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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 

久喜市児童福氏審議会委員委嘱式 

１ 委嘱書の交付 

（市長から一人ずつ委嘱書を交付） 

２ 委員及び事務局職員の紹介 

（委嘱書交付後、委員及び事務局職員の自己紹介） 

平成 26 年度第 3回久喜市児童福祉審議会 

司会（久保田 

課長） 

それでは、只今から、平成 26 年度第 3 回久喜市児童福祉審議会を開催

させていただきます。 

司会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。よろしくお願いを申し上げます。 

初めに本日の出席委員数について、ご報告申し上げます。 

委員 16人中、出席委員 10人で過半数に達しており、本審議会は、久喜

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御

報告いたします。 

 なお、 竹下成子委員、 梅原克彦委員、におかれましては、欠席との

ご連絡をいただいておりますので、ご報告申し上げます。 

また、久下委員につきましては、多尐、遅れるとのご連絡をいただいて

おります。 

 それでは、開会にあたりまして、田中市長からご挨拶を申し上げます。 

市長 （あいさつ） 

司会（久保田 

課長） 

会議に入ります前に、2点ほどご確認並びにご了承いただきたいことが

ございます。初めに、付属機関の委員名簿につきましては、久喜市市民参

加条例に基づきまして、お名前、委員の選出区分を公開することとなって

おります。市のホームページ上への委員名簿の掲載につきましては、お手

元にお配りしている名簿を公開したいと考えておりますので、ご了承をよ

ろしくお願いいたします。 

また、市では付属機関の委員の皆様の、お名前、ご住所、電話番号を記

しました公職者名簿を作成し公表しております。この公職者名簿への掲載

につきましても、併せてご了承いただきたいところでございますが、住所

と電話番号につきましては、任意でございますので、公開不可とされる場

合は、後ほど事務局までお申し出いただければと思います。 

次に 2点目でございます。会議の公開についてでございますが、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



 

2 

 

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。 

続きまして、配布資料の確認をさせていただきます。 

事前に送付させていただきました資料が、 

・久喜市児童福祉審議会次第 

・(資料 1)久喜市児童福祉審議会条例 

・(資料 2)久喜市児童福祉審議会委員名簿 

・(資料 3-1)市民意見提出制度(パブリック・コメント)の実施結果につ

いて 

・(資料 4)(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 5)(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)一覧 

また、本日、配布いたしました資料が、 

・(資料 3)子ども・子育て支援新制度の施行に伴う各種条例(案)につい

  て 

・(資料 3-2)久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例(案) 

・(資料 3-3)久喜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例(案) 

・(資料 3-4)久喜市保育の必要性の認定基準に対する条例(案) 

・(資料 3-5)久喜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例(案) 

不足の資料、またはご持参の資料はございますでしょうか。不足の資料

がございましたら、お申し出いただきたいと思います。 

なお、本日配布いたしました資料 3、3-2 から 3-5 につきましては、今

9月定例会に議案として提出を予定しておりますので、大変恐縮ながら、

本日審議会終了後、回収をさせていただきます。お帰りの際には、お持ち

帰りいただかないようにお願い申し上げます。 

次に、改選後、最初の会議でございますので、久喜市児童福祉審議会の

目的等につきまして、ご説明をさせていただきます。お手元に資料として

配付させていただきました、資料 1「久喜市児童福祉審議会条例」をご覧

いただきたいと思います。 

初めに、児童福祉審議会の所掌事務でございますが、第 2条にございま

すように、市長の諮問に応じ、児童の福祉に関する事項及び子ども・子育

て支援に関する事項について調査審議するものでございます。 

次に、児童福祉審議会の委員構成でございますが、第 3条をご覧いただ

きたいと思います。審議会は委員 16 人以内をもって組織すると定められ

ており、第 3条第 2項に定められた委員の選出区分に基づきまして、児童
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福祉関係者 3人、教育関係者 2人、保育所関係者 2人、学識経験者 2人、

