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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 4 回久喜市児童福祉審議会を開催いたします。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。 

それでは、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 13 人で、過半数に達しており、本審議会は児童福

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、植竹幸子委員、岡田由美子委員におかれ

ましては、欠席とのご連絡を頂いております。 

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、皆様にご了解を頂く事項がございます。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 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存じます。 

西崎会長 皆さん、こんにちは。この時期、それぞれの幼稚園、あるいは保育所、

小学校等では運動会が行われるような時期になっているかと思います。何

か台風がまた近付いてきているようですので、何か心配なところもあるか

と思いますが、子どもたちは元気に、外で運動したり表現したりしている

だろうなということを感じております。 

今日は、先ほど言いましたように、第 4 回になるかと思いますが、お忙

しいところお集まりいただきましてありがとうございます。議事の内容に

つきましては、それぞれ今まで審議してまいりましたものを、まとめて、

今日、全体的なもののご意見を頂くという形になるかと思います。また、

新たに保育料等の問題もあるかと思います。大変重要な内容もあると思い

ますので、十分ご審議いただければと思います。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。 

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)  (仮称)久喜市子ども・子育て支援事業計画素案 

次に、当日配布資料といたしまして、 
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・久喜市児童福祉審議会次第 

・(資料 2)  子ども・子育て新制度における利用者負担（保育料）につい

て 

・(資料 2-1)  1号認定子ども（満 3歳以上）教育標準時間認定を受けた子

ども利用者負担（案） 

・(資料 2-2)  2号認定子ども（満 3歳以上）保育認定を受けた子どもの現

行利用者負担等が記載された資料 

でございます。 

以上、5種類になっております。資料はお揃いでしょうか。 

なお、資料 2、資料 2-1、資料 2-2につきましては、大変恐縮ですが、こ

れから議会等の審査も必要となってまいりますので、本日、回収させてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、議事に移らさせていただきます。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 

会長） 

それでは、座ったまま失礼させていただきたいと思います。 

先ほど、事務局から会議録の作成についてご説明ありましたが、事務局

が会議録を作成したあとに、代表の方 2名に署名を頂くわけですけれども、

前回は田口委員さんと新井委員さんに署名を頂きました。今回も引き続い

て、名簿順ということでよろしくお願いしたいと思います。本日は、久下

委員さんと吉山委員さんに署名人として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、早速でございますが、本日の議題に入りたいと思います。議

事１「(仮称)久喜市子ども・子育て支援事業計画」(素案)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 

担当主査） 

（議事 1について資料 1に基づき説明） 

議長（西崎 

会長） 

ありがとうございました。ただ今のこの新事業計画素案についてご説明

をいただいたわけですけれども、この内容につきましては、昨年の 8 月か

ら現在まで、6 回ほど審議してまいりました。その過程を踏まえながら、

ただ今説明していただいたわけですので、全体を通して、何かご質問等ご

ざいましたらお願いしたいと思います。 

梅原委員 

 

尐しお伺いします。55ページで、妊婦の人に助成金等を出しているわけ

ですけれども、この前段階として、産科の先生が市内からだんだん減って

いる実情があるわけです。そういうことに対して、身近なところで受診す

るということが、なかなかできにくくなってきているわけなのです。市と

して、そのことに対して対策等を取られているのかどうかお聞きしたいな

と思って、質問させていただきました。 

事務局（木村 実施機関である保健センターがいないので、お答えが難しいのですが、
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係長） 身近な場所で受診しやすい環境づくりのため医療機関との情報交換など連

携を図り対応に努めている状況であるというふうには伺っております。 

議長（西崎 

会長） 

よろしいでしょうか。ほかにございますか。 

梅原委員 もう 1点お聞きしたいのですが、85ページです。いろいろ経済的な対策

等々を講じられておられるわけなのですけれども、今、話題になっている

のが、女性の長時間労働というのですか、特に母子家庭等の長時間労働に

ついて、テレビ等でも取り上げて、話題になってきているのです。内職等

の仕事を斡旋しているわけですけれども、そうした場合に、内職なら内職

1つで生活が成り立つかということに対しては、1つでは恐らく成り立たな

いだろうなと。そうすると 2 つとか 3つとかなってきて、長時間労働にな

ってくると、子どもの面倒を見る時間というのが本当に限られてくると思

うのです。 

ここでうたっているのはワーク・ライフ・バランスなので、そこら辺を、

特に女性の仕事に対して、市として何か考えて取り組む姿勢があるのか、

またはもう取り組んでいるということが分かっておりましたら、教えてい

ただきたいなと思います。 

議長（西崎 

会長） 

85 ページの、いわゆる女性の働く環境等、その辺のバランス等について

は何か考えているところはあるかということですが。 

事務局（木村 

係長） 

女性の就労支援ということでよろしいでしょうか。本市では、身近な場

所で就労支援を行うため、本庁舎にハローワークを設置し相談業務を行っ

ております。また、一人親家庭に向けては各種給付制度により、自立した

生活に向けた支援を行っているところでございます。 

梅原委員 そうすると相談していただいているわけなのですけれども、通勤距離が

近いほうがいいわけですので、例えば市内なら市内において、女性が一日

一回働けば、自分の生活が成り立つような仕事というようなものも、たく

さん斡旋していただいているわけなのでしょうか。そこら辺も分かったら

教えてください。 

議長（西崎 

会長） 

就労支援等についてなのですが。 

事務局（立川 

部長） 

就労支援のことだと思うのですけれども、その人その人に応じた相談対

応というのをさせていただいております。ですから、内職だけしかできな

くて、ひとり親という方に対しては、生活保護をお勧めしたり、また先ほ

どもお話がありましたけれども、パートの就労センターもありますし、い

ろいろな関係機関と連携を図って、その方その方に応じた相談対応をさせ

ていただいているという状況です。お一人お一人の状況等、市民の方全て

を把握しているところではございませんので、今どういうふうな状況かと

いうのは申し上げることはできませんが、必要な方には必要な支援をさせ

ていただいていると考えているところでございます。 
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議長（西崎 

