
 

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 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 2回久喜市児童福祉審議会を開催いたします。 課長） 

本日の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ます。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申し

上げます。なお、久下みゆき委員、前田昭信委員につきましては、欠席と

のご連絡を頂いております。 

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、皆様にご了解を頂いている事項がございます。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

認めておりますことから、本審議会を傍聴される方がおりますので、ご了

解を頂きたいと存じます。 

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思います。 

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 改めまして、こんにちは。大変お暑い中、お集まりいただきまして、ま

た、多様なお仕事をお持ちの方もいらっしゃいますけれども、お集まりい

ただき、ありがとうございます。昨日、今日と、いくらか過ごしやすい気

候にはなりましたけれども、この暑さには慣れるのに大変時間が掛かるよ

うな感じがするわけです。いずれにいたしましても、この審議会は通算で

5回目になろうかと思います。大変、内容的には大きな問題がありまして、

ここまでたどり着いたということは、皆さんのご協力のたまものと考えて

おります。 

もうご存じのことと思いますが、『広報くき』7 月号に、平成 27 年度

から子ども・子育て新制度がスタートしますというのが出ております。こ

れによって、市民の方々が平成 27 年度からどのように変わっていくのか

というのが理解されているのではないかと思います。ただ、平成 27 年度

といっても、親が幼稚園を選択するにしても、子どもたちが入園するにし

ても、9月、10 月から始まるわけですので、この辺がどのくらいまで徹底

していくのか、少し心配な部分もあるかと思いますが、いずれにいたしま
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しても、もう間近に、平成 27 年度が始まるということで、この審議会も

大詰めにきているのではないかと思います。 

今日も重要な審議がございますので、十分ご協力いただき、まとめてま

いりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

司会（久保田 ありがとうございました。 

課長） 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、 

・会議次第 

・(資料 1) (仮称)久喜市子ども・子育て支援事業計画に係る基本理念

及び体系(案)について 

・(資料 2) (仮称)久喜市子ども・子育て支援事業計画に掲載する子ど

も・子育て支援事業(案)について 

の 3種類となっております。 

以上でございますが、資料等、おそろいでしょうか。 

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 条に基づきまし

て、会長が議長となりますので、西崎会長、議長をお願いいたします。 

議長（西崎 それでは、座ったまま議事進行をしていきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 会長） 

先ほど、事務局のから会議録の作成についての説明がございました。事

務局が会議録を作成した後に、代表の 2名の方に署名を頂くということで

ございます。前回は、佐藤委員さんと小林委員さんに署名人としてやって

いただきましたので、引き続いて名簿の順ということで、細川委員さんと

梅原委員さんに署名人をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

それでは早速、議題のほうに移りたいと思います。初めに、議事の（1）

「(仮称)久喜市子ども・子育て支援事業計画に係る基本理念及び体系

(案)について」、事務局のほうからご説明を頂きたいと思います。 

事務局（折原 （議事 1について資料 1に基づき説明） 

担当主査） 

議長（西崎 1 ページから 5ページまでの内容等について説明を頂いたわけですが、

1ページから 4ページにつきましては、一応、国あるいは子ども・子育て

支援法等の中から必要と思われる部分を抜粋しております。もう１つは、

久喜市の総合振興計画の基本理念ということで、一緒に載せてあります

が、それらを基にして、5ページのところに基本理念、方針、目標という

のが述べられております。基本的には 3つの話がありました。子どもの最

善の利益、子どもを主体に考えていくのだということ、保護者の生きがい

ある子育てを支えていくという視点、それから、地域全体で子育てをして

いくというのが基本にあるだろうということを基にして、基本理念で「子

会長） 

2 
 



 

育てをみんなで支え、すべての子どもが健やかに成長できるまちづくり」

ということでまとめて、それを 3つの柱の視点で述べる。それを、さらに

細かな目標を立てて、以下、細かな事業等を進めていくということでござ

いますが、今日は、基本理念、方針、基本目標というご提案でありますけ

れども、この件につきまして何かご意見ございますか。 

櫻井委員 事務局案を見ておりますと、「親」の捉え方なのですが、例えば基本理

念を見ますと、たいがい「父母その他の保護者」とか「親たち」とか「子

育て中の家庭」とか、こんなふうに広く親を捉えています。しかしながら、

基本的な視点、基本方針、基本目標、この 3つを見ますと、視点では「親

の育ち」、基本方針では「親」、目標も「親」というように、かなり狭く

限定して捉えているようですが、私としては、現在の計画でもこの辺は「保

護者」というのを使っている感じがあるのです。現在の計画とか基本理念

のとおり、もう少し親の範囲を広くして捉えるべきと思っています。これ

は文言の関係ですので、今後、市として少し文言整理していただければい

いかなと思っているところです。 

 

議長（西崎 ありがとうございました。基本理念の言葉の説明の中で、いろいろな言

葉が使われてきておりますので、その辺の文言の整理ということを考えて

みたらどうかという。確かにいろいろな言葉が使われておりますので、1

つの計画案からすれば、整理する必要があるかと思います。 

会長） 

ほかにございますか。 

竹下委員 普通、児童福祉法では、0 歳から 18 歳までを児童と言っておりますけ

れども、この場合の子どもというのは大体何歳から何歳を子どもとするも

のなのでしょうか。 

 

