
第 10 回 武蔵野市公立保育園改革評価委員会 

 

 

 

 

 

 

■日  時：平成 17 年５月 19 日（木）15 時 00 分～17 時 30 分 

■場  所：武蔵野総合体育館３階 視聴覚室 

■出席委員：安念委員・池田委員・鵜川委員・平川委員 

■そ の 他：岡橋氏（設置要綱第６条第２項による出席者） 

事務局（子ども家庭部長・保育課長 ほか４名） 

 

１．開 会 

 

２．配付資料確認 

 

３．議 事 

１）配付資料説明 …事務局説明 

◇武蔵野市公立保育園改革計画報告書（案） 

◇職員アンケート調査まとめ（問２）            

２）報告書（案）ついて 

【４２項目の各評価案について質疑応答および意見交換】 

№1 保育士の職員体制の見直し

委員：「削減された予算は、他の児童福祉施策に向けられていると想定される」の「想定

される」という表現はどういう意味か。 

事務局：「考えられる」に改める。 

№2 用務職員の嘱託化

№3 給食調理の体制の見直し（一部嘱託化）

委員：調理職員３名が管理係に配置というのは保育課に配置されているということか。 

事務局：形式的には保育課管理係に配置し、実際には９園のうちどこかに配置しているも

のである。 

委員：「管理係」を削除したほうが理解しやすい。 

№4 保育課管理係職員定数削減（事務嘱託化）

№5 保育所子育て支援事業の充実

委員：子育て支援事業の説明部分は評価と関係ないので削除したほうがよい。また、すべ

ての対象者に子育て支援事業へ参加してもらうことが子育て支援事業の目標なのか？ 

事務局：そうではない。 

委員：参加できる選択肢を与えることが目標なのではないか。 

委員：利用者が多ければ成功ということではなく、使いたい人に使ってもらうことが目標
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であるなら「対象者すべてへの拡がりとなっていない」という表現も気になる。 

事務局：子育て支援は公立保育園だけでするわけではない。既存の施設それぞれが子育て

支援の選択肢となることが目標である。 

委員：親の自立を促すことが子育て支援であるなら、その結果子育て支援施設を利用しな

くなってもよいのではないか。武蔵野市としての子育て支援事業の目標というものが必ず

あるはずだ。それと照らし合わせた記載が欲しい。 

委員：子育て支援事業は、実際には事業を行うことであるので、できたかできなかったの

かという客観的な記述であってよい。それに対して利用者がどう考えているのかとか、利

用しなかった人はなぜ利用しなかったのかということは直接の評価ではない。ちゃんとで

きたかどうかが評価であって、そこから先はコメントとして書くならよいが評価ではない。 

委員：子育て SOS 支援センターとの連携が子育て支援事業の中心的な問題としてあると思

う。もし、評価内容に数値を残すのであれば、事業に参加した人の中に子育て SOS 支援セ

ンターと繋がるケースが何件あったとか、相談の必要があると保育士が気づいて子育て

SOS 支援センターを紹介した件数を記述として残したほうが、参加人数を載せるよりここ

でのコメントとしては説得力があると思う。 

事務局：24 の評価指標のほうで、子育て支援を保護者はどう考えているのかという全体像

での満足度の話がでてくるので、評価の性格を分けて、42 項目の方は何をしたかできなか

ったかという点で評価していったほうがよいかと思う。 

委員：同感である。目標どおり実行されているかどうかで整理していくものとする。 

委員：目標と実際の行動があっているのかわかりづらいので、具体的に何をしたかを書い

たほうがいい。 

№6 地域子育て支援推進担当者を配置

№7 一時保育事業の実施

委員：一時保育の延利用者は、全体の延べ人数ではなく各園 5名定員中平均何人の利用が

あるかの記載にしたほうがよい。 

委員：定員と比較した利用状況に変更してもらいたい。 

№8 保育サービス第三者評価の実施

委員：改善に取り組んでいることが、どういうふうにアンケートからうかがえるのか。ア

ンケートには第三者評価についての記載はそれほど多くみられなかった。また園長からは

第三者評価に基づく改善の取り組みについての説明は受けていない。 

岡橋：平成 16 年度受審の４園についてはまだそこまで進んでいない。おととし受審した

２園がアクションプランに基づいて現在改革に取り組んでいる。 

事務局：アンケートを見ると、取り組み姿勢があることはうかがえる。第三者に指摘され

た点が改善につながるという認識は園長も持っている。 

委員：それなら指摘事項を受け止め改善していこうという意識がうかがえるというふうに

したらどうか。 

事務局：何年度に第三者評価を実施したものについての評価かによって記載が異なる。 

委員：15 年度実施した 2園、という記載をいれたらどうか。 
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№9 苦情解決のしくみづくり

