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平成 29年 11月 18 日 

西東京市 市長 丸山浩一 殿 

子育て支援部 保育課 各位 

西東京市保育園保護者連絡協議会 

会長 加藤 聡 

 

市内保育園及び近隣環境に対する意見（案） 

  

 平素より、保育園運営ならびに子育て環境の整備にご尽力いただき誠にありがとうございます。 

 

 西東京市保育園保護者連絡協議会（以下、保連協という）では現在の市内保育園及び近隣環境に対

し、保連協加盟各園の保護者意見をもとに、以下の通り意見を申し上げます。何卒よろしくお願いい

たします。 

 

はじめに 

市内には認可保育施設（公立・私立）や地域型保育施設（小規模・家庭的等）が整備されておりま

すが、各施設の保育環境を比較してみると、必ずしも公平なものとはなっておりません。また、認可

外保育施設や幼稚園の預かり保育事業においても、その利用者の中には希望する認可保育園の選に漏

れ、待機児童になったためにやむをえず利用している世帯も依然として多く居ます。 

大型マンションや大規模分譲住宅などの建設ラッシュにより子育て世帯が増え、より活気ある西東

京市の未来を期待する中で、保連協加盟各園として保育利用ニーズと現状のギャップを出来る限り縮

め、市内で保育を必要とする世帯が公平に保育を受けられるよう引き続き互いに協力しあって行きた

いと考えております。 

 

■加盟園        

はこべら保育園 

こまどり保育園 

すみよし保育園 

ひばりが丘保育園 

ひがし保育園 

柳橋保育園 

ほうやちょう保育園 

芝久保保育園 

やぎさわ保育園 

 

                                ■個人加盟 

ひがしふしみ保育園 

そよかぜ保育園 

なかまち保育園  



 2 / 18 

 

 議題 

 保育行政について 

 待機児童対策について 

 きょうだい同一園入所について 

 安全対策について 

 保育行政全般について 

 民営化について 

 保育園の運営について 

 延長時間について 

 職員について 

 保育料について 

 給食について 

 その他 
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 保育行政について 

 待機児童対策について 

継続して待機児童への対策が課題となっております。西東京市では、現在高層マンションの増加に

より、保育園の需要予測が難しくなっていると想定されます。現在、対策として行っている 0歳の受

け入れ停止についての効果と、今後の予定について確認したく回答お願い致します。 

 

確認① 西東京市の待機児童数をお教えください。 

背景・補足 待機児童対策の効果、推移を確認したい。 

 

待機児童数は平成 29年度から算定方法が国の指示により数が増える方向に変更されたことから、待機児童

数の推移を直接的に比較することとは難しいのですが、平成 27年 143人、平成 28年 154人、平成 29年 146

人となっています。 

一方で待機児童対策の効果としては、平成 27年度と比較して現時点で約 550名の定員拡大を行っておりま

す。 

 

確認② ・保育課と市の他部署（土木課）等とで、デベロッパーやゼネコンからの開発計画

を連携してもらうなど、情報連携出来ているのか（どのような情報から需要予想を

しているのか）お教えください。 

・来年度、再来年度の保育園需要予想（未就学児の増減見通し）をお教えくださ

い。 

背景・補足 高層マンション、多くの分譲住宅が建築されている西東京市において、今後、どの

ような種類の保育園の設置、どのぐらいの保育園の設置数が必要かを確認したい。 

 

    大規模な住宅開発については、開発を所管する都市計画課より適宜情報提供を受け、優先して保育所を整

備する地域等の選定の参考としています。 

    西東京市の人口はここ数年増加傾向にありますが、少子高齢化の中、0歳～5歳の就学前人口はここ数年間

は、徐々に減少が続くなか約 50名程度増加した年もあり、微減傾向にありつつも、概ね横ばい（9千人台後半）

といった状況にあります。 

      今後の未就学人口の推移ですが、新しい人口推計では、平成 29年度と比較して、平成 30年度は約△50

人、平成 31年度は約+10人と見込んでいます。    

 