議長（西崎 児童と子どもとの言葉による年齢というものをどういうふうに捉えて

いるかということなのですが、これは事務局のほうで何かありますか。そ

れらの整合性も考えて、文章を作っていかなければならないと思いますの

で、もし今出なければ、あとで調べておいていただければと思います。 

会長） 

事務局（木村 子ども・子育て支援法では、第 6 条第１項により、18 歳に達する日以

降の 3月 31 日までの間にある者と規定されています。 係長） 

議長（西崎 それを子どもと呼んでいるわけですか。 

会長） 

事務局（木村 子ども・子育て支援法では、そのように規定されております。 

係長） 

議長（西崎 ほかにございますか。 

会長） なければ、この内容を説明するに当たって、言葉の吟味というものも考

えて、まとめていただくということが必要になるかと思います。その辺に

ついては、いろいろな資料等を基にして作成していただければと思いま

す。この点につきましてはよろしいでしょうか。なければ、次の議事へ移

らせていただきます。 
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それでは、議事の 2番目ですが、「(仮称)久喜市子ども・子育て支援

事業計画に掲載する子ども・子育て支援事業(案)について」というこ

とで、事務局からご説明を頂きたいと思います。 

事務局（折原 （議事 2について資料 2に基づき説明） 

担当主査） 

議長（西崎 大変な量の事業ですけれども、183 事業について、個々に説明は頂きま

せんけれども、全て庁内の各課で十分審議をして、それを推進会議でまと

めて、作成しているということでございます。特に事業の拡大と、いわゆ

る見直し部分と、それから新規事業ということで、最後のほうにまとめて

載せてあるようでございます。 

会長） 

何か、ご質問、ご意見等がありましたら、お願いいたします。 

夢川委員 子どもを中心として子育てをする中で、親の意識というものを高めてい

く必要があると思うのです。その中で、子どもを持つ親の保育参加という

のが大変重要な部分でありまして、新規の中にも、学務課が中心となって

保護者の保育参加事業というのが書かれておりますけれども、保育所の部

分についても、保育課が中心になって保護者の保育参加というのは考えて

いるのか、もう現にやっているのかというのを確認させていただきたいと

思います。 

議長（西崎 保育所のほうの保育参観はどのようになっているかということですか。

会長） 

夢川委員 親の保育参加です。 

事務局（中村 公立の保育所では、昨年度からですが、保護者の 1日保育士体験という

のを実施しておりまして、民間の保育所のほうでは、もう既に取り組んで

いるところがほとんどだったと思いますけれども、そういったことで、保

護者の保育参加ということで実施をしているところでございます。 

保育課長） 

夢川委員 そうすると、この支援事業の中にも書かれていますか。書かれていない

ようでしたら、ぜひ、担当課が保育課ということで、保育所の保護者の保

育参加ということを入れておいていただければありがたいと思います。 

事務局（中村 この中には掲載はされていないかと思いますが、載せるという方向で検

討していきたいと思います。 保育課長） 

よろしいでしょうか。いずれにしても、保育所のほうは働いている

保護者ですから、参加にしても大変難しいところがあるようですね。

それを体験活動という形でおやりになったという経緯がありますの

で、その辺をこの計画の中にどう位置づけるかということも考えてい

ただければと思います。ほかにございますか。 

議長（西崎 

会長） 

竹下委員 この計画が本当に、0 歳から 18 歳までを対象とするのでしたら、私は

保育園の代表で参っているのですけれども、実は青少年の健全育成にも非

常に関心があります。今、青少年の薬物というのでしょうか、ドラッグと

か、すごく怖いような状況が水面下で非常に進捗しているということがあ
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ります。それから、オートバイの交通事故。そのような、交通事故という

のは本当に怖いのだという、スタントマンを使っての交通安全教室とか、

あるいは薬物も本当に恐ろしいことで、取り返しのつかないことになるの

だというような、そういう啓発運動を、児童館でもよろしいのですけれど

も、どこかの課で、そういう市の子どもたちを交通事故や恐ろしい薬物の

魔の手から守るような運動、啓発をやっていくようなことも、新計画の中

に入れていただいたらありがたいと思います。 

今、警察の運営委員をさせていただいているのですけれども、この 2つ

がとても市の中でも深く広く浸透していて、対応に追われているというこ

とを聞いておりますので、児童館、児童センターの活動の中でもよろしい

ですし、何かそういう活動もしていく必要が非常にあるのではないかと思

うのですけれども、皆さんのご意見を伺いたいと思います。 

議長（西崎 18 歳までということも考えますと、今、問題になっております薬物と

か交通事故、いわゆる青少年育成事業ということに対しての内容は、この

中で触れるのかどうかという、その辺のところですが、事務局のほうはい

かがですか。 

会長） 

事務局（木村 資料 2の 5ページになります。「交通安全思想の普及」といった形で、

生活安全課が所管課になりますけれども、各小学校、中学校を通じて事故

の啓発、防止に向けた運動を、今現在、実施しているところでございます。

係長） 

また、児童館でも、というお話でございました。9ページになりますけ

れども、40 番、41 番、42 番と、「児童館・児童センターの活動事業」と

いうのが、今現在、事業内容としてこのような形で書かれております。こ

のようなところに記載できるかどうか検討してまいりたいと考えてござ

います。よろしくお願いします。 

議長（西崎 よろしいでしょうか。1つは、生活安全課での交通指導、それから児童

館で行っている事業、その中に入るかどうかの検討をしていただくという

ことです。 

会長） 

梅原委員 小さなことなのですけれど、16 ページの 83 番に「地域子育て応援事業」

というのがあるのですけれど、そこに「市民大学」という言葉があります。

私は市民大学と高齢者大学の両方を体験させていただいたのですけれど、

確かに市民大学が地域のリーダーを育てるということで、こういう考えを

持たせるということはとても大事なことなのだろうと思います。 

ただ、高齢者大学の人たちにも話をしていただいたほうが、確かにここ

に「等」という言葉があるから、入るのかも分かりませんけれど、高齢者

大学の人たちにもそういう話をしていただきたいと思うのです。確かに、

高齢者大学というのは、自分自身の健康を維持するという大きな狙いがあ

るわけなのですけれど、見ていますと、大変クラブ活動に力を入れている

高齢者等がおりまして、1週間ずっと毎日、いろいろなクラブに出ている

ような高齢者もおります。あのエネルギーをもう少しこちらに向けていた
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だいたら地域が助かるのではないかということを思いますので、ぜひ市民