子どもの保護者 2人、公募による市民の中から選任された方 5人の、合計

16 人の皆様に委員を委嘱させていただいているところでございます。参

考として、審議会委員の名簿を資料 2として配布させていただきました。 

また、第 5条になりますが、審議会には会長 1人、副会長 1人を置き、

会議は第 6条の規定により、会長が招集し、会長が議長となることとなっ

ております。なお、第 8条の規定によりまして、審議会の庶務は、子育て

支援課が担当することとなってございます。 

以上、児童福祉審議会の目的等について、ご説明させていただきました。 

それでは、早速、会議に入りたいと存じますが、本日は委嘱後、初めて

の審議会ということで、会長が不在でございます。したがいまして、会長

及び副会長決定まで、市長に仮議長をお願いしたいと思います。 

市長、よろしくお願いいたします。 

仮議長（市長） それでは、私が仮議長を務めさせていただきますので、よろしくお願い

申し上げます。 

次第に基づきまして、会長及び副会長の選出について、ご協議いただく

ものでございます。それでは、まず、事務局から説明をお願いいたします。 

事務局（折原 

担当主査） 

 

 

 

 

本日の審議会は、委員の任期満了に伴い、新委員による最初の審議会と

なります。会長及び副会長につきましては、久喜市児童福祉審議会条例第

5条第 1項の規定により、それぞれ 1人を置くこととし、委員の互選によ

り、これを定めることとなっておりますことから、規定に基づき、会長 1

人、副会長 1人の選出をお願いするものでございます。説明は以上でござ

います。 

仮議長（市長） 

 

 

ただ今、事務局から説明がございましたとおり、会長及び副会長選出で

ございます。初めに、会長の選出でございますが、どなたか推薦、あるい

は何かご意見等ございましたら、お願いいたします。 

櫻井委員 

 

長年の会長経験を生かして、西崎委員さんに引き続きお願いしたいと思

っています。よろしくお願いいたします。 

仮議長（市長） 

 

 

 

 

 

 

ただ今、櫻井委員さんから、前回から引き続いて、会長を西崎委員さん

にお願いしたらどうかというご推薦のご発言がございました。ほかに、い

かがでしょうか。 

それでは、ほかにないようでございますので、会長には西崎道喜委員さ

んにお願いするということにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（一同「異議なし」の声あり） 

 

ありがとうございます。 

西崎委員さん、お引き受けいただいてよろしいでしょうか。 

西崎委員 はい。 
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仮議長（市長） 

 

 

 

 

ありがとうございます。それでは、ご本人のご了解をいただきましたの

で、会長には西崎道喜委員さんと決定させていただきます。ありがとうご 

ざいました。 

続いて、副会長の選出でございます。どなたかご推薦、あるいは何かご

意見等々ございましたら、ご発言をお願いいたします。 

西崎会長 

 

副会長さんにつきましては、長年、福祉関係でご努力された櫻井委員さ

んをご推薦したいと思います。 

仮議長（市長） 

 

ただ今、西崎会長より、副会長には櫻井邦夫委員さんがよろしいかと、

このようなご推薦のご発言がございました。いかがでしょうか。 

よろしいでしょうか 

 

（一同「異議なし」の声あり） 

 

櫻井委員、ご了解願いますでしょうか。 

櫻井委員 はい。お引き受けいたします。 

仮議長（市長） 

 

ありがとうございました。それでは、副会長には、櫻井邦夫委員さんと

いうことで決定とさせていただきます。ありがとうございました。 

皆様方にご協力頂き、無事、会長・副会長を選出することができました。

ありがとうございました。それでは、これをもちまして、仮議長の職を解

かせていただきます。 

司会（久保田 

課長） 

ありがとうございました。それでは、恐縮でございますが、西崎会長及

び櫻井副会長にご挨拶を賜りたいと思います。初めに、西崎会長、よろし

くお願いいたします。 

西崎会長 児童福祉に関わります重要な会議でございますが、その進行等を務めさ

せていただきますので、皆様のご協力をよろしくお願いしたいと思いま

す。 

司会（久保田 

課長） 

ありがとうございました。続きまして、櫻井副会長、よろしくお願いい

たします。 

櫻井副会長 ただ今、ご指名を頂き、心から恐縮いたしております。もとより微力で

はございますが、これまでの福祉現場等の経験を生かしまして、会長、委

員の皆さんとともに、久喜市における子ども・子育て支援の充実に向けま

して、尐しでも貢献できたらと考えているところでございます。どうぞ、

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。田中市長におかれましては、次の予定がござ

いますので、ここで退席をさせていただきます。 

市長 （退席） 

司会（久保田 

課長） 

西崎会長、櫻井副会長、前の席にお願いいたします。 

それでは、これより久喜市児童福祉審議会条例 6条第 1項の規定により

会長が議長となり、議事を進めてまいりたいと存じます。よろしくお願い
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いたします。 

