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様式第 2号（第 5 条関係） 

 

審議会等会議録 

発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

司会（久保田 

課長） 

皆さん、こんにちは。定刻になりましたので、ただ今から、平成 26 年

度第 1回久喜市児童福祉審議会を開催いたします。 

本日、司会進行を務めさせていただきます子育て支援課長の久保田でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

初めに、本日の出席委員数についてご報告を申し上げます。委員 16 人

中、出席委員 13 人で過半数に達しており、本審議会は本市児童福祉審議

会条例第 6 条第 2 項の規定により成立いたしますことをご報告いたしま

す。なお、荻原さゆり委員、田口伸委員におかれましては、欠席とのご連

絡を頂いております。また、柿沼委員におかれましては、若干遅れるとの

ご連絡を頂いておりますので、ご報告申し上げます。 

続きまして、会議に入ります前に、会議の公開と会議録の作成につきま

して、皆様にご了解をいただいておるところであります。まず、会議の公

開でございますが、久喜市では審議会等の会議は原則公開とし、会議の傍

聴を認めていますことから、本審議会を傍聴される方がおられるかもしれ

ませんが、ご了解を頂きたいと思います。 

また、この会議の内容につきましては、事務局におきまして会議録とし

てまとめる関係上、録音をさせていただきますので、この点につきまして

もご了解を頂きたいと存じます。 

それでは、次第に従いまして進めさせていただきます。 

次第の 2「あいさつ」といたしまして、西崎会長からごあいさつを頂き

たいと思います。 

西崎会長 皆さん、こんにちは。私は、いつもこの会場に来まして、窓の外の景色

が素晴らしく、今日は黄金色に輝いている小麦と、青々とした水田のこの

バランスが大変素晴らしいのですね。この時期は、やはり春から夏へ移行

する時期でありますので、蒸し暑さ、あるいは涼しさというものが交互に

来ておりますので、委員の皆さん、特に健康には十分ご留意いただくとよ

ろしいのかなと思います。 

さて、この審議会も内容的には第 3 回になるわけですが、平成 26 年度

は第 1回目ということになります。内容的には継続審議ということで、今

日、お集まりいただいたわけですが、内容的について、ご検討をいただき

たいと思います。 

また、国のほうもいろいろな施策が変わってきているような感じがする

わけですが、早めに当市での内容を考えていかないと、平成 27 年度以降

に支障をきたすということも起こり得る内容もあるようでございますの

で、十分ご意見を頂いて、答申ができるようご努力をいただければと思い
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ます。よろしくお願いいたします。 

司会（久保田 

課長） 

ありがとうございました。続きまして、本年 4月 1日付の人事異動によ

りまして、新たに事務局に配属となりました職員について、自己紹介にて

紹介させていただきます。 

三浦副部長 皆さん、こんにちは。副部長の三浦でございます。この 3月まで、社会

福祉課長としてお世話になりましたが、よろしくお願いいたします。 

岡田学務課長 お世話になります。4月から学務課長を拝命いたしました岡田と申しま

す。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

折原（子育て支

援課） 

4 月から、子育て支援課の担当となりました折原と申します。よろしく

お願いいたします。 

司会（久保田 

課長） 

ありがとうございました。委員の皆様におかれましても、どうぞよろし

くお願い申し上げます。 

次に、議事に入ります前に、本日の資料等の確認をさせていただきます。 

まず、事前に送付させていただいている資料でございますが、 

・(資料 1)教育・保育の提供区域の設定について 

・(資料 2)需要量の見込みと提供体制の検討について 

・(資料 3)子ども・子育て支援新制度の施行に伴い市が定める条例等につ

いて 

・(資料 4)子育て世帯臨時特例給付金について 

の 4 種類となっております。 

また、本日追加資料として配布させていただきました資料でございま

す。 

・(資料３－参考 1)久喜市暴力団排除条例 

それから、大変恐縮でございますが、資料の差し替えをお願いしたいと

思います。事前配布いたしました資料 2「需要量の見込みと提供体制の検

討について」の 1、2ページ及び 10ページにつきまして、差し換えをお願

いしたいと思っております。大変恐縮でございます。よろしくお願いいた

します。 

資料については以上でございますが、よろしいでしょうか。もし、お手

元にない資料がございましたらお持ちいたします。 

それでは、議事に移らせていただきます。 

議長につきましては、久喜市児童福祉審議会条例第 6 条に基づき、会長

が議長となりますので、西崎会長、議長をよろしくお願いいたします。 

議長（西崎 

会長） 

それでは、進行役を務めさせていただければと思います。 

先ほど、事務局のほうから会議録の作成についての説明がありましたけ

れども、事務局が会議録を作成した後、代表の 2名の方に署名をしていた

だきたいと思います。前回は、櫻井委員さんと中島委員さんに署名をして

いただきました。引き続いて名簿の順ということで、本日は佐藤委員さん

と小林委員さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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それでは早速、議事のほうに入らせていただきます。議事は 4項目あり

ますけれども、内容的に（1）と（2）、「教育・保育提供区域の設定につい

て」と「需要量の見込みと提供体制の検討について」は、関係しておりま

すので、事務局から併せてご説明を頂ければと思います。よろしくお願い

いたします。 

事務局（中村保

育課課長補佐） 

説明の前に、前回の児童福祉審議会で、田口委員さんからご質問を頂い

た点について、まだ回答しておりませんでしたので、その点について先に

ご説明させていただきます。 

前回、放課後児童クラブの利用者の実績について資料を提供させていた

だきました。資料 2「久喜市子ども・子育て支援事業計画」の中の 21 ペ

ージに、放課後児童クラブの実績ということで、平成 25 年度 969 人とい

う数字を入れてございました。また、当日、参考 2ということで、平成 2

6 年 1 月現在の学童利用実績数、846 人という数字を出させていただいて

おります。 

ご質問の内容については、この数字に差がありますけれども、年度途中

でやめていったお子さんがいらっしゃったということでよろしいでしょ

うかというご質問でございました。内容的には、969人につきましては、

平成 25 年 4 月現在の数字でございます。それから、参考 2 ということで

当日出させていただいた数字につきましては、平成 26 年 1 月の実績とい

うことで、846人と報告させていただいております。差が 123人ございま

すが、学童クラブにつきましては、年度途中におきましても随時入退所と

いうのは可能な状況でございます。結果としましては、123人減というこ

とでございますので、入所された方よりも退所された方のほうが多かった

という状況でございます。 

説明については、以上でございます。 

議長（西崎 

会長） 

続いて、お願いします。 

事務局（折原担

当主査） 

（議事 1について資料 1に基づき説明） 

（議事 2について資料 2に基づき説明） 

事務局（中村保

育課課長補佐） 

教育・保育の説明、差し替え資料について 

議長（西崎 

会長） 

長時間の内容、数字のご説明があったわけですが、今お話しいただいて

いる、区域を区切って保育提供を行うということで、最初に説明がありま

したけれども、区域を区切ったほうがいいのではないか、あるいは全市で

やったほうがいいのではないかという内容は、どうも事業によって偏りが

あります。区切ったほうがいい場合もあるし、全市でやったほうがいい場

合もあるということの説明がございました。また、区域を細かく分ければ、

市民のニーズに応えられるが、逆にデメリットも出てくるという両方の説

明がありました。 
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区域に分けた案が 2区域、それから全体で 1区域にするという、2つの

需要量と供給の関係を平成 31 年度まで表して、数値を説明していただい

ていますが、その辺のところを資料 1 の参考、A3 の用紙を見ていただく

と、1の案は久喜市全体が 1つの区域になっている。その次を見ますと、

久喜市を 2つに分けた案ですね。そうすると、それぞれの保育所とか幼稚

園との位置関係が分かります。先ほどの数値もこれに併せて見ると理解で

きます。その次は、久喜市を久喜地区、菖蒲地区、栗橋地区、鷲宮地区と

4つに分けたもので、案がこの地図に表示されています。これを見ても、

それぞれの 4地区の中に保育園・幼稚園というのがバランス的には偏りが

ある。人口も偏りがありますけれども、それと併せて、現在は鷲宮地区が

人口増という面も考えられる。菖蒲辺りは人口がさほど多くない。幼稚

園・保育園もあるという状況もあります。 

そういうことを勘案して、今、提案していただいたのが、久喜市全体を

1つの区域にする。それから、久喜市全体を 2つの区域、久喜、菖蒲地区、

それから栗橋、鷲宮地区と分けた案ということで、それぞれご説明を頂い

たのですが、この区域割等について、ご意見、あるいはご質問があります

か。 

櫻井委員 

 

最初に確認したいことが 2点あります。 

1 つは、2 つの区域とした場合、区域を越えて利用する、特に境の所辺

りでしょうが、区域を越えて利用することも特例的に認めていくのか。そ

の場合の制約条件を確認したい。 

2 点目が、保育サービスだけは当面 2つの区域に分けていきたいと、こ

んな感じで説明があったように思うのです。その辺、確認しておきたいと

思っています。 

取りあえず、確認だけさせていただきます。 

議長（西崎 

会長） 

事務局のほうで、今の 2点についての確認をお願いします。 

事務局（中村保

育課長） 

まず、1点目の区域の境辺りというか、区域を越えた利用の件かと思う

のですけれども、こちらはあくまでも、例えば 2区域に分けた場合に、そ

れぞれの需要と供給のバランスを考えて、供給が不足している場合には、

そこをどのように需要に合わせていくかというのを考えるための区域の

設定になります。ですので、区域を越えて利用することについては問題な

いというか、それは可能と考えております。 

先ほどの資料においても、それぞれの地区から別の地区の施設を利用し

ている方がかなり大勢おりますので、それは区域を設定した状況でも引き

続き利用は可能と考えております。 

区域の設定については、資料の 2のほうで、それぞれ事業ごとに 1区域

及び 2区域ということで資料をご提示させていただいております。保育に

ついていえば、1 区域とした場合のほうが、平成 30 年度においても 3 号
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認定、1・2歳、2号認定については需要を提供体制が上回っているという