大学という言葉とともに高齢者大学という言葉も入れておいていただけ

ると大変助かると思います。その点、よろしくお願いいたします。 

議長（西崎 番号の 83 番で、地域で子どもたちを育てる・応援するということで、

それらも関係機関にいろいろ協力を頂くということを考えれば、市民大学

「等」というのはありますが、その中に高齢者大学というのも入れたらど

うかという話もありますので、またこの文言についても検討していただけ

ればと思います。 

会長） 

新井委員 9 ページ、45 番の「ファミリー・サポート・センター事業」のところで

伺いたいのですけれども、先日、うちの園児がファミリー・サポートを利

用することになりました。手続きをとらせていただきました。でも、この

時間だけではどうしても賄いきれないので、結局、園のほうで見たという

ことがあるのですけれども、このファミリー・サポート・センター事業の

内容というのはどんな感じで進めていくのかというのを、お話していただ

いてもよろしいですか。この 1 行だけだとちょっと理解ができないもの

で、もう少し具体的なことを教えていただけるとありがたいのです。お願

いいたします。 

 

議長（西崎 ファミリー・サポート・センター事業の内容、どういうものをやってい

るかという具体的なことですか。 会長） 

新井委員 いいえ。先日、うちの園児がファミリー・サポート・センターを利用さ

せてもらいたいということで、手続きをうちの職員と共に一緒にとらせて

いただき、利用しようと思ったのですけれども、時間の制限等々がありま

して、結局、園の職員がサポートしたという状況なのです。なので、どう

いった、内容的なところ、時間帯とかというのをもう少し教えていただけ

るとありがたいと思ったのです。 

議長（西崎 これは、内容的なことなのですけれども、事務局のほうで、この担当の

方は。 会長） 

事務局（折原 それでは、私、子育て支援課の折原から説明させていただきます。ファ

ミリー・サポート・センター事業は、会員同士が相互に援助をする事業と

いうことで、例えば保育園の送りですとか、一時的にお子さんを預かって

いただきたいという、援助の提供を望む依頼会員に対して、支援が可能な

協力会員を探して援助するという事業でございます。 

担当主査） 

泊まりはできないといった制約はありますが、遅い時間や早い時間であ

っても援助が可能な協力会員がいれば、援助を行うことは可能です。今回

の事案のように、なんらかの事情により、協力会員が援助可能な時間の範

囲を越えての、援助の依頼があった場合には、保育所のご協力を頂くこと

があるかもしれないというところはあります。 

議長（西崎 よろしいでしょうか。 

会長） 
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新井委員 要望に応えられるときと、そうでないときがあるということですか。 

事務局（折原 要望に応えられる協力会員を探すのですけれども、協力会員さんの数に

も限りがございまして、協力が可能な時間帯にも限りがあるということで

ございます。 

担当主査） 

新井委員 うちの場合ですと、保護者が子どもを迎えに来る時、骨折をしてしまっ

て、入院・手術ということになってしまいまして、その方がご夫婦とも日

本人ではない方ということで、お父さんは派遣で働いるということで、と

ても会話をするのも難しいし、意思疎通ももちろん難しかったのですけれ

ども、それプラス、朝の早い時間から夜遅い時間にファミリー・サポート

の手が欲しいと言われたのです。でも、結局、そこは難しいということで、

朝の早い時間と遅い時間は結局園のほうで預かったということなのです。

今回、行政の方がとても一生懸命動いてくださって、それはありがたかっ

たのですけれども、朝早く迎えにいって、夜遅くまでその子を預かると、

本人や職員や、全ての面で負担が掛かったというのを感じられたので、こ

こに「継続」と書いてあるので、事業を進めるには何かもう少し膨らませ

た、一歩踏み込んだ範囲で打ち合わせをしていただけるとうれしいと思い

ます。 

それで、その膨らませた話にするためには、事例を参考にするというの

がすごくいいのではないかと思ったので、もし必要であれば事例提供しま

すので、このファミリー・サポートというのはとてもいいと思うので、膨

らませて進めていただければありがたいと思って、手を挙げさせてもらい

ました。よろしくお願いいたします。 

議長（西崎 よろしいでしょうか。事務局から何か付け足すことはありますか。なし

でいいですか。 会長） 

梅原委員 今のところで、会員確保や支援体制の見直しが課題であるということが

書いてあるのですけれど、これは、実際に事務局としてはどのように課題

として捉えて、今後改善していくのかというのを知りたかったものですか

ら、質問させていただきます。 

議長（西崎 この課題というものの捉え方ですけれども。 

会長） 

事務局（木村 今、地区単位で、ファミリー・サポート・センターの窓口業務の体制が

とられております。ただ、やはり、先ほどの事例でいきますと、菖蒲地区

になると思うのですけれども、この事業が市民組織の助け合いによるもの

というのが一番の特徴でございますので、そちらについては協力会員の確

保、どこの地区でもそうなのですけれども、難しい状況に偏りが出ている

というのが課題として把握しているところでございます。ですので、当然

ながら、市は同じ市でございますので、菖蒲寄りの久喜地区の会員という

方も当然いらっしゃると思いますので、そういったところを支援体制とし

て見直しを図って、強化していきたいと思っておるところでございます。

係長） 
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議長（西崎 いずれにしても、会員がいなければ対応できないという、その辺の啓発