確認③ 来年度、再来年度の保育園設置予定をお教えください。 

背景・補足 確認①、②に対応できる対策が行われるかを確認したい。 

 

    現在の整備計画は平成 29年度末に待機児童を解消することを目指していたため、平成 30年度以降に保

育施設を整備することが予定されていません。現在の計画に基づき平成 30年４月１日の開設に向けた認可保

育園１園の開設が予定され、さらに小規模事業保育所１施設の開設に向けて事業者を募集しています。 

     当初計画で使用した人口推計では推計初年度から未就学児童の減少が続くと見込んでいたところですが、

平成 27年度に策定された人口ビジョンでは、過去の年少人口の推移を踏まえた上で、人口減少が従前の計
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画よりも遅くなると推計されたため、平成 28年度に確保量を増加させました。今年度新たに策定した人口推計

では、人口ビジョンよりもさらに未就学人口の減少が遅くなると見込まれたことや、国が子育て安心プランにおい

て、平成 34年度には 25歳から 45歳の女性の就業率を 80％にまで引き上げるという目標を掲げたため、現在

子ども子育て審議会において、子ども・子育て支援事業計画の見直しについて議論をしております。 

 

確認④ 0 歳の受け入れ停止している園の受け入れ再開はいつかお教えください。 

背景・補足 0 歳の受け入れ停止を行った際に、3年後を目処に受け入れ再開検討を行なうとの説

明があった。現状の市の認識と、再開時期を確認したい。 

 

    ０歳児クラスの受入の中止を行った背景は、当時の待機児童の一番多い歳児は１歳児が突出しており、次が

２歳児という順となっていた状況で、０歳児は１・２歳児に比べると入園しやすいこと判断されて育児休業を早め

に切り上げる方が見受けらたことがあります。こうした状況は育児休業普及の観点からも望ましいことではありま

せん。 

      現状では西東京市子育てわいわいプランでの計画に沿って平成 31年までの５年を目安としての暫定措置と

し、その時点での市内の待機児童、年齢構成を確認して今後の計画を見直す予定です。現状では２歳児の待

機児童数は減少しているものの、引続き１歳児の待機児童数が突出している状況には変わりないことや、育児

休業を早めに切り上げる方が引続き見受けられること、０歳児保育の実施園が増加し、実質的に０歳児の受入

人数は増加していること、国においても育児休業を条件付で２歳まで延長するなどしており、受入停止当初とは

環境が変化してきた部分もあると認識しています。他の施設への展開は現在のところは検討していませんが、前

述のような把握を引続き行ったうえで判断する必要があると考えております。 

 

確認⑤ 確認④について、一部の園か全園再開するのかお教えください。 

背景・補足 確認④を受けて、再開する園、継続受け入れ停止の園を確認したい。 

 

    確認④のとおりです。 

 

要望① 需要予測に基づいた、さらなる保育園の設置を要望します。 

背景・補足 高層マンションが多数建築されている現状に対応し、保育施設の設置を義務付ける、

さらなる保育園の設置を行なうなど、待機児童解消に向けての対策が必要であると考

える。 

 

    子ども・子育て支援事業計画の見直しにあわせ検討いたしますが、保育園のさらなる設置については、３歳

以上については幼稚園の預かり保育の充実と合わせて検討するとともに、非常に厳しい財政状況のなか、公立

保育園の民営化や保育料の値上げ等による財源確保と合わせて検討して参ります。 

 

要望② 0～5歳と転園なく預けられる保育園の設置を要望します。 

背景・補足 転園は、子どもの子育ちへの負荷が高い。一貫した同一園への入園が望ましいと考え

る。 

 

    確認③で述べたように、子ども・子育て支援事業計画の見直しにあわせ検討します。 
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要望③ 兄弟が同一園になれず、片方の子供が希望園への入園（待機児童となってしまうの

で、認可外・認証に入園等）が出来なかった場合、保育料金の低減や、転園の際の加

点などが必要と考える。 

背景・補足 定員の関係で、入園できなかったとしても、兄弟ということは、保護者の就業体系等

変わっていないかぎり、認可の入園条件を満たしているはずの為、ある程度のサポー

トが必要なのではないかと考える。 

 

