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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 5 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 9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、久下みゆき委員、田口伸委員、吉山朗委員、夢川善裕委員、細

川敦子委員、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 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。よ

ろしくお願いいたします。 

西崎会長 皆さん、こんにちは。私はいつも 5 時半ごろに起きて、散歩をしている

のですけれども、けさは大変霧が出ていました。その後テレビを見ました

ら、この埼玉県の霧の発生というのは大変珍しいのだそうですね。大宮の

方の高層ビルの下に霧がかかって、ビルが幾つか向こうに見える程度、そ

ういうテレビの放映がありましたけれども、私が見た時はさほどでもなか

ったのですが、その後、いよいよ霧が深くなって、交通事情に何か影響が

あったようでございますが、今日はお忙しいところお集まりいただきまし

て、第 5 回の児童福祉審議会の開催をしたいと思います。内容的には重要

な内容があるかと思いますが、よろしくご審議のほどお願いいたします。 

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。 

本日配布させていただきました資料としまして、 

・久喜市児童福祉審議会次第 

・資料 1 としまして、子ども・子育て支援新制度における利用者負担（保

育料）について 
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・資料 1-1 としまして、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、新利用者負担（案） 

・資料 1-2としまして、 3号認定子ども（満 3歳未満）保育認定を受けた

子どもの現行の利用者負担、新利用者負担（案） 

・資料 2 としまして、久喜市保育所条例の一部改正等について 

・資料 2-1としまして、久喜市保育所条例の一部を改正する条例 

・資料 2-2 としまして、久喜市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条

 例 

以上、7種類になっております。 

この他、委員の皆様には、9 月の定例会で議決のありました条例を参考

にお配りさせていただきました。 

・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 

・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 

・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 

・久喜市保育の必要性の認定基準に関する条例 

以上でございますが、資料等はおそろいでしょうか。もし、お手元にな

い資料等がありましたら、お申し出いただきたいと存じます。なお、本日

配布をいたしました資料 1～資料 2-2 につきましては、大変恐縮ですが、

今後、議会に議案として提出を予定しておりますので、本日審議会終了後、

回収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、

お願い申し上げます。 

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、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、ご協力いただきたいと思います。 

先ほど、会議録の作成についてご説明がございました。事務局が会議録

を作成したあと、署名していただく方、代表の方 2 名ということで、名簿

順でいきたいと思います。本日は、萩原委員さんと竹下委員さんに署名を

お願いしたいと思います。 

それでは、早速、本日の議題に移りたいと思います。初めに、議事の１

「保育料（素案）について」を議題にしたいと思います。事務局からご

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 1・資料 1-1に基づき説明） 

議長（西崎 

会長） 

ありがとうございました。10月 2日に提案された保育料の見直しをして

まいりたいということで、審議会で話が出まして、それを基にして、事務
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局で、特に１号認定の保育料についての見直しをしていただいたわけです。