議長（西崎 

会長） 

それでは、これより久喜市児童福祉審議会の議長を務めさせていただ

きたいと思います。本題に入る前に、会議録作成について事務局からご

説明をいただきたいと思います。 

事務局（折原 

担当主査） 

会議録の作成方法でございますが、審議会等の公開に関する条例により

まして、審議会等につきましては、会議録を作成し、会議開催後に概ね 1

月程度でホームページ等へ公開することになっております。そのため、作

成方法を決定していただきたいと思います。 

会議録の作成方法につきましては、発言をそのまま記録する全文記録方

式と、挨拶や添付資料を読み上げているに過ぎないような事務局の説明な

どを省略したり、発言の趣旨を変えずに「てにをは」や繰り返し的な発言

を調整して記録する、ほぼ全文記録方式がございます。事務局といたしま

しては、今までどおり、「てにをは」や不用語などを調整しました、ほぼ

全文記録方式が適当ではないかと考えております。これについてのご承認

をいただきたいと思います。 

議長（西崎 

会長） 

今まで当審議会においては、従来からほぼ全文記録方式という形を取っ

ておりました。ただ今のご説明のように、ほぼ全文記録方式ということで

よろしいでしょうか。 

委員一同 異議なし。 

議長（西崎 

会長） 

それでは、これからも、ほぼ全文記録方式ということで記録をお願いし

たいと思います。 

続きまして、本日の会議録の署名委員でございますが、こちらから指名

させていただきたいと思います。従来からこの会議では、出席者名簿順と

いうことで署名をお願いしておりますので、引き続いて、お願いしたいと

思います。今回は、田口委員さんと新井委員さんということで、署名人を

お願いしたいと思います。よろしいでしょうか。お願いいたします。 

それでは、議題に入りたいと思います。その前に、前回の審議会で頂い

た資料等で、今回の審議会において説明することになっているものがござ

いますので、事務局のほうから報告していただきたいと思います。 

事務局（木村 

係長） 

前回に、審議会でご質問があった件で、1件保留になっていた「子ども

レディース 110番の家」の件につきまして、ご報告させていただきます。 

こちらについては、どのような基準で選ばれているのか、その選定基準

についてお問い合わせいただいておりましたが、次の業務内容についてお

願いできる方というところで、推薦を頂いているということでございま

す。まず 1点目が、身の危険を感じ、保護を必要とする方の一時避難場所

となりますということ。2点目が、その方を保護して、必要に応じて警察

署ですとかに通報するとともに、避難者の引き取りを依頼するというこ

と。このような業務内容をお願いできる方ということで、学校長様、区長

様からご推薦いただいて、委嘱をさせていただいております。 
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したがいまして、日中、どなたかいる方に基本的にはお願いし、推薦い

ただきながら委嘱をしているといった基準でございますので、ご報告させ

ていただきました。以上でございます。 

議長（西崎 

会長） 

前回のご質問事項についての回答でございました。 

それでは、本日の議題に移りたいと思います。議題１「子ども・子育

て支援新制度の施行に伴う各種条例(案)について」、ご説明を頂きたい

と思います。 

事務局（中村 

保育課課長補佐

兼係長） 

（議事 1 について資料 3、資料 3-1、資料 3-2、資料 3-3・資料 3-4、資

料 3-5に基づき説明） 

議長（西崎 

会長） 

ご質問等ございますか。分かりにくいことか思いますが、何かございま

したらお願いします。 

柿沼委員 

 