をどういうふうにしたらいいかということが、１つの大きな課題になって

くるだろうと思います。 

会長） 

新井委員 ちなみに、とてもいい菖蒲地区の会員さんで、それでも賄いきれない時

間帯というのがこのサポート事業の中にあるみたいなのです。なので、一

歩踏み込んだところの拡大というか、充実を図っていただけるとありがた

いと思います。本当に今回は、行政の福祉の方もファミリー・サポートの

方も、本当に一生懸命動いてくれて、ありがたいと思って、こういった事

業はぜひ継続していってもらいたいし、でも、もう一歩踏み込んだ受け入

れというのですか、枠を増やしていただけたらありがたいと思ったので、

手を挙げさせていただきました。ありがとうございました。 

議長（西崎 よろしいでしょうか。ほかの件では。 

会長） 

櫻井委員 92 番の「障がい児保育」の関係です。実績を見ますと、現在、受け入

れ先が保育園だけです。それで、大変恐縮なのですが、夢川委員にお聞き

したいのですが、私は、幼稚園で受け入れてほしいと前々から思っている

のですが、この辺はいかがなのでしょうか。ちょっと教えてください。 

夢川委員 当然、幼稚園でも受け入れております。ただ、民間の幼稚園の場合は、

あくまでも人件費が掛かってくるということがありますので、そういうも

のを受け入れたことによって加配が付く、あるいは副担任が付くというよ

うな地域になっていただけると、ますます充実した障がい児保育ができる

というふうに思っております。 

櫻井委員 今、受けているところはあるのですか。 

夢川委員 受けています。 

櫻井委員 そうですか。これに書いていないだけですか。 

夢川委員 ただ、障がい児だという認定を受けている子どもというのは限りがある

わけです。グレーの、この子はちょっと集団ではできないというような子

も受けています。ただ、そういう子たちを受ければ受けるほど、保育が多

様化してくるというのは、実際大変なところです。 

櫻井委員 分かりました。 

議長（西崎 障がいの認定を受けている子どもさんは入らないのですか。 

会長） 

夢川委員 います。 

櫻井委員 久喜市ではないですけれど、特に、今、発達障がい児が保育園、幼稚園

からも拒否されているという例を耳にしているものですから、久喜市はど

うなのかと思って、特に幼稚園のほうでそう思ったものですから、お聞き

しました。ありがとうございました。 

議長（西崎 ほかにございますか。 

会長） 
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田口委員 まず、個別事業のほうで、36 ページの新たな取り組みの中で、84 番、

「子育て不安・児童虐待予防的事業」ということで、やはりこの辺につい

ては市町村に取り組んでいただきたいと考えておりましたところ、早速、

こういった新規事業として取り組んでいただけるということで、大変評価

をしたいと思っております。 

それから、ちょっとそこを離れまして、全体的なところで、体系として

質問なのですけれども、先ほどの資料 1の 5ページに、基本目標の下に個

別事業というので 4章、5章というのがありまして、その辺がどう違って

いるのかなということと、その個別事業はそれぞれの基本目標の下にぶら

下がるような形になるのでしょうか。その挙げ方とか、その辺については、

これからどのようになるのか。基本的には、この個別事業が基本目標ごと

に整理されてくるのでしょうか。そこをお聞きしたいのですけれど。 

議長（西崎 この最初の説明、資料 1 の中の最後の 5 ページのところに、4 章、5 章

というのがありますけれども、こちらの事業が、その 4つの事業ごとに分

かれて用意されるのかどうかということです。 

会長） 

事務局（折原 これはあくまで現時点での想定という形になるのですが、第 4章につき

ましては、いわゆる教育・保育、保育所、幼稚園、認定こども園といった

部分の事業のほか、利用者支援事業ですとか、先ほど出ましたファミサポ

事業など、事業計画において必須で記載すべき事項の部分をこちらに載せ

るようなイメージを想定しております。第 5章の部分につきましては、こ

の資料 2 で今回提示させていただきました事業等の任意記載事項の部分

を振り分けて記載していくようなイメージで考えております。ここにつき

ましては、今日、頂いたご意見なども参考にしながら、記載の方法につい

て検討してまいりたいと考えております。 

担当主査） 

田口委員 それで、少し疑問に思ったのですけれど、先ほど、資料 2の説明の時に、

これは任意事業だというお話があって、だいぶ、保育とか必須ではないの

かというものもたくさん載っていたのです。ですから、ちょっとそこが違

うのではないかと思いました。 

事務局（折原 その辺の書き方についても、このあと整理をさせていただければと思っ

ております。 担当主査） 

議長（西崎 この 4章、5章というものと資料 2の関わり、それから、上の基本目標

の 4つの関わり等、少し検討していただいて、構成を考えていただければ

と思います。 

会長） 

田口委員 関連してなのですけれど、今、この計画は次世代育成のものを引き継ぐ

ということで話がございまして、この基本目標とかそれは従来のものなの

ですか。ちょっと、その辺、知識がなくて申し訳ございませんが、これは

全く新しく出されている目標なのですか。 

事務局（木村 次世代を引き継いではいるのですけれども、今回については、あらため

てお出ししている形でございます。 係長） 
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田口委員 分かりました。では、整理し直してということで了解しました。 