この表を見ましても、見直しの視点として 3 つほど挙げてありますけれど

も、これらを勘案して階層でいうと、所得割課税額の 21 万 1,201円の見直

し案では、前回よりも 2,200 円低く抑えて 2万 1,500 円。その積算につい

て、ただ今説明があったとおりでございます。この件について、何かご質

問、ご意見等ありましたら、お願いいたします。ございますか。 

柿沼委員 前回の会議で、出てきた案に対して厳しいこともお伝えしたかと思いま

すが、まずもって、見直しをしていただいて、このような案を出していた

だいたことを感謝しています。前回と同様、保護者のための制度ですから、

尐し不透明になりつつありますけれども、消費税財源を入れて、制度自体

は動きますから、制度が変わって、消費税増税を国民に課して、そして、

保育所利用料が上がるということはあってはならないと思うので、やはり

制度が動くということはどの利用者にとってもプラスに働くということが

大事になると思いますので、きちんと精査をしているわけではないのです

けれども、認可の形で納得できる数字なのかと思いますので、これだけ厳

しい財政の中、このような数字を出していただけた、その努力に対し敬意

を表したいと思います。以上です。 

議長（西崎 

会長） 

利用者側から見て、納得のいく保育料を考えていくということが大事で

あろうということで、見直していただいたわけですけれども、他にご意見

はございますか。 

前田委員 2 点お尋ねしたいと思います。1つは、久喜市の場合は、現行の水準を勘

案しながら、低い保育料を設定すると、これは、今、柿沼委員が言われま

したように、市民にとってはありがたい話だと思いますが、もし分かれば、

近隣の市、町の水準が、細かい数字ではなくて、アバウトな比較として同

水準なのか、久喜市のほうがより低いのか、若干高めなのか、その範囲で

教えていただければと思います。 

もう 1 つは、消費税増税の絡みも当然ありますが、市役所の中の財政当

局で、この保育料設定を認めるといいましょうか、支援するといいましょ

うか、当然そのめどがあってのこの話だと思いますが、その辺の感触を１

つ。 

その 2点、分かれば、教えていただきたいと思います。 

議長（西崎 

会長） 

2 点質問がございましたが、近隣の市町はどうなのか情報があればとい

うことです。もう１点が久喜市の財政上の問題ということでありますけれ

ども、事務局からお願いいたします。 

事務局（中村 

課長補佐兼係

長） 

それでは、1 点目の近隣の状況でございますが、保育料について近隣の

市町で公表している所というのは本当に尐ないです。越谷市だけが、今の

時期、保育所等で入所の申し込みがございますので、そのしおりの中で示

しているものがあるのですけれども、それもあくまで案という形で、今後、

金額変更があるという前提のもとに、越谷市は出しております。それを見
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ますと、5 階層の部分だけが、案ですと 2 万 3,000 円という金額が出てい

ます。他の階層につきましては、国の基準どおりの金額が出ていました。 

事務局（中村 

保育課長） 

では、2 点目の財政当局との調整ですが、こちらの保育料の設定に当た

りましては、財政当局とも調整を行っているところですが、本日お示しし

ました金額について、財政当局としては、やはり国基準に近い金額を希望

しておりますが、先ほど説明をしましたような形で、財政当局とも、この

金額で調整をしたところでございます。 

前田委員 いろいろご苦労が多いかと思いますが、私のイメージでいうと、外向け

よりは恐らく市役所の中の調整、財政当局との関係を含めて、かなり力技

なのかという気がしております。頑張っていただきたいと思います。 

議長（西崎 

会長） 

よろしいでしょうか。他にございますか。 

櫻井副会長 市の再検討の結果ですが、国基準をかなり下回っておりますので、当分

の間はこの額でやむを得ないのかなと受け止めたいと思います。 

議長（西崎 

会長） 

ありがとうございました。他になければ、この件については以上でよろ

しいでしょうか。 

では、1 号認定の保育料の設定については、以上で終わりにしたいと思

います。続いて、議事 2「久喜市保育所条例の一部改正（案）等について」

ということで、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 2・資料 2-1・資料 2-2に基づき説明） 

議長（西崎 

会長） 

ありがとうございました。いろいろな法令等の一部改正に伴う久喜市の

条例の改正ということで、1 つは、久喜市保育所条例の一部改正、それか

ら久喜市放課後児童クラブ条例の一部改正という、２つございました。こ

の件について、ご意見、ご質問はございますか。櫻井委員さん。 

櫻井副会長 名前が「指導員」から「支援員」に変わりましたが、この資格要件を参

考までに教えて下さい。 

それから、この場所は小学校ですよね。40 人から 80 人と倍になったこ

とで、ハード面で制約条件があるのか伺います。 

議長（西崎 

会長） 

支援員の資格の質問ですが。 

櫻井副会長 介護職員初任者研修修了者は可能かどうかということを教えてくださ

い。 

事務局（中村 

保育課課長補佐

兼係長 

支援員の資格でございますけれども、今日配布しております、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の 3 ペー

