
国立市保育整備計画(素案)の概要

～国立市保育整備計画(素案)市民の意見を聞く会～
説明資料

平成29年５月

国立市子ども家庭部

回数 日時 会場

第1回 平成29年 5 月14日（日）14時～15時30分 国立市役所2階 委員会室

第2回 平成29年 5 月21日（日）14時～15時30分 国立市役所3階 第1・第2会議室

第3回 平成29年 5 月28日（日）14時～15時30分 くにたち北市民プラザ 会議室

第4回 平成29年 6 月 1 日（木）19時～20時30分 くにたち南市民プラザ 多目的ホール

国立市保育整備計画(素案)市民の意見を聞く会資料№１



【保育審議会】

【保育整備計画策定庁内検討会】

国立市保育整備計画(素案)について

1．『国立市保育整備計画(素案)』策定の経過
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保育審議会から答申①

諮問事項のうち、基本的な考え方及び方法に
ついて答申を受ける

平成28年5月

保育審議会から答申②

諮問事項のうち、ガイドライン作成及びその
他について答申を受ける

平成28年11月

庁内検討会・検討部会をスタート

今後の市の保育サービス全体の在り方を定め
る保育整備計画の策定作業を開始

平成28年7月

保育整備計画(素案)を集約

行財政健全化推進本部会議において、庁内検
討会で検討してきた保育整備計画(素案)を議論
し、集約

平成29年2月

保育審議会に諮問

民営化について、基本的な考え方、方法、ガ
イドライン作成、その他の4つの事項を諮問

平成27年12月

庁内検討会・検討部会での検討

保育施策の基本的な考え方、公と保育園が果
たすべき役割、基本的な考え方の実現に向けて

平成28年7月～平成29年1月

保育整備計画(素案)の公表

平成29年2月27日

市議会の福祉保険委員会に計画(素案)を報告

平成29年3月15日
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2．国立市保育整備計画(素案)の概要

保育整備計画とは？

• 人的資源・財的資源を有効活用し、民間や地域の力を取り入れ、公の役割を明確化しつつ、あらゆる
資源全体で保育課題の解決と子育て支援に取り組まなければなりません。

• 保育行政では、住民の福祉の増進のため、「子どもの最善の利益」を念頭に、「最少経費で最大効
果」の基本原則の考えのもと、課題解決に向けて努力する必要があります。

• 財政改革審議会及び保育審議会の答申を最大限尊重し、公立・私立の隔てなく、市内全体の保育環境
の維持・向上を目指していきます。

⇒この計画は、取り組むべき保育施策の方向性を示し、公と保育園が果たすべき役割を整理しています。

目
的

背
景

計画策定の背景と目的

計画期間

平成29(2017)年度から平成35(2023)年度までの7年間

・少子化
・核家族化
・都市化

・家庭や地域の環境が変化
・仕事と家庭の両立が困難
・子育ての孤立･不安･負担

・早急な待機児童の解消
・発達が気になる子の支援
・児童虐待対応などの課題

ただし、今後の人口構成や保育施設の状況を勘案し、必要に応じて適宜見直しを行う。



4

保育施策について、市はどのように取り組んでいくの？①

保育施策の更なる充実

保育施設は、子育て家庭の身近な児童福祉施設であり、時代のニーズにあわ
せて更なる充実が必要。

未就学児童全体の豊かな成長のため、保育施設のみならず、幼児教育施設や
在宅子育て家庭への支援の充実も必要。

市の職員(人的資源)や予算(財的資源)などの
経営資源は有限

しかしながら…

●家計に置き換えてみると…

収入

入ってくるお金
(給料など)

支出

出ていくお金
(食費・被服費・
光熱費・医療費・
住宅ローンなど)

 収入に対して色々な事柄にお金を支出していま
すが、入ってくるお金には限りがあるので、必
要な項目の優先度の中で配分してお金を使って
います。

 例えば、新しい商品を買おうとした時に足りな
ければ、他の項目で使うのをやめたり、中身を
節約したり、貯金を取り崩してお金を用意しま
す。

 また、家族の人数で仕事や家事をする労働力は
決まり、その中で仕事や家事に取り組みます。

貯蓄貯金の取り崩し
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保育施策について、市はどのように取り組んでいくの？②

「最少の経費で最大の効果を挙げる」ため、保育施策の必要度・
優先度の高い施策を明確化して取り組んでいく。

限られた人的・財的資源をバランスよく配分し、効果的に保育・
子育て支援施策を推進していく。

創意工夫と民間活力の積極的な活用により、多様な市民ニーズに
対応した持続可能な保育・子育て支援施策を展開していく。

このような視点を持って取り組んでいくことが必要です。

であるならば…

市が抱える保育行政課題の解決に向けて
新しい事業に取り組んでいくためには
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保育行政課題に対する取組の優先度は？

