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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 

子育て支援課

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 6 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 12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、竹下成子委員、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います。また、柿沼平太郎委員におかれま

しては、尐し遅れるとのご連絡を頂いています。 

続いて、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。 

西崎会長 皆さん、こんにちは。今日は大寒ということですけれども、春、3 月の

くらいの暖かさで、大変過ごし良い季候になりましたけれども、また、あ

した、あさってから寒くなるようですから、十分体調を整えることが大事

なのかなと思います。また、現在、日本では、日本人の人質事件というこ

とで、大変な事件になっております。そのことに対して、私たち一人一人

がどうすることもできませんけれども、大変心配な事件が起こっていると

ころでございます。 

本日は、第 6 回の児童福祉審議会ということでお集まりいただきました。

内容は、久喜市子ども・子育て支援事業計画の最終審議ということになる

かと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。 

司会（久保田 

子育て支援課

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。 

・(資料 1)  （仮称）久喜市子ども･子育て支援事業計画（素案）に対す

る意見募集の実施結果 

・(資料 2)  （仮称）久喜市子ども･子育て支援事業計画（案）につい
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て（答申）案 

次に、本日配布させていただきました資料でございます。 

・久喜市児童福祉審議会次第 

・(資料 3)  久喜市立保育所保育料等徴収条例（案）について 

・(資料 3-1) 久喜市立保育所保育料等徴収条例（案） 

・(資料 3-2)  久喜市教育・保育に係る保育料に関する規則（案） 

・(資料 4)   子ども・子育て支援法に基づく利用定員の設定について 

・(資料 4-1) 教育・保育施設利用定員の県協議（案） 

以上、8 種類となっております。以上でございますけれども、よろしい

でしょうか。 

なお、本日配布しました資料 3と資料 3-1、3-2、資料 4と資料 4-1につ

きましては、今後、議会に議案として提出を予定しておりますので、大変

恐縮ですけれども、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、お持ち帰りいただかないようにお願い申し上げます。 