ジ、第 10 条で、支援員を置かなければならないとしておりまして、第 3

項の第 1 号から第 9号に支援員の資格を定めております。 

議長（西崎 今日、お手元に配っております、久喜市放課後児童健全育成事業の設備
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会長） 及び運営に関する基準を定める条例の中の 3 ページに、支援員の資格とし

て 9 項目出ております。 

事務局（中村 

保育課課長補佐

兼係長） 

ご質問の介護職員初任者研修修了者については、この中に含まれていま

せん。 

事務局（中村 

保育課長） 

もう 1 点の鷲宮東コミュニティセンター学童クラブの関係ですけれど

も、40 人を 80 人ということで倍の定員になりますが、当初はコミュニテ

ィセンター2 階の 1部屋で 40人ということだったのですけれども、この地

区がマンション等の建設により、児童が増えている地域になりまして、現

在は、もう 1部屋お借りして 2部屋で、80人近い人数の児童を保育してい

るところです。 

その 2 部屋のところを、今度は、コミュニティセンターの敷地の中に新

たに建設し、定員を 40人から 80 人に設定をさせていただくということで

あります。 

議長（西崎 

会長） 

ありがとうございました。他にございますか。 

柿沼委員 議案の先ほどの条例のところですけれども、ここで小学 3 年生程度では

なくて、6 年生まで見込んで、条例の改定がされたわけですけれども、そ

もそも放課後児童クラブの利用者がどんどん増えてくる中で、以前、頂い

た資料でも、これは、6 年生が利用することを考えると、現状の学童クラ

ブの数で足りる見込みで作っていく計画だったのでしょうか。どれくらい

を見込んでいるのでしょうか。女性が今、社会進出をしたり、フルタイム

就労の方もどんどん増えていっている中で、うちの園のほうでも、やはり

都心部まで通われる共働き世帯の方も多いので、小 1 の壁という部分もあ

りますし、やはり小３の部分で、4 年生になったら行き場がないので、仕

事をやめざるを得なかったり、短時間労働にしたりということが増えてい

るように感じるのですけれども、今後こういうふうに条例を変えていくと、

6 年生まで預かれるという形を求められるのだと思うのですけれど、今現

在の放課後の量と計画の見込みとその辺のバランスというのはどのように

お考えでしょうか。ニーズが増えた時には計画して、改正の予定があるか

ということをお聞きしたいです。 

議長（西崎 

会長） 

この条例改正によりまして、3 年生から小学校に就学している範囲に広

げますと、高学年の利用者数の推移というのはどのように把握しているか、

それに対応しての施設の整備を今後どのようにやっていくかということで

すけれども、いかがでしょうか。 

事務局（中村 

保育課長） 

ただ今ご説明いたしました条例上では、小学 1年生から 3年生というこ

とになっておりますが、現状といたしましては、既に 6 年生まで各クラブ

とも受け入れをしている状況でございます。こちらについては、来年度の

入所について、年明けに各クラブの運営をしています指定管理者が入所の
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説明会等を行う中で、6 年生までお預かりしていますということのご案内