委員：第三者苦情相談窓口への相談実績がないということでいいのではないか。相談がな

いということは、完璧に満足しているのか、苦情を言う気にもならないのか、色々な可能

性を秘めているので、ひとつの可能性だけで軽軽にコメントはできない。実績がないとい

う事実だけでよいかと思う。 

№10 保育園における食の品質基準の作成

委員：食の品質基準については、資料がないので作成されているかわからない。 

事務局：検討中である。 

委員：評価欄には、まだ提示されていないと記載する。 

№11 市独自の保育関係ガイドラインの作成

№12 保育園運営に関する情報公開の推進

委員：記載内容から、評価欄より進捗状況に入れたらどうか。評価としては、改革前に比

べ保護者への情報公開が積極化している、ということでいいのではないか。 

№13 園の運営に関する園長の裁量の拡大

委員：事務員を配置したのに事務量が増えたのはなぜか。人が足りないということなのか。 

委員：仕事の裁量が増えれば事務が増えるのは当然であるが。 

委員：人が増えたから事務が増えたということではないか。職員は仕事が増えたと感じて

いることはアンケートから読み取れる。事務量とは雇用管理に関わる事務のことなのか。 

事務局：この記載は雇用管理に関わるもののことである。 

事務局：仕事がまだ職員に馴染んでいないのではないかと思う。新しい種類の仕事なので、

違和感がある。職場が落ち着いてくるともう少し違ってくると思う。 

委員：本来、保育に専念していればよかったのに、改革によって管理もしなければならな

くなったという趣旨で理解する。 

委員：園長が直接パート・アルバイトを探す困難さのことを言っているのではないか。 

事務局：それもある。15 年度まで保育課ですべてやっていたことが園に移ったので大変だ

と思う。 

事務局：パート雇用の裁量権が園に移され、予算の配分や調整をするので、それについて

の話し合いも必要になってきた。 

事務局：事務量という表現を変えたほうがよい。 

委員：少し表現を変えることにしたい。 

№14 アルバイト・パート職員等の雇用体制

№15 予算執行管理

委員：「初年度」を「16 年度」に変更してほしい。この項目においても事務量が増えたの

か。 

事務局：事務嘱託がだいぶ慣れてきたのでそうでもないが、事務嘱託の習熟度による園格

差が生じていると思う。 

№16 各職の役割分担等の見直し

委員：「各人の役割の確認」はどうやってなされたのか。これについて資料を求められた
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ら何を提示するのか。 