幾つか質問と、尐し意見をさせていただきたいと思います。 

まず、資料 3-3 の 8 ページですけれども、これは質問です。第 11 条の

ところです。「特定教育・保育施設は」とあって、小学校における教育と

連携というように、今後これに努めなければいけないとなっているのです

けれども、これは小学校側に、何かそれを受けるものがあるのかどうかを

お聞きしたいと思います。それが 1つ目です。 

2 つ目は、9 ページの第 3 項です。これは、今いわれている上乗せ徴収

額というものでいいのかどうか。 

次に、12ページの第 20条の運営規程ですけれども、この運営規程を施

設が作成して、公表していかなくてはいけないと思うのですけれども、こ

の案みたいなものは、市のほうで何か準備されるのか、それとも施設側が

何らかのこれを出していかなければいけないのか。この作成が必要になっ

てくると思うのですけれども、これの運営規程案みたいなベースがあるの

か。これだけの条例があって、これで作るというのは結構大変なのかなと

思うのです。 

次に、15ページの第 27条第 3項です。小学校への指導要録だとか、そ

ういったものの情報提供に関するものは、保護者の同意を得ていなければ

ならないとなっているのですけれども、情報提供のことを入れた、同意書

か何かが必要かどうか。 

それと、11ページの第 15条です。特定教育・保育施設というのは、保

育所・幼稚園・認定こども園ということですけれども、ここには、特定教

育・保育の提供を適切に行い、発達だとかそういったものを考えていくた

めに、この教育・保育要領であったり、幼稚園教育要領や保育所保育指針

だとかに基づいて保育をしますということが書いてあるのですけれども、

小規模だとか家庭的保育だとか、そういう地域型保育事業にこの規定がな

いのです。本来であれば、その保育指針に基づいて保育をしなくてはいけ

ないものだと思うので、この条例がないと、例えば間違った保育・教育み
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たいなものに走ってしまったりしてしまうのではないかと。 

地域型保育は、需給調整があるとは思うのですけれども、営利目的の団

体が出ることも考えられると思いますので、その辺にきちんとした縛りが

ないと、基本的に、本当に乳幼児期の大切な時期に、子どもの発達に応じ

た保育ができなかったり、専門的なものではなくて、もしかすると、影響

が出てしまうことがあるので、見落としているかもしれないのですけれど

も、もし、小規模等に何らかのそういう規定があるといいのではないのか

なと思いました。 

もう 1つは、小規模だとか地域型保育のところに、この条例は、都心部

だとか、東京のように待機児童解消みたいなものに活用するために作られ

たものを基にしていると思うのです。なので、土地がない中での保育所、

緊急整備のようなものにも活かしていくと。ただし、今、久喜市であれば、

土地がないわけではないですし、土地の値段というのもそれほど高くない

中で、この小規模の、例えば園庭面積に関しての規定はないものになって

いる。公園だとかの代用が利くようになっているのですけれども、久喜市

の状況で考えれば、小規模に対しても、例えば条項を求めてもいいのかな

というふうに。保育所には求めていないので、果たしてこれがどうかとも

思うのですけれども、小規模は参入しやすいですから、参入しやすいだけ

に、保育の質を上げるには多尐ハードルを上げて、きちんと子どものこと

を考えられている事業主が参入できるような形をとってもいいのではな

いかと思います。 

尐し意見として出させていただきました。以上です。 

議長（西崎 

会長） 

ただ今、柿沼委員からの質問と意見、5項目くらいと思いますが、それ

らの内容について、事務局から説明をお願いしたいと思います。 

事務局（中村 

保育課長） 

何点かご質問を頂きましたので、保育課と学務課でお答えをさせていた

だきたいと思います。順番でいきますと、資料 3-3 の 8 ページの第 11 条

関係、こちらについては学務課からお答えさせていただきたいと思いま

す。 

事務局（落合 

学務課指導主事

兼主幹） 

小学校との密接な連携ということでございましたが、現在の状況として

は、私立幼稚園、公立幼稚園、学校も、小学校に対しては、入学するにあ

たり、教育の内容を示された個々の情報を示した指導要録というか、記録

というか、そういったものを上げております。また、各小学校では、各幼

稚園に対して、実際に訪問して、個々の生徒の情報を得ているというよう

な状況です。 

今後ともそういった密接な連携については必要なことでございますの

で、さらに努めなければならないということでございますので、その点に

ついても教育部のほうでさらに検討していきたいと考えております。 

事務局（中村 

保育課長） 

続きまして、保育課でお答えしたいと思います。 

同じ資料 3-3 の 9 ページの第 13 条第 3 項についてでございますが、こ
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ちらにつきましては、柿沼委員がおっしゃられたような上乗せ徴収という