 保育料の見直しについては、国の幼児教育・保育無償化の流れも踏まえつつ、今後も３年ごとに定期的に

行ってまいりますが、待機児童が解消できていない状況の中、限りある財源を待機児童対策に回わすために

も、現在のところ、そのような減免は予定していないところです。 

    また、きょうだい別園の際に、転園をご希望される際の加点については、調整指数で加点をいたしておりま

す。 
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 きょうだい同一園入所について 

平成 26年でのきょうだい加点廃止時より、継続して要望している「きょうだい同一園入所」となる

ような対応について、本年度も要望させて頂きます。 

きょうだいが同一の園に通うということは、親の負担軽減だけではなく、子どもたちが必要な時

間、必要なだけ保育を受けるという意味で非常に大切であると考えております。２園以上を掛け持ち

する場合、殆どの家庭は保護者のどちらか１人が複数園への送迎を行っているため、その送迎のため

にどちらかのきょうだいが長時間保育を受けているのが現状です。子どもの負荷軽減の観点からの検

討をよろしくお願いいたします。 

 

確認⑥ 兄弟別園となっている世帯数をお教えください。 

背景・補足 兄弟加点がなく、兄弟別園が増加しているように感じるため、正確な世帯数を知り

たい。 

 

    基準を変更した平成 28年４月時点の調査では、514世帯中、405世帯が兄弟同園、109世帯が別園となっ

ています。 

 

要望④ 兄弟加点の復活を要望します。 

背景・補足 例年要望しているが、お迎え・夕食が遅くなるなど、親の負荷だけでなく、子どもの

子育ちにも大きな影響がある為、再度の検討を要望する。 

 

    入所選考基準については、３年に一度程度の見直しを予定しており、次回見直しの際に子ども子育て審議会

で検討することになります。 

 

要望⑤ 兄弟同一園希望の場合を「優先項目」に盛り込むことを要望します。 

背景・補足 要望④について、影響が大きく難しいようであれば、「優先項目」に盛り込むことで

少しでも多子家庭の負荷がすくなるよう配慮して欲しい。 

  

入所選考基準及び優先項目については、３年に一度程度の見直しを予定しており、次回見直しの際に子ど

も子育て審議会で検討することになります。 

 

要望⑥ 兄弟別園の場合、「延長料金を低減する」等のサポートを要望します。 

背景・補足 二つの園に送迎する為、同一園の家庭と同時に帰宅が出来たとしても、片方の園が延

長となるケースが多々あります。子どもと保護者の身体的負担だけではなく、コスト

的な負担もあるので、同一園にどうしても入所できなかった場合のサポートが必要と

考えます。 

     

保育料の見直しについては、幼児教育・保育無償化の流れも踏まえつつ、今後も３年ごとに定期的に行っ

てまいりますが、待機児童が解消できていない状況の中、限りある財源を待機児童対策に回わすためにも、

現在のところ、そのような減免は予定していないところです。 
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要望⑦ 現在の入所希望順を書く書式に「第三希望、第四希望で、遠くなったとしても同一園

希望する」のような記入欄の追加を要望します。 

背景・補足 別園となるようであれば、希望順位が低いとしても同一園に入れたほうが良かったと

の意見がある。そのような方が選択できるように、書式の変更をして頂きたい。 

    

    既に平成 29年度の入所申し込みから、入所申請書式の②「確認表」の裏面に兄弟同時申込みの場合の確

認欄にて、そのような選択ができるようになっており、現在受付を行っております平成 30年度の入所申し込みに

おいても同様の対応をとっております。 

また、審査では希望に基づいて調整を行っていますが、全てのご要望にお応えすることは困難な状況です。   

 