事務局：役割分担表である。それに基づいて話し合いを行った。 

事務局：話し合いがされた事実を進捗状況に記載することはできるが、評価とは少し違う。

達成度が測りにくい項目である。 

委員：アンケートから役割分担の見直しを実施したことは読み取れる。 

委員：アンケート以外に基礎資料がないので、「アンケートによると役割分担の見直しが

なされつつある。」と変更する。 

№17 研修制度の見直し

№18 カウンセリング研修

委員：「アンケートによれば、その成果が園で共有されていることがうかがわれる。」に変

更する。 

№19 先進施設への派遣研修

「アンケートによれば、園長は研修の効果があったと評価している。」とする。人員態勢の

負担についての記述は残す。 

№20 保育園経営に関する研修

委員：この項目は、何を言っているのかよくわからない。目標は研修に参加させることな

のだと思うが、研修に行ったうえで理解してないということなのか、それともまだ研修を

受けていないのか。 

事務局：園長以外の経営幹部層が研修を受講していない。 

委員：主任職以上には未実施であると進捗状況欄に書かなければいけない。 

委員：「園長以外の経営幹部層への研修実施が急務である。」とだけにしたい。 

№21 一時保育事業の実施

№22 保育所子育て支援事業の充実（再掲）

№23 乳児受入れ拡大

委員：行動目標の中では 18 年度の目標値しか決まっていないので、今の段階で「目標ど

おり実行されている」というのは当てはまらない。 

委員：「進捗がうかがわれる。」としたい。 

№24 障害児保育の全園実施

委員：進捗状況の中で、「16 年度は 11 名受入れ、17 年度も 11 名の受入れ」とあるが合計

で 22 名ということなのか。 

事務局：それぞれの年度の受入れ人数である。17 年度は受け入れ枠は 18 名に拡大してい

るが、希望者が 11 名だった。 

委員：武蔵野市の毎年の保育園入園適齢児は何人くらいいるのか。 

事務局：毎年、約 900 名子どもが出生している。そのうち保育園に入ってくる子どもが 14％

くらいである。認可保育園に入る子どもは 10％くらいである。 

委員：11 名という数が少ないので需要が顕在化していないのかと思ったが、そうではない

ということでいいのか。 

事務局：障害児を持つ親の 4分の 3 は保育園を希望しないので、全市的には同程度の障害
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児はもっといる。 

委員：11 名という人数は多いのか。 

事務局：武蔵野市では、親が希望するシステムに子どもが入所できていると思う。べこの

こ学級にも通いながら保育園にも入っている。親のニーズには応えているので、入園をお

断りする状況にはない。 

№25 家庭における食の充実支援

委員：「食の支援」とは具体的に何をするのか。 

事務局：情報提供や調理体験であるが、15 年度と 16 年度と実施している内容が変わらな

かったので、拡大はされていない。ただ、17 年度から栄養士を全園配置にしたので、今後

充実が望めると思う。 

委員：現実的には保育園の保護者は働いているので、調理体験などに参加するのは難しい

が、調理職員が 17 年度、園ごとに発行している通信は保護者とのコミュニケーションとし

てとても効果的だと思う。 

事務局：この項目は全児童対策のことを言っているが、保育園保護者に対しての支援につ

いてもどこかで書いておいたほうがいいと思う。 

委員：現状のままであるというのもひとつの評価ではあるので、「平成 16 年度は従前どお

りの支援が行われた。」としたい。 

№26 休日の保育事業の検討

事務局：「検討がなされていない。」とする。 

№27 民間保育園における事業

事務局：№23 と同じく「進捗がうかがわれる。」に変更する。 

委員：この項目は民間保育園におけるものなので、進捗状況欄の公立園に関する記載は削

除したほうがよい。 

№28 民間保育園における事業

№29 民間保育園における事業

№30 民間保育園における事業

№31 民間保育園における事業

№32 民間保育園における事業

委員：そもそも 16 年度には実施すべきことがないので、「17 年度以降実施の予定である。」

に変更する。 

№33 子育てSOS支援センターの開設

委員：「保育園との連携も充分図られている」ことの根拠資料は何か。 

事務局：連絡の回数や、相談が持ち込まれた件数などについて資料として提出することも

できるが、「充分」は削除する。 

№34 こどもテンミリオンハウスや認可外保育施設などを活用した一時保育の拡充

委員：利用者数は進捗状況に移行し、「平成 16 年度は従前どおり実施された。」でよい。 

№35 家庭福祉員制度の拡充

委員：「充実はない」というのは 16 年度には家庭福祉員の増員話されなかったということ
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でよいのか。 