をしております。今回条例改正をして、規則上きちんと就学児童 6 年生ま

でとなるわけでございますが、現行としてもう既に 6 年生までお預かりし

ている状況なので、特段これによって大きく増えるとは考えていないとこ

ろです。 

柿沼委員 わかりました。 

議長（西崎 

会長） 

現在も 6年生が入っているという状況があるようです。 

竹下委員 40 人くらいまでは放課後児童クラブという呼名がふさわしいと思うの

ですけれども、80人ともなりますと、放課後児童クラブと申しましても、

もう小さな学校くらい人数が多いと思うのですね。しかも、それが 1 年生

から 6 年生までになると、お部屋割りを年齢別に分けるのか。あるいは 1

年生、2年生、3 年生、4年生、と縦で分けて、家庭的な保育を、6年生の

お兄さんやお姉さんが 1 年生の面倒を見るんだよというようなクラス編成

にするのか。あるいは、年齢で 1・2・3 年生、あるいは 4・5・6 年生とい

うふうに分けるのかとか。80人に増やすからには、部屋割りは 2クラスと

か 3 クラスに分けて、適正規模を保つというところまで条例でやっておい

たほうがよろしいのではないでしょうか。年齢が違いますと、全然教育の

仕方も違うと思うのですよね。その面ではどのように考えていらっしゃる

のか。80人 1クラスでは、全部、一緒に見られないと思いますし、これを

3 クラスくらいに分けないと、安全面でも子どもたちの安全が保障されな

いかという感じがするのですけれども、この辺はどのようなお考えでいら

っしゃるのでしょうか。 

議長（西崎 

会長） 

80 名という大きな児童数の中で、1 年から 6 年までとなりますと、それ

をどういうふうに分けるかという基準みたいなものがどのようになってい

るのかということですけれども、事務局からお願いします。 

事務局（中村 

保育課長） 

それでは、先ほどご覧いただいた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となる条例をもう一度見ていただきたいのですが、

こちらの 4ページの第 10条の第 4項の一番下のところで、1つは、支援の

単位を構成する児童の数はおおむね 40人以下とするという形で、先日制定

した条例でうたわせていただいております。確かに、80 人を一緒にという

ことですと、やはり今、委員さんがおっしゃられたように、年齢とか学年

とかそういったところで安全な学童保育ができないということも懸念され

ますので、国でも基準として掲げております、おおむね 40人以下というの

を 1 つの支援の単位ということで考えてございます。今、建設しておりま

す東鷲宮小の学童クラブですが、部屋ごと 2 つに区切れるようにしてござ

いまして、40人、40人という 2つの活動単位に分けられるようにしてござ

いますので、80 人という定員でございますが、実際の活動については 40

人の規模で行うという形で考えております。 
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その分け方につきましては、現在でもそれぞれの学童の地域性がござい

ますので、特に「1・2・3年生で分けてください」「4・5・6年生で分けて

ください」ということでは決めておりません。支援員さんを中心に、半分

程度になるような形で分けていただくように調整をしているところであり

ます。定員上は 80人という形ですが、実際の活動単位は、おおむね 40 人

以下と考えておりますので、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。80人ですけれども、40人を 1つの支援の単位とい

