
第７回 武蔵野市公立保育園改革評価委員会 

 

 

 

 

 

 

■日  時：平成 17 年２月 23 日（水）9時 30 分～11 時 30 分 

■場  所：市役所６階 603 会議室 

■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５名） 

 

１．開 会 

 

２．配付資料確認 

 

３．議 事 

１）配付資料説明 

◇質問内容別の評価指標･データ･関連する改革取り組み項目一覧 …事務局(保育課長)説明 

  

２）評価に伴う質問内容・評価指標・データについて 

【質疑応答および意見交換】 

委員：１つ確認しておきたいが、本委員会の使命は、改革計画の年次目標がどれ位達成されて

いるのかということを評価することが基本である。この質問項目に対する答えが市長に報告さ

れるものとはならないが、答えを入れていくことによって、自ずと改革計画の年次目標の達成

度がわかるようになるはずである。それでは、１の質問項目から順に見ていきたいと思う。 

事務局：１の質問項目の評価指標として、あえて「改革の必要性の理解度」を入れたが、そこ

まで求める必要があるのかどうか検討いただきたい。 

委員：必要性の理解度となると、アンケートでただ知識として改革計画を知っているのかだけ

ではなく、なぜ改革が必要であるのかを知っているかどうかということまでを聞くことになる。 

委員：データの収集方法として「第三者評価の利用者調査に盛り込むなど」とあるが、これは

可能なのか。 

事務局：平成 17 年度は３園で第三者評価を予定しているので、その利用者調査の中に盛り込

むことはできると思う。 

委員：９園一斉に調査しなくても問題はないか。 

岡橋：９園一斉に調査できるにこしたことはないが、この質問だけを聞くのは違和感があるの

で、別の調査などを利用して調査を行うことができればいいと思う。 

事務局：園で行う懇談会などで改革計画の取り組みを紹介しながら、アンケートを取ってもい
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いと思う。 

委員：各園で行った説明会・懇談会については、どういう形で行われたのかがわかるような園

からの報告書はあるのか。資料としては、保護者に配布した印刷物しかないのか。 

事務局：各園で記録は取っているはずだが、文書という形で報告はされていない。 

委員：各園共通の保護者向けの説明資料のようなものはあるのか。 

事務局：改革計画の概要版を配布した。 

委員：保育課として園にどういう形で保護者に説明したほうがいいというような指導をしたり、

説明会・懇談会で出た質問などをフィードバックしているのか。 

事務局：平成 16 年度に入ってから各園で行った懇談会・説明会については、各園ごとに職員

体制などを含めたそれぞれの事情を踏まえて説明の機会を持つように指示はしたが、特に決ま

った形・内容で開催をするようにはしていない。 

委員：ここで必要なデータとしては、事実を淡々と書くだけである。理解度を聞くことはかな

り大変なことではあるので、聞く方法を検討していく必要がある。 

委員：改革計画がスタートする前に実施した統一の説明会と、スタート後に園ごとに行った説

明会とを分けて考える必要がある。４月以降の園主催の説明会は、保護者に配布している資料

は全て違うのか。 

事務局：資料までは配布していない。口頭による説明だけである。園によっては、園だよりな

どでも説明しているところはある。 

委員：他の保育園ではどういう説明会をしたのかということは、保護者としては気になるとこ

ろである。前回の委員会で、保育園職員が改革計画を理解しているのかという質問項目につい

て討議したが、このことにこだわるには理由がある。４月に改革がスタートしたが、スタート

後の園の説明会のときに、職員から改革計画に批判的な意見が出たからである。職員の内心ま

でを強制することはできないが、仕事でやっている上でそういう発言をすることに非常に問題

を感じたので、職員に確認を取りたいと考えた。 

岡橋：保護者の前でそういう発言をしてしまうこと自体に、組織人としては問題があるという

ことだと思う。 

委員：そういう懇談会に参加した親は、当然改革計画を理解することはできないと思う。 

岡橋：とりあえず現段階では親がどのように認識しているのかということを聞いた上で、結果

が芳しくなければ、説明会などをやっていくということになると思う。 

委員：そういう意味で、基本的な説明事項を各園長に示した上で、フィードバックをしていく

必要があると思う。 

岡橋：２の質問項目のデータ収集方法として、保育園職員に自分の役割や任務などを聞くこと

を想定しているので、こういうアンケートを通して自覚を促すこともできるのではないか。 

委員：職員が個人的に改革計画をどう思うかということは別にして、仕事として遂行しなくて

はならないというビジネスマンとしての意識がどれだけ定着しているのかということは重要
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であると思う。しかし、そのような職員の行動を直接知ることは難しいので、いろいろな質問