また、本日の会議ですが、進行状況に応じまして、議事の途中で次第 4

の答申を挟ませていただくことがございます。ご協力をお願いいたします。 

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、議事に入らせていただきたいと思います。 

最初に、先ほど事務局から、会議録の作成についての説明がありました。

事務局が会議録を作成したあとに、代表 2 名の方に署名をしていただくわ

けですけれども、前回は萩原委員と竹下委員さんにお願いしましたが、名

簿順ということで、今回は夢川委員さんと私、西崎を署名人としたいと思

います。 

それでは、本日の議題に移りたいと思います。議事 1「市民意見提出制

度（パブリック･コメント）の結果について」、事務局から説明を頂きた

いと思います。 

事務局（折原 

子育て支援課担

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。ただ今の説明につきまして、ご意見等があり

ましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。 

委員一同 異議なし。 

議長（西崎 

会長） 

ありがとうございました。続きまして、議事 2「（仮称）久喜市子ども･

子育て支援事業計画（案）の答申（案）について」、事務局のほうから説

明を頂きたいと思います。 

事務局（折原 

子育て支援課担

（議事 2について資料 2に基づき説明） 
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当主査） 

議長（西崎 

会長） 

ありがとうございました。今まで、全部合わせると 9 回くらい、この審

議にあたってきているかと思いますが、ただ今の説明で何かご意見等ござ

いますか。何か、これに付け加える意見等がございましたら、お願いした

いと思います。なければ、承認いただけますでしょうか。 

委員一同 異議なし。 

議長（西崎 

会長） 

承認いただけたものといたしまして、この答申の（案）を取っていただ

きたいと思います。 

この答申につきましては、先ほど説明がございましたが、4 番の答申の

ところで、市長さんに答申をしていきたいと思います。この答申は、27年

度から平成 31年の 5年間を期間とする計画ですが、いずれにしても計画書

ですから、年度毎に、実際にどう実施されているのか、あるいは今後の見

通しからして、不都合が起こるというようなことがあれば、年度毎に検証

をしながら改善していくということも考えられるだろうと思います。この

辺は、また事務局で十分考えておいていただければと思います。 

続きまして、議事 3「久喜市立保育所保育料等徴収条例（案）について」、

ご説明いただければと思います。 

事務局（中村 

保育課課長補佐

兼係長） 

（議事 3について資料 3、3-1、3-2に基づき説明） 

議長（西崎 

会長） 

ありがとうございました。議事の途中ですが、ここで、次第 4の「答申」

に移りたいと思います。今、説明していただいた議事の 3 の内容について

は後ほど、ご意見をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

それでは、暫時休憩とさせていただきます。 

 （休憩） 

（市長入室） 

議長（西崎 

会長） 

それでは、会議を再開したいと思います。 

司会（久保田 

子育て支援課

長） 

それでは、次第の 4「答申」でございます。児童福祉審議会委員を代表

いたしまして、西崎会長から田中市長へ答申をお願いしたいと存じます。 

会長、市長、よろしくお願いいたします。 

議長（西崎 

会長） 

（市長へ答申） 

司会（久保田 

子育て支援課

長） 

ありがとうございました。続きまして、田中市長よりお礼のごあいさつ

を申し上げます。よろしくお願いいたします。 

田中市長 皆さん、こんにちは。改めまして、久喜市長の田中暄二でございます。

ただ今、西崎会長から「久喜市子ども・子育て支援事業計画」（案）に

ついての答申を頂いたわけでございます。2 年間にわたり慎重なるご審
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議を頂きまして、誠にありがとうございました。厚くお礼申し上げます。 

本計画につきましては、妊娠・出産期から小学校入学後の学童期までで、

切れ目のない子ども・子育て支援を社会全体で行い、子どもが健やかに成

長できる環境を一層充実させることを目的といたしまして、平成 24 年 8

月に公布された子ども・子育て関連 3 法に基づく子ども・子育て支援を計

画的に実施するため、市町村に策定が義務付けられたものでございます。 

策定に当たりましては、子育ての当事者等の意見を反映する必要があり

ましたことから、本審議会へ諮問させていただいたわけでございます。当

初予定しておりました回数を超え、ときには予定時間を超えてご審議いた

だいたこともあったと伺っております。慎重審議を頂き、あらためてお礼

申し上げます。誠にありがとうございました。 

私から改めて申し上げるまでもなく、我が国における尐子化は近年急速

に進んでおりまして、本市の平成 25 年の合計特殊出生率も、平成 24年の

1.09から 0.02ポイント上昇したものの、依然 1.11と低い水準でございま

す。急速な尐子化の進行は、子どもたちが集団の中で遊ぶ機会やお互いに

切磋琢磨する機会が減尐し、子どもの自主性や社会性が育ちにくいなどの

影響が懸念されるだけではなく、我が国の社会保障制度の根幹を揺るがす

ものでございます。このことから、尐子化対策は、本市も含め、我が国が

今後もさらなる発展を続けていくためにも、喫緊に対応すべき重要な課題

であると認識いたしております。もっとも、これは我が国だけではなく、

世界の先進国と言われる国々も含めて共通の課題でございます。 

本市におきましても、新制度開始に先駆けまして、久喜市立すみれ保育

園及びさくら保育園の新園舎の開設、あるいは学童保育の整備を図ってま

いりました。また、中学校卒業までの入院や通院における子ども医療費の

無料化を継続するなど、安心して子どもを産み育てられる環境整備に取り

組んでおります。 

尐子化の要因は、家族観や結婚観の変化に伴う晩婚化や未婚化、非正規

雇用の増加、仕事と子育ての両立が難しい職場環境、さらには核家族化や

尐子化による地域連帯感の希薄化等によりまして、身近な人からのサポー

トが受けにくくなっている状況など、さまざまな要因が複合的に作用して

いるものであると考えられ、行政や関係者などが取り組むだけではなく、

日本の将来を左右する重要な問題として、国民一人一人が考えていかなけ

ればならない課題でもございます。また、47都道府県で、地域によってこ

の合計特殊出生率の傾向が若干違うということも実態としてございます。 

本日、当審議会よりご答申いただきました「（仮称）久喜市子ども・子

育て支援事業計画」案に基づき、これまでの施策に併せ、駅前保育所の整

備、あるいは病児・病後児保育の実施をはじめとするさまざまな子ども・

子育て支援を、これまで以上に市民や地域の皆様との協働のもと推進し、

本市の子ども・子育て支援のなお一層の充実を図ってまいりたいと存じま
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す。 