会長） 

就労支援についても、各関係団体との関わりで取り組んでいるというこ

とでございます。 

細川委員 54 ページのファミリー・サポート・センター事業のことでお伺いしたい

と思います。使っている方のお話なのですが、支援を行うことを希望する

者が、そこの目的の場所まで着く時間も料金に入っているということなの

ですが、それはおかしいような気がするのでお伺いしたいのです。 

事務局（折原 

担当主査） 

ファミリー・サポート・センター事業でございますが、料金の設定につ

きましては、実際に自宅を出てからの時間が含まれるということでござい

ます。そのようなことから、当然、遠くの方を援助する場合には金額がか

さむことが考えられますので、できるだけ近くの方を探して、できるだけ

料金が高くならないようなカップリングに努めているという状況でござい

ます。 

細川委員 それは、到着してからということにはならないものなのでしょうか。 

事務局（折原 

担当主査） 

考え方としましては、援助する方を拘束する時間でという考えで設定し

ているというところでございますので。ご理解いただければと思います。 

前田委員 2 ページの計画の位置づけについて、お伺いいたします。2 ページの

「（2）次世代育成支援対策推進法に配慮した計画」ということで、こ

の説明によりますと、従来の支援行動計画、いわゆる後期計画の性格も

併せ持つ計画として位置づけるということでありますが、後期計画の中

には体系が 1つの柱になっていて、体系が分かりやすいように図示をし

てあるのです。今回の計画が非常に多岐にわたっていることから、単純

化した体系に馴染むのかどうかということもいろいろ議論があろうか

と思いますが、今回、あえて体系を図で示すということは事務局として

考えていないということでしょうか。 

事務局（折原 

担当主査） 

体系図或いは、構成図のようなものを前回の会議の中で資料として示さ

せていただいたかと思いますが、そういった図の計画書への記載につきま

しては検討させていただきたいと思っております。 

前田委員 はい、分かりました。 

竹下委員 59 ページについて確認したいのですけれども、思春期の子どもに対し

て、一人で悩まず専門機関に相談するよう、体制の整備と相談先の周知を

図りますというふうに、思春期の子どもたちが含まれていると理解させて

いただいたのですが、その中で児童館を、中学生や高校生の居場所という

か、学校へ行きたくても行けない子どもたちとか、あるいはゲームセンタ

ーで遊んでしまっているような子どもたちの健全育成の機関として児童館

を活用するという、小さい子どもたちだけ、小学生・幼稚園児だけではな

くて、中高生も対象に、児童館に子どもたちを呼んで、居場所を提供して

あげたり相談に乗ってあげたり、そういう活動をする予定はないのでしょ

うか。そこのところをお尋ねしたいです。 

思春期の子どもが中退してしまったり、登校拒否の子どもたちもいるか
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と思うのですけれども、その辺の受け皿になっていただくような児童館の

活動ということを加えていただければありがたいと思います。 

議長（西崎 

会長） 

児童館の活動の内容を尐し検討していただくという、これはこの文言

の中で処理できますか。それとも新たに加えるということですか。 

竹下委員 もしよろしければ、中高生も、思春期の子どもたちを対象にした活動も

というふうに、中身がそうであれば何もしなくても結構ですけれども。 

議長（西崎 

会長） 

活動内容を、実際に実施段階でそれを検討するということでは、具合

が悪いのですか。 

竹下委員 いえ、具合悪くないです。実際に、それは必要だと思うのですね。ゲー

ム機の周りをうろついている子どもたちとか、たむろしていたり、それか

ら学校に行きたくてもいけないような子どもたちもいますので、中学生、

高校生を支援することも、広い意味での子育て支援になると思うのです。

お母さんたちが働いているとおうちに帰りたくなくて、カギっ子からそう

いうふうになっていってしまうのだと思うのです。 

事務局（木村 

係長） 

今回の計画については、就学前に焦点が当てられておりますけれども、

もちろん小学生、中学生、高校生までが対象の計画となっておりますので、

中学生等の居場所も重要だと考えてございます。現状においても、児童館、

児童センターにおいては、そういう方を対象として、事業をやっておりま

す対象施設でございますので、今後も継続して充実を図っていきたいと思

ってございます。現状においてもやっておりますので、こちらの文言のほ

うにも、思春期の子どもに対してという形で入っておりますので、現状に

おいても含まれておりますし、今後においても児童館の役割を果たしてい

きたいと思っております。 

竹下委員 児童館と児童センターというのは、中高生を対象にするところが児童セ

ンターですね。そういうふうに分けられているのですね。 

事務局（木村 

係長） 

基本的には同じでございます。 

議長（西崎 

会長） 

よろしいでしょうか。ほかにございますか。 

柿沼委員 幾つか質問と、幾つか意見です。 

まず質問なのですけれども、13ページ、合計特殊出生率の推移があって、

全国平均より埼玉県が低くて、なおかつ久喜市のほうが平成 24 年度 1.09

ということで低いことになっているのですけれども、この数字が低いのは

どのようにお考えかなというのが、まず 1つ。 

また、これだけ尐子化社会になって、人口減尐ということで、消えゆく

地域というようなこともありますから、その辺で人口減尐というものを久

喜市がどのように考えているのかというのもお聞きしたい。 

児童人口も乳幼児人口も減っていく予定になっていますけれども、これ

をむしろこの事業計画で尐しでも横ばいにするとか、または合計特殊出生
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率というのを上げていこうというような意思で、私はこの会議のほうに参