議長（西崎 今現在使われている次世代のものとこれを比べて見るとお分かりにな

るかと思うのですが、だいぶ、内容的には変わってきていると思います。

4 章、5 章については、また、どういうふうに考えるかはあれですけれど

も。 

会長） 

柿沼委員 議題（１）のところも含めてなのですけれども、大きな点が 2つと、あ

と細かな点が少しなのですけれども、まず、基本理念の中身は、内容的に

は子どもの人権なども書かれていて、すごくいいと思っていたのですけれ

ども、「すべての子どもが健やかに成長できるまちづくり」のまちのイメ

ージはどんなイメージなのかなと思いました。人口減ですから、これから

何とかいろいろ頑張って、いろいろな政策をとって、人口を久喜市に増や

していこうというイメージのまちづくりなのか、それとも、スローライフ

みたいな、今のこの久喜市を、人口が減っても豊かに、地域のつながりを

持ってやっていくようなイメージなのか。何となく、このまちづくりのイ

メージをもう少し、どちらだろうなと思いました。それによって政策もい

ろいろ変わってくると思ったので、その辺を少し、どんなイメージなのか

というのが 1つです。 

あと、今、子どもの視点というところが基本的な視点に入って、すごく

素晴らしいと思っていたのですけれども、これは、どんな子どもを久喜市

で育てていくのかみたいな、市民としてどういう子どもを育てていくのか

のイメージ、例えば主体的にいろいろなものをやっていくとか、この久喜

市の文化みたいな話がありましたけれど、風土とか文化を大事にして、そ

れを根付いていくような子どもを育てていくとか、何かそういう、子ども

のイメージというか、どんな市民を育てていくかという市民教育の話だと

思うのですけれども、そんなイメージが取れると、ここで言っている子ど

もというのが 0～18 歳の久喜市の子どもであれば、多分、公立の幼稚園、

保育所であろうと私立だろうと、また、どの小学校であろうと、市におけ

る、市民をどう育てるというのは 1つになるはずなので、これはあくまで

個人的な意見ですけれども、園だとかにも、例えば、この久喜市の文化を

きちんと守るようなものがあってもいいと思うし、地域とのつながりみた

いなものが、学校などは比較的、校長先生など、やられていたりすると思

うのですけれども、何かそういう、市民としてどう育てていくのかという

ものがこういうものに反映されたりすると、久喜市の子どもはこう育つと

か、あとは、いろいろな考え方があると思うので、この辺にいいと思うの

ですけれども、ＯＥＣＤなども、今、0歳以下の市民教育などということ

を盛んに言い始めて、これだけ人口減で、またグローバルのような感じで、

しっかりと自分の意思を持って、自分の市民として活躍できるものを、と

いうことなので、その辺のイメージが何かできるものだったらいいかな、

などと思ったのが大きな 2点です。 
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あと、細かな点なのですけれど、今、田口委員から少しお話があった時

に、要は、これは子ども・子育て支援事業計画を今後 5年間のための内容

になっているという話だったので、それを踏まえてなのですけれど、細か

な話なのですけれど、例えば 17 ページの 90 番、「認可保育所の保育料軽

減」なのですけれど、新制度に入ると、幼稚園も市町村事業になりますし、

認定こども園も市町村事業になります。小規模などもそうですけれど、こ

れが果たして認可保育所だけになっていいのか。あくまで、市民が同じで

あれば、認定が幼稚園の 1 号、2 号、3 号であっても、市民のサービスと

しては保育所というのはきちんと平等に経営していってもいいのではな

いかなどと思いました。 

あとは、92 番、先ほどの障がい児のところは、保育課の情報で、多分、

私立の幼稚園は県が所管なので、県のほうに情報があるので、ここまでい

ってないのかなと思うのですけれど、幼稚園のほうもやっていたり、きち

んと受け入れている例もあるということだと思うのですけれども、ただ、

今後、市町村事業になれば、これも私立の幼稚園、公立保育所にかかわら

ず、きちんとユニバーサルでやっていかなくてはいけない事業なのではな

いかと思いますので、受け入れだけではなくて、何らか市のほうで、勉強

会の場であったりとか、巡回指導であったり、そういったものもできたら

いいのではないかなどと思います。 

あと、もう 1 点なのですけれども、26 ページの 146、148、147 とか、

その辺り、「幼保一体化の促進」と「預かり保育事業」なのですけれど、

どうしても従来の形だと、公立幼稚園、公立学校とか、公立同士のものが

比較的多いです。幼小連携などもそうなのですけれど、どうしても公立同

士のもので、市としてはやっていますとか、市としては連携をとっていま

すということはあるのですけれども、市民という見方をすると、これは私

立の保育所だろうと幼稚園だろうと、公立の幼稚園だろうと保育所だろう

と関係なく、市民に必要なものをやっていくべきだと思いますので、でき

たら、この辺で、私立の幼稚園に行っている子どももきちんと反映される

ような、例えば幼小連携だったり特別支援の関係であっても、図られるよ

うな形になっていけばいいかなと思います。どうしても実績ベースでやっ

ているので、こういう書き方になると思うのですけれども、ここに出てく

ると、全ての公立幼稚園とか公立保育所というものが前面に出てきて、私

立の関係というのがあまりないように感じますので、事業計画としてはそ

こも含めて支援という形がいいのかなと思います。 

議長（西崎 大きい問題としては、まちのイメージ、久喜市のまちのイメージという

ので、久喜市の総合振興計画の中にいろいろなまちづくりというのが書か

れているのですが、協働のまちづくり、市民主役のまちづくりという、こ

のまちづくりというものを市全体でどういうふうに捉えているかという

ことと同時に、この子ども・子育て関係でどう捉えるか。それは次のご質

会長） 
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問の中に、どんな子どもを育てていきたいのかということに関わってくる