要望⑧ 駐輪場の設置・整備を要望します。 

背景・補足 ・兄弟別園の増加・保育時間の 15分短縮となり、送迎時間がタイトになっていると

感じる。 

・送迎に自転車を利用する家庭が多いが、駐輪場が足りておらず近隣有料駐輪場の利

用となり負担になっている世帯が多い。 

・設置はされているものの、地面が土で雨天時にぬかるみ、汚れるだけでなく転倒し

て怪我をする危険性がある。 

 自転車利用の安全確保については、可能な限り対応したいとは考えておりますが、スペースや費用の問題も

あり、すべての園で十分な駐輪場が整備できない現状があります。ご不便をおかけしますが、保護者の皆様で

譲り合い、また整列駐輪により、一人でも多くの方が利用できるよう、ご理解とご協力をお願いします。 

 

·  
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 安全対策について 

保育園など施設についてのセキュリティへの考え方は、「不審者を侵入させない。」が基本となり

ます。現在は登降園時の出入りが多い時間帯は出入り口のセキュリティが解除されフリーな状態とな

っています。子どもたちに万が一のことが起こらないようセキュリティの強化をお願いいたします。 

 

確認⑦ 他自治体で行っているようなロック解除番号を年度初めに保護者へ通達し、それを

用いて保護者が解除出来るような対応についての検討の進捗をお教えください。 

背景・補足 昨年、要望をした際には、「既存システムの効果・検証を踏まえ、総合的に検討し

ていく」との回答であった。現在、検討について進捗があればご回答よろしくお願

いいたします。 

     

    現状の設備でのロック解除番号の活用を検討しましたが、機器の耐久性の問題や、年度途中の退園者への

対応方など、各園での意見等も踏まえ、現状での対応は難しいものと考えています。 

 

要望⑨ 登降園時の防犯対策（ルール）の策定を要望します。 

背景・補足 せっかく扉が自動ロックとなっているものの、多数が登降園する際にロックが開放さ

れているケースが多い。一部の園では、ロック開放時に入口付近に保育士を配置して

いるとの意見もあるが、ルール化されているわけではなく園により対応がまちまちで

ある。給食委託化で外部の人の出入りが増える事も多くなるため、しっかりとした運

用ルールを策定して防犯強化をして頂きたい。 

     

    防犯対策については、玄関以外の進入経路も含めて、各園で総合的に対策しています。ロック解除時のル

ールや、保育士や給食調理員の顔写真の掲示、保護者の皆様のご協力も含めて、各園で引続き対応してまい

ります。 
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 保育行政全般について 

  

要望⑩ 入園前の保護者に対して、地域型と認可などの各保育園の違いについて、入園前の保

護者への説明・周知を要望します。 

背景・補足 初めて保育園を利用する・今までと異なる形態の保育園へ入所する際に、知らないこ

と・準備物などの違いから戸惑うことが多数あるとの意見が多い。認可・認証・民

営・公設の準備物の違いなど、さらなる情報開示が必要とである。 

 

    皆様のご意見を踏まえ、窓口でも可能な範囲でご案内するほか、各園における入園時のご案内など、保育園

とも協力し、工夫を行ってまいります。 

 

要望⑪ 保育行政に関する情報（方針、今後の予定など）を保護者に適時開示してほしい。

Web上だけでなく、紙ベースで園に掲示するなどもっと確実に保護者に届けるような

対応を要望します。 

背景・補足 業務委託化、民営化、値上げといった重要な情報はもちろんのこと、西東京市は、各

保育行政を丁寧に良くやってくれていると感じているので、良い面も周知・広報する

必要がある。 

 

    多くの掲示物により、重要な情報等が埋もれてしまう等のデメリットも想定されることから、皆様のご要望を踏ま

えつつ、保育園とも協議しつつ検討してまいります。 

 

要望⑫ 横浜市の「地域子育てマンション」認定制度と同等の子育て支援政策を要望します。 

背景・補足 コストを掛けないで保育施設等の設置を促す政策が必要である。より多くの施設設置

用地を確保したい市政と、マンション価値を高めたいデベロッパーと Win-Winとなる

制度である。 

 

    過去の開発協議の中で認可保育所及び認証保育所の設置を含めた開発をお願いした事例がございます

が、今後の少子化傾向と待機児童の推計等も踏まえ検討すべき課題であると認識しています。 

 