項目から職員の仕事の取り組み方を推測していくしかないと思う。次に２の質問項目について

はどうか。 

岡橋：当たり前のように業務は遂行しているけれど、それが改革の推進につながっているとい

う意識がなく行動していることもあると思うので、職員への聞き方は難しい。 

委員：次に３の質問項目についてだが、データ収集方法に「一般職員への応用」とあるが、こ

れはどういう意味か。 

事務局：目標管理制度は係長以上を対象に実施しているため、これを一般職員にも応用するこ

とは考えられると考えた。 

委員：データ収集方法に「評価委員会の活動状況」とあるが、これはどういう意味か。 

事務局：保育園においても保育課においても、委員会が設置されて改革の取り組みが第三者か

ら評価されるのだということを意識することによって、次の行動につながって改善が図れるの

ではないかという意味で入れた。評価委員会を設置して運営していくことが、改革を推進して

いくことにつながると考えた。 

委員：評価委員会自体がここに入るのは少しおかしい気がする。 

事務局：評価委員会を設置したこと自体は、改革計画の実効性を担保するための取り組みでは

あるが、たしかに自己撞着になってしまう恐れもある。 

委員：本委員会の活動状況は、いずれにせよ報告することになるので、とりあえずこの場所に

入れ込むかどうかはまた検討すればいいと思う。 

委員：活動状況というよりは、機能という表現が適切のように思う。 

委員：評価委員会としての機能が果たせたかどうかということを示せればいいと思う。その次

だが、目標管理制度を一般職員へ応用することは物理的に可能なのかどうか。 

事務局：保育目標はある一方で、各職員がどのように目標をもって仕事を進めていくのかとい

うことを何らかの形でもつことも必要であると思う。ただ、実際に目標管理という制度の中で

管理者と面談を重ねていくことができるかどうかは別である。 

委員：目標を個別に作ってプロセスを踏んでいくことは大変であると思う。作業ができるかど

うかは、事務局でよく検討してもらいたいと思う。 

委員：係長の年齢は、だいたいどれ位か。 

事務局：保育園の場合、係長職は園長・副園長になるが、早くても副園長になるのは 40 代後

半である。 

委員：やはり、働き盛りである 30 代から 40 代前半の人にモチベーションを持って仕事をして

もらいたい。 

委員：そういう意味では、職員にとっても必要なことではあるが、まず保育園の現場で作るこ

とができるかということを検討しなくてはならない。 
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岡橋：管理職が改革計画における個々の役割を職員に伝えていかなければいけないが、その伝

達手法を確立することが必要である。それを目標管理制度というものなのか、面談の中で伝え

ていくものなのかはわからないが、それを行わなければ職員にアンケートをとっても答えられ

ないということになってしまう。 

委員：主任は、保育園経営のリーダー層ではある一方で、園長と改革計画についての目標管理

の面談をルール上は行っていないというのは、やはりおかしいように思う。リーダー層である

からには、改革推進のリーダーでなくてはならないと思う。 

委員：目標管理については、いつまでにどこまで実施するのかということを検討することにし

たいと思う。次に４の質問項目についてだが、これは単純に数値で表せるものだと思う。公会

計制度とはコスト削減のインセンティブがない単年度会計の仕組みになっている中で、どれだ

け削減されたのかということを調べるのは難しいと思う。予算配分のときに、色をつけて前年

度のコスト削減分を配分するというのは制度上無理なことである。 

委員：予算というのは、下からの積み上げになるのか。それとも、部単位で予算配分というふ

うにはなっていないのか。 

事務局：下からの積み上げで予算は成り立っている。どの自治体でも児童福祉全体の予算をコ

ントロールできるような仕組みにはなっていない。 

委員：よく言われているように、次年度予算を削減されてしまうので、予算を使い切るという

ことになってしまうのか。 

事務局：本市のことだけでいうと、予算を余らせることについては十分に評価してもらえるよ

うにはなっている。ただ、翌年度の予算の査定をするときには、やはり実績ベースとなってし

まう。 

委員：子ども家庭部の予算は年々増えているのか。 

事務局：子どもは減っているが、予算は増えている。 

委員：実は、国も子育て支援という名目のもとに子どもにではなく大人に金を使っているよう

に思う。将来このままでいくと大変なことになるという危機を煽ることにより、予算をとるこ

とができているのだと思う。次に、７の質問項目についてはどうか。 

委員：データ収集方法として、「伝票による発注から納品までの期間の変化確認」とあるが、

伝票まで調べるのは少し細かいのではないか。 

岡橋：園長へのアンケートでもいいが、全部事実を調べるのは難しいので、モデル的に取り上

げてみてみようという趣旨である。 

委員：園長の裁量で支出できる予算は、どのようになっているのかおしえてほしい。 

事務局：例えば、改革前まではパート・アルバイト人件費は保育課総体で予算を持っていたが、

本年度から園ごとに一定の予算を配分して、どういう時期・方法でパートを配置するかについ

ては園長の裁量で自由にできるようにした。 

委員：ほかに目的を定めず、自律的経営のために自由裁量で使えるような予算はないのか。 
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事務局：目的を定めていない自由な予算は配分していない。 