だろうと思うのですが、その辺のところはいかがですか。 

事務局（木村 まず、まちづくりの視点に関しましては、資料 1の 5ページのほうでも、

「社会全体で支える視点」というのが、今回の国からの視点でもあります

ことから、これを踏まえまして、社会全体で支えていく地域づくりについ

て考慮させていただきたいと思います。 

係長） 

また、どんな子を育てていくかということでございますが、現行の次世

代育成支援行動計画にも記述してございますが、子ども自身が持ってい

る、育つ力を最大限に引き出して、子ども一人一人の個性が発揮できるよ

うな環境づくりを基本に、他計画との整合性を図りながら検討してまいり

たいと考えてございます。 

議長（西崎 5 ページの基本理念の枠の中に、説明等が今現在載っておりますけれど

も、その中に、まちづくり、どんな子どもを育てたいのかというようなこ

とも含めて述べると、基本的な理念というものの中に、今ご質問があった

内容が含められるのではないかと考えます。 

会長） 

それから、細かなところで、私立の幼稚園、保育所という点での内容が、

表に公立の面だけが出ているけれども、私立もやはり市民であるから、そ

の辺のところの文言をどういうふうに入れ込んでいったらいいのかとい

うことも検討していただければということですが、いかがですか。 

事務局（木村 私立幼稚園の件に関しましても、検討してまいりたいと考えてございま

す。 係長） 

議長（西崎 この 183 項目の中で、私立との関わりができる内容等については検討し

ていただいて、文言を整理していただければと思います。 会長） 

細川委員 基本的なことをお伺いしたいのですけれども、この事業計画の、新規と

か拡大、現状維持とか、やめるとか、いろいろあると思うのですけれども、

どういうふうに分けているのでしょうか。 

事務局（折原 現行の久喜市次世代育成支援行動計画（後期計画）に掲載されている事

業も、今回のこの 183 事業の中には多くございます。基本的には、ここに

掲載している事業で内容などが変わらないものについては「継続」という

扱いにさせていただいております。ここに掲載していない事業については

「新規」という形にさせていただいています。また、こちらに掲載してい

るのだけれども、その内容を見直し等しているものがございますので、そ

の事業を「拡大」という表現にさせていただいております。 

担当主査） 

小林委員 この 183 の事業ということで、市の子どもたちのために考えられた事業

なのですけれども、お願いなのですけれども、今後の方向性という欄を見

ますと、「制度の周知を図り、利用の促進を図ります」という言葉が幾つ

かの事業の中に書かれてあります。せっかくの事業なのに、市民が知らな

い、活用されてないという事業があると、子どもたちのせっかくの事業が

非常にもったいないと思いますので、ぜひこの制度の周知を図るというこ
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とを徹底していただいて、少しでも久喜市の子どもたちが充実したものが

送れるような事業展開をお願いしたいと感じました。 

議長（西崎 継続の中でも、制度の周知を図り利用を促進するというのがずっと載っ

ておりますけれども、これも十分、いかようにして推進を図るか、周知を

図るかということをぜひ検討していただきたいということです。 

会長） 

ほかにございますか。 

梅原委員 大変たくさん、いろいろな事業が出ているわけですけれど、先ほど柿沼

委員からも少し出たのですけれども、久喜市として、児童の減少について、

あるところの会合で、ゆるやかに減少することを市が望んでいるような感

じのグラフを見せていただいたことがあるのですけれど、どんな形でも児

童を増やしていかないと、ここにおられる人たちの仕事とも関わってくる

ような問題でもあると思うので、久喜市として、近隣の他市にはない、こ

れは久喜市として独自のものだというようなものがぜひ分かるように、何

か印をしていただけると、私たち市民が見た場合にも、「ああ、久喜市と

いうのはこういう素晴らしいことをやっているのだな」ということが分か

ると思うのです。そうではなくて、他市と同じようなことをやっていて、

みんな同じ背比べだったら、久喜市に来て住みたいと思うかということに

なると思うのです。 

ですから、できれば、これは久喜市として力を入れてぜひやっていきた

いものなのだ、例えば 1つ例を挙げますと、ここでは 3人目から赤ちゃん

を産むとお金をもらえるというようなことがあるのですけれど、これを、

例えば久喜市として 2人目からお金を出していくと、ほかの市には恐らく

ないものだろうと思うと、久喜市に住みたいというようなことが出てくる

かも分かりません。そういうようなことで、ぜひこれは久喜市として独自

で取り組んでいきたいというようなことが分かるようなものにしていた

だけると、大変助かると思うので、次に出てくる時には、よろしくお願い

します。 

議長（西崎 人口減少の状況にある中で、久喜市が子育てしやすいまちづくりという

のか、そういうまちだということの特色をどこかで表現するなり、広報課

等で市民に知らせるなり、あるいは文章化して何か大々的に宣伝するなり

というようなことも考えたらよろしいのではないかということですが、そ

の辺のところで、特に久喜市単独でやっている特色ある事業というような

ことは、この中に盛られてあるのでしょうか。例えばという例でも挙げて

いただければと思います。 

会長） 

事務局（木村 例えばなのですけれども、先ほど言われた、3人目以降のお子さんの出

生に対する出産の祝い金ですが、「すくすく出産祝金」というのは、独自

とまではいかないですけれども、あまり例のない特色ある事業です。他に、

おもちゃ図書館という事業がございまして、少し発達がゆっくりなお子さ

んに対して、遊びの場を提供しおもちゃを通して児童の発達を促すととも

係長） 
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に保護者の相談に応じ必要な指導を行っております。そういった発達を促