ことで、1区域のほうが提供体制のほうは可能という形になりますが、や

はり保育所については、なるべく近い所に預けたいという保護者のニーズ

もございますので、1 区域という大きな区域にするのではなく、2 区域と

いうような形で設定をしてはどうでしょうかということで、こちらについ

ては、事務局としては考えているところです。 

ほかの事業につきましては、それぞれまたこのあと、資料のほうをご確

認いただきながら、1区域ないし 2区域ということでご検討いただければ

と思っておりますので、ここで 1区域、2区域と決定しているということ

ではありません。 

櫻井委員 

 

ありがとうございました。事務的ではなくて、柔軟にニーズに合わせて

対応していくということで、ほっとしたところです。区域の設定をあまり

がんじがらめにきちっと分けてしまう、線引きしてしまうと、いろいろな

問題が出てきますので、そういう柔軟性をもって、場合によっては区域を

越えても利用できるということであれば、当面の線としては、1つの線が

おのずと出てくるのかなと思っています。 

議長（西崎 

会長） 

ほかにございますか。 

夢川委員 

 

これは、5年を 1期とする市町村の子ども・子育て支援事業計画を策定

するということになっていますから、平成 31 年の間にどのように解消さ

れていくのか、あるいはどのように無理が出てくるのかを見た場合には、

前回の会議でもあったように、平成 27 年度をピークとして、子どもは確

実に減ってきているというのがあります。あと 5 年たつと、大体の子ど

も・子育て家庭の保育を必要とする子どもたちは、何らかの形で需要を賄

う供給ができるのではないかなと思います。 

それを、せっかく合併したにもかかわらず、地域の区割りをあまりきち

っと分けてしまいますと、そこら辺のフレキシブル性がなくなって、何の

ためのスケールメリットなのか、何のための合併なのか。久喜市は 1つで

すよと言いながら、鷲宮だ、栗橋だ、菖蒲だと言っていること自体がおか

しいのかなと思っています。 

それで、久喜市全体の子どもたちを考えると、全て、今現在でもどこか

の施設、学校に入ることは可能です。ですから、今あるものをきちんと、

例えば認定こども園にするのだとか、3 号認定、2 号認定の子どもたちも

入れるような幼稚園に認定こども園という資格を与えて、枠を広げてもら

うのだとかいう政策を講じれば、スムーズに解決していくような気がいた

します。そのように、私は感じております。 

議長（西崎 

会長） 

区域割りをすることのデメリットが大きすぎるという、事業の内容につ

いてはそれぞれ幾つかの事業が行われますけれども、かえって区域割りを

細かくすればするほど、需要と供給のアンバランスが起こるということで
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考えると、区域割りにすることのデメリットが大変多すぎるという。その

辺のところで、保育の提供については、1区域でやった場合と 2区域でや

った場合の両方がありますけれども、一緒に見てみますと、2つに分けた

区域だと需要と供給のバランスがどんどん区域ごとに悪くなっていくよ

うな感じですね。1区域でやると、それが幾らか解消してくるという意味

では、久喜市全域で考えるといいのではないかなというのがこの案です。 

そういうふうに見ていただくと、区域割りをしたほうがいいもの、ある

いは区域を全地区で考えてもいいのではないかというもの、全部区域割り

しないで全地区にするというものと、幾つか事業によって変わってくるだ

ろうと思うのですが、その辺のところでご意見ありますか。 

柿沼委員 遅くなってすみませんでした。 

区域のことなのですけれども、私は今回、1区域から 4区域までなので

すけれども、2区域くらいでちょうどいいのかなと思っているのです。そ

もそも、保護者の方がどうこの保育を利用するかということだったりする

と思うのですね。2 号、3 号に関しては、利用調整がかかったときに、例

えばこの地図を見ると、うちの園がある栗橋の地区とおばやし保育園さん

がある所とはものすごい距離があるわけです。ここで利用調整が各 1区域

だと、例えば、おばやし保育園さんのほうが空いているとか、うちの園が

空いていますよと、菖蒲だったり栗橋の人が利用調整がかかったときに、

そこに通わせるというのは非常に困難が出るのです。 

そういったものをなくすために、この区域というものが存在していると

理解しているのです。ただ、4区域になってしまうと、今度は選択性が難

しくなったり、また、企業誘致などが近隣の市で起きたときに、その企業

がどこに来るかによっては爆発的に住宅が増えたりとか、またはそういう

社会的な要因があったときに、区域がある程度分かれていたほうが保育園

の供給体制というのは組みやすいのかなと思うのです。 

最初は、1号に関しては全区域でもいいのかなと思ったのですけれども、

1号もやはりここで見ると、バスがあるといってもかなりの距離がありま

すから、子どもの負担はものすごく大きいので、ある程度供給体制という

のはしっかりと区域で分けて、子どもの通園可能なエリアというところで

分けてもらえたら、保護者としては助かるかなと思うのです。なので、保

育に関していえば 2区域くらいに分けて、人口動態によってはこの 5カ年

計画をどこかで見直していく。それで、供給体制をしっかりと、というこ

との保障があればいいのかなと思います。 

ただ、久喜市はそういうことはないと思うのですけれども、自治体によ

っては、窓口担当者によっては、区域というものを無視して、本当に遠く

の所を紹介されて通うのが大変だという保護者の声がかなりあったので、

その辺も理解して、区域の見直しもどこかで、今言ったように 5カ年でで

きるような形がいいのかなと思います。 
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あと、病児保育だとか、そういったものというのは、やはり社会的なイ

ンフラ整備というのは、全体に地域ごとにできるものではないと思うの

で、1区域でやっていければ、保護者としては、ないと困りますけれども、

そこが利用可能な部分があれば 1区域でも十分可能と思うのです。 

議長（西崎 

会長） 

やはり事業の内容等について検討すると、1区域のほうが望ましいと。

ただ、2号認定あるいは 3号認定が１区域になると、例えば鷲宮の人ある

いは栗橋の人が、その地域はもういっぱいだからというので菖蒲のほうへ

行くということも起こり得る。ある程度こう決めておくと、保育のニーズ

に応えられる、需要と供給に応えられるというものもあると。 

あるいは、子育て短期支援事業、ショートステイとか、あるいは病児保

育事業とかいうものについては、施設等の関係で 1区域で対応可能である

と、そういうご意見ですが、何かございますか。 

櫻井委員 取りあえず、先ほども出ました保育所のサービスを除いて、1つの区域

にして、今後の状況を見極めながら、次回の計画時にあらためて、再度、

区域設定について検討していくということで、確かに 5年間見てみないと

分からない点が多いのかなと思っています。取りあえずはやってみて、5

年後にもう一度区域設定を見直すということにしていただければいいの

かなと思っています。5年後の見直しを前提条件に、一応 1区域でもいい

のかなと。保育サービスを除いて、保育所関係を除けば、それでいけそう

かなという気がしてきております。 

関係者の方もいると思いますがいかがでしょうか。 

竹下委員 私は鷲宮保育園の園長でございますが、今一番大事なことで、皆さんの

視点がずれているかなと思ったのは、教育とか保育というのはモノを預け

るのではなくて、やはり人が人を育てるという大事な仕事なのです。です

から、そこに、ただ安全と健康を守りますよという意味だけではなくて、

その子をどのように育てていくかという、夢川先生の所は夢川先生、柿沼

先生の所は柿沼先生の所の方針で、その園の保育内容とか教育内容が決ま

っております。 

ですから、保護者の方は遠くても、栗橋に行きたい、あけぼのさんに行

きたいという方も大勢いらっしゃると思うのです。ですから、あまり区域

を分けないで、基本的には、この子はこの保育園、幼稚園で教育していた

だきたいという、その一番大事なお母さんたち、市民のニーズは叶えてや

っていただきたいと思うのです。菖蒲だって栗橋からだって、全然構わな

い。どこまででも送っていきますよと。もともと、子どもが歩いていくの

ではなくて、保護者の方が送迎するのですから、やはり入れたい保育園、

入れたい幼稚園、入れたい認定こども園に子どもの入園を許可していただ

きたいというのは、保護者の基本的な願いだと思うのです。ですから、も

し 2 つに分けるのであっても、その辺をよく勘案していただきたい。 

私は、先ほど夢川委員がおっしゃいましたように、せっかく合併したの
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ですから、久喜市の子は久喜市内のどこの保育園でも認定こども園でも、