色々な保育事業があるけれども、市では
その必要度・優先度をどう考えているか

項目 優先度 

待機児童の解消 低             高 

長時間延長保育の実施 低              高 

休日・年末保育の実施 
低              高 

※一時預かり事業と連動した実施を検討 

一時預かり保育の充実 低               高 

緊急保育の実施 
低               高 

※一時預かり事業と連動した実施を検討 

在宅子育て家庭への支援 

（子育てひろば） 
低              高 

 

項目 優先度 

発達が気になる子どもや 

しょうがいをもつ子ども 

とその家庭への支援 

低              高 

病児・病後児保育の充実 低               高 

子ども・子育て総合相談 

窓口の創設 

低              高 

※第三次国立市子ども総合計画の重点的取組          

幼保小連携の推進と学童 

保育事業の環境整備 
低               高 

アレルギー児の対応強化 低                高 
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今後の公と保育園の役割はどうなっていくの？

市全体の保育システムを磨き上げていく役割を担えるのは市のみ(保育審議会の提言)

 市内の子育て家庭が抱える様々な課題の解決を図ります。
 市全体の保育の質の向上のための方策に取り組みます。

公立保育園1園を基幹的保育園

市が目指す取組

① 基幹的保育園による子育て家庭全体
への支援

② 保育ソーシャルワーカーの配置によ
るつながりやすい支援

③ 国立市全体での「保育の質」の向上
への取組

保育園の役割

①地域子育て支援拠点事業による地域
全体の支援
◆「かかりつけ園」の役割

②新たな保育行政課題の実施
◆優先度の高い一時保育事業の拡充



基幹的保育園はどのような取組をしていくの？

私立

私立
(民営化)

私立

私立

私立
私立

公立

私立
私立

公立

私立

私立

公立1園
(基幹的機能)

○保育事業部門
当該保育園の運営

○保育指導部門
保育ソーシャルワーカーの配置
①市内保育園の巡回指導・支援
②研修の企画立案・実施・評価
※保育ソーシャルワーカーの
資格研修の制度化

③家庭、保育園、地域のネット
ワークの構築保育ソーシャル

ワーカー

＜基幹的保育園の役割＞
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イメージ図



保育ソーシャルワーカーはどのようなことに取り組んでいくの？

＜市役所＞

＜保健センター＞

＜発達支援室＞
＜子ども家庭支援センター＞

＜児童館・学童保育所＞

保育園 関係機関

子育て家庭

公立

地域子育て支援
拠点事業(各園)

私立

※子ども・子育て総合
相談窓口の創設

支
援

保育
ソーシャルワーカー

保育士

基幹的保育園
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情報収集
巡回指導・支援

必要な支援に
つなげる

イメージ図



地域子育て支援拠点事業はどのような事業？
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子育て親子の交流

の場と交流の促進

地域の子育て

関連情報の提供

子育て及び子育て

支援に関する

講習会等の実施

未就園児童等が

集団保育を経験

する交流の場

子育て等に関する

相談・援助の実施

保育園

子ども家庭
支援センター

発達支援室

保健センター

イメージ図
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市は考えている取組をどのように実現していくの？

人材と財源の確保

 国・東京都の補助制度の最大限の活用と民間活力の活用により、待機児童の解消を進めます。
 「国立市で保育士になってよかった」といえる働きやすい環境整備による保育士の確保に取

り組んでいきます。
 子育て家庭が孤立しないために、妊娠前から子育て期の切れ目のない支援に注力する。その

ために、保育ソーシャルワーカーの配置、 地域子育て支援拠点事業の実施、子育て世代包
括支援センターの設置を検討していきます。

新たな事業を展開する人材と財源の確保が必要です

民間活力の導入

 公立保育園の民間移管
 待機児童の解消
 一時預かり保育の充実
 子育てひろばの充実
 既存の私立保育園における

子育て家庭への支援の拡充
 病児、病後児保育の充実

これらの事業の実施にあたっては、
民間事業者の力を活用して実施し
ていきます。



妊娠から子育て期にわたる支援体制イメージ
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公立保育園民営化の方針は？

民営化の効果

①人的資源を子育て・保育関連部署への配置
や新たな役割を設けることによる支援体制
の強化

②保育園運営経費の縮減と生み出された財的
資源の保育・子育て支援施策での活用

③民間活力を生かした多様な保育サービスの
提供

④国・東京都の補助金の活用と老朽化施設に
対する市財政負担の軽減

民営化の方針

①公立1園に新たな基幹的機能を付加
②公立1園を実績ある社会福祉法人に移管
③民営化ガイドライン(案)に沿って推進
④ 2園目以降は効果検証の上、方法を選択

※その時点の人口構成や保育施設等の状況を勘案

⑤基幹園・民営化園は、立地条件、土地・建
物状況、仮設園舎対応、補助金活用、入所
定員、園児・保護者への負担等の条件を熟
慮し選定

基幹的保育園の設置

立地
 今後市役所に設置予定の「子ども・子育て総合相談
窓口」では、保健師、社会福祉士等の専門職が支援
にあたり、保育園との連携を強化していくため、基
幹的保育園は市役所に近接する園が望ましい。