委員：そうすると、この園ではこのように予算を使ったのでこういう効果が出たということを

挙げてもらえればいいと思う。 

委員：次に８の質問項目についてだが、評価指標のデータとして、具体的に内容を数量で表現

できるものか。 

事務局：例えば、パートの人件費については毎月の園長会で執行状況を知らせているし、消耗

品費の執行状況については、内部統合システムにより各園でリアルタイムに把握できるように

なった。 

委員：次に９の質問項目についてはどうか。 

委員：データ収集方法の中に「能力開発評価」とあるが、これを説明してほしい。 

岡橋：能力開発評価の手法としては、まずその人の期待される役割を具体的に挙げていって、

自己評価をした上で上司が評価をする。評価にあたっては、いかに具体的にできているかがポ

インﾄになる。ただ、これは福祉の分野ではほとんど行われていない。公立は別として社会福

祉法人の場合、これ以上の収入が見込めない状況にあるので、職員を育成し、職員の評価が給

与に反映されるようになってきている。 

委員：プログラムを作ることも大変なことだし、何人もの職員を管理職が評価するのも大変な

ことである。 

委員：保育園だけではなく、体系的に制度を導入しないと無理であると思う。 

事務局：能力の評価自体は、嘱託職員も含め勤務評定として行ってはいる。ただ、管理職と職

員との双方のやりとりはなく、管理職からの一方向の評価にとどまっている。評価の制度とし

ては、細かい点数ではなく５段階による評価となっており、その中では本人に目標を与えてそ

れを促す仕組みにはなっていない。 

委員：評価については、大まかではあるが制度としてやっているということだと思うが、それ

を職員は知っているのか。 

事務局：評価制度があるということは知っている。自分がどういう評価をされてどういう課題

があるのかまでは知らない。 

岡橋：本格的に能力開発評価を制度として実施するにしても、福祉分野においては納得する軸

を決めた上であまり綿密に評価をしないことが大切である。現場で成功している人を軸にして

いくことが重要である。緩い形でも、園長が職員の評価を本人に戻してあげて、役割を伝える

ことができるのではないか。 

委員：これまで、保育室が汚いなど保育園職員の目に付く部分を本人ではなく周りにいる職員

に親が伝えても、その職員が園長に伝えるだけであまり改善されたことがない。そのことを園

長は職員の評価には反映させるかもしれないが、本人に課題を認識し改善させるようにはなっ

ていないと思う。せめて自分の課題が何かということぐらいはわかるようなシステムにはして

ほしい。 
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事務局：目標管理をうまく使えば、課題の把握はできると思う。 