希望すれば入れる、菖蒲でもどこでも行けるんだよというのを、やはりお

母さんたちにかなえてあげたいかなと。区域が違ってしまったから行けな

いというのは、尐し気の毒かなと思うのです。よろしくお願いいたします。 

夢川委員 一番心配しているのは、この 5年の中に、ある程度供給が不足していて

需要が多くなっている地域というのが存在するわけです。特に、東鷲宮の

地区でございます。東鷲宮の所には、教育施設、児童福祉施設がないと。

では、そこのところを何とか解消するために、目先の解消策を考えてぽん

と保育所を建てる、認定こども園をつくるということであれば、解消する

かもしれないけれども、果たしてそれが 5年後どうなるかというと、ここ

で 5 年先にはある程度解消の方向に進んでいますよというのは、1区域で

あっても 2区域であってもいい方向に進んでいるのです。それを目先の解

消をぽんとやったときに、香日向地区みたいに、小学校を作ったはいいが、

挙句の果てには廃校になってしまうとかというような。それから、どんど

んまちが、今は子育て家庭がいっぱいありますけれども、あそこは分譲で

賃貸ではございませんから、一番下の子どもが大きくなったら、それで 1

世代終わりということがある部分が見えているのだとしたら、目先の部分

でぽんと何々をやったほうがいいのだということをやるのは危険性があ

るかなと思います。 

それから、昔から自分の子どもたちをどこの園に預けて、どのような保

育をしていただくかというのは、やはり親が一番考えているのです。まし

て、バスが迎えに来るから 1時間もかけて久喜の外れのほうから一番外れ

の所の園まで通わせようというお母さんは稀でございます。 

そういうことを考えると、かえって区域割りにして、ここからこっちは

こっちが望ましいですよという網掛けをするような言い方をされるほう

が、何か意図があるみたいで、私は何のための久喜市なのかなという疑問

が残るというのが心配な点でございます。 

議長（西崎 

会長） 

そうすると、保育内容にかかわらず、１区域のほうがいいということで

すか。 

夢川委員 そうですね。例えば、栗橋や菖蒲のほうから、幼稚園は学区があるわけ

ではないですから、来るかというと、市内に実際には来ていません。そこ

まで無理をさせて、子どもを入園させようという親は稀なのです。ですか

ら、そういうことを考えると、網掛けをすること自体が、尐し問題がある

のかなという気がします。そしたら、久喜市が合併しなければいいのでは

ないかと思うのです。 

議長（西崎 

会長） 

資料 1の 5ページに、「設定区域別のメリット・デメリット」というこ

とで出ておりますけれども、1 区域案でいきますと、デメリットとして考

えられるのは、容易に移動が困難な場合が起こり得るだろうというデメリ

ットが 1つ。それから、施設の整備がされていないなど利用者の利便性に
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欠ける面があるだろうということ。それから、地域にバランス良く施設や

事業が配置されていない場合もあると。これらが 1区域にしても解消でき

るかどうかという問題。これが解消されれば、市民がそれを納得すれば、

全部 1区域で可能であると。その辺のところを、尐しご意見を頂きたい。 

前田委員 おおかたのご意見である 1区域案に賛成をする立場から、若干お話をさ

せていただきたいと思います。 

今、会長のお話にもありましたように、デメリットがここに 3つほど書

いてありますが、それぞれクリアできる範囲であろうと。あえてデメリッ

トを挙げればということかなと考えます。 

そもそも、新久喜市が合併をしまして 4年目に突入した。いつまでも地

域バランスであるとか、旧町であるとか市であるとかいうのに、もうそろ

そろおさらばしなければならない。普通の一般的な市民感覚としては、そ

のように考えております。私は、旧市民、新市民という立場からすれば、

新市民ではありますが、極めてノーマルな一般的な意見は、この 1区域案

に恐らくなるであろうと思います。 

その場合に、では先ほど 2区域案にしたとしても、区域外からの希望者

を幅広く認めるということでありますから、事実上線引きをするというこ

との意味合いというのは何だろうかと考えるわけです。それであるとすれ

ば、むしろ合併の効果ということをこの際、久喜市として前面に押し出す。

国の基準は、要は地域の実情に応じて設定をしなさいということでありま

すから、区域の今の実態、合併をした経緯、それを最大限に勘案しながら、

審議会としての考え方をまとめていくということだろうと思います。 

梅原委員 私も市内全区域でいいだろうと思うのですけれど、先ほど示された資料

の中で、地域外の子どもが多く入っていましたね。その資料のことで尐し

お聞きしたいのですけれど、恐らくこれは保護者の勤務形態で、区域外に

通っている子どもが多いのではないかなと思うのですが、事務局いかがで

すか。 

そうした場合には、市内全域のほうが、恐らく保護者の勤務というのは

短期的な勤務ならば、いろいろ変わっていくのではないかなと思うので

す。そのようなことを考えたときには、当然、市内全区域が 1つのほうが、

中で保護者が動きやすいだろうと、また子どもを預けやすいだろうなと思

うのです。確かに家庭が動かなければ、家庭の一番近い所に預けるのが保

護者としては一番望ましいかも分かりませんけれども、先ほどの資料を見

ながら、そういうことを考えていました。 

議長（西崎 

会長） 

ほかに、ご意見ございますか。 

事務局（中村保

育課長） 

 

それでは、事務局から、ただ今の委員さんのご質問にお答えしたいと思

います。いわゆる、地区を越えて利用されている方、勤務形態、それぞれ

の内容を確認しているわけではございませんけれども、やはり、1つは自
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宅に近い部分が一番だと思うのですが、勤務地に近い園を選ぶ方もいらっ

しゃると思います。また、先ほど竹下委員さんのおっしゃられたように、

どうしてもそこの園に自分の子どもを預けたいということで、多尐遠くて

もそちらの園を希望する、ここの園に入れたいという方もいらっしゃるか

と思います。 

議長（西崎 

会長） 

久喜市全体で 1つの区域にして、あとは利用者の、申し訳ないですけれ

ども、選択の能力には、通勤とか経済的なものとかいろいろなものがあり

ますけれども、利用者の選択の範囲については保護者に任せる。だから、

保護者にどういう能力というか、情報があるのかということによっても変

わるし、地域の状況によっても変わるし、家庭の状況によっても変わると。

それは、保護者の選択する能力に関わってくると。保護者がどのように選

択するかということ、それは保護者に任せるということから見れば、全地

区 1 区域で、保護者にどうぞ利用してくださいと。 

ただ、保護者がどこを希望するということになると、どこからでも自由

ですから、そこの園がいっぱいになってくる可能性があるのです。今度は

それをどのように割り振るかというのは、行政のほうの問題になってくる

だろうと思います。 

事務局（中村保

育課長） 

再度、確認のために尐しご説明申し上げたいと思いますが、資料 1の 1

ページの一番下のコメ（※）印のところをご覧いただきたいと思います。

この新制度において区域を設定する理由、目的ですが、あくまでも需要と

供給の調整、バランスを判断するための区域設定という形になります。 

先ほどご説明申し上げましたように、例えば 2区域に分けたとしても、

区域を越えて利用することは可能でございますので、2 区域に分けて、久

喜・菖蒲の方は久喜・菖蒲の園だけしか利用できませんということではあ

りませんので、菖蒲地区の方が鷲宮、栗橋の園を希望したいということで

あれば、それは 2区域に分けても可能ということでございますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

柿沼委員 今のご説明と会長のお話で、ずっと皆さん 1区域という話で、2区域で

も保護者の選択は基本的には妨げられない。私が先ほど言ったのは、今会

長が言われたように、もし近くの園がいっぱいだった場合、自転車の保護

者の方が遠くの園しか空いていないと言われたら待機になるのです。それ

は、施設側の論理ではなくて保護者の論理からすると、自転車だったり歩

きでしか行けない子、また下のお子さんがいる子が、その需給調整がかか

ってきますから、そこに行ったときに、近くの園に入れなかった場合は待

機しなくてはいけないのです。簡単に車で行けばいいでしょうとか、バス

が迎えに行くでしょうという話ではなくて、そこの部分を区域として整理

をしてあげたほうが、保護者としては使いやすいのではないかと。施設側

からすると、私もそうですけれども、多分 1号は全区域から集まったほう

がいいですし、それはそれで妨げないわけです。ただ、ある程度、遠くで
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菖蒲の保育所が空いていますよと言われても通えませんよと。待機の取り

下げをしたら、保育を受けられない子どもが出てきてしまう。その分の区

域設定だと、私は理解しているのですけれども、その辺を尐し整理をして

いただいて、それで、審議会で 1区域でということであれば、それは会の

総意ですから。 

ただ、待機の場合、近くの園に入れなかったり、また車で移動できなく

て、行きたい園も行けなくて、近くの園に入れない子が出た場合には、き

ちんとその区域の見直しをしていただかないと、その市民の方々からする

と非常に困ってしまう方も出てくる。もちろん困らない方も出てくる。車

を持って選べる方とかだけではないので、やはり非常に生活状況だって苦

しい方もいれば、兄弟がたくさんいる子もいるし、上の子が小学校に行っ

ていれば、その時間に戻らなくてはいけない保護者もいる。遠くの園に通

いたくても通えない方もいるのです。そういう保護者の方の声を拾うため

には、僕は 4区域が本来はいいと、近くのほうがいいと思います。ただし、

分け過ぎだと思いますので、2区域くらいというのが、私の意見なので、

誤解がないようにだけお願いします。 

その理解でいいのかどうかだけ、お願いします。 

事務局（中村保

育課長） 

柿沼委員さんがおっしゃるような形で、この区域設定については考えて

ございます。 

議長（西崎 

会長） 

よくテレビ・新聞等で出ている待機児童という裏側を考えていただい

て、あれは、場所がありますよと言っても、私はそこでは嫌だと。そうす

ると、待機児童になってしまうのです。その辺のところが、あるいは無理

やりに入って、あとでそこは駄目だからというのでやめていってしまうと

いう保護者が結構あるのですね。そういう状況を踏まえていくと、よく新

聞・テレビ等で言っている待機児童ゼロというのをやると、多分、その地

域全部を自由に行けますよというので自由選択をやっていくと、計算上は

ゼロになる。ところが、現実問題として待機児童が出てきてしまう。そこ

を何とか解決する方法はないかというのが、1つ問題があるわけです。 

夢川委員 

 