事務局：そのとおりである。 

委員：現状の家庭福祉員制度より条件をよくすることが制度の拡充に繋がるという視点が

もともと含まれていたはずだが… 

事務局：改革が 16 年度から実施なので、17 年度予算で充実を図ったものである。 

委員：それならば、「具体的な充実策は 17 年度以降実施の予定。」としたい。 

№36 共助による子育て支援リーダー養成事業の実施

委員：16 年度には、もともと何かを実施する計画があったのか。 

事務局：具体的に書かれたものはない。子育て支援施策全般に、16 年度という約束はして

いない。総括的に改革期間中に充実を図るというものなので、16 年度未実施ということで

はない。 

委員：「具体的な計画は 17 年度以降実施予定」としておけばよいと思う。 

№37 産後の支援制度の検討

委員：件数などは進捗状況欄に移行し、評価については「検討し、試行が行われている。」

とする。 

№38 ファミリーサポートセンターの設置検討

委員：検討課題は何なのか。 

事務局：武蔵野市にはファミリーサポートセンターの事業と同様の事業を行っている NPO

団体があるが、国の補助対象ではないので、現在は法的にファミリーサポートセンターと

してはカウントされていない。これを国の補助対象事業にするべきかが検討課題である。 

委員：「補助対象事業とするかの得失を検討しなければならない。」としたらどうか。 

№39 保育施設や地域における子どもの安全の確保・防犯の取り組み

事務局：「目標どおり実施されている。」としたい。 

№40 保育施設における家族コンサルテーション機能の充実

委員：参加人数は進捗状況に移行し、「アンケートによれば、その成果が園で共有化され

つつあることがうかがわれる。」と変更する。 

№41 認可外保育施設の利用者への負担軽減の検討

委員：16 年度に実施する計画が何かあったのか。 

事務局：年度指定はない。 

№42 保育料の見直し

委員：「未実施である。」でいいのではないか。 

 

委員：以上、いくつか修正点をご指摘いただいたが、ここで細かく議論するのも無理があ

るので、委員長に一任していただければと思う。修正次第、各委員には諮らせていただく

という方法でよろしいか。 

委員：異議なし。 

委員：委員から提案のあった評価とコメントを分ける作業はどうするか。 

委員：本日の委員会で指摘のあったとおり評価内容を修正していただけるなら必要ない。 
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委員：客観的事実に基づいて評価をすることに徹したい。 

 

【24 の質問項目の評価について】 

委員：これについては、ご意見があれば承る。当委員会は 42 項目の評価をするためのも

のであり、42 項目をブレイクダウンして評価するための参考資料という位置づけにしたい。 

 

【平成 16 年度改革に関する評価結果報告（案）について】 

委員：お気づきの点があれば承る。 

委員：「まとめ」のところで、本来の目的である「公立保育園の運営の効率化を図りなが

ら、必要な子育て施策を充実させる」となっているが、「新たな子育て施策への取り組み」、

「認可保育園の保育の質の向上」、「公立保育園の効率的経営」の 3つの視点に変えたほう

がよいのではないか。 

委員：「２．評価の方法」の文中にも同じ表現があった。「まとめ」を変更するのであれば

そちらも修正するようにしたい。 

事務局：「改革の目的と理念」というのが改革計画の中にあり、その中に「公立保育園の

運営の効率化を図りながら、必要な子育て施策を充実させるため、保育園改革に取り組む

ことにした」とあるので、ここを本来の目的ととらえたものである。 

事務局：計画の中の理念はそうなのだが、評価の視点は委員からご指摘のあった 3点であ

ることを書き加えることとしたい。 

委員：既存の文書と矛盾しないように、整合性を図ったうえで修正すべきであれば修正し

たい。 

委員：「まとめ」の中の結論の部分が結論になっていない。現状での問題点や課題を結論

として言う必要がある。現在は、現場のマネージメント改革について一所懸命に取り組ん

でいて、成果を得られつつあるが、今後は政策的な市全体のマネージメントに取り組んで

いくということを書いたほうが読み手に安心感を与える。 

委員：「まとめ」の文章は変えたほうがよい。例えば、「ほぼすべての項目で実施されてい

る」のに、なぜ評価できないのかということになる。実施していない項目もあるから来年

度以降へ評価を委ねるのではないか。 

委員：初年度の評価において、これだけやったと言い切ってよいものか。 

委員：16 年度には確かに多くの取組みを実施したと思うが、それによって出てきた課題も

たくさんあり、そのことに職員も気づいている。16 年度はその課題解決への道筋をつける

ことが大事だと考えているので、その道筋をつける資料が欲しい。もちろん実行がなけれ

ば課題も生まれてこないわけなので、ほぼ実施されているのは確かだが、評価委員会とし

て初年度、次年度、最終年度の道筋を示すような報告書の書き方が必要なのではないか。 

事務局：最終的なコメントとして、初年度多くを実行したことにより課題が見えてきたの

で、その課題に今後対応していきなさいという趣旨のコメントを評価委員会がしてよいも

のか確認したい。 

委員：私もそこが疑問で、あえて言えば「まとめ」はいらないのではないかと思う。我々
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の仕事は、今のところ総合評価をすることではない。だんだんと計画が進捗し、あるいは