すようなおもちゃ図書館事業というものが特色ある事業ではないかと認

識してございます。 

議長（西崎 幾つかの事業としてやってはいますけれども、意外に市民はそこまで気

付かないところがあるかもしれませんので、できるだけ広報等の情報を提

供する場をつくっていただければと思います。ほかにございますか。 

会長） 

中島委員 22 番、23 番の「こどもレディース 110 番の家」ですけれども、こちら

に出されているお宅は、24 時間いらっしゃるのでしょうか。看板のある

おうちなのですが、守ってほしいのに、割と出掛けられているお宅なども

あるようで、私にも子どもがいるのですけれども、駆け込んで、もしいな

かったらどうしようかという気持ちがあると、なかなか「こういう所に行

っていいんだよ」と言えません。一応、そういうことを加味して選ばれて

いるのでしょうか。そちらに「推薦により」と書いてあるのですけれども、

どういった基準で選ばれているのか、お聞きしたいと思います。 

事務局（折原 今のご質問ですけれども、この事業については、生活安全課というとこ

ろで担当しておりまして、詳細について、私どもも把握しておりませんの

で、大変申し訳ないのですけれど、確認して、次回、皆様にお答えします。

担当主査） 

議長（西崎 ほかにありませんか。 

会長） 

櫻井委員 これは要望です。2点ほど申し上げます。1つは、80 番です。関連情報

の発信ということですが、ベビーシッター事件等、痛ましい事件が起きて

いますが、これを起こさないように、今後、とりわけ施設外保育サービス

を常時把握しながら発信していただければ、大変有効策になるかなと思っ

ています。 

2 点目は、要望ですが、今日の朝日新聞を見ますと、所在不明児が全国

で約 1,588 名、埼玉県で 71 名と大きく報じられていました。久喜市では

ぜひ不明児が出てこないように、関係諸機関、団体等々の連携を強化して

いく必要があるのではないかと日頃感じております。よろしくお願いしま

す。 

要望事項で、どこかでそれが取り上げられるか、情報を市民に知ら

せるとか、あるいは情報を収集する方法とか、いろいろあろうかと思

います。 

議長（西崎 

会長） 

梅原委員 今の不明児の問題なのですけれど、学校等におきましては、例えば虐待

等があった場合に、母親と子どもだけ他の地域に転校していく場合など

に、その転校先を教えないし、それから、向こうで受け入れた時も親のほ

うからそういう話をしていたら、そこからが途中で切れてしまうような感

じで、実際は向こうの市や町で受け入れていても、情報としては入らない

場合もあるのではないかと思うのです。だから、ただ不明児と言われても、

どの辺までの不明児なのかと、今の話を聞いて私自身も思ったのですけれ
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ど、これは、警察等に捜索願を出すような本当の不明児なのですか。その

辺の捉え方で違ってくると思うのです。市町村にしても、そういう子ども

の場合には知らせないと思うのです。そうすると、途切れてしまうと思う

のです。 

事務局（岡田 ただ今、ご質問を頂きました居所不明児童、生徒の関係を、少し説明さ

せていただきます。居所不明児に関しましては、ちなみに久喜市内では 1

人もおりません。これは、実は 1名、所在がよく分からなかった方がいら

っしゃったのですけれども、実際には久喜市内には住んでいなくて、別の

所に住んでいるという実態がつかめましたものですから、久喜市内として

は、居所不明児はいないということでございます。 

学務課長） 

住民票だけ置いてあって、住んでいる実態がない。転校するという申請

だけはしたのだけれども、受け入れ側のほうにその届出が行っていないと

か、いろいろなケースによって居所不明児というのは発生いたします。幸

いなことに、現状、久喜市内ではいないということを報告させていただき

ます。 

それと、ＤＶとか、いろいろあろうかと思いますけれども、そういった

方に関しましては、その届出をしていただければ、秘密保護という形で、

行政の中では情報を把握しておりますが、一般の問い合わせ等については

回答をしないというようにルール化されている部分もございますので、そ

ちらについてはご安心いただけるかと思います。 

少なくとも、現状では、居所不明児については久喜市内では 1人もいら

っしゃらないということで、ご安心いただければと思います。 

就学児関係では、学務課のほうでそれなりの対応をされているとい

うことで、現在は無しということでございます。 

議長（西崎 

会長） 

ほかにございますか。なければこの辺で、また先ほどご意見を頂い

た細かな内容等を検討しながら、この事業の内容や今後の方向性、あ

るいは課題等、それから、新規事業、拡大事業等の細かな見直しをし

ていただく。それから、最初のほうの基本理念、基本方針、目標等の

構成のあり方、文言等についてはご意見を頂いた内容を加味していた

だいて、再度検討していただければと思います。 

以上で、この第 2 号の議案については終わりにしてよろしいでしょ

うか。 

それでは、（1）（2）を終わりにしたいと思います。「その他」と

して何かございますか。 

田口委員 先ほど、梅原委員から虐待の関係の話が出ましたので、少しご説明だけ

しておきますと、今、市町村とか児童相談所で扱っている児童で、そうい

った心配のある児童がほかの所へ転居した場合は、必ず自治体間で申し送

りをしています。今、久喜市にも要保護児童対策地域協議会がありまして、

教育、母子保健とか、地域の民生委員の方とかが入った協議会がございま
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して、そこの中で扱っている子どもがほかの地域に移った場合は、そうい