区域割りとかというのは、網を掛けるとか掛けないとかは別にして、区

域を越えていってもいいのですよということであるわけですから、久喜市

全体と考えれば特に問題はないだろうと思います。 

では、久喜市全体で保育を必要とする子どもたちが、どのくらいの需要

があって、どのくらいの供給ができているのかといいますと、この資料 1

の参考 1を見ますと、幼稚園の部分は定員が 3,128人もあって、実際には

2,200人しか利用していないわけです。そうすると、あと 1,000人も入れ

るよということになるわけです。ある程度、そこの地域には保育所や幼稚

園はないかもしれないけれども、そこの地域から近い所を選んで保護者が

選択をして、送迎をしたり、お迎えに行ったりということを、合併する前

からやっているわけです。 
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そうなってきたときに、安易に区域割りをしたときに、ここの所にこう

いう需要があるのだから供給を何とかしなくてはいけないんだといって

ポンと建てたものが、あとで供給過多になって、お互いに子どもの取り合

い、あるいは経営困難になったときに、久喜市はどうしてくれるのだとい

う話になるわけです。特に、私は私立幼稚園の立場から考えると、久喜市

はそしたらどうしてくれるのと、私立幼稚園をやめるわけにいかないでし

ょうということになるわけです。 

そうしたら、今ある所を、例えば 2号認定の子ども、3号認定の子ども

がきちんと入れるような施策を考えて、整備をするのが賢いやり方なので

はないかなと思うわけです。 

梅原委員 今の意見のとおりだろうと思うのですけれど、私もこの会議に加わらせ

ていただくようになってから、若い保護者、若い母親となるべく話をする

ように努めていまして、先日もあるご夫婦と話をしたのです。お子さんが

3 人いて、4 人目がおなかにいるようなご夫婦と話したのですけれど、や

はり待機児童になってしまうわけです。 

だから、今までもそのような待機児童が起きているわけですから、確か

に 5 年先には解決するかも分からないですけれど、今の子どもには、では、

待機しろということになるわけです。それでは、国が目指しているどの子

にも等しい保育・教育を受けさせることができなくなるわけです。 

ですから、そこをうまく方法を考えるということなのですけれども、今

までもそういう待機児童が出てきているわけです。今度はこれをやってい

きますと、事務局としては待機児童をすぐになくすことができますか。や

はり、5年という年月を待たなければできないわけですか。そこら辺だと、

私たちの意見というのは、確かにある面では何かおかしいのではないかな

という気がするのです。 

夢川委員 待機児童はいるのですか。 

事務局（中村保

育課長） 

待機児童の数ですけれども、平成 25年 4月 1日及び平成 26年 4月 1日

におきましては、待機児童はゼロということになっております。ただ、年

度が進むにつれて、やはり、特に 0、1、2歳については需要が増えてまい

りますので、途中での待機は若干出ている状況でございます。 

議長（西崎 

会長） 

現実の数の上では待機児童はいないということです。 

事務局（中村保

育課長） 

それで、待機児童の考え方がございますので、例えば希望している園は

いっぱいであると。ただ、ほかの所で空いている園があるので、そちらで

あれば入れますよというものを考慮しながらいくとゼロという形になっ

ています。 

ですので、例えばここで区域を 1つにした場合、自宅から 20分から 30

分で通える範囲でいうと、大体全区域に、端から端は難しいかもしれない

ですけれども、そういう所で空いている所があれば待機とはカウントして
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いないです。 

ですから、もし 2区域という設定にした場合には、栗橋、鷲宮地域の方

がその地域内の園を希望していて、いっぱいで入れない。ただ、久喜、菖

蒲地区のほうでは空いている園がありますよといった場合に、そこは待機

としてカウントするという形になります。利用自体は区域を越えて利用が

できるのですけれども、市としてはそういう需要と供給のバランスを見

て、栗橋、鷲宮地域では待機が出ているので、そこに施設整備が必要では

ないかという判断になります。 

ただ、先ほど夢川委員がおっしゃるように、幼稚園等、空いている部分

もあるので、それをうまく利用していく方策も考えたほうがいいのではな

いかということも、検討材料の 1つにはなってくるかと思います。 

夢川委員 子どもの数は増えていないから、保育を必要とする量を考えて、どのよ

うに進めていくかというのが賢いやり方だと思うのです。久喜市は人口が

減っているのですから。まして、子育て家庭の子どもの数は減っているわ

けですから、目先にこれをポンとやるのがいいやり方かというと、そうで

はないのではないかと思っています。 

事務局（中村保

育課長） 

待機児童の考え方でいくとゼロなのですが、いわゆる潜在的な待機児童

ということで、希望しているけれども入れないという方については、80

人くらいの方がいらっしゃいます。 

小林委員 充足率というのが資料１の参考１にありますけれども、幅があって当然

なのですが、この充足率の最大値というのは決まっているのですか。 

事務局（中村保

育課長） 

国からの通知で、これはあくまでも各保育室の面積であったり、保育士

の数なども考慮した上でございますけれども、最大は 120％未満というこ

とですので、市としては 119％まで弾力的に対応するということで、園と

調整はしているところです。 

議長（西崎 

会長） 

よろしいでしょうか。今、1区域と 2区域という 2つが話題に挙がって

いるわけなのですが、5年間を見通すということを考えれば、いずれにし

ても、子どもの数は減っていく状況にあるということを考えていくとすれ

ば、そんなに区域割りをしなくてもいいのかなというご意見と、それから、

潜在的な待機児童というものが起こり得る現状もある。その潜在的な待機

児童が起こらないように、ある程度網掛けをしておくことが必要ではない

か。区域に分けても、隣の区域に行けないというわけではないと。行く可

能性はできているわけです。 

だけれども、できるだけ潜在的な待機児童を尐なくするためには、ある

程度区域の中で、栗橋、鷲宮だったらそこの部分で、ここはいっぱいなん

だけど、ここはまだ空いていると、近くの場所で振り分けをしていく。そ

れでもいっぱいになったらこっちがありますよとやったほうがいいのか、

全体のどこでもいいですよとフリーにしていくと、ある所で集中する保育

園が出る。そうすると、そこに行けないから、次の所もまたいっぱいだと。
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第 3 希望の所に行っても駄目だというと、もう行けない。いわゆる潜在的

な待機児童ということが起こり得るのではないかと。それをカバーするに

は、2つくらいに網掛けをしておいたほうがいいのかなというご意見。 

いずれにしましても、網掛けしても利用者から見れば、どこでも行ける

ことになる。これは 2つに分けておくということは、行政上、受け付けす

るときにバランスを考えて、この中で第 2希望を選んでくださいという問

題なのか。それはないのですか。 

新井委員 あくまでも、保護者の自由です。 

議長（西崎 

会長） 

そうすると、網掛けをする必要もないということでしょうか。 

新井委員 合併するということは、イコール 1つになるということで、私は理解し

ているので、どこの幼稚園、保育園、認定こども園も選べますよというの

は、保護者に説明はさせていただいておりました。 

議長（西崎 

会長） 

そうしますと、いわゆる 1区域にしてしまっても、潜在的な待機児童と

いうのはそんなに起こることはないだろうと考えて、全市 1区域案という

ことで考えていきますか。 

穂村委員 今年、太田小学校に異動して、太田小学校の状況はよく把握していない

のですけれども、以前いた桜田小学校で、今年 120人くらい 1年生に上が

りました。一番たくさん上がってくるのは、近くの桜田幼稚園のお子さん

で、2番目は五霞幼稚園の子どもたち、次が幸手の子どもたちです。ほか

に市内の幾つもの保育園、幼稚園、たくさんの所から上がってきているの

で、今の話というのは、ほとんど久喜市の中だけの充足率ということが話

題になっていましたけれども、実際には桜田小学校というあそこの地域に

あっても、かなりの範囲の所から子どもたちが入学してくる状況にありま

す。 

ということは、それだけの何か理由が保護者のほうに、地域の問題だけ

ではなくて、やはり、先ほど竹下委員がおっしゃっていましたけれども、

ここの幼稚園で学ばせたいとか、いろいろな理由があるのではないかと、

私は思います。 

とすると、今の話も地域に分けるということで、80 人くらいの潜在的

待機児童がいるとのことでしたけれど、その人たちの理由を把握しない

と、結局、意味がないのではないかなと。なぜ、潜在的な待機になってい

るのか。地域だけで、近くの所が空かないから駄目なのか、そういう理由

ではないとするならば、分けても意味がないし、そこをきちんと把握して

いくことが必要なのかなと思ったのですけれども、いかがでしょうか。 

議長（西崎 

会長） 

その辺の状況等については、事務局では把握はしていないですか。 

事務局（中村保

育課長） 

把握はしているのですけれども、今、手元に資料を持ってきていません

が、例えば、今は仕事をしていなくて求職中、仕事を探している方である
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とか、先ほど申し上げました、この保育園ということで、希望する保育園