加させてもらっているのですけれど、その辺の意思がおありで事業計画を

立てているのか、それとも数字のほうに、減っていくのであれば減ってい

く事業計画ということなのか、これによっていろいろと大きく変わってく

るのかなと思いますので、まず現状の出生率の低さをどのように考えてお

られるのか、あと今後どういう展望をお持ちなのかというところが 1 つで

す。これが大きな 2つです。 

あともう 1つは、47ページに放課後児童クラブというものがあるのです

けれども、今後、放課後児童クラブの利用者が、このワーク・ライフ・バ

ランスにしても女性の社会進出にしても、保育料の増大がそもそも考えら

れていく中で、多分その小学校 1年生のところで小 1 の壁みたいなものが

今出ていると。久喜市の場合はそれほど大きく見込みというものが離れて

ないかと思うのですけれども、もし保育利用が増えていくということだっ

たり、また社会情勢が変わっていったりすると、この量が増えていったり

することも考えられるのです。この事業計画の変更というものは、大体 1

年に一回くらい行われて、この審議会等で考えられていくのか、または尐

し増える見込みをもって、この放課後児童クラブを検討していくのか、こ

の辺についてお話を伺えればと思います。 

もう 1つは意見なのですけれども、先日もうちの幼稚園を出た父兄から、

今、小学校の特別支援学級のほうが入りづらいということで、希望は特別

支援学級だったのですけれども普通学級に行ったというケースがあって、

そうすると発達に多尐難しさがあったりするので、授業になかなかついて

いけないような状況があります。なかなか授業についていけないので、そ

この部分の補填として宿題を出されると。この宿題の枚数がかなり多くて、

そもそも勉強が苦手な上に、家庭での生活が宿題によってかなり荒れてし

まうという内容があったのです。うちの法人としてもなんとかしなければ

いけないと、私塾でもなんでも、そこを補填したいと思っているのですけ

れども、今そのような状況に置かれている家庭がありますので、この放課

後児童クラブが使えるかどうかは別にしても、そういうものに対して久喜

市としての支援体制なり、状況把握みたいなものがあれば教えていただい

て、またやれることは法人でもやっていければいいなと思っているのです

けれども、その辺よろしくお願いいたします。 

議長（西崎 

会長） 

3 つの質問があったようですけれども、1つは人口減尐の状況で見込みを

考えているのか。人口が増えるということも考えられるのか、その辺のと

ころはいかがでしょうか。放課後児童クラブのことについても、やはりそ

の辺のところの問題が絡んでくる。 

それから、放課後児童クラブの内容ですかね。特別に支援を行わなけれ

ばならない子どもたちに対しての対応ということ、その辺のところ、何か

事務局のほうからありますか。 
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事務局（木村 

係長） 

13 ページの出生率の関係でございます。これは久喜市だけに限ったこと

ではないかと思うのですけれども、全国的な傾向といたしまして、他都市

においても女性の結婚年齢の上昇というのがございますので、お子さんを

生む数にも影響してくると思います。 

経済的な側面、労働面に不安定な部分がある状況でございますこととか、

あるいは子育てに対する不安感というのが尐なくない状況も伺えるところ

でございます。このような中、尐子化対策として国を挙げて子ども・子育

て支援の充実を掲げ、子ども・子育て支援新制度を全国的にスタートする

わけでございます。本市においても、今後 5 年間の事業計画を策定し子育

て支援の質、量の充実を図ってまいりたいと考えております。 

議長（西崎 

会長） 

放課後児童クラブのほうは、やはり同じような考え方でしょうか。 

事務局（中村 

保育課課長補佐

兼係長） 

放課後児童クラブの関係でございますけれども、今回の計画の中では、

児童の減尐というところがございまして、現在、市の計画では、確保でき

る状況である程度推移するという計画にはなってございます。ただ、委員

さんのお話のとおり、働く女性が増えてきますと、当然その辺の利用数も

変化してくることが予想されます。市といたしましても、そういった利用

状況を見ながら、見直しというか、放課後児童クラブにつきましては、市

としての施設整備方針を掲げながら対応しておりますので、そういった中

で、状況を見ながら対応していきたいと考えてございます。 

あともう 1 点、特別な支援が必要なお子さんについてでございますけれ

ども、現在の市内の放課後児童クラブにつきましては、指定管理者制度を

導入して運営を行っている状況でございます。現在でもそういった特別な

支援が必要なお子さんにつきましても、利用していただいているところで

ございますが、対応については、必ずしも対応できるかどうかというのは

難しい点もございますので、そのようなお子さんにつきましては、指定管

理者と連絡等を取りながら、対応してまいりたいと考えてございます。 

柿沼委員 1 つだけ確認です。1 ページの最初の質問のところなのですけれども、5

行目の人口置換水準のところで、2.07程度という数字が市の計画にも出て

いますけれども、この 2.07を目指していくということでよろしいのでしょ

うか。 

事務局（木村 

係長） 

人口置換水準とは、人口を維持するために必要な水準でございます。本

市も含め、全国的にそれに近づけるように努めていくものと理解しており

ます。 

議長（西崎 

会長） 

全国的に人口減尐にあるということに対して、久喜市自体で、子どもを

子育てしやすい場所であるということから、人口減尐を食い止める策が何

かあるかということにいきますと、これは先ほど説明がありましたように、

ある程度量的な支援ということで考えて、ここの段階だけではなくて、市

全体で考えていかなければならない内容だろうと思いますので、その辺の
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ところで、今、検討しているということでお願いしたいと思います。 

夢川委員 事前に郵送していただきました資料をよく見させていただきました。こ

れは昨年、ニーズ調査をしまして、いろいろな久喜市のニーズがあって、

子ども・子育て世代が今後 5 年間でどのくらいの推移をしているだろうと

いう部分でやってきたと思うのです。それを平成 27 年から 31 年の 5カ年

の間に行動計画を立てていきましょうという素案をこういうふうに作って

いると思うのですけれども、大体これを読みますと、久喜市の人口は大体

横ばい、それから子ども・子育て世代も、児童数というのは平成 27年度を

ピークに減尐という傾向になります。そうなってきたときに、量を増やす、

質を高くする、お金をかけるということをやって、目先のことでそれを解

消して、先のことはあとで、余ったときにどうしましょうということもい

ろいろ考えて、市全体で考えてくださいねというのは、前回、前々回とも

お話をさせていただいた経緯がございます。 

42 ページの保育の提供というところを見ますと、②の量の見込み及び確

保の内容の真ん中辺りに、栗橋・鷲宮地区の 2号認定及び 3 号認定につい

てはやや不足する見込みとなっておりますというのがあって、これを久喜

市全体で考えると、何とか足りているけれども、保育事業を考えると、栗

橋・鷲宮地区、久喜・菖蒲地区と分けると、この辺が不足なのではないの

かなということも理解できるところなのですけれども、これを見ると、平

成 27年度、28年度は不足だけれども、平成 30年、31年になってくると、

需要は満たされてくるのですよね。それなのに、駅前保育所を作っていく

であるとか、それから小規模保育施設の増設及び定員の見直しというのを

安易にやっているということで、お手盛りの保育計画をやるというのは、

やはりよく精査をしてやっていただきたいと思います。 

また、公立の保育園等の老朽化の見直しとかいうのも、市の状況を考え

ながらやっていきますよということになりますと、当然、公費をたくさん

かけてやっていくという中で、実際に一番ニーズのあるところはどこなの

かといったら、公立がやはりいいんだということで、利用者が公立に行け

ば、それはそれできちんとした保育環境を整えるべきだと思いますけれど

も、ここには私立保育園の先生方いらっしゃいますけれども、ニーズはど

ちらかというと私立保育園のほうが先に埋まっていくという傾向があるわ

けですよね。そういったときに、では改めて公立のところにこのくらいの

お金をかけてやるよりも、そこのところを合併縮小していって、これから

のニーズに対応している程度のもので、予算を上手に使っていこうという

ところまで考えていただいて、事業計画を立てていただきたいというのが、

私からのお願いと意見でございます。 

大前提は、子どもの最善の利益というものをうたっているわけですから、

最善の利益が、果たしてこれらのニーズを拡大することによって、子ども

が幸せになるかならないのかということも、一番に考えてください。よろ
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しくお願いしたいと思います。 

議長（西崎 

会長） 

ご意見と要望ということで受け取りたいと思います。 

櫻井副会長 データの整理の関係です。第 2 章の現状のデータを見ますと、平成 24

年度末で最後になっていますし、あるデータについては平成 25年度で、年

度がまちまちです。例えば、先ほど話題になった合計特殊出生率も、平成

24 年度までしか出ていませんが、確か 1.43 になっています。できれば、

昨年度の 25年度の把握ができれば、その数字を使って整理したほうがいい

と思います。せっかくの計画ですから、できるだけ近い年度の数字を使っ

ていただければいいのかなと思っています。今後、その辺のデータがあれ

ば検討していただければと思っています。 

議長（西崎 

会長） 

データが平成 25年度もあれば、このあとに付け加えていただければとい

うことです。 

もしなければ、このあとの議題は尐し時間がかかりそうなので、この辺

のご意見を整理してよろしいでしょうか。 

今までいろいろご意見等出てまいりました。実際に事業を展開するとき

に、それらを勘案しながら事業計画を立て実施していただくということが

必要かと思います。この素案の中には盛り込めない内容等もありますので、

それも事業計画の段階で考えていただければと思います。 

この素案につきましては、まだ文言とか数字等、あるいは県の動向、国

の動向等によりまして、部分的に変更するところがあろうかと思います。

その辺の細かな点につきましては、改めてこの審議会を開くということで

はなくて、部分的な修正ということであれば、事務局のほうで文言修正等

をやっていただくということで、事務局のほうにお願いしてよろしいでし

ょうか。 

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していただいて、また後ほどこの内容について

はパブリックコメントを頂くということも計画されていると思いますの

で、部分的な、現在分かっている範囲内での修正等をしていただいて、パ

ブリックコメントをやっていただければと思います。 

この議題１につきましては、以上で締めてよろしいですね。 

それでは、次の保育料の素案について、事務局からご説明をいただきた

いと思います。 

事務局（中村 

保育課課長補佐

兼係長） 

（議事 2について資料 1に基づき説明） 

議長（西崎 

会長） 

数値上の計算等もあったと思いますが、ただ今の保育料等の案につきま

して、何かご意見等ございますか。 

夢川委員 資料 2 を見せていただきまして、まず市内私立幼稚園の入園料、保育園
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の保育料の平均額というのがございまして、入園料が大体 4 万円から 6万