確認⑧ 保険証のコピーで保険診療できない病院が増えているとの意見がある。そのような

事実はあるかお教えください。 

背景・補足 保険証のコピーで保険診療できる病院が少なくなっているが大丈夫なのかという意

見を受け、園との意見交換会で確認したところ、実際に保険証のコピーで保険診療

出来る病院が少なくなっており、病院探しに手間取ることはあるとの情報を得てい

ます。 

 

     本来、保険証のコピーで医療機関を受診することはできないこととなっておりますが、一部の医療機関にお

いては、当日中又は近日中に保護者が保険証を持参することを条件に保険証のコピーでの受診を受入れて

いただいているところです。 
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        保護者の皆様には、保険証や乳児医療証が変わった場合には、コピーの差し替えをお願いしております

が、乳児医療証の期限が切れていたり、また提示した保険証のコピーが実は保険証が変更されていたことが

後になってわかるなどした結果、保険証のコピーによる受診が不可になった医療機関なども実際にございま

す。 

        また、保護者の方が御指定する医療機関が（保険証の）コピーでは対応しかねるといった場合には、保護者

の方に相談させていただくなどして、可能であれば受診した後、保護者の方の到着をそのままそこでお待ちし

たり、その他の医療機関を選んでいただくなどといった対応をさせていただいております。 

 

要望⑬ 確認⑧のような事実がある場合、保育中の園児が怪我した場合に、スムーズに受診が

出来るよう、園や病院の個別対応に一任するのではなく、市として責任を持って関与

して頂きたい。 

例）・緊急時病院受診マニュアルの完備、提携などにより保育時間中は 

常に受診が可能な病院の確保 

・保険証コピーに頼らない支払いフローの構築など 

背景・補足 大きな病気、事故のときは子供達の命にも関わる部分です。早めの備えが必須です。 

    

 緊急の場合は、救急車での対応になります。 

    

 

·  
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 民営化について 

市内 17園のうち 10園が民営化・委託となりました。今後も民営化が進むと予想されます。委託し

たことで得た費用対効果についてご回答お願い致します。 

 

確認⑨ 平成 27年度までに終えた 10 園の民営化の総括と今後の方針をご回答お願い致しま

す。 

背景・補足 今後も民営化を進める上で、しっかりと運営上・コスト上のメリット・デメリット

を確認し、保護者にしっかりと説明会した上で推進することが必要である。 

 

 公設民営保育園の委託化初年度の財政効果額の合計は約 197百万円となっておりますが、その後保育士

等の処遇改善を行ったことなどにより、各保育園の委託開始後の委託料の増加額は約 127百万円となっていま

す。 

 保育園の民間委託化の効果については、特に保育分野に使用するという決まりではございませんが、民間委

託前年度の平成 17年度と比較して、平成 28年度までに受入定員が約 1,100人増加するなどしたことから、平

成 28年度の私立認可保育園の運営に対して市が負担した一般財源額（歳出額から国・都負担金、保育料等を

差し引いた市の実質的な負担額）は約 490百万円増加しており、民間委託化の効果額は、待機児童対策にも

有効に活用されたものと認識しています。  

 

意見① ベテラン保育士の保育離れ、保育の質の低下を懸念している。 

背景・補足 ・民営化により、ベテラン保育士の異動・退職など保育士が一斉に変わることに対

して、親子共に不安である。 

・ベテラン保育士がいなくなることで、園児の安全な保育、子育ちへの悪影響が無

いように対応を望む意見が多数ある。 

 