結びに、本計画の検討にご尽力を賜りました児童福祉審議会委員の皆様

に対し、改めて深くお礼を申し上げますとともに、引き続き、ご指導、ご

協力を賜りますようお願い申し上げまして、答申に当たってのお礼のごあ

いさつとさせていただきます。誠にありがとうございました。 

司会（久保田 

子育て支援課

長） 

それでは、大変恐縮でございますが、市長におかれましては、このあと

公務がございますので、ここで退席をさせていただきたいと思います。 

 （市長退席） 

議長（西崎 

会長） 

それでは、議事を再開したいと思います。先ほど、説明を頂きました議

事の 3 の内容につきまして、何かご意見、ご質問等ありましたら、お願い

したいと思います。 

夢川委員 保育料の算定についてですけれども、今までは、標準時間と短時間に分

かれていなかったのです。当然、標準時間が 11時間、短時間が 8時間とい

うような形になります。 

そうすると、8 時間を超えて標準時間をやる部分につきましては、それ

だけ経費がかかるわけですから、本来は尐しずつ保育料の金額が上がって

しかるべきだろうと、私は常々思っていたのです。それが、その 3 時間の

差がほとんど変わらないという部分は、園を経営する側からしますと、職

員は 8時間労働で、11時間働かせるためにはそれ以上の経費がかかるとい

う実例を、やはり考えていただかないといけないのかなと。これは国の基

準にのっとっていますよということですから、国がそれでやれということ

だとすれば、国にもう尐し考えてほしかったというのがございます。 

それから、もう 1 点、短時間保育の子どもたちが延長保育を利用した場

合は、30 分当たり 100 円、月決めでは 30 分 1,000 円という説明がありま

した。3 時間利用すると 1 カ月に 6,000 円かかるわけです。そうすると、

標準時間を利用したほうが安くなるわけです。そうすると、8 時間で仕事

ができるのに、6,000円払うよりも安く 11時間預かってくれるのだったら、

そちらのほうが得ではないかという矛盾した考えを持つ保護者も出てくる

のではないかという部分があります。そこら辺も考えていただきたいと思

っております。 

それから、もう 1 点は、子育ては保護者が仕事をしている、していない

に関係なく、労力というのは変わらないはずなのです。ですから、こちら

の子ども・子育て支援事業計画の案にも出ていますけれども、私立幼稚園

に通っている子どもたちは幼稚園就園奨励費補助事業というものがありま

して、これを周知し利用の推進を図りますと言っているわけですから、仕

事をしていなくても、幼児教育を受けさせている保護者の就園奨励費とい

うのは、これだけお母様方に久喜市は向いているのですよというのをきち

んと周知して、同じ条件であれば「ああ、こちらでも大丈夫なんだ」とい
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うことが分からないと、やはり不公平感が出てくるのではないかと思いま

す。 

先ほど、市長のあいさつにもあったように、尐子化は止まらず、子ども

は増えないわけですから、結局は施設がだぶついてくるというのは出てく

るわけですね。ですから、そこの部分で、きちんと手当てをするところは

手当てをして、それで、削減するところ、あるいは、頂くものはきちんと

頂いて、市民を公平に、育てやすい久喜市にしていただくということが必

要なのではないかと思っております。 

そこの部分を、きちんと整合性を説明できるようにしていただいて、答

申が終わっても、何年かたって、平成 30年くらいには、やはり久喜市の保

育料はこうやらないとおかしいといったときには、勇気を持って変える必

要があると私は思っております。よろしくお願いいたします。 

議長（西崎 

会長） 

保育料の件でありますが、標準の 11時間、短時間の 8時間で、8時間で

預かり保育をやっていくと 11時間でなくても済んでしまうという、その辺

の差が出てくる可能性がある。それから、保育料等につきましては、公立

でも私立の場合でも、やはり市民にとって公平性のある保育料ということ

を考えていく必要があるだろうというご意見でございますが、この点につ

いては、事務局のほうは、意見として伺っておくということでよろしいで

すか。 

事務局（中村 

保育課長） 

ご意見としてお伺いしたいと思います。 

議長（西崎 

会長） 

他に、ございますか。 

梅原委員 今、夢川委員から、8 時間、11 時間の話があったのですけれど、市民の

利用する側からすれば、やはり 11時間というほうが、通勤等の時間を考え

ると大変ありがたいのだろうと思うのです。その点、住民意見でも、そう

いう意見があったということで、よろしくお願いします。 

夢川委員 パブリック・コメントの中でも、「子どもが主役」という言葉がいかが

なものかというのがありましたが、原案どおり「子どもが主役」という言

葉を使っているわけです。 

そうすると、11時間預けられた子どもが主役なのかというのが、いささ

か疑問なのです。確かに、8 時間労働の中で勤務時間とかを入れると、11

時間がサービス的には子育て支援になるのかもしれないけれども、子ども

が主役ということであれば、やはり、子どもを子育て中の場合は 8 時間の

中で子育てができるという社会づくりを目指すというのが、優しい久喜市

だというふうに私は思います。大人だって、8時間労働の週 40時間で、そ

れ以上は労基法で駄目なのですから、では子どもは 11時間預かっていて、

労働基準局に子どもは訴えていけないでしょう。 

そういうことを考えると、「子どもが主役」という言葉を使っているの
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だったら、そこら辺をきちっと考えて、やはり、子育てがしやすい本当の