ことで捉えていただいて結構だと思います。 

12ページの第 20条関係の運営規程の案が示されるのかということです

が、現時点では市のほうから案を示す予定はございませんので、よろしく

お願いいたします。 

15 ページの第 27条第 3項、保護者の同意ということで、どのような形

でということですけれども、現時点で具体的なものはありません。文書に

よって保護者の同意を得るということで詳細を詰めていきたいと思いま

す。 

戻りまして 11ページの第 15条、こちらにある幼稚園要領や保育指針な

どが小規模のほうにはないのではないかというご質問があったかと思い

ます。こちらについては、資料 3-3の 25ページの第 44条のところで、厚

生労働大臣が定める指針に準じというような規定がございますので、それ

に基づいて実施していただくというような形になります。 

最後の市独自に園庭の面積基準の認定などがあったほうがいいのでは

ないかということでございましたけれども、こちらについても国の原案ど

おりという形で、特に市独自の規定を設ける考えはございませんので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

柿沼委員 ありがとうございました。最初の小学校の連携だけ、もう一度確認では

ないですけれども、意見という感じです。規定を今後検討していただける

というようなことの回答でした。規定はないということですか。小学校だ

とか、幼稚園、保育所等と連携をするような学校側でのそういった規定は

ないということですね。 

この先ですけれども、今度の法律の中では、もともとの基本指針のよう

に小学校との連携が求められてきていると思うのです。それなので、小学

校側にその規定がないと、連携をしたくても連携ができない状態になって

しまう。なので、幼稚園側、保育所側、認定こども園側が、子どもたちの

育ちのためにきちんと接続をして連携をして、子どもの育ちをきちんと届

けたいというときに、そこの部分が学校側に規定がないということは非常

に難しくしてしまう可能性があります。非常によくやってくださっている

校長先生がおられたときには連携があっても、また次の先生が来られたと

きには急になくなってしまったりということが実はあります。それは、全

国的にもそういうことが行われていますから、きちんとした連携をして、

子どもの育ちを連続的にきちんと市として見ていただけるということが、

どこかに学校側にもあったらいいなと思うのです。 

できましたら、そういう特定施設が、幼稚園、保育所、認定こども園が

子どもたちのために連携をきちんとしたいとの申し出があった場合は、学

校側としては何らかの形で、入学前の情報だけではなくて、例えば子ども

の交流であったりとか、それはお互いにいいと思うんですね。5、6 年生
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が子どもに遊びを教えてくれるとか、小学校 1年生前に学校の体験をする

とか、そういったことを私立、公立かかわらず、幼稚園、保育所かかわら

ずできたら、子ども育ちにはいいのではないのかなと思いますので、そこ

だけ尐しご理解いただけたらと思います。よろしくお願いします。 

議長（西崎 

会長） 

小学校等の連携について、ご意見ということで伺ってよろしいでしょう

か。 

柿沼委員 同意書が、現時点ではないということなのですけれど。ただ、同意書を

取ったほうがいいですよね。個人情報の関係があるので。現在も、取って

はいるのですけれども。 

事務局（中村 

保育課長） 

同意書については、各園柔軟な形でやっていただくように、それは検討

したいと思います。 

議長（西崎 

会長） 

幼稚園、保育園、小学校との連携ということについては、教育委員会の

教育基本計画の中で項目として出ていることは出ているのです。ただ、そ

れがどういうふうに運営されているかというのは、実際の各学校に任せて

いるという状況があります。教育委員会としてはやるように勧めていると

いう。保育関係と学校との関係がうまくいくかどうかということがあるの

で、幼稚園と学校のほうはうまく、それぞれの幼稚園でやっているようで

す。保育園もそれぞれやっているような感じがしますけれども。 

意見としては以上で、この件についてはよろしいでしょうか。ほかにご

ざいますか。前田委員さん。 

前田委員 限られた時間の中での条例案の策定作業、事務局、ご苦労さまです。 

ただ今、説明を聞き終えた範囲で、大枠でこういう受け止め方でいいの

かどうか確認したいと思います。 

基本的には国の基準、準則に沿った条例の内容であるということが 1

つ。ただし、市の現行基準が手厚い制度、内容についてはほぼ現行どおり

とするということが 2つ目。加えて、全体を通して、ちょっと意味が違い

ますが、暴力団排除条例の規定を制度の中に盛り込む。そういう受け止め

でいいのかどうか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

議長（西崎 

会長） 

国の基準に即しているのか、市の現行どおりなのか。また、暴力団等の

内容について事務局からお願いいたします。 

事務局（中村 

保育課課長補佐

兼係長） 

今、前田委員さんのお話しのとおり、基本的には国の基準どおりという

ことでは、市の独自ということで、国の基準よりも市のほうが上回ってい

る場合についてはそれを採用していると。暴力団関係の排除条項について

は、プラスということで加えている状況でございますので、委員さんのお

話のとおり、ご理解いただいてよろしいかと思います。 

議長（西崎 

会長） 

よろしいでしょうか。ほかにございませんか。 

櫻井副会長 各条例案とも、国の基準を超えた市の独自基準をかなり盛り込んでおり

ますので、他市と比べて、私は前向きの条例案になっているのかなと受け
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止めております。 