った市町村間で情報提供しますし、児童相談所で扱った場合は、児童相談

所の場合も情報提供とか移管という、そういうルールでやっておりまし

て、その辺の漏れがないようにということで、最近そういう問題がありま

すので、細心の注意を払いながらやっております。 

議長（西崎 県全体として、それぞれの市町間の連携を図りながら取り組んでいると

いうことでございます。 会長） 

ほかに何かございますか。 

柿沼委員 先ほど、ファミリー・サポートのところで新井委員からお話があった時

に、外国籍の方でという話なのですけれども、外国籍で、例えば、どちら

にも言えるのですけれど、お母さまの言葉が難しかったり、また、そのお

子さんに対しても日本語がなかなか難しかったりということで、どれくら

い久喜市で把握しているかどうかということですけれども、今後、例えば

企業誘致などをすると、もしかすると多くなるかなというところもあると

思うのですけれども、それによって、お友達がいたりとかすればあれなの

ですけれども、孤立していく方もいたりとか、また、お子さんが言葉をし

ゃべれないことによってとか、ほかの県だったり、ほかの自治体では結構

問題になっていたりとかということも、子どもの犯罪にも近くなるという

こともありますので、その辺というのは、久喜市としてはそんなには、そ

ういう保護があるのかないのかとか、人数がどれくらいなのかというのが

少し気になったので、今後、増える予定とかというのはあれにしても、何

か対策というのは、もしそうなった場合は、勉強とか職業訓練とか、何ら

かの対策というものがあるのかというのが 1つです。 

あと、もう 1つが、今、ちょうどうちも、私立の幼稚園もあるので、私

立の幼稚園だと園児募集があって、夏の間に多分入園の募集をやるのです

けれども、新制度に入った幼稚園とか認定こども園、保育所もそうだと思

うのですけれども、市の保育料というのがいつくらいに分かるのかという

のだけ教えていただけたら、保護者説明の時に、これくらいの時期には分

かりますと言えるかなと。金額は難しいと思いますけれど、やはり最近、

聞かれることがかなり多いので、もしできたら教えていただけたらありが

たいと思います。 

議長（西崎 2 つほどご質問がありましたけれども、最初の、外国籍に対するファミ

リー・サポートについてはいかがですか。 会長） 

事務局（折原 いわゆる言葉が通じない保護者や児童の数の把握はしておりません。 

担当主査） 

事務局（立川 私が教育委員会にいた時の話でございますが、中学校に中国語しか話せ

ないというお子さんが入学してきたという例がありました。その時には、

日本語教室というのですか、中国語の話せる方を派遣していただいたり、

そういった対応をしながら、そのお子さんが、授業についていけるよう、

部長） 
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また、先生や友達と交流が図れるよう支援し、そして、そのような方々の

協力で中学校生活を送れるような環境をつくったという事例がございま

す。現在、市内のそういったお子さんが何人かという把握はしておりませ

んが、事例が発生したときには、教育委員会、そしてまた、もし保育園等

にそういったものが発生すれば、しっかりとした対応は行っていきたいと

考えております。 

議長（西崎 もう１つ、保育料等についてはいかがですか。 

会長） 

事務局（中村 子ども・子育て支援新制度におきましては、保育所の保育料だけでなく、

幼稚園等の保育料も決定していくという形になっておりますが、まだ、久

喜市のほうでは具体的な内容というものが決まっておりませんので、ま

だ、いつごろというところまでお示しできない状況でございますが、でき

るだけ早くお示ししてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

保育課長） 

議長（西崎 いずれにしても、もう間近に迫っておりますので、その辺も十分検討し

ていただければと思います。 会長） 

夢川委員 外国籍の話が出たのですけれども、久喜市に住んでいる市民はみな久喜

市の市民なのです。保育課のほうから、保育園児の両親あるいは片方等が

外国籍の児童は何人いますか、その国籍はどこですかという調査が来ま

す。ただ、幼稚園のほうには、行政のほうからは調査は来ません。そうす

ると、全部の久喜市民の民間の学校・施設に通っている調査は把握しきれ

ていないというのが現状かなと思います。そういう部分も含めて、先ほど

柿沼委員が言ったように、同じ久喜市の市民として、子育て支援の新制度

に、久喜市が住み良いまちづくりを構築していくという責務があるだろう

と思います。 

議長（西崎 その辺のところも検討していただければと思います。 

会長） その他として、よろしいでしょうか。なければ、以上をもちまして議事

を閉じさせていただき、司会を降ろさせていただければと思います。あり

がとうございました。 

事務局（久保田 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は全て

終了いたしました。 課長） 

委員の皆さまには、公私ご多忙中のところ、ご出席を頂きまして、また

長時間にわたりご審議をいただきまして、誠にありがとうございました。

以上をもちまして、平成 26 年度、第 2 回久喜市児童福祉審議会を閉会

とさせていただきます。 
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