が空くのを待つという方になるかと思います。 

議長（西崎 

会長） 

そういう状況で、全く保育を受けていないという方はいないですね。希

望が通らなくても、どこかに入っているのでしょう。 

事務局（中村保

育課長） 

その後の、どちらに入ったかという、そこまで調査しておりませんが、

中には幼稚園に入れたので保育園の入所は取り下げますとか、そういった

方もいらっしゃいます。 

議長（西崎 

会長） 

そういうことを考えれば、保護者が希望する園に入れないけれども、他

の保育園あるいは幼稚園というものを選択して、そこに入所しているとい

う状況で、全く入れませんでしたということではないのですね。 

いかがしますか。 

新井委員 事務局の方にお伺いしたいなと思ったのですけれども、これは 1案にし

たほうがいいのか、2案にしたほうがいいのか、事務局の方というのは、

ここに書いてあるメリット、デメリットだけで判断されているのですか。

事務的にはどのようにしたほうが動きやすいのでしょうか。 

先ほどもお話しさせてもらいましたが、合併したということになります

と、私どもは 1つの地域ということで思っておりまして、保護者の方は自

由に選べて、自分の思う園を利用し、自分の思う利用したいサービスを求

めているなというのをすごく感じたりするので、ある意味とてもいいなと

思ってはいたのです。 

今日のこの会議で、1つにするのか 2つにするのかということで話をさ

れている中で、メリットとデメリットが伝わってこない。私は見たことな

いですけれども、入所するとき、多分、保護者の方は何か書いたと思うの

ですけれども、役所のほうには算定する書類があるのですね。それで、優

先順位を決めて、入所が決まって、どんどん定員が埋まっていくわけなの

です。そういったことが行政のほうにあるので、事務局としてはどうなの

かというのを、尐しお伺いしたいと思います。お願いします。 

櫻井委員 いつまでに区域設定を決めなくてはいけないのですか、タイミングは。

今、1区域とか、保育関係だけ 2区域にするとか、事業によって 2つに分

かれてしまったり、これはもう一度整理を、メリット、デメリット、今出

たいろいろな議論を整理した上で、もし時間があるのだったら、もう一度

整理して、審議会としてのまとめをしたほうがいいのかなと思います。こ

れはいつになるか分からない、平行線で行きそうですので。私が聞いてい

ると、それぞれみんな理由があります。どうでしょうか、会長さん。 

議長（西崎 

会長） 

3 時 20分まで休憩をとらせていただきます。 

 （休憩） 

議長（西崎 

会長） 

それでは、再開いたしたいと思います。 
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事務局（久保田 

課長） 

先ほど休憩前にご質問がありました事務局の案というお話ですけれど

も、これまでご説明した中で私どもとしては資料 1の 7ページに挙げてお

ります 1区域案、2区域案を候補として提案させていただいたところでご

ざいます。ですので、この審議会におきまして、ご検討して決定していた

だければと思っております。 

それから、いつまでに区域設定をしなければならないのかということで

ございますけれども、今後の事務手続き等もございますので、大変恐縮で

すが、今回まとめていただければ幸いでございます。 

議長（西崎 

会長） 

事務局としては、この審議会でまとめて欲しいということです。 

事業の内容によって、1区域をとる場合と 2区域をとる場合とがありま

すよという事務局のほうでは説明がありました。全て 2区域にしましょう

というのではなくて、事業によって 2区域のほうがいい場合、1区域のほ

うがいい場合がある。2区域については今話題になっているのが、保育の

提供については 2区域でいいのではないかという案で、他の事業は 1区域

でいこうということです。 

夢川委員 1 区域であるべきですけれども、いろいろありますから、保育所の部分

が 2 区域になった場合、仮に東鷲宮の鷲宮、栗橋地域の子どもさんが久喜

の保育園を利用したいと思って申し込みをしました。ただ、区割りがある

ので、役所のほうで受けたけれども、第 1希望は久喜だけれども、いっぱ

いだから第 2希望の栗橋、鷲宮のほうを何とか優先しようというような操

作が入るということはないのですね。 

事務局（中村保

育課長） 

今おっしゃられたようなことは、考えておりません。 

議長（西崎 

会長） 

ということは、区域外でも自由にどうぞということです。 

夢川委員 そうしたら、1区域でいいのではないですか。 

柿沼委員 よろしいですか。私も尐し質問ですが、こんな考えでいいかという確認

です。1区域にした場合ですが、私は事業主ですから、どこから来てもら

ってもいいので、1区域でもいいのですけれども、今言ったように 1区域

の場合は、例えば、これから人口減尐で栗橋が人口減尐になる。菖蒲が爆

発的に増えた。仮にです。その場合は、菖蒲に待機が出た場合、市として

は 1 区域であれば、もし需要と供給の全体のバランスがとれていれば、栗

橋が空いているので、そちらに行ってくださいという判断も、今の担当者

の方ではないかもしれないけれども、今後、財政が厳しくなって供給体制

がとれなかった場合は、菖蒲であっても栗橋のエリアに行ってくださいと

いうことが言えるということでよろしいですか。 

事務局（中村保

育課長） 

行ってくださいという形では、お話はしませんが、空いている状況とし

て、栗橋の方には空いている園もございますと。 

柿沼委員 その場合、菖蒲のエリアにいた人は待機する状況になってしまうという
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ことでよろしいでしょうか。菖蒲のエリアが爆発的に増えた場合ですが、

菖蒲の園は多分いっぱいになるはずなので、そうなった場合、近隣に入る

場所がないわけです。久喜もいっぱい、鷲宮もいっぱいで、栗橋だけ減っ

ていた場合、1区域だと需給調整上はぴったり合っていれば、それは供給

体制をとらない方針にならざるを得ないですよね。 

事務局（中村保

育課長） 

先ほどの待機児童の考え方でいきますと、1区域であれば、若干遠い所

でも空き状況があれば、待機児童としてのカウントはしませんので、待機

児童はなしという形になります。ただ、2区域になった場合に、菖蒲の方

が栗橋にということで、栗橋に空きがあっても久喜、菖蒲のほうがいっぱ

いということであれば、それは待機児童としてカウントしますので、施設

整備が必要であるという判断をしていく形になるかと思います。 

柿沼委員 分かりました。 

議長（西崎 

会長） 

その辺のことも判断して、自由に行き来ができるということから考えれ

ば、ここであらためて分けなくてもいいかという。 

細川委員 4 区域はあまり勧めていないのですか。素人目には、細かいサービスも

行き届くので、1 区域でなかったら、4 区域のサービスがとてもいいよう

に思うのです。かえって小さければ小さいほど、1区域でなければ 2区域

ではなくて、4区域のほうがいいと思っているのです。すみません、今言

ってしまったのですけれども、4区域を推していない理由はどのようなと

ころがあるのでしょうか。 

事務局（木村子

育て支援係長） 

4区域にした場合、需給のバランスをとることが非常に難しくなります。

先ほどから話のあります児童数が減尐することも勘案しながら、区域を細

かく分けて基盤整備を進めますと、財政的といいますか、効率性も悪くな

るといった事もございます。一方で、利用する方の視点からすると、保育

については、送迎等の関係で自宅にある程度近いほうが良いことから、1

区域案だけでなく、2区域案も、市としては提案させていただいたところ

でございます。2区域であれば、資料のとおり、需給のバランスを見てい

ただいた上で、供給体制の確保策を検討することができるかなと考えてお

ります。ただ、4区域に分けた場合、全ての区域で、区域ごとに需給のバ

ランスを取らねばならない、供給体制を確保しなければならないことにな

りますので、ある程度、現実的な区域案を提案させていただいたところで

ございます。 

前田委員 先ほど事務局からお話がありましたように、そもそも時間的制約がある

中での今回の審議会なわけです。今日の論点というのは、大きく分けて 1

区域か 2区域だろうと思います。これを 2カ月後に延ばすということは、

取り巻く環境からして得策ではないと思います。だからといって、会長が

「えいっ」とやるということも、なかなか勇気がいると思いますので、大

方の意見は出ているわけです。つまり、1区域ということが大方です。 

そういう意味で、時間との関係がありますので、どこかで、では、そろ



18 

 

そろよろしいでしょうかということになるのではないでしょうか。 

櫻井委員 もう一度、よろしいでしょうか。よく分からないのは、保育関係につい

ては 2区域にしないと、保育所の数も増えないし、定員も増えないという

ことなのでしょうか。その辺、もう一度再確認したいと思っています。 

竹下委員 市民の立場に立ったときは、2つくらいに分けるのが、仕方がないとい

うような気持ち。そして、何かマイナスのことがあるから、それを直して

いっていただくということでよろしいのではないでしょうか。 

議長（西崎 

会長） 

よろしいでしょうか。今の確認事項、事務局のほうは、今の櫻井委員さ

んのことで確認はよろしいですか。 

事務局（中村保

育課長） 

ただ今の櫻井委員さんのご質問ですけれども、1区域であれば、こちら

の資料 2のほうで見ていただいて、全体的なバランスになりますので、需

要と供給で提供体制のほうが足りているという判断をいたしましたとき

には、施設整備は必要ないのではないかという判断をする形になるかと思

います。2区域になって、どちらかの区域で提供体制が不足しているとい

うことであれば、それを需要量に合わせるような形でどのように進めたら

いいかという判断材料になるという形です。 

夢川委員 両方の、中村課長の意見でごもっともだと思いますけれども、私は私立

幼稚園の代表者の立場から言わせていただきますと、1区域の所に不足が

出ているから、それの所を補うためのサービスの向上を図るということに

なったときに、子どもが右肩上がりに増えている久喜市の状況であれば、

これはいいだろうと思いますけれども、増えていない状況が現実に数字で

現れている状況の中で、それをやったということになると、私立幼稚園の

立場から、夢川は何でそんな所に行って、何も言わないで帰ってきたのか

と、私は言われてしまいます。 

議長（西崎 

会長） 

それぞれの立場からのお話もございました。 

柿沼委員 1 号と 2 号を分けるという選択は、事務局、どうなのですか。1 号とい

うのは、今、実際は区域がないわけですよね。2 号、3 号というのは保育

という部分で。 

事務局（久保田

課長） 

1 号と 2号、3号を分けるという案もあると思います。 

柿沼委員 本来、市外からも入ってきていますから、1号には区域はふさわしくな

いと思うのです。今、夢川先生の言われることは間違いないとは思うので

すけれども、2 号、3 号は、今、竹下先生も言われたようにセーフティネ

ットの部分がありますし、3号に関していえば、長距離の移動であったり、

また駅までの過程の中で、その保育所に預けて通勤される方はかなり増え

ています。だから、そういう案も 1つあるのかなと思うのです。 

議長（西崎 

会長） 

そうすると、2号の子どもと 3号の子どもさんについては、尐し細かく

2つくらいに分けるという考えですか。 
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柿沼委員 そういう選択があるのかなという、質問です。 