円で、平均 4万 5,800円、これを月額に直すと 3,817 円と出ておりますけ

れども、これは 1年で割った金額でございますから、園児が 2年保育ある

いは 3 年保育で入園してきた場合は、1 回しか取っておりませんので、当

然それの半額あるいは 3分の 1 の金額になるというふうに考えていただか

ないといけないかなというふうに思います。実際に 1 年保育で入ってくる

子どもというのはほとんどいませんで、大方が 3 年保育でございます。そ

うすると、この 4万 5,800円の入園料を 3で割ると、大体 1カ月 1,300円、

月の保育料 2 万 2,683円に足しましても、約 2万 4,000 円の月額保育料で

すから、国の算定している 2 万 5,700円よりも安いということになります

から、久喜市の私立幼稚園は決して高くないということがお分かりいただ

けるかなと思います。 

それから（3）認定こども園なのですけれども、私の理解しているところ

は、認定こども園は施設型給付制度に移行するというふうに理解しており

ます。でも、ポツの 2 つ目のところは、「幼稚園部分は、私立幼稚園と同

様に、各園の設置者が決めた保育料となります。」ということになります

が、実際にはこれは、応能負担になるのではないかなと思いますので、こ

れはご質問させていただきたいなというふうに思います。 

それから 3 ページに、2 号認定の子どもたちは、保育時間が標準保育時

間と保育短時間というふうな 2つに分かれます。これの保育料の算定が、9

8.3％、ですから 1.7％しか保育料に差額がない。そうすると、たかが 900

円とか 600円多く払うだけで、8時間保育が 11時間保育になってしまう。

そうしたら月に 900 円ですから、1 日何十円ですよ。そうしたら長く預か

ってもらったほうが得だとお母さんが考えた場合に、果たしてこれは子ど

もの最善に利益になるのかなというのが、いささか疑問です。これをもう

尐し差を広げることによって、それだったら、3 時とか 3 時半くらいの幼

稚園の預かり保育を利用して、2 号認定であるけれども、幼稚園で教育を

してもらいたいというようなニーズが出てくるはずなのですけれども、こ

の差額があまりにも 1.7％というのは尐なすぎるのではないかというふう

に思っております。この 3 点をこの資料 2 のほうから読み取らせていただ

きました。 

それから 4 番目の最後の、保育料の決定スケジュールがありますけれど

も、これは来年度予算の関係で、市のほうはこうなるだろうと思いますけ

れども、民間の幼稚園等は、今月の 15日に保護者に保育料と入園料とそれ

から募集人数等、これを全部指し示して来年度の募集を行わなければなり

ませんので、もう決定しているところでございます。ですから、はっきり

言ってこれが出たのが遅いのですよ。全然間に合わない。間に合わないの

に、来年度からは施設型給付、子ども・子育て支援新制度になりますよと

いうのは、かなり乱暴な制度だというところを、意見として申し上げたい
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と思っております。 

3 点、意見と質問と確認をさせていただきました。 

議長（西崎 

会長） 

よろしいでしょうか。質問と確認です。 

事務局（中村 

保育課課長補佐

兼係長） 

何点かご質問を頂きまして、1ページの（3）の認定こども園の 2つ目の

幼稚園部分ということで、説明のほうが尐し足らなかった部分があったと

思うのですけれども、これについては現行の利用者負担の考え方というこ

とで載せてございますので、現行の認定こども園ですと、保育所部分と幼

稚園部分に分かれるということで、保育所については市の現行の保育料に

準じてお願いしているところでございますが、幼稚園については、現時点

ということになりますと、各園で定めた保育料となりますので、こういっ

た形で、現行の制度ということでご理解いただければと思います。また、

委員さんがおっしゃるとおり、新制度に移行しますと応能負担という形に

なり、それから保育標準時間と短時間の差ということで、保育料について

は国のほうが標準時間のマイナス 1.7％でという形で考え方を示しており

ます。11時間と 8時間で保育料がこれしか変わらないのかということがあ

ろうかなと思いますけれども、市としましては、基本的には国の考え方に

基づいて設定と考えてございますので、国と同様に、標準時間のマイナス

1.7％ということで設定したいと思っております。 

次に、スケジュール的ですが、お話のとおり、市は予算の関係がありま

す。既に 10 月から幼稚園については願書の配布、11 月 1 日からは受付と

いう形になっていますので、そのときに市が新制度の保育料をお知らせで

きるのが一番よかったのですけれども、市の予算の関係上、市のスケジュ

ールでいきますと、どうしてもこういった形になってしまいました。その

点はご理解をいただければというふうに考えております。 

議長（西崎 

会長） 

この段階で保育料うんぬんということだと、平成 27年度分についてはも

う既にそれぞれの幼稚園、保育園等が動き出しておりますので、その辺の

ところは大変難しいところがあるかと思います。 

柿沼委員 尐し言いづらいことなのですけれども、厳しいことも言わなくてはいけ

ないかなと思って、資料 2－1 と 2－2 のほうを拝見させてもらっていまし

た。先ほど議案 1 のほうで尐しお話したのですけれども、出生率が低い久

喜市において、子育て支援の充実を図っていって、子育ての不安だとか経

済的側面だとかいうものが、増えない理由にありますということで、結婚

も遅くなってという話だったのですけれども、子育てしやすいまちにして

いくという、先ほどの説明とは尐し反する利用料設定なのかなと思ってい

ます。 

先ほど夢川委員のほうからもお話があったように、現行の久喜市の私立

幼稚園の保育料というのはあまり高いほうではなく、皆さん努力してやっ

ている中で、新制度に入ると、現行で平成 27年度から何園が新制度に入っ
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ていくかというのはまだ分からないですけれども、国の大きな方向ですか

ら、将来的にはこの新制度のほうに動いていくのだろうなと思います。 

その中でのこの利用料の設定というのは、事業主、施設側ではなくて、

利用者側に立って設定しないといけないものであると思っています。それ

なので、利用者が使いやすく、また子育てしやすく、もう 1 人産みたいと

思ったり、または子育てが久喜市でしやすいなというふうに思って移り住

んでいく。横浜市なんかはいい例だと思うのですね。そういうまちをつく

っていくということが、この久喜市の強い力に動いていくということだと

思います。なので、あくまで利用者、保護者の方が保育を使いやすいとい

う設定に、できたら今からでもしていただきたいなと思います。 

まず、何点かおかしなところがあるのですけれども、久喜市の新制度の

案、（資料 2－1の）3歳児の③です。市民税所得税割課税額 7万 7,100円

以下というところと、2 号認定、まず資料 2-2 のほうの満 3 歳以上④です

ね。7 万 7,000 円未満という所得割課税額というところがあると思うので

すけれども、まず 4時間の 39週しか使わない約 200日弱の幼稚園料、一日

4時間ということが設定されている利用の保育料と、最大 11時間使える保

育所の保育料で逆転しています。まずこの辺の根拠を教えていただきたい

と思います。 

あとは、最高額のほうにいきますと、1号認定、市民税所得割課税額、2

1 万 1,201 円以上、これは所得が結構高いほうですけれども、その保育料

というのは 3 歳児が 2万 3,700円である。（資料 2－2）保育短時間、保育

長時間、この 2 万 7,200 円という数字で、⑤辺りから、所得割課税額 16

万 9,000 円未満から同じ数字が載っていますけれども、4,000 円も差がな

いのですね。短時間、8 時間利用できて 300 日利用できる 8 時間の利用の

方は、2万 6,700円、3,000円の差なのですね。これは国の基準でいう給食

費、2号認定のほうは保育料のほうに副食代が入っています。1号認定は副

食代も主食代も入っていない。この差が約 3,000 円と国のほうでは算定し

ています。そうすると給食費の差額を埋めると同額になるのです。これは

市民に対して説明ができないのではないでしょうか。その 1 号認定は、仕

事をしていない、ということで、39週で 4時間利用の方のほうと、11時間

開所ないし 8 時間開所、6時間利用する方の、300日利用する方の保育料が

同じというのは、同じ市民サービスとしてはいかがなのかなと思います。

これは説明責任を市民に対して果たせない。 

全国的に見て、久喜市の保育所の保育料は安く、非常に市民サービスが

されているほうだと思います。であるならば、1号認定、4時間利用、幼稚

園利用であっても、それと同等、それに説明がきちんと果たせるような保

育料設定にしていただかなければ、私たち事業主も保護者には説明ができ

ません。これは子育て支援を充実して行うような市民のサービスと、軽減

ということには相反するのではないのかなと思います。 
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もう 1 つ、厳しいことを言わなくてはいけないと思うのですけれども、