施設
 基幹的保育園には、保育ソーシャルワーカーを園内
に配置するため、現状において施設面積が一番広い
園が事業展開に適している。施設の残存耐用年数か
ら鑑みて、中期的な保育施策の見通しが立てやすい。

民営化対象園

民営化対象園の取組
 優先度の高い一時預かり保育事業を実施。時間単位や土

日の実施、緊急保育の機能も含めた実施を検討。
 これまでの公立保育園での保育の継承を基本に、課外教

室や行事の充実など保育サービスの向上にも取り組む。

民営化する対象施設
 新園舎のため、移管事業者の特色に合わせた設計が可能。
 建替えによる仮設園舎対応が不要。
 新たな事業(一時預かり保育等)を付加させることが可能。
 新園舎建設費に対し、国・東京都の補助金を活用できる。
 新園舎建設のため、定員増の余地がある。
 新旧園舎での段階的受入れ等、園児への負担軽減が可能。

なかよし保育園 矢川保育園



民営化のスケジュールは？
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 「(仮)矢川プラス」は、東京都の都営矢川北アパートの建替事業に関わり、建設予定地の更地化が平成31(2019)年6月と
東京都より示されております。その後の建設工事を経て、平成32～33年度中のオープンを計画しております。

 矢川保育園についても、4月の開園を考慮し、平成33(2021)年4月を事業者への移管の目途としています。
 なお、上記スケジュールは目安です。

№ 項目

1 対象園決定（素案から案）

2 対象園保護者説明会等

3 公募要領の策定

4 事業者選定委員会の準備

5 事業者の公募

6 事業者選定委員会の実施

7 移管先事業者の決定

8 三者協議会

9 移行計画策定

10 引継ぎ（合同保育）

11 新事業者の保育開始

12 新園舎設計

13 新園舎建築工事

14 公と保育園の役割の検討

15 財団等設立の研究

16 民営化園の効果検証

17 2園目以降の民営化検討

終了時期は三者協議会において協議

合同保育の期間は三者協議会において協議

基幹的保育園の設置時期は、この検討を踏まえて決定

平成34年度 平成35年度平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度



３．矢川保育園の今後について

今後、矢川保育園はどのように変わるの？
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項目 現状 民営化後

実施主体 市 市

設置･運営主体 市 移管事業者

場所 現在の仮園舎 「(仮)矢川プラス」内

面積 636.9㎡ 約800㎡を想定

開所時間 7:15～19:15 7:15～19:15

保育料 所得により決定 所得により決定

職員配置 配置基準を順守 配置基準を順守

職員 市職員 事業者職員

しょうがい児保育 実施 実施

給食 自園調理方式 自園調理方式

付加事業 －

一時保育の実施

課外教室等の充実

緊急保育・休日保育の検討
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保護者が感じる不安の解消及び円滑な移管のための取組

矢川保育園の民営化にあたって、募集条件や事業者の選定方法、引継ぎ、民営化後の取組など、移管
の基準をガイドライン(案)としてお示ししております。今後は、このガイドラインに沿って民営化を進
めていくことにより、保護者の不安解消と円滑な移管を図っていくことを考えています。
また、民営化を進めていくにあたっては、各段階で保護者の方々からご意見をうかがう機会を設けて

いきます。

矢川保育園民営化の今後の流れは？①

計画

(案)

市議会報告
市議会議員の意見・要望

保護者懇談会の開催
保護者の意見・要望

パブリックコメントの実施
計画(素案)への市民の意見・要望

役員会との定期的な会合
保護者の意見・要望

計画

(素案)



矢川保育園民営化の今後の流れは？②
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事業者の選定(平成29年中頃～30年度中頃)

 事業者選定委員会において移管事業者を選定します。
 選定は、書類審査、実地調査、ヒアリングを基本とするプロポーザル
方式で実施します。

三者協議会の開催(事業者決定後～)

 三者協議会を開催して、現在の保育内容をどのように継承していく
のか、保護者の不安にどう対応していくのかなど、保護者・移管事
業者・市(保育園含む)の三者による引継ぎの個別具体的な協議を行い、
移管前に引継ぎ事項を整理します。

 そのために、公立保育園の保育士、関係職員により、引継に関わる
保育実践の内容を整理します。

 協議内容は、市と事業者の間で協定書を締結して履行していきます。

合同保育の実施(期間は三者協議会で協議)

 移管前の一定期間、移管事業者の担任予定の保育士が現在の保育園に
入って一緒に保育にあたります。

 移管後にも、市の保育士を派遣する方法により実施が可能です。
 合同保育で浮き出た課題は、三者協議会において協議します。

民営化後の取組(移管後～)

 移管後には福祉サービス第三者評価の受審を義務付けるとともに、
保護者アンケートの実施やガイドラインで定めた条件の履行状況を
確認するなかで、課題を抽出し三者協議会にフィードバックします。

 改善すべき点は市の責任で対応します。

保護者の方はオブザーバー
委員として参画します

保護者の方は三者協議会の
メンバーとして参画します

合同保育での改善点は三者
協議会で協議します

第三者評価、保護者アン
ケート等で状況を把握し、
三者協議会で保護者と協議
します