当面、今後いろいろな問題もまた関係してくるかもしれませんが、また

後で一部改正とか、いろんな方法はありますので、当面はこんな方向でい

いと思っています。 

議長（西崎 

会長） 

ありがとうございます。ほかに、よろしいでしょうか。もし、なければ、

この議題 1につきましては、この後、議会に上程されるかと思いますので、

今日の資料は、取り扱い注意ということでございます。 

それでは、次の議題 2のほうに移りたいと思います。「（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いただきたいと思います。 

事務局（折原 

担当主査） 

（議題 2 について資料 4、資料 5に基づき説明）  

議長（西崎 

会長） 

この原案につきましては、前回、最初の部分はご説明をいただき、審議

したところで、その内容について修正したものが資料 4の 1ページ、2ペ

ージにあります内容でございます。その下に続くものが、資料 5として、

中項目ごとに整理した事業内容という形になっております。この件につき

まして、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいたします。何かござい

ますか。柿沼委員。 

柿沼委員 

 

住み続けたい、住んでみたいというようなことを入れていただいて、す

ごくこちらとしても皆様から聞きますので、そのようなことを目指して、

私たちも頑張っていこうかと思います。また、前回も言ったのですけれど

も、やはり子どもの人権が尊重されているのにということがあって、そし

て、育てるのではなくて、子ども自身が持っている育つ力があるというこ

とも入って、子どもが本来持っている人権ということが強調されているの

で、すごくいい理念になったと思います。 

あと、基本目標のほうで、社会全体で子育てを支援する環境づくりとい

うものを分かりやすく入れていただいて、やはり今の保護者の方が子ども

と関われる時間が尐なくなったりするところで、ワーク・ライフ・バラン

スの推進とか、また、地域というものが入って、子どもや家庭にいけたら、

すごくいい、住みやすい久喜市になるのではないかと思います。 

どうもありがとうございました。 

議長（西崎 

会長） 

前回の審議の内容等を含めて、新たに作り直したということが、大変生

かされているということでございます。 

ほかにございますか。お願いします。 

前田委員 膨大な内容の計画になっておりまして、何点かお尋ねします。 

1 つは、平成 27年度からの 5カ年計画という性格を持っておりまして、

この事業について、その 5カ年の中でこの事業を計画化していくという、

基本的にはそういうことでしょうか。当然、財政が伴うわけで、予算要求

というのは各年度で担当課のほうで要求していく。それをもって事業展開
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していくということでしょうか。 