議論の場がここしかないですから、本市における利用者負担額という、資

料 2 の 3 の部分の（１）①「基本的な考え方」のポツ 2、新制度は消費税

増税分の一部を財源としていることから、利用者に現行以上の負担を求め

ることは理解が得られないと考えますと書いてあります。これは公立幼稚

園の子どもも入っている部分だと思うのですけれども、新制度は、公私立

かかわらず、同じ施設型給付の中で行っていきます。それが一般財源化さ

れているか、またそうではないかということで変わっていますけれども、

算定の基準は 1つであります。 

それなので、公立私立の保育料の差というのが、国の基準では出ないと

いうことになってきます。それであるならば、ここの部分というのは暫定

的なものがあったとしても、同じ保育料設定に将来的にはしていくという

考え方が妥当だと思います。なので、その辺の文言が触れられていないと

いうことは尐し疑問があります。というのは、市民の中で、今度の制度で

あれば、保育所利用、幼稚園利用、同じ制度の中に入っていき、日本国中

が平等の負担体系に入っていく制度になっています。それが一部の市民だ

けが違う軽減を受けられるというのは、将来的に考えると非常に市民説明

が苦しくなってくるのではないかなと思います。 

本当に利用者のこと、また在宅家庭ないし幼稚園利用の市民のことを考

えるのであれば、この保育料というのはもう尐し軽減していただいて、大

体計算をしますと、現行の市の保育所保育料であれば、一番高くても国基

準の 8 割、一番低ければ、もちろんゼロというのがありますけれども、2

割程度の保育料設定になっています。これは非常にいいことと思います。

であるならば、1号認定、幼稚園利用の利用料も、2割までは行きませんけ

れども、その 4 時間利用 39 週と、300 日開所で 11 時間利用ないし 8 時間

利用ができる、その時間に比例した利用者負担額の表を出していただけれ

ば、市民としては非常に保育が受けやすく、子育てしやすいまちになるの

ではないのかなと思います。 

最後に、これは個別になってしまってどうかと思うのですけれども、い

ろいろな意見があるかと思ってあえて言わせていただきますけれども、先

ほど言った資料 2 の 3 ページの 3 の①のポツ 2、新制度は消費税増税分の

一部を財源としていることから、利用者に現行以上の負担を求めることは

理解が得られないと書いてありますけれども、うちの園は入園料・保育料

込みで月平均 2 万 2,500円です。一部なので、平均を取っていないのです

けれども、そこを考えても、⑤の 1 号認定の 3歳児の利用料は値上がりに

なりますし、4 歳児に関して言いましても、就園奨励費額の補助を引いた

金額で考えると値上がりになります。これは一部だというふうに切り捨て

られても致し方ないとは思いますけれども、この辺の書きぶりをするので

あれば、うちは理解が得られません。なので、消費税分も入っていく制度
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で、市民にとっていいですよと伝えてきた以上、ここでは強い意見を言わ

なくてはいけませんので、その辺ご理解の上、この利用料設定をもう一度

考えていただきたいと思います。 

議長（西崎 

会長） 

現場が抱えている問題と、国のほうで考えているものと、だいぶ難しい

ところもあるようですけれども、いわゆる利用者、保護者が使いやすいよ

うにしていくために保育料をどうしていくのか。先ほどありましたように、

消費税増収分の一部を財源としているから、現在よりも上げてはならない

ということと、現場ではそうもいかないという、その辺が大変難しいとこ

ろのようですけれども、事務局のほうで何かご説明等ございますか。 

事務局（中村 

保育課長） 

柿沼委員さんのほうから大変厳しいご意見を頂いたところです。市とい

たしましても、この幼稚園の保護者に対する利用料の設定というのは、今

までございませんでしたので、どのような設定をしたらよいのかというこ

とでかなり悩んだところです。当初の新制度の移行の目的といたしまして

は、やはり現行の、それぞれ幼稚園、保育所、認定こども園が、新制度に

移行するというような形で進んでいたところでございますけれども、現行

として、新制度に移行しない幼稚園というのもかなり出てきている状況で

あります。 

そういった、新制度への移行の過渡期というような部分で、特に 1 号認

定の保育料を考えさせていただいたところであります。もちろん、保育所

の 2 号 3 号、特に 2 号の保育料をベースというか、その辺と照らし合わせ

ながら考えた部分もございます。ただ、先ほど柿沼委員さんおっしゃられ

たように、久喜市の 2 号 3 号の保育所の保育料の設定は、国基準に比べま

すとかなり低額な設定となってございますので、本来であればこれと同程

度の国基準の割合というのも、1 つ検討の材料というのはございました。

ただ、そういった形でいきますと、1 号認定のほうもかなり低額というよ

うな形の設定になりました。 

ただ、今回、保育所の保育料との比較ではなく、やはり国のほうで示し

た国基準と、基本的には現在のそれぞれの園が設定している保育料を上回

らない程度でということで、最終的には考えまして、今回の案を示させて

いただいたところでございます。ただ、市も、若干現行の幼稚園の仕組み

の部分を計算違いしていた部分もございます。確かに現行よりも上回って

しまっているというようなご指摘も今受けたところでございますので、先

ほどご説明申し上げました、国基準から預かりの部分の 2,000 円を差し引

く形ということでお示しをさせていただいたところでございますが、やは

り実際の現行の幼稚園さん、認定子ども園さんのほうの事業者の方のご意

見のほうもお伺いして、ある程度見直しができるのか、その辺については

また検討していきたいと考えております。 

また、現行の私立の幼稚園さんが、新制度に移行しないという部分も多

いというところなのですが、やはりこれが来年、再来年、何年か後には新
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制度に移行していくということも考えられますので、そういった状況にな

れば、特に 1 号の保育料の見直しというのは検討していかなくてはいけな

いのかなと考えております。 

また、公立の幼稚園保育料について、一律 8,000 円というような部分で

ございますけれども、これについても、来年度見直しをしていくというこ

とがございますので、市が定める保育料が 2 つあるというのも、理解を得

られない部分かと思いますので、そういった 1 号認定の中で、公立の保育

料の見直しというのも、また来年度検討していきたいと考えてございます。 

市としても、この 1 号認定の保育料の設定については、かなり苦慮して

いるところでございますので、またご意見を頂いて、再度検討したいと考

えてございますので、よろしくお願いします。 

柿沼委員 非常に厳しい状況で、この書類を出してきたのが非常によく分かります

し、今のお話も非常によく分かるのですけれども、私はここに公募委員の

立場で来ていますので市民の代表だと思って来ています。今の説明ですと、

事業主間の差があるので、新制度の保育料はほかの事業主さん、新制度に

来ない事業主さんとの関係の考えでという説明に聞こえるのですけれど

も、できましたら市民のほうの側に立って、市民サービスとしてどれくら

いの利用料であれば、子育てはお金がいっぱいかかりますし、また第 2子、

第 3 子を産むのに結構お金がかかる。またそれを在宅でやっていくといろ

いろな悩みもある。また保育所を利用してもそれは同等だと思います。そ

の中で 1 号認定、幼稚園を選ぶ市民が尐しでも楽になるように、尐しでも

子どもを生み育てやすいように、その辺、事業主のことではなくて市民の

ほうを考えて、利用料設定の再検討をしていただけたらありがたいなと思

います。 

それと、自分の園がどうこうではないのですけれども、非常に久喜市自

体はいいまちだと思っているので、その辺でいろいろな自治体さんが、こ

の国基準の利用料から公私の差をなくしたり、または市民のために軽減し

たりして、今後、また出てくるかと思うのですけれども、市民は今情報が

非常に早いですから、あの市はいくら、保育料が 1号認定 4時間 39週いく

らだよ、2 号認定としたらこれくらいだよというのは、情報公開もありま

すのですぐ手に入る。その辺というのはものすごくシビアに見ます。久喜

市が本当に市民のことを考えているかどうかは、市民が判断すると思いま

すので、その情報が隣の市、または県をはさんでどちらの市の保育料がい

いなということで、人口流入も考えられると思います。その辺も考えてい

ただいて、事業者というよりは市民のことを考えた設定を再検討していた

だけたら非常にありがたいなと思います。よろしくお願いします。 

議長（西崎 

会長） 

この設定に当たって、移行をする段階であるわけですが、4 時間の保育

料と、それに預かり保育を付けると、どうか。それから保育園のほうの場

合、それとの比較をしながら、どちらを選ぶかは就労関係で決まってくる
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と思いますけれども、そういうものに、例えば 11時間預からなくてはなら