事務局（中村保

育課長） 

最初に、事業ごとの区域設定ということでご説明をさせていただいたか

と思いますが、この資料 2の中の①が保育の提供ということで、今、いろ

いろご意見を頂いているところですので、保育の提供について、1区域、

2区域、ないし 4区域というところでご協議を頂いているかと思います。 

3 ページ、4 ページのところが学校教育の提供ということで、幼稚園、

認定こども園でございますので、こちらが例えば 1区域で、前の保育の提

供が 2区域という形のものは可能であると考えております。この保育の提

供の中で、2号と 3号を分けた区域というところは、ちょっと考えており

ません。 

議長（西崎 

会長） 

3 ページ、4 ページに 1 号認定及び 2 号認定の中での、この辺の子ども

たちは 1区域という考え方ですね。ほかの 2号、3号については、区域割

りにするといいのかなというのが、ここで案が出ているのですが、それは

別に分けなくても、行政のほうの立場からすれば、利用者の選択に任せれ

ば分けることもないのではないかということです。 

要は、この 2号、3号の認定をどうするかという、これも全部 1区域で

やってしまうと。いや、これは尐し細かく分けたほうが行政上においても

いいかどうかという、そこのところですね。いかがですか。いや、2号、

3号の認定の子どもたちも、全市 1区域でしたほうが利用者の選択範囲が

広がるからいいといった場合に、待機児童とかそういうものが起こり得る

かどうか。あるいは、それを解消するために、施設、ハード面を別につく

るのかということもその地域によって起こり得る。 

これからは児童数が減ってくるわけですから、施設をつくることにはい

ずれにしても行政面ではマイナスだろうと思いますので、その辺のところ

も勘案しなければならないと思います。 

いかがですか。まず、今、事業の話をしているのは、1 ページ、2 ペー

ジ、それに関わってくるのが一時預かりの部分が区域割りにしたほうがい

いのかということも問題です。他の事業については、そのように細かく分

ける必要はないだろうと提案をされているわけですが、いかがですか。全

部 1 区域でやっていいですか。 

竹下委員 保育園関係に関しては 2つに分けて、そして、セーフティネットという

か、本当に生活に困った方、車のない方は、すぐそばの保育園に通うとい

うことは必要だと思うのです。だから、夢川先生のおっしゃるように、経

営者の立場からの観点はすごく大事ですけれども、父兄の立場に立ったと

きには、保育園というのは、やはり本当に困った方のために役に立つもの

にと。 

議長（西崎 

会長） 

ある程度、ネットをかけたほうがいいだろうと。それをかけるには、4

地区に分けると行政上も大変無理があって、後々児童数が減っていくと問

題が起こり得ると。 
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竹下委員 多分、その場合にも、できるだけ保護者の意向を尊重して、自分が希望

する保育園、こども園に行けるようにしてあげたい、していただければと。 

議長（西崎 

会長） 

まとめのようなご意見を頂きましたので、一応、保育関係、いわゆる保

育の提供に関わる内容については、ある程度網掛けをしておくと。という

ことは、分けたからほかの地域へ行けませんよということではないわけで

すから、2区域に分けて、それで需要と供給のバランスを考えていく。そ

れで具合が悪ければ、5年間の計画だけれども、中間での見直しというも

のを残しておくと。他のものについては 1区域。預かり保育はまた別で一

緒にくっついてまいりますので、そういうことでよろしいですか。 

事務局（中村保

育課長） 

④の時間外保育は、やはり保育所でやっておりますので、①の保育の提

供と④の時間外保育は同じ区域になります。 

議長（西崎 

会長） 

一時預かりではなくて時間外保育ですね。というのは、くっついてくる

ものですから、一緒に区域割りというふうになります。 

それでは、いろいろなご意見が出てきているわけですけれども、本来的

には全部利用者ニーズに応えて、必要に応じて選択できる可能性を残して

おいたほうがいいということで、自由にやってもいいわけですけれども、

保育の提供については、いろいろな状況を考えると、尐し区域を区切った

ほうがよろしいのではないかということで 2区域。ほかの所は全体 1区域

でいくと。時間外保育がそれに関わってきますので、付随的にくっついて

いくと。そういうことでよろしいですか。 

委員一同 異議なし。 

議長（西崎 

会長） 

よろしければ、そのように区域割りを決定させていただければと思いま

す。事務局のほうはよろしいですか。何か問題ありますか。 

事務局 ございません。 

議長（西崎 

会長） 

それでは区域割りは 2区域と 1区域というのがある。2区域というのは、

保育の提供に関わる 2号、3号ということで考えていただくということで

まとめたいと思います。 

続いて、「子ども・子育て支援新制度の施行に伴う各種基準等（案）に

ついて」、事務局のほうからご提案頂きたいと思います。 

事務局（中村 

保育課長） 

（議事 3について資料 3・3-1・3-2・3-3・3-4、参考 1に基づき説明） 

議長（西崎 

会長） 

この条例等の定める基準等について、4 項目あります。（1）の内容、

それから（2）（3）（4）ということです。それに対して条例の 3 ページ

の所に、条例等の骨子の案の中で、国のものと市との対応を考えながら、

市で考えていくべきものというので、まとめて整理されている。それを細

かくしたのが資料 3の 1、2、3と分れているかと思います。 

事務局（中村保

育課長） 

（資料3の4ページ、スケジュールについて追加説明） 

議長（西崎 まず、4 つの条例について、内容的にここの 3 ページ、4 ページでまと
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会長） めてありますので、ここを中心に見ていただければと思います。1番の家

庭的保育事業等についての運営基準の中で、国の示すものと変わっている

所は、面積で国が 1.65 ㎡のものを、県が示している 3.3 ㎡というものに

変えて、市も県のものに従うと。それから、暴力排除項目というのを新た

に加えたというところ。（2）は暴力排除関係、（3）のところは、必要量

ということで、いわゆる保育短時間の就労の下限の問題。国のほうは 48

時間～64 時間となっておりますが、市のほうで、現行では 64 時間、1 日

4時間で週 4日以上勤務ということで保育の必要性の認定をしていると。

この辺のところで、現行と同じように、今後の基準案はやっていくと、こ

の辺はいかがですか。 

夢川委員 今、中村課長のほうからご説明いただいた部分で、国の定めるところに

よる久喜市の条例については、概ねこのとおりでもいいだろうなと、私は

思っています。ただ（1）の家庭的保育事業というのは、0、1、2 歳の需

要がこれから増えてくる中で、注意しなければならないのは、家庭的保育

事業と小規模保育事業の C型の部分は、要するに保育士でなくても家庭的

保育者であればできるということでありますから、言い換えれば、そこら

辺のお母さんが何人か集まって、「小規模保育事業をやるよ」と言ったら

ばＯＫとなるのは、大変危険性が伴うだろうなと思っております。 

認可保育所の場合は、厳しい基準を全部クリアして、大切なお子さんを

預かっているのに、小規模保育所事業は、A、B、Cと分けた C型は緩いか

らいいよという、安易な考え方は危険なのではないかと思っております。 

それから、（3）番の支給認定がございます。これが施設型給付になると

思うのですけれども、この中で新制度における認定区分があります。認定

区分を認定されますと、利用できる施設、事業というのがありまして、認

定こども園は全部ＯＫなのです。保育所は、2 号認定、3 号認定、あるい

は 1 号認定も条件付きでＯＫなのです。幼稚園の場合は、2号認定の認定

が受けられる資格を持った保護者でも、幼稚園に入っている方は 2号認定

にならないのです。そうすると、一時預かりということで給付をしなけれ

ばならないのですけれど、幼稚園に入っている 2号認定の資格を持ってい

る保護者が一時預かりになったときに、不都合が出ないようにというのを

十分に精査して、久喜市の場合はやっていただきたい。 

これが、私のほうからのお願いの 2点でございます。 

議長（西崎 

会長） 

今の夢川委員のことは、この条例の中には組み入れられるのですか。い

わゆる小規模保育事業の、誰でもやれますよというのをある程度、行政主

導か何かをやるということは可能なのかどうか。そういうのが、この条例

の中に入るのかどうか。 

事務局（中村保

育課長） 

資料の 3－1 の 2 ページ部分の資格要件のところかと思うのですけれど

も、家庭的保育事業、家庭的保育者ということでありますが、国基準の中

でも、市町村長が行う研修を修了した保育士、保育士と同等以上の知識及
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び経験を有すると市町村長が認める者ということでうたってございます