うことで、部屋もそういうふうに設計しているということです。80 人を 4

0 人、40 人に分ける方法については、特に記載はないのですね。それは運

営に関わる内容になってくると思うのです。特に、2 つに分けていい場合

と、一緒にしたほうがいい場合と、いろいろあると思うのです。だから、

一概にこうしてクラス分けをしますよと、小学校みたいな形でやるという

ことではプラスマイナスがありますので、その辺は各クラブの運営の在り

方で進めていくのがよろしいのか、考えなくてはいけません。例えば、6

年生が 2 人くらいいるというくらいでは、分けて、高学年のほうのグルー

プが 30人くらいしかいなくて、あと低学年の子が多くいるということでは

うまくないし、高学年がまたガキ大将的な存在になって、下の子どもたち

を指導するという立場からすれば、縦割りのほうが具合のいい場合がある。

また、遊びの場合でも、高学年の遊びと低学年の遊びには違いがあります

から、それによって分ける場合もある。ですから、その時その時に応じて、

子どもの編成クラスを考えていくのがいいのかなと考えております。 

柿沼委員 放課後児童クラブについて、2 ページの第 8 条の第 2 項に、資質の向上

のための研修の機会とうたってあります。特定保育の方では見つからなか

ったのですけれど、研修の機会というのがあるかと思うのです。この研修、

所管が久喜市になるかと思いますので、この研修は久喜市の方で何らかの

機会を設けるのか。それとも、都道府県やそういったものを活用してとい

うことなのか。監査のときなどこの辺が関わってくるのかと思うのですけ

れども。ここに対する何か明記しないまでも、監査のときには何らかのこ

ういう研修というものは考えられているのかというのが１点。 

もう 1 点ですけれども、今度、新制度に入るということで、運営規定だ

とか重要事項説明だとか、そういったものが、保育の契約のなかで出てく

るかと思うのですけれども、条例にも運営規定だとか、そういったものが

あって、保護者の方にも重要事項説明として、それに準じた内容というも

のも提示されることになるのかと思うのですけれども、これは何かひな型

みたいなもので、久喜市の全部の施設がそれに合わせるようなものが考え

られているのか。それとも、各施設がここの条例の中の項目を満たしてい

ればいいというような判断でよろしいのか。保育認定を受けられた後は、

もうそろそろ保護者との契約というようなことをどの施設でも行ってくる

かと思うのですけれども、その辺をどのようにお考えなのかお聞かせ願え
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ればと思います。 

議長（西崎 

会長） 

はい。2つありましたが。 

事務局（中村 

保育課課長補佐

兼係長） 

先に研修の関係でございますけれども、現在、市内で学童を行っていま

すが、市で特に研修会を開いてというのはございません。現在、埼玉県で

も、そういった学童の研修を開いておりまして、年間 2 回か 3回くらいで

したか、照会があるときには、各指定管理者にはご案内を差し上げて、参

加をお願いするような形にはなっているところです。これにつきましても、

そういった形での研修になるかと考えてございます。 

2 つ目ですが、今、公設のみの学童になっていますけれども、今後、条

例に合った形で民間の学童ということも出てくるかとは思っております。

 また、現在、指定管理者にお願いしておりますので、そこら辺の条例の

事項に基づいて、何らかの形でお示しできればと思ってはいるのですけれ

ども、現在、特に国、県から、これに関しての情報というものはございま

せん。ただこれは本市だけではなくて、全国同じ趣旨の条例を作っていま

すので、情報を集めながら、方法について考えていきたいとは思っており

ます。 

議長（西崎 

会長） 

よろしいでしょうか。他にございますか。なければ、一部改正の案につ

きましては、以上で終わりにしたいと思います。 

議事 3「その他」ですけれども、皆さんから何かございますか。では、

事務局のほうからお願いいたします。 

事務局（久保田

課長） 

特にございません。 

柿沼委員 「その他」で 1 点だけよろしいですか。前回と同様の話ですけれど、音

の問題について、ここの場を借りて、ぜひ条例を作っていただけたらあり

がたいと。保育所が騒音になってしまって、神戸のほうだと、斧を出され

たりとか、園運営に対して、非常に子どもに対して危険が出てくることが

いろいろな所で聞かれてきますので、条例か何かで、それがどれくらい効

力になるのかはわかりませんが、子どもの声は騒音ではなくて、育ちの声

だというようなものが市民に広まるといいなというのが 1つです。 

もう 1 つは、地方創生の話が出ているのですけれど、尐子化対策もそこ

に入っているので、もし久喜市に、地方創生ということで何かお考えがあ

れば、人口減ですから、何らか、もし民間でお手伝いできることがあれば

ですけれども、地方創生の中で尐子化対策というものを尐し頭のどこかに

置いていただけたらありがたいと思います。以上です。 

櫻井副会長 現状で苦情を寄せられるのですか。 

柿沼委員 現状はないです。現状はないのですけれども、うちの場合は郊外のほう

ですから、市街地のほうの園だとか、他の所であると、やはりいろいろな

方がその相談に来られます。落ち葉一つでもそうですし。そういったトラ
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ブルから、子どもが危険になると、それこそよくないと思いますので。 

議長（西崎 

会長） 

ご意見として、承りたいと思います。他にございますか。 

なければ、以上をもちまして、予定した議事を終了させていただきます。 

司会（久保田 

課長） 

ありがとうございました。以上で、本日予定しておりました議事は終了

いたしました。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

と存じます。 

櫻井副会長 本日は、おかげ様で円滑かつ効率よく進めることができました。誠にあ

りがとうございました。これをもちまして、閉会とさせていただきます。 

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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