    公立保育園の民営化にあたっては、余剰となった保育士の一部について、地域子育て支援コーディネータ

ーとして基幹型保育園５園に２名ずつ配置し、地域子育て支援センターにおいて保育園等に子どもを預けてい

ない地域の子育て家庭への支援を行っております。 

地域子育て支援コーディネーターには、あまり保護者の皆様には見えてこない事業として、認可外保育施設

を含む地域の保育施設に対し、ブロック会議を開催したり、園庭・プール開放に地域型保育施設や認可外保育

施設を招くなどしながら、相談・助言等を行ない、地域の保育施設相互で保育の質を高めあっております。 

このような形で、公立保育園で培われたベテラン保育士の持つ経験・知識が、公設公営保育園でお預かりし

ている子どもたち以外にも生かされるようにすることで、西東京市全体の保育の質の維持向上に役立てておりま

す。 
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 保育園の運営について 

1.延長時間について 

昨年度の、子ども子育て新制度の開始にあわせ、市内全公立保育園（17園）において、通常保育時

間を 7時から 17時 59 分までの 11時間とし、延長保育時間が 18 時からとなりました。昨年度の要望

でも「7時 15分～18時 14分の 11時間」となるよう再検討の要望をさせて頂きましたが、「現在のと

ころ変更を検討する予定しておりません。」との回答を得ております。 

しかし、継続して開所の時間についての意見が多く寄せられる為、当時のニーズ調査の結果の再開

示をお願い致します。 

 

確認⑩ 子ども子育て新制度への対応として短縮された、晩の 15 分の開所時間について、当

時の調査内容（根拠）を再度お教えください。 

背景・補足 ・保護者の感覚としては、夜の方が延長している人数は多いと感じている。（切迫

度は朝が強い印象。） 

・朝と晩の延長利用率は、適宜集計・分析を行っているのか？  

・納得が出来ていない保護者が多いので、情報開示を再度してもらい理解を求める

必要がある。 

 

要望⑭ 短縮された、晩の 15分の開所時間について、適宜朝晩の延長人数の実態調査を行

い、継続検討することを要望します。 

背景・補足 子ども子育て新制度への対応として、「11 時間の開所時間」を 7:00～18:00 から前

後にずらしている自治体もある。ニーズは絶えず変化するため、定期的に調査、見直

しが必要である。 

 

標準時間の設定である 7:00～18:00については、市内認可保育園では私立園を含め統一されており、今

後の調査・見直しの予定はありません。 

 

要望⑮ 延長保育について、運営コストがどのぐらいかかっているのかをお教えください。 

背景・補足 運営コストなどをしっかり説明、周知することで、保育料や延長料金への要望内容が

変わってくると考えています。また、保育園利用保護者への情報開示方法について、

定期的な紙媒体のお知らせとして各園に掲示するなど、より多くの保護者への周知方

法を検討する必要があると考えます。 

 

お預かりするお子さんが例え一人であっても、２名の保育士の配置が最低限必要（預かり人数により更に

加えて配置が必要）です。運営コストとしては、２名分の人件費のほか、開所のための施設維持管理コスト、

補食代なども含まれます。その他、延長保育の利用者が増える場合は保育士シフトの管理や、通常より多く

の保育士を採用するためのコストも必要です。 
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要望⑯ 18 時からの延長時の費用を 1時間単位ではなく、ある程度細分化することを要望し

ます。 

背景・補足 現行 ：300 円/h 

改定案：毎日継続的に利用する家庭は、月額固定（19時まで利用なら 5000円、20

時まで利用で 10000円等）とし、まれに利用する家庭は 10 円/1分 

 

※細分化することで、保護者がより早く園児を迎えに行こうという気持ちにつなが

り、より多くの時間を家庭で過ごせる効果が期待でき、子育ちに良い影響がある

と考えます。 

 

料金の細分化は、事務コストとの関連があるため、ＩＣＴ化の推進とセットで考える必要があります。 過去の

事例から、月額固定制にすると、お迎え時間が遅くなる懸念もございます。延長料の見直しについては、保

育料の見直しにあわせて、今後検討を進めます。 

また、早めのお迎えは、ご指摘のとおり子育ちに良い影響があると考えておりますので、延長料金の発生

の有無に関わらず、可能な限り早めのお迎えをお願いいたします。 
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2.職員について 

  公設公営保育園において極端な人事異動を行った事実はございませんが、今後も職員全体の退職状況

や経験等を踏まえつつ、公設公営保育園全体でバランスの良い園運営が出来るように配慮した人事異動を

行ってまいります。 

 また、公設公営保育園以外の認可保育園に対しても、子どもの育ちに配慮し、極端な人事異動を行わない

よう機会を捉えて要請してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要望⑰ 極端な人事異動を控えることを要望する。 