ので、その辺で全く資格がない者ということではなく、この国基準の形で

市のほうも取り組んでいくと考えております。 

夢川委員 それがファジーなのです。認めてしまえば、誰でもいいよとなりかねな

いので、そこだけきちんと精査してくださいということです。 

竹下委員 1 つお尋ねしたいのは、小規模保育等でも、子どもたちの健康診断とか

職員の健康診断というのは、きちんと行われるような条例になるのでしょ

うか。人数が尐ないから、健康管理はいいというわけにはいかないと思う

のですけれども、その辺はどうなのでしょう。 

事務局（中村保

育課課長補佐） 

健康診断につきましては、先ほど保育課長のほうからも話があったとお

り、小規模保育事業の関係で、年齢が 0～2 歳ということになっています

ので、この事業を実施する場合に、必ずその連携施設を設定するという形

になっています。幼稚園、認定こども園、保育園の連携の中の 1つの例と

して、そういった健康診断の関係も入ってございます。ですから、当然、

保育園等については健康診断等やられていると思いますので、それと併せ

て連携してやるということも可能ですし、独自でというのは難しいと思う

ので、そこら辺を連携施設との調整の中でやっていただく形になりますの

で、全くやらないという形にはならないと認識はしております。 

竹下委員 基準は設けるのですね。 

夢川委員 全くやらなくても、ならないということは、やらなくてもいいという文

言が見え隠れするのです。例えば、0歳を扱う保育所は必ず検便を毎月や

るというのがあります。そういうものも、クリアされるのですよね。保育

士の場合はクリアされると思うのですけれど、家庭的保育士というのは資

格のないお母さんですから。 

事務局（中村保

育課課長補佐） 

先ほど連携施設ということでお話をさせていただいたのですが、資料の

中の 3－1 の 5 ページです。この中に連携施設の連携支援ということで入

っておりまして、上から 2つ目のところに嘱託医の健康診断というところ

がございます。先ほど私のほうがお話しさせていただいたのは、連携施設

と同一保育園内で行っている嘱託医の先生方で、健康診断を合同で行うこ

とも可能ですし、もしそういった連携をとらないのであれば、小規模保育

自体が嘱託医を別途委嘱して行っているという形で認識しております。 

議長（西崎 

会長） 

よろしいですか。いろいろご意見もあるかと思うのですが、実際に保護

者という立場から委員として出席していただいておりますので、中島委

員、佐藤委員、何かこの辺のところでございますか。 

中島委員 先日、新聞で、パソコンで子どもを預けるという記事が載っていたこと

で、資格がなかったり、正体不明の方に預けることに関して、かなり抵抗

があります。私も普通の保護者ですけれども、自分ちの子に関してはいろ

いろと面倒を見たりはできるのですけれども、ほかの子になってくると、

専門的な知識もないものですから、やはり私もちょっと無理かなというの
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を踏まえると、かなり規則を充実させていただかないと、預けるほうもな

かなか預けにくいかなとは思います。しっかり規則を作っていただければ

と思います。 

佐藤委員 ほとんど同じなのですけれども、同じくネットで子どもを預けて殺され

てしまった事件というのもあるのですが、そういう抜け穴を探っていろい

ろな犯罪とかも起きてしまうので、できる限りそういう保育園、幼稚園の

経営者の方が思う決まりとかがあるのでしょうから、そういうのはきっち

りと厳しく、先に文言に入れたほうが良いかなと思います。 

事務局（中村保

育課長） 

職員の資格の問題だと思うのですけれども、確かにベビーシッターの関

係で、資格がなくてもできるということで、痛ましい事件が起こったとこ

ろですけれども、市のほうでは、市内で届け出が出ている認可外、もちろ

ん認可の保育園や幼稚園については、それぞれ資格のある方が従事してい

ただいているところです。認可外の施設についても、市で立ち入りをして、

定員と利用児童の数、また、それに対する保育士の数、資格の証明なども

確認した上で行ってもらっております。 

今回、新制度において、そういった家庭的保育事業等のものを、市で基

準を設けて認可していくという形になりますが、先ほど夢川委員からもあ

りました、ちょっとファジーな部分については、市でも明確な要件を設け

ることについて、検討をさせていただきたいと思います。 

議長（西崎 

会長） 

小規模とかいろいろな、自由にどこでも保育を立ち上げることができる

ような状況になると、いろいろな法の裏をくぐって出てくる人がおります

ので、その辺のところもクリアできるような条例にしていただくと。ある

程度、認可・認定をするにしても、その辺のところを行政のほうで十分チ

ェックをしていただくことが必要だろうと思います。 

今日、この案について日程が示されておりまして、5月中にこの条例案

をここでご審議しまして、この案でパブリックコメントをかけるという方

向が事務局から出されているわけです。皆さんのご意見として、このよう

な基準等でパブリックコメントにかけるということでよろしいですか。 

夢川委員 支給認定についてはいかがでしょうか。先ほど質問といいますか、意見

として申し上げたのですが。幼稚園に入っている 2号認定の資格を持った

お母さんが、一時預かりを利用したときの差異があってはいけないと。 

議長（西崎 

会長） 

支給認定の優先利用等の中に入るわけですね。 

夢川委員 認定区分です。先ほどご説明のあった、月 64 時間をクリアしていれば

2号認定になるのです。そういうパートでお勤めをしている保護者が、幼

稚園のお母さんにはたくさんいます。そうすると、その子は月 64 時間を

クリアしていますから、2号認定になるはずですが、幼稚園に入園してい

るだけで、2号認定ではなくて 1号認定で、そのあとのお預かりは一時預

かり事業とみなされるのです。そのときに、同じ資格を持っているお母さ
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んなのに、認定区分により保育所に入れた場合と幼稚園に入れた場合とで

金額に差異があってはいけないというのが、私の危惧するところです。 

議長（西崎 

会長） 

その辺は、事務局では把握しておりますか。いわゆる、保育所から幼稚

園との関わりの問題ですね。 

事務局（中村保

育課長） 

今、夢川委員がおっしゃられた部分が、今回の新制度の中でも一番難し

い部分かなと考えております。現時点で、市でそこをどうという部分が明

確にお答えできないところなのですが、先日、公定価格も示された中で、

そこの部分については継続で検討させていただきたいと思いますので、申

し訳ないですけれども、よろしくお願いします。 

議長（西崎 

会長） 

それは、この条例を制定するに当たって、入れ込まなければならない文

言なのですか、あとで考えればいいことですか。この辺はどうなのですか。 

事務局（中村保

育課長） 

条例の文言うんぬんでなく、利用形態というか、そういった部分で判断

していくことになると考えております。 

議長（西崎 

会長） 

そうすると、運用で何とかなるわけですね。条例はこうしておいて、運

用面でそれをカバーできるようにすると。 

事務局（中村保

育課長） 

そのような形で考えております。 

議長（西崎 

会長） 

その辺はよろしいですか。一応、条例は条例として出すけれども、その

条例の読み方とか、いろいろ問題が起こってまいりますので、それをどの

ように運用していくかということは、また後ほど審議するという形に。そ

れをしておかないと、「これを今日諮りますよ。パブリックコメントを頂

きますよ」と言っても、いちいちもう 1回、全部洗い直さなければならな

いということが起こり得るのです。 

事務局（中村保

育課課長補佐） 

今の夢川委員の関係ですけれども、ここの支給認定というのは、保護者

の方に「私は 1号認定ですよ」「私は 2号認定ですよ」という形で申請を

頂いて、その確認をして、必要な保育量を決めていく形になろうかと思う

のですが、夢川委員のお話のとおり、仕事をされているのだけれども、私

は幼稚園を使いたいという方は出てくると思います。そこら辺の支給認定

をどうしていくかというのはあるのですが、通常、お仕事をしていれば 2

号認定が出る形になろうかと思います。 

ただ、幼稚園を申し込まれたときに、夢川委員のおっしゃるとおり、教

育の時間だけでは足りませんので、市のほうから委託した一時預かりを使

えばその就労の時間の中は対応できると思います。 

ただ、先ほど公定価格と出ましたけれども、1号認定と 2号認定では園

に出る単価が違ってくると思います。夢川委員が心配されているのは、2

号認定を受けた方が、幼稚園を使った場合について、差異がないような形

でというお話だと思うのですけれども、利用の仕方とすると、幼稚園の教

育時間の単価プラス、今度は一時預かりの市からの委託事業という形にな

りますので、その利用者の数に応じた金額が園のほうに行くような形にな
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ると思います。一部負担を保護者から園が徴収して、それで一時預かりに

ついては運営していくような形になりますので、支給になるのは 1号認定

の単価プラス、市から一時預かりで委託した委託料で運営をしていただく

ような形になろうかと思います。 

ただ、2 号認定を受けていながら幼稚園を利用するということは好まし

くないと思うのですね。そこら辺として、支給決定を市のほうが変えさせ

るのかどうかというのは分かりません。ただ、この制度では、認定こども

園ですと幼稚園と保育園がありますので、途中でその保護者の方がお仕事

をしていなくても、途中から仕事をする場合もあるでしょうということ

で、そういった場合については園を変わらずに移行できるというメリット

もあるのだと思います。そこら辺の関係もあって、国の中でも、そういっ

た取り扱いをどうするかというのは出ていると思います。 

ただ、長期にわたってそういった使い方をしているのであれば、2号認

定ではなくて 1号認定を市として出すのかどうかというところは、まだ市

としても対応を決めかねる部分もあります。それは、今後、そういう取り

扱いについてのものは検討していきたいと思っています。基本的には、2

号認定を受けても、幼稚園を利用した場合については 1 号の単価とプラ

ス、もちろん市が園のほうに一時預かりを委託しなければいけないのです

けれども、委託料と、保護者から徴収した負担金で賄っていただく形にな

ろうかと認識しております。 

夢川委員 久喜市がきちんと理解していただければ、我々は助かります。 

例として、8 時間保育が必要ですよという子どもの保育を保障しましょ

うということで給付がいただけるわけです。8時間保育を必要とした子ど

もが、保育園に行った場合は 2 号認定ですから 3 万円給付されました。8

時間保育が必要だけれども、幼稚園に行って一時預かりをやっていますか

ら、「あなたは 1号認定ですから、1号認定の人は給付が 2万円です」と

いった場合、一時預かりの 1万円分を久喜市が保証してくれれば保護者は

差異が出ないのです。 

それが、幼稚園のやった一時預かりが 5,000 円しか給付されなかった

ら、お母さんから 5,000円をいただかないとやっていけないということに

なります。そうすると、お母さんから 5,000円をいただくというのはすご

い心苦しいし、「何で施設型給付と言っていて差が出ちゃうの」という質

問をお母さんからされたときに、私は答えられない。だから、久喜市さん

はそのところをきちんと見ていただきたいというのがお願いです。 

議長（西崎 

会長） 

今の話は、この条例制定については関わりますか。この条例について、

そういう細かな部分は関わっていないのではないですか。ということにな

れば、この条例はこれで諮るとすると、それでパブリックコメントをもら

う。条例として議会にかけると、これはよろしいですね。 

ただ、そのあとに、そういう問題が起こるということが出てくる。その
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ことについては、今後、事務局のほうで十分考えて、そういう差が出てこ