委員：能力開発評価というシステムでなくても、今の段階でできることを早急に取り組んでも

らいたいと思う。 

委員：綿密なものではなく、まずは緩い形で取り組むことが大切である。 

委員：民間でいうと、ＱＣ活動にあたると思う。 

委員：隣が何をやっているのかを見ること位は、できるのではないか。 

事務局：園の会議で互いの保育について話し合うこともあるし、そういう場で個人の課題に踏

み込んで話すこともできるのではないか。 

委員：隣の人が何をやっているのかがわからないのが最大の問題である。お互いに見合うこと

により、大きく変わることができる。 

委員：会計事務所の場合、品質管理ということで他の事務所が来てチェックするなどしている。 

委員：お互いの保育を指摘し改善できるようになればいいと思うが、すぐにできるかどうか。 

委員：簡単にできて、効果の大きいことをやるしかない。そういうプログラムの開発ができて

いるかということについての評価を本委員会がしなければいけない。担任制をしいている以上、

教師の選択をできないのは厳しいことである。 

委員：職員には自分が仕事ができているかどうかという意識はないように思う。 

委員：プロとしての目は厳しいものを持っているのだから、職員の間では仕事ができるかでき

ないかという認識はあると思う。 

委員：例えば、部屋が汚いなど一部気になる点がある職員がいるとしても全体的な評価として

は優秀な職員であれば、親はその一部分を取り上げて注意はしないと思う。そこで親が注意を

するとしたら、やっぱりその職員については、親の満足度としては問題があるからだと思う。 

岡橋：親は、いくつかの評価基準で見ているということだと思う。 

委員：次に 12 の質問項目についてはどうか。データ収集方法として「園への第三者評価の活

用アンケート」とあるが、第三者評価の結果を活用できるかどうかは、往々にして評価機関の

腕によるところが大きいように思う。 

委員：第三者評価を受けることについては、職員のコンセンサスは得られているように思うが

どうか。 

事務局：受けることの必要性については、理解はしていると思う。評価機関についてはバラツ

キがあるのも事実だが、それをわれわれがどう評価し、次の行動につなげて行くかということ

だと思う。 

委員：次に 13 の質問項目についてはどうか。 

委員：これについても、先ほどの能力開発評価の部分と同じであると思う。仕組みを一つ作っ

てしまえば活用できる。 

委員：次に 19 の質問項目についてだが、データの収集方法として「子育て支援施策別の利用
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者アンケート」とあるが、これは組織的にではなくサービスを利用したごとに偶然的にアンケ

ートを取るということか。 

事務局：0123 施設では一定数は満足度に関するアンケートを取っているが、その他の施策につ

いては特に満足度の調査を行っているところがない。 

委員：0123 施設を利用するかどうかは偶然のことであるから、在園していない児童の保護者を

対象に悉皆的に調査を行うということは無理であるということだと思う。次に 20 の質問項目

についてだが、データの収集方法として「参加実績（ひまわりママ、テンミリオンハウスあお

ば など）」とあるが、などというのは他に何があるのか。 

事務局：他にも小さい規模の NPO の活動などもあるので、聞き込みによっては把握できるので

はないかと思う。 

委員：次に 22 の質問項目についてだが、これの評価指標は、外形的な実績で計るしか方法が

ないと思う。効果を計るといっても始まったばかりなので、もう少し外形的なデータが溜まっ

たところで、もう少し中身に踏み込む手法があるかを考えていくことになると思う。 

委員：18 の質問項目についてだが、在園していない児童の保護者を対象とした質問になってい

るが、どのように聞くのか。 

委員：悉皆調査は無理なので、いろいろな施設や事業を利用した人に聞くという方法しかない。 

委員：この表の質問があって、評価指標にあったデータが出てくると思うが、そこで満足する

ことなく改革計画の 42 項目のチェックをすることを忘れないようにしなくてはいけない。こ

の表の縦も横も見ていかなくてはいけないということである。 

委員：もちろん、改革計画の 42 項目を見ていくことは本委員会の使命である。 

委員：改革計画の 42 項目の中でも、評価しにくいような項目は縦の質問項目に含まれている

ことが多いが、例えば保育料の見直しなど全く含まれていない項目もあるので、これをしっか

りと評価しないといけない。 

 

４．その他 

１）要望書について  

委員： 武蔵野市保育園父母会連合会から要望書が出ている。趣旨としては、保護者との懇談

会を設けてほしいというものである。この文書の中では、本委員会には保護者代表がいないと

あるが、池田委員は代表ではないのか。 

事務局：保護者であることに間違いはないが、趣旨としては、特に保護者の選挙により選ばれ

た者ではないということであると思う。市としては、そういった方法による保護者の代表者と

してではなく、池田氏個人の意見を承りたく委員に就いていただいたということで説明をして

いる。 

委員：文書には、武蔵野市保育園父母会連合会が選ぶ保護者代表者と書いてあるが、何をもっ

て保護者の代表と言えるのかは疑問である。 

 ７



事務局：市でこのような委員会の委員をお願いする際には、団体の推薦を受けてお願いするこ

とはあるが、その団体の代表として発言することを求めているものではない。 

委員：前回の市民の集いにおいて、今後も意見交換を進めていきたいというような発言をした

以上、意見を聞く場を設けることは必要ではあるが、特定の団体を対象にしてそのような場を

設ける必要は全くない。特定団体のメンバーである必要もないし、保育園の保護者である必要

もないし、市民である必要もないし、全ての人を対象にしたオープンな会合でなければいけな

いと思う。要望書には、３月末までに回答をしてもらいたいとあるので、全ての人に開かれた

会合をもつ予定であるということで回答したいと思う。 

委員：開催時期としては、やはり評価が終ってからのほうがいいと思うがどうか。 

事務局：議会には、５月か６月には年度の評価が出ると説明してある。 

委員：本委員会の使命として、まず市長に報告すること、そして議会、その後に全ての人を対

象にして報告するということでいいかと思う。回答書については、そのような趣旨で事務局と

相談し回答したいと思う。 

全員：了承 

 

２）次回の日程等について  

委員： 事務局には、次回までに既存のデータは収集してもらい、白マルのものについては新

たに収集する方法を考えてもらいたいと思う。 

 ■第８回：平成 17 年３月 23 日（水）午前 10 時 00 分～午前 11 時 30 分（予定）  

市役所６階 601 会議室 

 

 

― 閉 会 ― 
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