ない場合、それから幼稚園で預かり保育をやって保育料を決めた場合、そ

こに差がどのくらいあるのか。あるいはそれをなくしていくのか、あるい

は全体を安くしていくのか、高くするのか。いろいろなその場合場合に応

じて検討をしていかないと、市民のほうの選択する側からすれば、自分が

働いていて一番いい保育の方法というのはどういう場合であるかというこ

とを、常に考えているだろうと思うのです。その辺のところをもう一度考

えていただいて、検討していただかないと、利用者の側に立つという立場

からすると、いろいろ問題があるのではないかということがあるだろうと

思うのですね。ほかにご意見ありますか。 

夢川委員 市民は平等でありますから、当然利用者の側に立って、産み子育てしや

すい久喜市になっていただくというのは大賛成でございます。その中で、

保育に欠ける家庭の子ども、そうでない子どもいろいろおりますので、保

育所利用、幼稚園利用というのはさまざまでありますけれども、保育園の

場合は、もう昔から児童福祉法の 24条第 1項によって、市町村が委託をし

て保育園にお願いしているという経緯がありますので、保育料の算定につ

いては、公私はあまり関係なく同じでございます。 

幼稚園の場合は、公立と私立の差はありますけれども、基本的にこれか

らこうなってきたときに、市民の側に立ったときに、生み育てやすい久喜

市になった、そして事業者側になったときも、これだったらば、質の高い

保育、教育ができるという形になれば、もう万々歳かと思うのですね。た

だあくまでも、私どもは親方日の丸の事業者ではございませんので、赤字

になっても教育を続けるということはできません。ですから、国の算定が

出たときに、もろ手を挙げて移行しますとはなれないのです。ここもよく

ふんでいただいて、ぜひとも久喜市さんに考慮いただきたいと思います。 

議長（西崎 

会長） 

ほかにございますか。 

新井委員 同じ質問になってしまうと思うのですが、もう一度ご説明願いたいので

す。保育の標準の 8時間と 11時間の認定、この 3時間の違いで保育料の差

を考えると一応、国の基準ということですね。そこをもう一度説明してい

ただけると、職員にも分かりやすく伝えられますし、労働基準法は 1 日 8

時間で週 40 時間という決まりの中で日本はどこも動いていると思うので

す。その中で、8 時間、11 時間というその保育の時間と、その保育料の基

準をもう一度ご説明していただけると、私たち、保護者に質問されたとき

も、きちんとお答えすることができるので、まず私が理解して職員に伝え、

そして保護者に伝えなければならないので、もう一度お願いです。ご説明

いただければと思います。 

そしてまた、公立の幼稚園・保育園、私立の幼稚園・保育園の違い、子

どもは等しくあるべきだということを考えると、この保育料の違いという
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のはどこにあるのかな、久喜市さんはどこを求めているのかなというのを

とても感じます。しかし、これが国の考え方なのかなというところにいく

のですけれども、もう一度ご説明願えればありがたいです。お願いします。 

議長（西崎 

会長） 

よろしいですか。事務局から、8 時間、11 時間、労働時間といろいろ絡

んでくると大変難しいところがありそうですね。 

事務局（中村 

保育課課長補佐

兼係長） 

市としましても、国が示している資料に基づいて今動いているという状

況がございます。保育の必要量についても、現行であれば特に設定してお

りませんので、パート勤務の方についても、11時間が使えないわけではご

ざいません。ただ国とすれば、そういったフルタイムとパート勤務ではや

はり差があるということで、今回の新制度の中では、2 区分という形で設

定しているところでございます。 

それに伴いまして、保育料についても、保育標準時間と短時間の 2 つに

分けるということで、この考え方については、委員の皆さんもご理解いた

だいていると思うのですけれども、先ほど来、話に上がっている、11時間

と 8 時間の差で、標準時間のマイナスの 1.7％はおかしいのではないかと

いうようなご意見が多かったと思うのです。市としましては、国から示さ

れている資料を見る限り、その 1.7％の説明が詳細に出るかというと、示

されていないところもございます。担当者とすれば、この差が何かという

ところが、この場でしっかり説明できないのは大変申し訳ないのですが、

市としますと、国の考えが、標準時間の 1.7％を減したものが、保育短時

間の水準ですと、そういう形に示されておりますので、現時点では国の基

準に基づいて保育料のほうを設定したというところでございます。十分な

説明にはならないのですが、市のほうでは、そういった国から示されたも

のに基づいてやっているというところでございますので、ご理解のほどよ

ろしくお願いいたします。 

議長（西崎 

会長） 

今の説明で分かりますか。 

新井委員 国の指標に基づいてということと、国から示されている国の基準に基づ

いて久喜市は動いているということですよね。でも、法律はどうなのでし

ょうか。児童福祉法のことを考えると、子どもたちは平等でなければいけ

ないのではないでしょうかと考えると、久喜市ならではの、一人一人を大

事にする、養育・教育を充実した環境を設定することによって、今後の久

喜市の発展にもなるし、人口増加のつながりにもなっていくのかなと思い

ます。久喜市としてどのようなお考えがあるのかなというのは、とてもお

伺いしたかったのですけれども、一応、国から示された資料で動いている

ということで、理解させていただくということなのかなと思います。 

ただ、子どもは平等であるということを、もう一度お話したいかなとい

うのはあります。なので、平等に見てあげたい、幼稚園も保育園もみんな

思いは一緒です。もちろん、久喜市の事務方の方も一緒だと思います。ど
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うかいい方向に向かうように進んで、この久喜市子ども・子育て支援事業