ないような方法を考えるということで、この条例のあとで考えていくとい

うことで、よろしいですか。 

夢川委員 差異が出てきてしまうと、それだったら子どもを預けて働かないと損だ

と保護者が思ってしまうのが、一番、子どものために最善の利益になると

は限らないです。 

櫻井委員 条例事項ではなく条例指針という範囲ですね。そういう指針があるとす

れば、それをもう一度読み直していくという、そういう問題ではないでし

ょうか。 

梅原委員 先ほどの小規模保育事業、家庭的保育事業等を認める場合に、事務局の

ほうで立入調査を行うという話があったのですけれど、これは条例に載る

のですか、それとも載らないのですか。それから、もしやるならば、認定

する前に恐らく調査すると思うのですけれど、認定してからもやっていた

だいたほうがありがたいなと思うのです。 

ということは、新聞でもちろん、先ほどの保護者から出ました、他人の

子どもだから子どもが亡くなったという話も出ていたのですけれど、逆に

今児童虐待の話も出てきて、子どもが亡くなっていますよね。そういうこ

とを考えたときには、やはりそのとおりに行われているかどうかというこ

とを、条文の中で括弧書きでもいいから「立入調査」という言葉を入れて

いただくと、事務局は人数が尐なくて大変だろうと思うのですけれど、保

護者が安心して預けられるのではないかと思うのです。 

議長（西崎 

会長） 

そういう細かな点については、この条例の中には出ていないと思うので

すね。それについてはあとで運用方針か何かで検討するという形をとって

もよろしいかなと私自身は思うのです。 

事務局（中村保

育課長） 

先ほどの立入調査をしているというのは、現在の認可外の施設について

も立入調査をしておりますということですので、今後、市がこの条例制定

に基づいて認可している施設については、当然、そういった立入調査なり

は実施していくことになります。 

議長（西崎 

会長） 

この基準についてはこの案で諮るということで、よろしいですか。ただ

し、そのあとに運用方針か何かでいろいろなものを協議していくという形

をとっていきたいと思いますが、よろしいですか。 

委員一同 異議なし。 

議長（西崎 

会長） 

それでは、事務局のほうではこの条例案でよろしいですね。 

事務局（中村保

育課長） 

ありがとうございます。1 点、先ほどの保育短時間の基準の 64 時間の

設定の部分ですが、それに関しても、今回、提案した 64 時間でよろしい

ということで、その確認だけ 1点お願いしたいと思います。 

夢川委員 もう 1点は、月 64時間預かってもらえるから、本当は月 40時間でお迎

えに来られるのだけれど、月 64 時間預けてしまえという考え方は危険だ
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なと思います。そのために、月 60 時間という短い時間を設定するという

案もあるのですけれども、そうすると待機児童が出るから、月 64 時間が

いいだろうとなりますけれど、では月 64 時間預かってくれるのだったら

預けてしまえというものの考え方は、本当に子どもの最善の利益かとなる

と、これも眉唾なのですね。そこまで考えて、子育てをしていただきたい。 

議長（西崎 

会長） 

その辺のところにつきましては、月 64 時間で対応していくと。この事

務局の案でよろしいですね。 

それでは、何回もくどいように確認をしますけれども、この案でご承認

をいただくということで決定をしたいと思います。その他として。 

前田委員 その他、1点、ちょっと関連しまして。いろいろお話を聞いていて、条

例制定までの極めてタイトなスケジュール、まずは、これは事務局、大変

ご苦労様です。ご苦労を察したいと思います。 

計画の実効性の担保という視点から、2点お尋ねをします。まず 1つは、

直近の国の動向。そもそもこの計画の前提は、消費税増税財源を当てにし

ての制度・財源の一元化が建前であったと思います。果たして、この財源

確保について、どのように我々が受けとめていいのかということが 1点。 

もう 1つは庁内推進体制です。今後のスケジュールの中で、市役所の中

の庁内推進会議を立ち上げて、各部が一体となって計画を作っていくとい

うことになっておりますが、この推進会議が具体的に回っていってきてい

るのかどうか、その 2点お尋ねしたいと思います。 

議長（西崎 

会長） 

2 点、今、質問事項がございますが、分かる範囲内でお答えいただけれ

ばと思います。国の動向、それから庁内会議です。 

事務局（久保田

課長） 

お答え申し上げます。まず、財源の確保というお話ですけれども、私ど

もも公式文書で頂いたわけではありませんけれども、新聞等を確認します

と、全体で約 7,000億円という確保ができているというお話を聞いており

ます。ただ、それでも不足するという、国の子ども・子育て会議のほうで

も意見があったようですけれども、財源については確保していくというこ

とで伺っております。 

それから、庁内の推進体制についてですけれども、今年 1月に会議を行

いました。また、5月上旬に実務者会議を行っております。今後も、もち

ろん折を見て実施をしていくことで考えております。 

この庁内推進会議につきましては、事業計画の第 5章で、現在の次世代

育成支援行動計画に挙げられている事業について、逐次、開催をしていく

ということで考えております。5章のほうでその事業案等をお示ししたい

と考えております。先日、各所管課に子育て支援に関する事業について、

平成 27 年度以降実施する事業について照会等を行いまして、現在回答を

いただき、集計をしているところでございます。 

議長（西崎 

会長） 

よろしいでしょうか。ほかに、委員さんの中からありますか。 
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柿沼委員 簡単に、2つほどですけれど、先ほど一時預かりと、今日は需要量の見

込みと提供体制ということだったのですけれども、一時預かりの幼稚園型

だとかそういった部分で、始まってみると、かなり見込みと違う量が出て

くると思うのです。というのは、今おっしゃっている 2号の短時間の下限

の部分と、40 時間の部分と、そこと保育量の部分がほぼ一緒ですから、

でも、今パートタイムで幼稚園利用の方は、保育料からすると 1号を使っ

て、そっちを望まれる方が多いかと思うのですね。本来は 2号ですけれど

も、保護者の意向を尊重することになっているので、1号の一時預かり。

そうすると一時預かりがかなり膨らむ可能性がある。また、2号の保育量

を市でどれぐらいに設定するかによって、またここが詰まって、2号認定

に動く可能性がある。今後、多分公定価格が出て、市のほうが単価設定す

るときにここがかなりポイントになって、1号に行くか 2号に行くかとい

うふうに変わってくるのかなと思うのです。それなので、これによっては

事業計画が若干ずれてくるので、見直しが必要なのかなと 1つ思います。 

これが 1 つと、あともう 1つは、先日政府のほうで出した放課後児童ク

ラブのパイ、要は 30 万人という数字が出たので、今後これを成長戦略の

中に入れてくるのだと思うのですけれども、今後これがかなり効いてくる

ので、学童待機が出てくるので、ここも見込んでいかなくてはいけないの

で、この辺の 2つの部分で、事業計画とまた予算措置というのが必要にな

ってくるのかなと思うので、ここがかなり難しくなってくる部分かなと思

うので、一応最初は、喫緊では多分、市の保育料設定によって 1号、2号

でかなり変わってくるような気がします。 

それで、64 時間だと 1 日 4 時間で週 4 日以上。これだと、実は朝から

働いていると、今の幼稚園の利用の時間で収まってしまうのです。ここを

どう考えるかというのが 1つ問題で、収まっていて、その後延長保育とし

て一時預かりに出すのか、その一時預かりに対して制限を出すのか、また、

夢川委員が言われるようにやるのか。その辺によっても、かなり市の財源

の確保が変わってくると思います。 

だからある意味、保育があまりにも、保育を自分の労働時間以外で使お

うとする保護者の方が増えているのであれば、2号の認定申請のときにあ

る程度市のほうで方向性を出す。施設側にも「こういう方向でやってくれ」

という指導をするとかという、何らかの縛りが必要になってくる。保育認

定にはその時間が入ってくるかもしれないという話もしていますので、そ

の辺の話で尐し制限をしていくことは、必要になってくるかもしれないな

と思いまして、その 2点だけお願いします。 

議長（西崎 

会長） 

今後の国の動きとか、あるいは市の今までのものをどう見直すかという

ことも考えておかなければならないという。ほかにございますか。 

なければ事務局のほうから、何かその他でございますか。 

事務局（山崎 （議事 4 その他・臨時特例給付金制度について説明） 
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医療手当係長） 

議長（西崎 

会長） 

これは、報告事項ということでよろしいですね。ほかにございますか。 

なければ、これで議長の任を解かせていただきます。ご協力ありがとう

ございました。 

事務局（久保田

課長） 

ありがとうございました。以上で、本日予定しておりました議事が終了

いたしました。閉会に当たりまして、久下副会長にごあいさつを頂きたい

と思います。 

久下副会長 長時間にわたり、お疲れさまでございました。これで、平成 26 年度第

1回久喜市児童福祉審議会を閉会いたします。お疲れさまでございました。 

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。（注） 

 平成２６年 ６月２５日        
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