※年代わりで一人は担任を残すようにするのを原則として頂きたい。 

背景・補足 ある認可保育園において、多くのベテラン保育士の異動が一度に多数行われた。保育

の質に直結するため、よりよい子育ち、保護者の相談事含め、ベテラン保育士、継続

担任する保育士は必要である。 

 



 15 / 18 

 

3.保育料について 

 

昨年度より保育料が改定となり、市の計画では今後国基準に対する 100％を利用者負担額とすると示

しています。現在の財政状況を考えれば値上げについて一定の理解は出来ますが、継続して効果の検

証と情報開示が必要であると考えます。以下についてのご回答よろしく願いします。 

 

確認⑪ 保育料の値上げについて、保育行政にかかる予算がどのぐらい改善したのかお教え

ください。（値上げの結果、財政均衡したのか、赤字縮小したのか等） 

背景・補足 保護者の痛みを伴う保育料の値上げについて検証、情報開示を行い、理解を得る努

力が継続して必要である。 

 

     保護者の皆様にご協力をいただいた保育料値上げについては、平成 28年度決算で、約 1.2億円の財政

効果がございました。 

        しかしながら、待機児童対策を進めた結果、平成 27年度決算と比較して平成 28年度の保育料の値上げ

が影響した認可保育園及び地域型保育事業の一般財源負担額（歳出額から国・都負担金、保育料等を差し

引いた市の実質的な負担額）は約８百万円の減にとどまっております。平成 29年度には既に認可保育園４

園、地域型保育事業９施設が既に開園していることから、待機児童対策に要した一般財源額が保育料の値

上げの効果額を上回ることが確実な状況です。 

 

意見② 保育料の値上げについて、以下意見が継続して上がります。ご認識の上、今後の対

応検討をお願いします。 

・全体的な値上げにより、就労の意味が薄くなり、生活にも直接影響が出る。 

・上限値の拡大により、認証・認可の料金差がなくなり、公設園の意義が薄くなっ

てしまっている。 

背景・補足 - 

 

保育料の適正化につきましては、新規保育施設の整備や保育士処遇改善などの待機児童対策及び、保

育の質の確保しながらの持続可能性を担保することが主な目的です。 

また、認可保育所等の認可施設と、認可外施設の保育料の格差を緩和するため、認可外保育施設入所

児童保護者助成制度を実施しておりますが、認可保育所等の認可保育施設は所得等に応じた応能負担、

認可外保育施設は預かり時間等に応じた応益負担となっており、保育料の考え方に差異があることから一概

に比較することは難しいものと考えております。 

    また、平成 28年度決算では、認可保育所等の認可保育施設の運営に要した経費は約 55.7億円となって

おりますが、約 8.2億円（14.7％）の保育料収入以外の約 47.5億円（85.3％）については公費負担となって

おり、認可保育施設に子どもを預けていない多くの市民の方々の、認可保育施設運営へのご理解によって

運営されております。 

   保育料の見直しについては、幼児教育・保育無償化の流れも踏まえつつ、今後も３年ごとに定期的に行っ

てまいりますが、見直しの際には丁寧な説明に努めてまいります。 
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要望⑱ 値上げをする場合、保育業績の赤字補填ではなく、①待機児童の解消、②保育士待

遇の改善・確保、③保育内容・サービスの充実への利用を要望する。 

背景・補足 値上げとなるが、赤字補填のみで保育の質は現状維持（又は低下）のみとなると、

就労、新たな子をもうけたいという意欲の減退につながる。 

 

保育料の適正化につきましては、新規保育施設の整備や保育士処遇改善などの待機児童対策及び、保

育の質の確保しながらの持続可能性を担保することが主な目的ですが、いわゆる赤字部分について保育所

運営費における割合を見直さないままに待機児童対策を行うことは、少子高齢化の進展に伴う非常に厳しい

財政状況中では大変難しい状況です。 

保育の質の確保しながら持続的に認可保育施設の運営を行っていくためにも、ご理解とご協力をお願いい

たします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 / 18 

 