がいい方向に向かうように願っております。ありがとうございました。 

夢川委員 もう一点、確認をさせてください。前にも委員さんからご質問といいま

すか意見が出たと思うのですけれども、ニーズ調査を行った中で、この 2

号認定の標準時間と短時間の差が、わずか 1.7％で国の基準ですよとなっ

たときに、保護者のニーズがぐっと、今の予想よりも変わるという懸念が

あるのではないかなと私は心配しています。通常だったら 1 号認定の幼稚

園と預かり保育を利用して、パートでも何とかやっているという部分が、

これだけの差だったらばこっちに動く、あるいは広報とか見ますと、仕事

を持っている人は認定を受けてください、2 号認定の人は保育所か認定子

ども園になるのですということで、幼稚園という文言が 1 号認定以外から

全部外されているのです。そうすると、ニーズが大きく変わってくるとい

うことが考えられます。 

そのニーズに久喜市が全部、はいＯＫですよというふうに答えられると

いう積算があって算定しているのだったらいいとは思うのですけれども、

当然お金の部分もかかってきますし、市民の平等の立場から、市民が払う

保育料という部分もきちんと説明をしていただくと説明ができないと、私

どもも保護者にきちんと教育をするためのお金を頂くことができませんの

で、そこら辺も考えてぜひよろしくお願いしたいと思います。 

議長（西崎 

会長） 

何か事務局で補足することはありますか。よろしいですか。 

いろいろな立場を考えて、保育料等を決めていかなければならないとい

う、いろいろな条件が今出てきました。しかも、市民の側から考えると、

一番利用しやすい条件で利用したいと。事業者のほうから見れば、それで

妥当なのかという観点も捉えていかなければならない。 

新井委員 子どもが一番だと思います。法人だけではなく、親ではなく、子どもが

中心でなければいけないと思います。 

議長（西崎 

会長） 

子どもが中心ということを考えていくにしても、親が就労しているか、

していないかによって認定の方法が変わってくるので、その辺のところも

考えなければならない。確かに子どもが中心ですけれども、1 号に行くの

か 2 号にいくのか、それを判断するのが行政の決まりとして出てくるわけ

ですから、行政としては、子どもを中心に考えるにしても、認定はしなけ

ればならないというところを考えていただかないとならないのですね。 

今日、ここで示された保育料等につきましては、これは決定ということ

ではなくて、今後また検討するということになっておるようですので、一

応、先ほど皆さんからご意見を頂いた内容等を勘案しながら、再度、保育

料を考えていただければと。まだ国のほうも、消費税一部うんぬんと言い

ながら、国の予算もまだ決定されていない段階でもあるわけですので。 

夢川委員 平成 27年度は、議会の予算編成は何月なのですか。 

事務局（立川 最終的には 2月中、2月議会に提案しますので。 
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部長） 

夢川委員 それまでに、決定するということですか。 

事務局（立川 

部長） 

最終案としてはそういうことになろうかと思います。 

夢川委員 では、上程はもっと早いということですか。 

事務局（立川 

部長） 

そうですね。2月の上旬ごろと考えています。 

議長（西崎 

会長） 

2 月の予算で決定するということですので、それまでに、ある程度事務

局のほうで検討していただくという形で、現在この素案が出てきているの

だろうと思うのですが、一応、皆さんからご意見を頂いた内容を検討して、

また再度事務局のほうで保育料を検討していただければと思うのですが、

よろしいでしょうか。 

田口委員 保育の制度のことで分からないところがありますので、お聞きしたいの

ですけれども、現行の、先ほど出ました利用者の負担額というのは、保育

のほうは基本的に 8時間保育ですか。11時間ですか。では、11時間の保育

でこの利用者負担ということになっているということですか。現行ですけ

れども、それでよろしいでしょうかというのがまず 1点。 

というと、基本的には短時間の保育を受ける方は、より尐ない利用料金

になるということを選べる、という理解でよろしいでしょうか。 

事務局（中村 

保育課課長補佐

兼係長） 

現行は 11時間の保育料ということでよろしいと思います。新制度では、

お仕事であれば、その仕事の勤務の時間によって、保育標準時間で認定さ

れる方、保育短時間で認定される方が出てきますので、保育料についても

標準時間の保育料と短時間の方の保育料の 2 つが設けられる形になってい

ます。 

田口委員 ということは現行の方でも、例えば今 8 時間しか利用していない、実質

的には早く迎えに来るという方についても、11時間分も保育を受けている

ということで、利用者負担額は同じということで、そういう選択肢ができ

たということ。 

それと、今は保育単価というのは現状でお幾らくらいですか。 

事務局（中村 

保育課課長補佐

兼係長） 

保育単価につきましては、国が定めているのですけれども、その施設が

設置されている地域であるとか、あるいはその定員とか、また年齢によっ

ても違ってきますので、一律、例えば 0歳の方については 10万円とかでは

なくて、地域であるとか、定員とかによって、多尐金額が変わってくる状

況です。 

田口委員 例えば久喜市の 3歳以上ということでは。 

夢川委員 単価と保育料に差があるわけですよね。それに久喜市がどれだけ乗せて

いるかという部分があるのですね。それが、今度は市民の立場になったら、

どこの園に行っても、乗せ方や払い方が同じになるべきだろうというのが

市民の価値観だろうと思うのです。それが現行では全然違います。 
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田口委員 これから、新しい制度でどれくらいの給付額になるか分かりませんけれ

ども、先ほど幼稚園のほうは、国のほうで年間の保育料ということで 30

万 8,400 円というのが現行であろうと。では、保育園のほうではどのくら

いになるのかなというのがありましたのでお聞きしたいなと思ったのと、

それから先ほどの 8時間と 11時間があって、これは国のほうから説明がな

かったということですけれども、どのような考え方で 98.3％というのが出

てきたのかなと思いまして、その辺が気になりまして、お聞きしたいとこ

ろです。 

事務局（中村 

保育課課長補佐

兼係長） 

保育単価でございますけれども、今、資料が全てあるわけではないので

すが、久喜地区の90人定員の場合ですと、3歳児ですと4万3,590円、3歳以

上ですと3万7,300円。これが定員が120人になりますと、3歳児で3万6,950

円、3歳以上ですと3万660円という形になります。 

田口委員 分かりました。規模によって変わってくるわけですね。今度の給付制度

というのは、全然その辺は示されていない状況なのですか。 

事務局（中村 

保育課課長補佐

兼係長） 

今度は、保育単価ではなく給付単価という形で呼んでおりますけれども、

公定価格が出ておりますので仮の単価では示されております。ですから、

考え方的には同じような形で、設置されている地域であるとか、利用の定

員数、年齢によって単価のほうが分かれている形になっております。 

夢川委員 すごく乱暴な言い方ですけれども、人数が尐なくてやっている所は単価

が高いのです。人数が多くなってきて、一生懸命やっているところは、ス

ケールメリットがあるから安くなっているのです。そうすると、人数が尐

ない所でやっていたほうが得だというふうになってしまうのは、子どもの

利益にはつながらないと思うのです。小学校に行ったときは、1学級35人の

複数編成で、児童の教育が成り立っていると思うのです。そうすると、や

はり子どもたちの集団の中の育ち、社会性を芽生えさせるという部分にな

ってくると、20人の保育所が認可されてそれでいいかというと、私はそう

ではないのではないかなと。そうすると、大きい所の単価が安いというの

はいかがなものかなと思います。市に言ってもしょうがないですけれども。 

新井委員 それを言ったら、地域ごとの格差がありますしね。 

夢川委員 そうですね。さいたま市に住めばもっと高くなりますから、市民はさい

たま市のほうがいいかもしれない。 

新井委員 都道府県で異なりますから、一律ではないですよ。 

夢川委員 横浜市もいいですね。 

議長（西崎 

会長） 

それぞれの、国の立場、市町村、自治体の考え方等、いろいろ差があり

ますけれども、基本的には久喜市に住んでいてよかったな、子どもが幸せ

だなというような受け止め方ができるいい方法、保育料等の金額を決めて

いただくということ。できるだけ、保護者にあまり負担をかけないで、現

状よりも高くなるということは、今の国の制度から考えれば、子育てしや

すいということであれば、現状よりも高くならないことが望ましいのだろ
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うと思うのですね。その辺のところも考えていただいて、案を考えていた

