所
の確保が前提となるが、学校内での教育活動等の
ため、場所の確保が困難である。
保育士等の有資格者や担い手（受託法人）が不

足しており、安定的な運営に支障をきたしている
運営が開始されたマイナンバーを活用した情報連
携の対応が困難な状況である
保育所や地域型保育事業への指導監査の実施方

法について、埼玉県や近隣市を参考に検討してい
るが、文書指導や口頭指導と判断するための具体
的な評価基準がないため苦慮している
保育中のけがや事故を防ぐ環境づくりの方策が

ないか
増加している保育園入園希望者と先行きを不安

視している幼稚園がともに利益を得られるような
環境作りの（例：幼稚園の預かり時間の延長）方
策がないか

（戸田市）待機児童対策として、保育需要の受け皿確
保のため民間学童保育室を誘致しているが、補助
事業として実施しているため年々支出が増加して
おり、財政当局との調整も難しくなってきている。
また、民間事業者が学童保育室を開設する場所
（物件）も少なくなってきている。

（入間市）保育士・放課後支援員の確保、施設整備、
待機児童

（朝霞市）年々子どもの数が増加し、放課後児童クラ
ブを利用したい児童も増加している。学校の空教
室の借用が難しい場合も出てくると予想され、子
どもたちの居場所確保が難しい

（志木市）待機児童対策
（和光市）子ども教室等との事業のすみわけ（連携方

法等含む）、適正規模の施設整備について
（新座市）利用希望者が増加し続けており、大規模

化・狭隘化が課題となっている
（久喜市）利用希望者が多いクラブは、基本的に就学

児童も多く、学校の余裕教室を確保できない



45

埼玉自治研　No.52　2019.1

（八潮市）公立学童保育所の老朽化
（三郷市）職員確保。学童については、開室時間の延

長がニーズとしてあるが、職員確保に課題がある
ためすぐには取り組めない。

（蓮田市）放課後児童クラブにおいて、特別な配慮が
必要な児童への対処が難しい

（坂戸市）老朽化
（幸手市）　保育士・支援員の確保
（鶴ヶ島市）保育士・学童保育支援員の人材不足
（日高市）　保育所・学童保育室ともに増加し続けて

いく委託料等に対する財政的な負担が年々厳しく
なっている

（吉川市）非常勤および臨時職員の確保
（伊奈町）支援員の確保や現場の運営を臨時職員のみ

で行っている体制が問題
（三芳町）支援員の確保、施設の老朽化、施設の整備、

教育部局の理解と連携
（毛呂山町）大規模クラブの解消
（越生町）保育―発達の特性がある児童への対応、学

童―利用児童増加による、指導員不足
（小川町）支援員は、理論上は不足していないが、新

たに増やせる見込みが少ない。個々の職員に負担
が集中してしまう傾向があり、現場では常に人手
不足が叫ばれている

（東秩父村）年10人程度（平成29年度は5人予定）
しか出生がない自治体なので、保育・学童の存続
が自治体単独では厳しい

（上里町）民間クラブとの保育料の差
（杉戸町）保育士の確保

【幼児教育無償化について】
（行田市）幼稚園とのバランスも必要である
（飯能市）保育認定２・３号、住民税非課税世帯は無

料。保育所等に入所の０～２歳クラスまでの第３
子以降の保育料の無償化（県補助）

（春日部市）子どもがいない世帯もあるので、保育サ
ービスを受ける人は一定の負担はしていただくべ
きと考える

（狭山市）地方の負担の増大が懸念される
（草加市）認可施設を利用できない人にむけた支援が

求められていると思われます
（上尾市）無償化に対する全容が示されていないため

回答できない
（戸田市）無償化による財源負担についてはどうなる

のか（全額国負担を要望）

無償化に伴う入所希望者の増加が新たな課題とな
るのではないか

（朝霞市）非課税世帯の保育料を無料にしている
（八潮市）埼玉県他市世帯保育料軽減事業を行ってい

る
（富士見市）ひとり親等市民税非課税世帯を無償化、

県補助事業を活用し２歳以下の第３子以降を無償
化

（三郷市）保育の必要性がない、保育所利用をしなく
ても足りる方が、開設時間の長さで選ぶ人が出て
くるのではないか。無償化する施設を明確にして
もらいたい。特に認可外保育施設は混乱すると思
っている。

（蓮田市）市としての考えは特にない
（坂戸市）県補助事業を利用し、保育所に入所してい

る第３子（０～２歳児）の保育料を無償化
（幸手市）埼玉県内では、第３子かつ０～２歳児につ

いては上の子の年齢制限を撤廃して無償化してい
る。ただし、所得制限をなくした無償化は、ただ
ならとりあえず申し込むという人が増え、真に保
育が必要な世帯にサービスが行き届かなくなる可
能性があり、最低限０～２歳については応能負担
による受益者負担を求めるべきと考える

（鶴ヶ島市）不確定な部分が多く、国の動向を注視し
たい

（毛呂山町）無償化により、保育を希望される方の増
加が予想され、真に保育を必要とされている方が
入所困難になるのではないか。

（越生町）すでに第三子以降の保育料無償化を実施し
ているが、政府が実施するには十分な検討が必要
であると考える

（川島町）第３子以降無料（年齢制限なし）だが無償
化には十分な検討を要する

（横瀬町）第３子以降完全無償化を実施
（東秩父村）村内に公立保育所が１カ所あるが、待機

児が発生したことはない。教育・保育の無償化や
待機児童対策ではなく、保育所が定員割れをして
いるような自治体に子育て世帯が流入してくれる
ような地方の基盤整備に費用を当ててほしい。
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0466-22-2223
055-220-1134
026-238-0039
076-441-1155
076-233-8170
0776-23-9574
054-280-0235
052-678-3123
058-267-0093
059-227-3116
077-527-4058
075-252-0357
0742-50-2085
073-435-2107
06-6242-2224
06-6208-8720
06-6556-9209
 
078-341-0701
086-214-2085
082-503-0172
0857-39-4811
083-934-1075
087-826-1215
088-655-7818
088-820-0062
092-739-1909
0952-34-1121
095-827-5443
097-536-6459
0979-24-8582
0985-28-1914
096-386-2029
099-284-1303
098-833-1105
03-3230-3649

名　　称 郵便番号 住　　所 TEL FAX
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Saitama Jichiken

埼 玉 自 治 研  
2019.1【別巻】 52

〒330-0063  埼玉県さいたま市浦和区高砂 4-3-5  県労評会館
TEL. 048-816-8866　FAX. 048-836-1113

E-mail : info@saitama-jichi.jp
http://www.saitama-jichi.jp

公益財団法人  埼玉県地方自治研究センター

地方自治を 住民の手に
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  No.

埼玉県内市町村子育て支援・
保育事業に関する調査

最終報告書

発行：公益財団法人埼玉県地方自治研究センター