 給食について 

 

  

要望⑲ 給食作業委託化が推進される方向だが、アレルギー対策を含めた食材の安全対策を行

い、現在の基準の維持を要望する。 

背景・補足 西東京市は、アレルギー、宗教食への対応を非常に丁寧に行ってくれていると感じて

いる。栄養士が、園児一人一人の好き嫌いも把握して、「嫌いな◯◯が食べられるよ

うになりましたね！」「こうすると食べやすいですよ」などのコミュニケーションが

ある園もある。そのような良い点は継続して頂きたい。 

 

  調理作業の委託化により、食材の安全対策を切り下げることはしておりません。給食の委託化園、直営園に関

わらず、安全・安心で美味しい給食を子どもたちに今後も引続き提供してまいります。 

 

要望⑳ アレルギー対応の全園統一を要望します。 

背景・補足 民営化園で、弁当持参のところがあるので公立保育園の対応に統一して頂きたい。 

 

  民営化の期待されるメリットのひとつには、民間活力の導入により、保育園独自の保育が推進される、多様化

のメリットがございましたが、その中には給食も含まれております。 

  なお、公設公営保育園においては除去食を基本としておりますが、このことにより、主食・主菜となるメニューに

関して、除去すると提供する食事がなくなる場合は、お弁当等代替のものの持参を保護者にお願いすることもご

ざいます。 
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 その他 

以下、意見がありましたのでお伝え致します。 

 

 

 

 

意見③ ・３歳児クラスの職員を増やしてもらいたい。具体的には１：１０で配置をしても

らいたい。 

・日曜祝日勤務の方もいるが、日曜祝日預けられる場所がない。もし、できるとあ

りがたい。 

・修繕箇所について緊急性の高い物は優先的に行ってもらいたい（例えばほうやち

ょうでは湯沸かし器の異音がすごく、爆発しそうな状態。事務所の物は現在使って

いない。給食室の物はまだ使っているがかなり老朽化している） 

・写真はデータも欲しい。（園回答→市の方針として個人情報の観点から、データ

配布はしていない。各園も同様との認識。） 

・写真の撮影・販売頻度が少ないことに加えて、受注手続きが煩雑。業者を活用し

てでも改善してほしい。 

・先生に名札を付けて欲しい。特に延長保育時間帯では他クラスの担任や嘱託職員

などが多く、名前を覚えづらい。（園回答→安全ピンは危険との認識。たとえば４

月だけでもシールを貼る、延長保育では教室前に「本日の遅番/明日の遅番」を掲示

するなどの工夫を検討する。） 

・玄関ロック解除を迅速にしてほしい。お迎えが延長タイムぎりぎりの時は特に配

慮して欲しい。（園回答→リモコンは買い替えを実施。嘱託職員を含め、リモコン

操作の研修を改めて実施。延長保育への突入時間帯は、事務室の操作盤で直接操作

するなど改善努力する） 

・トイレの悪臭を改善してほしい。（園回答→夜間に薬を入れたり、早番が水を流

したりするなど対策しているが、必ずしも十分な効果効果がでていないのも事実。

園舎が古いので仕方ない。） 

 

 
意見③ ・夏祭りを雨天時は室内開催でなく、延期として欲しい。年長クラスの太鼓は室内

だと残念。（園回答→仕事を休んで調整している方や、遠方から祖父母を招待して

いる場合もあるので、日程の変更はしない様に配慮している。） 

・保育参観の時間帯が 10時頃となっている。送ったあと、空白時間があるためロス

が多い。 （園回答→保育参観はいつでも個別対応が可能。概ね午前の保育内容が活

発なので、午前参観でアナウンスしている。） 

・行事を充実させて欲しい。（親子遠足・いもほり等） 

・保護者及び保育者の負担や衛生面を考えて、お昼寝コットの導入を検討してほし

い。 

背景・補足 - 

 