だければと思うのです。 

事務局（立川 

部長） 

もう尐し説明させていただきます。今回の審議会に、1号、2号、3号の

案を提案するに当たりましては、私たちもいろいろ検討させていただきま

した。2 号 3 号のほうは保育料ですから、すぐに内容は固まったのですけ

れども、やはり問題は 1 号でございます。民間の幼稚園の単価を市が設定

するということは、今まで現実的には行っておりませんでしたので、国の

基準を基に考え方としてお示ししましたが、今回、この設定については、

国の基準を基にということが前提にございました。国の基準も、保育園と

幼稚園の基準の考え方が違って、就園奨励費の分を除けば、現行どおりと

いうことで示しているものでございます。 

子育て支援の考え方、子どもは等しくあるべきだというのは本当におっ

しゃるとおりだと思いますので、やはり上乗せ徴収の分を検討していかな

くてはいけないだろうと思います。一時預かりの分についてお話しもさせ

ていただきましたし、考え方として、実際、現状というのがしっかりと把

握できていないところがあって、急きょ、電話でお聞きをしながらという

ことを今回やらせていただいておりますが、今日の審議会の中で、皆さん

からいろいろなご意見を頂きましたので、それらを踏まえて、もう一度検

討はさせていただきたいと思います。 

ただ、本市の財政状況等もありまして、なかなか難しいところもあるの

が現実でございますので、それらも含めて、また、子育て支援策をいかに

充実していくかというのも大きな課題であると考えております。それら全

般を検討いたしまして、今回は案ということでお示ししましたが、今日の

ご意見を含めて再検討するということでご理解をいただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

議長（西崎 

会長） 

皆さんから頂いたご意見をもとにして、また事務局のほうで検討してい

ただくということでございますので、この件につきましては締めてよろし

いでしょうか。保育料（素案）については以上で終わりにしたいと思いま

す。 

それでは、その他をお願いします。 

事務局（中村 

保育課長） 

保育課から 4点ほどご報告させていただきたいと思います。 

まず、1 点目でございますが、本年度の児童福祉審議会の第 1 回、第 3

回において、ご審議をいただいておりました基準等を定める条例、4 本に

つきましては、平成 26年 9 月 29日に終了いたしました 9 月の定例会にお

きまして全ての議決をいただきましたのでご報告をさせていただきたいと

思います。 

本日、議決いただいた条例ということで皆様にお配りしたいところでし

たが、まだ、議決したばかりということで本日ご用意できませんでしたの
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で、これにつきましては準備が出来次第、委員の皆様に郵送させていただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

2 点目でございますが、ただいま申し上げました条例４本が議決、制定

されましたので、それぞれの条例の規程に基づきまして新制度に向けた準

備を進めてまいる予定です。 

その中で、家庭的保育事業、小規模保育等の事業の認可の部分がござい

まして、これにつきましては、先ほどの事業の保育所の提供体制等との整

合性を図りながら、公募をして参りたいと考えております。この公募によ

りまして、実際に小規模保育事業についての認可をするというような方向

になりました場合には、こちらの児童福祉審議会に諮りまして皆様のご意

見等を頂戴してまいりたいと思いますので、その節はどうぞよろしくお願

い申し上げます。 

また、3点目でございますが、来年度、平成 27年 4月 1日入所希望の申

請につきましては、11月 4日から 11月 28日で受付を実施する予定でござ

います。こちらについては、現在、保育所や幼稚園、認定こども園に在籍

している方については、原則、園を通じての申請というふうに考えてござ

います。また、幼稚園以外の新規の申し込みについては本庁の保育課や各

総合支所の福祉課での受付という形でございます。 

また、入所案内については、今月、10 月 27 日の月曜日から配布できる

ように今準備を進めてございます。 

それと、4点目でございますが、平成 27年 4月以降の、特定教育・保育

施設の確認作業、幼稚園や保育所、認定こども園が新制度において、どの

ような施設に移行するのか、というものを市のほうで確認作業をしていく

ことになります。 

先月、9月に、市のほうで確認、9月時点での状況を確認いたしましたと

ころ、私立の幼稚園については、新制度には移行せず、現行の私学助成を

受けると伺っております。また、認定こども園につきましては現在、市内

に、4つ幼保連携型の認定こども園がございますが、1つの園は現行の幼保

連携型の認定こども園のまま移行すると伺っております。また、もう 1 つ

の園は、類型を変更した形で、認定こども園という形で移行すると伺って

おります。 

また、残りの 2 園については現状の認定こども園ではなく、認可保育所

と私学助成を受ける幼稚園という形で、平成 27年の 4月はそういう形にな

るというふうに伺っております。 

認定こども園を返上する園につきましても、新制度が固まった 2 年、3

年後にはまた、認定こども園への移行を考えていると伺っているところで

す。また認可保育所につきましては、全て新制度における施設型給付の対

象施設に移行するというふうに考えてございます。 

また、公立の幼稚園 2 園ございますけれども、こちらについては、新制
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度の幼稚園に移行する予定でございます。 

以上、4 点でございますが、保育課からの報告ということでよろしくお

願いいたします。 

議長（西崎 

会長） 

4 点ほどございましたが、一応報告ということでご了承いただければと

思います。 

夢川委員 公立幼稚園 2園は、新制度に移行するということではありますけれども、

保育料に関しては自治体のお金でやっているわけですから、8,000 円は新

制度に移行しても変わらないということですね。 

事務局（岡田 

学務課長） 

平成 27年度につきましては、現行のまま移行をさせていただくという状

況でございます。また、保育料につきましては、平成 28 年度に向けて平成

27年度中に検討するというスケジュールで考えております。 

夢川委員 よく保護者説明をよろしくお願いいたします。 

議長（西崎 

会長） 

よろしいでしょうか。平成 27年度検討ということです。一応報告という

ことでございますので、その他は皆さんのほうからございますか。 

柿沼委員 9 月のニュースでもあったと思うのですけれども、保育所の騒音問題で

保育所が訴えられたということが神戸のほうであったと思うのです。やは

り今、近隣問題、幼稚園・保育園ともにかなり厳しくなってきていると思

うのです。子どもの声が騒音なのかどうか、東京都等も、子どもの声が騒

音ではないという条例等も検討したりとか、条例が出来上がっているとこ

ろもあります。海外であればドイツなどは、子どもの声は騒音ではないと

いう法律もあるくらいです。これはすぐという話ではないですけれども、

私たちにとって子どもの声が騒音なのかどうか、久喜市の条例等で制定し

ていただけると、保育をする私たちもそうですし、子育てする保護者も安

心するのかなと思います。今、非常に厳しい状況に、保育所・幼稚園等は

置かれていますので、その辺ご検討いただければと思います。あくまで一

言です。 

齊藤委員 子育て支援新制度について、市民向けに説明会が 8 月に行われたと思い

ますが、今後の予定はありますか。 

事務局（中村 

保育課課長補佐

兼係長） 

新制度の説明会については、今のお話のとおりに、8 月の終わりに、各

地区ごとに計 4 回開催させていただきましたけれども、今のところ、今後

説明会を開催する予定は考えてございません。 

齊藤委員 分かりました、ありがとうございます。 

議長（西崎 

会長） 

なければ、その他も以上で終わりにしたいと思います。ありがとうござ

いました。 

司会（久保田 

課長） 

ありがとうございました。以上で、本日予定していた議事は終了いたし

ましたが、このあと、事業計画につきましては、若干の文言等の修正があ

ろうかと思います。ただ今ご意見いただきました内容を変更させていただ

いて、今後、パブリックコメント等をかけていきたいと考えておりますの

でよろしくお願いいたします。 
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それでは閉会に当たりまして、櫻井副会長にごあいさつを頂きたいと思

います。よろしくお願いします。 

櫻井副会長 本日は長時間にわたりまして、活発にご審議いただき誠にありがとうご

ざいました。今後、本日の意見、要望、それからパブコメの意見等々を踏

まえまして、よりよい最終案がまとまることを期待しながら閉会させてい

ただきます。 

本日はありがとうございました。 
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