さらに、もしお分かりであれば、この事業の中で新規といいましょうか、

新たな事業といいましょうか、区分ができるのであれば教えていただきた

いと思います。 

議長（西崎 

会長） 

この計画書は 5カ年計画で実施されるということで、この予算等につい

ては、年度ごとで、各課で考えるということについていかがなものかとい

うこと。それから、新規事業ということについてご説明をいただければと

いうことです。事務局のほうからお願いいたします。 

事務局（木村 

係長） 

前回の審議会の資料の中でございますが、今回お出ししなくて申し訳な

かったのですけれども、継続、新規、あるいは拡大という形で区分した事

業がございます。そちらに新規事業については分かるように整理してござ

います。 

また、5カ年の中で事業を計画、実施していくのかということでござい

ますけれども、そちらについては委員さんがおっしゃるとおりで、5カ年

中に、例えば子育て支援の今回の法定給付などにつきましては、各年度ご

とに、確保方策という形で記載して位置付けて行ってまいります。その都

度、予算要求をしていくという計画の内容でございます。 

前田委員 分かりました。前回の資料は見ておりませんで、そこのところが、よく

分かりました。 

あと、5カ年という、ある意味で計画の縛りがあるわけですけれども、

それは基本的な部分と計画をにらみながらも、かなり弾力的に事業を展

開、運用、実施していくということもあるような気がいたしますし、どち

らかというと幅のある計画という位置付けかなと思っております。 

議長（西崎 

会長） 

前回に新規事業として一覧表が出ておりますが、今回のものには記載さ

れておりませんけれども、前回の資料と併せて見ていただくとよろしいか

と思います。 

5 カ年という基本計画でありますので、その 5カ年の間に弾力的に運営

する内容等も出てくる可能性もあるということも配慮していただくとい

うことで検討していただくとよろしいかと思います。ほかにございます

か。田口委員。 

田口委員 基本理念のところは、だいぶ具体的なものにしていただきまして、あり

がとうございます。非常に分かりやすくなったと思います。 

私の感覚的なものですけれども、第 1段落と第 2段落は、第 2段落が先

のほうがいいのではないかなと思ったりするのですけれども、これは皆さ

ん、いかがかなと。 

議長（西崎 

会長） 

いかがですか。 

田口委員 今、理念が枠の中にありますね。第 2段落のほうが、先がいいのではな

いかなと。それを受けて、第 1段落のほうに。 
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議長（西崎 

会長） 

この辺はいかがですか。 

事務局（木村 

係長） 

委員さんの意見を踏まえて、検討させていただければと思います。 

議長（西崎 

会長） 

第 2 段落のほうが、一般的なものが述べられているので上にして、その

次に久喜市のうんぬんというふうに述べていったほうがいいのかなとい

うご意見で、尐し事務局で検討していただければと思います。 

櫻井副会長 何人かの委員さん、ちょっとご発言をお願います。 

柿沼委員さんいかがですか。 

柿沼委員 賛成です。 

櫻井副会長 久下委員さんいかがですか。 

久下委員 最初に、子どもは社会の希望であり未来をつくる力です、を前に持って

いったほうがいいと思います。 

議長（西崎 

会長） 

ほかの委員さん、いかがですか。 

2 段落を一番最初に持ってきて、次に久喜市の子ども・子育て支援策を

という、これを 2段落のほうへ持ってくる。2段落を 1段落のほうに持っ

ていって、1段落を 2段落に動かしていくと。そういうふうに変更してよ

ろしいですか。 

ということで、事務局のほうで、よろしいですか。 

櫻井副会長 変更の方向で、ぜひ前向きにご検討ください。 

議長（西崎 

会長） 

委員さんの意見を受け止めていただいて、事務局のほうで最終的にまた

判断をしていただければと思います。ほかにございますか。なければ、こ

の議題 2に関わりましては、以上で終了したいと思います。 

「その他」として何かございますでしょうか。委員さんの中からありま

すか。なければ、事務局のほうから何かございますか。 

事務局 特にはないです。 

議長（西崎 

会長） 

ほかにありませんか。 

柿沼委員 いいですか。前回も言ったんですけれども、幼稚園と認定こども園は利

用料が出ないので、募集要項が刷れなくて、説明会ができなかったという

ことです。一応、うちのほうは、1回目は終えて、所得に応じてというこ

とにしているのですけれども、やはり上乗せ徴収とか、実費がそこに絡ん

でくるので、いつくらいに出るかだけでも、確定は多分 12 月以降だと思

うんですけど、素案を次回の会議あたりに出していただけると大変助かる

なと。 

というのは、園則変更の関係もあるのです。県も特例を出すと思うので

すけれども、埼玉県では 9 月 30 日までに幼稚園の場合は園則変更を行わ

なければいけないのです。その関係があるので、利用料の額が出てこない

と、上乗せすると上がってしまったりなど、幼稚園さんとか認定こども園
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さんに関しては皆さん、悩まれると思うのです。 

市民の方々に対してそれが遅れてしまったりすると、市民の方が迷われ

てしまったりとか、金額がどれくらいですかと聞いても、県としても分か

りませんとかになってしまうと、かえって混乱してしまうと思うので、次

の会議に出していただけると、大変助かるなと思いますので。よろしくお

願いします。 

議長（西崎 

会長） 

これは事務局に要望ということで、各保育園、幼稚園、認定こども園等

においては、来年度の計画を立てるということ、それを保護者に知らせる

ということもあるということで、早めにお願いしたいということでありま

す。 

他になければ、以上で本日の議題は全て終了いたしましたので、議長の

職を解かせていただきたいと思います。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。これをもちまして、平成 26 年度第 3 回久喜

市児童福祉審議会を閉会させていただきます。委員の皆様には長時間にわ

たり、ご審議をいただきましてありがとうございました。 

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） 
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