進捗しないことが確定するような段階になれば、それまでのことを総括してその先のこと

を言えるかもしれないが、初年度は淡々と評価したほうが職務に忠実だと考える。 

事務局：委員のおっしゃっているのは、改革を執行する側がチェックを受けた後にプラン

に活かしていくという PDCA の回し方だと思う。チェックが役割である評価委員会が、課題

にはこう対応していくべきだと言うのは評価委員会の枠からはずれてしまうのではないか。 

委員：同感である。評価に基づき修正するのは、本来市の責任ですべきことである。次年

度においてその責任が果たされているかどうかを検討するのが当委員会の役割である。 

事務局：課題が明らかになっていながらアクションを起こしていないというような結果に

なれば、それは次年度の指摘事項として承る。 

委員：私の考えとしては、総評よりも 42 項目の評価の方が重要で、この中でこれはやっ

ている、これはやっていないというふうに評価されているのだから、次年度に何も変わっ

ていなければ、その段階で何も進捗していないという評価をすればよいのではないか。 

事務局：42 項目の評価表の方が本文であると思う。表になっていると資料として扱われや

すいので、これを表ではなく本文に見えるように再編集したい。 

委員：42 項目の評価表が我々の評価本体であるが、総評はそれをおおまかにまとめたもの

であるので、やはり添付は必要である。 

委員：課題をもう少し書いて欲しい。 

事務局：手付かずになっているものについて、委員会として考えを述べる場なのかという

こともある。 

委員：そういう場ではない。ただ、手付かずになっているのはだめだとは言う。 

委員：やっていない項目について、手を付けろというのは我々の任務ではない。実行して

いない、進捗が遅れていると指摘することが任務である。 

それでは、総評と表の修正については委員長と事務局に一任していただきたい。修正し

たものを委員の皆様にお示しさせていただく。参考資料についても、どの項目にどの資料

が対応しているかの一覧表を作成して欲しい。 

それから、現場の職員の声を聞く機会をつくりたいと思う。 

委員：全園ではなく、例えば境南保育園とかに聞いてはどうか。 

岡橋：何の目的で聞くかによって対象がちがってくるかと思う。リーダー層だけとか。 

委員：幅広い年齢層から聞いたほうがよい。 

委員：方法については別途考える。 

 

委員：職員アンケート調査の内容から気になった点が何点かある。公立保育園でパート･

アルバイトをこれだけ多く雇用しているが、そのことによって保育ママが有資格者のアル

バイトを探すのが非常に難しくなっている。認可外保育室についても同様である。有資格

者でないと補助金がでないという実態がある。また、武蔵野市は横浜市や川崎市などと比

べるとそれほど子どもの数が多いわけではないので、認可保育園に比べて認可外保育室や

保育ママに子どもが充足されないという状況がある。公立保育園の改革計画だけがうまく
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いけばいいのではなく、認可外保育室や保育ママにも子どもが充足できるように配慮すべ

きである。状況把握をしっかりして運営に支障をきたすような状況にさせないでいただき

たい。例えば、保育ママでも一時保育をできるようにするとか、逆に保育ママが病気にな

ったときに公立保育園の一時保育を利用できるようにするとか対策が必要。本計画によっ

て起こりうる武蔵野市の子育て支援への影響を把握できる資料が必要である。 

事務局：保育ママと認可外保育室の入所数についてのデータはだせる。ただ、保育のニー

ズをどう考えるかという議論も根底にはあると思う。認可外には預けないとかそういう人

も中にはいるので。 

委員：公立保育園改革が、民間保育園の経営を圧迫するような状況はあってはならない。 

委員：アンケート調査の中で、職員体制が厳しいという声がいくつかあったが、現在産休

育休の取得などで体制の厳しい園はあるのか。 

事務局：今年度は今のところはない。 

委員：同じくアンケートの中に、パートの賃金に対する意見があったがどのような実態な

のか。 

事務局：職員に対して、パート賃金制度の説明が不足している。誤解のないように説明を

していきたい。 

 

 

３）次回の日程等について  

事務局：次回までに、初年度の評価報告書の最終版としてお示しできるようにしたい。 

 ■第 10 回：平成 17 年６月８日（木）午後３時 00 分～午後５時 00 分（予定）  

武蔵野市役所 8 階 801 会議室 

 

 

 

― 閉 会 ― 
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