社会というのはどういうものかということを、ぜひ頭のいい方がしっかり

考えていただきたいと思います。我々は現場ですから、きちんとした質の

高い教育・保育をしていくというのが常だと思っております。 

議長（西崎 

会長） 

他にご意見はございますか。 

梅原委員 今、「子どもが主役」ということで話があったのですけれど、子ども一

人一人が主役ということは、その保育・教育の中身でもできるわけです。

それが 8 時間であるからとか 11時間であるからとか、そういう考え方でこ

れを考えるのはどうなのかと思いましたので発言させていただきました。 

やはり、世界を見ても分かるように、社会主義国から資本主義国、いろ

いろな国がありまして、社会主義国では子どもを実際に社会が預かって、

育てているわけです。そういうときに、では、そういう制度の中で育てら

れた子どもというのは主役になれないのか。そうではないだろうと思うの

です。その子どもが置かれた立場とか場所の中で、どうやって子どもが主

役として活動できるかを考えていくのが、私たち大人の考え方、方向なの

ではないかと思うのですけれど、そのような考えもあり、夢川委員のよう

な考えもあるということで、先ほどから聞かせていただいております。 

議長（西崎 

会長） 

時間と保育内容との関わりもあるようなご意見でした。他にございませ

んか。 

私のほうから、現場の保育園、幼稚園に関わる先生方にお聞きしたいの

ですが、11時間保育と 8時間保育といった場合に、保育内容、教育内容と

いうのは変わるのでしょうか。 

夢川委員 まず幼稚園は、4 時間を適当とするという幼児教育の決まりがあります

から、その 4 時間の中で、就学前の子どもたちがある程度家庭から離れて

緊張した集団生活をするというのが 4 時間なのです。ですから、8 時間の

中では、その 4 時間を超えた部分は家庭的な雰囲気の中で、お昼寝だった

り、おやつだったりなどという部分があります。それを 11時間に延ばした

場合は、果たして、8時間から 11時間で、たかが何千円の補助単価が上が

った程度で、質の高い保育ができるかというのは、いささか疑問があると

思います。 

梅原委員が言ったように、子どもが主役というのは置かれた立場ではな

いというのは重々分かりますけれども、やはり、子どもが主役のきちんと

した保育をするためには、それなりの環境設定をしていくというのが当然

必要だと思います。そうすると、ない袖は振れないわけですから、きちん

とした環境設定をするための、子育てがしやすいまちづくりを考えていく

ためにはどうしたらいいかということを、我々は判断していかなければな

らないと思います。 

議長（西崎 ありがとうございます。他にございますか。 
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会長） 

柿沼委員 やはり、11時間開所と 8時間保育というのをきちんと整理して、お母様

方も理解されるということが一番大事だと思います。 

11 時間保育ということではなくて、あくまで 11 時間開所ですから、フ

ルタイムの方が 8 時間労働して 1 時間休憩とすると、9 時間拘束で、この

辺りだと 1 時間、1 時間の通勤があって、11時間預かりましょうというの

が基本的だと思うのです。それは、子どもが 11時間ないし 10時間、12時

間預けられているということではなくて、やはり、今は昔と違って、1 億

総中流家庭みたいな、専業主婦が多いということではなくて、子どもとい

たいけれど働かざるを得ない方もたくさんいて、また、その方が女性であ

っても男性であっても、自己実現をしていくという社会ですから、その中

で考えていくということは、やはり、フルタイムでずっと働き続けられる、

また、育休・産休を使って、時短を使っていける世の中、そして、ワーク・

ライフ・バランスが図られていることということが大事になっていくと思

うのです。 

ワーク・ライフ・バランスのことに関しては、国も都道府県も市町村も

ご努力をして、企業や社会と一緒にやっていかなければいけないことだと

は思うのですけれども、その 11時間、長時間になってしまうという事実は、

今のこの日本の社会ではあり得ることだし、その中の、11時間預かる中で

の時間的な部分を現場できちんと考えていくという、今、夢川委員がおっ

しゃったように、ずっとカリキュラム的なことでやっていくのか、それと

も家庭的と同じものなのか。私などは、この新制度がこれだけ国が財源を

入れて、そして、消費税が先送りになったといっても、どのメニューも全

て 7,000 億円分の満額スタートができるように国はして、それは、国がこ

の子ども・子育てに力を注ぐのだというメッセージだと思いますので、こ

れを、事業者だとか個人の利益だけにするにはもったいないと思います。

下手をするとこの事業計画も、最後にあります、PDCAサイクルをきちんと

して、見直しの時期、そして見直しの期間、見直しの内容というのをしっ

かりしていかないと、この事業計画はただ作っただけのものになってしま

いますから、それとともに、この中身には多様なものが入っていて、素晴

らしい内容になっていると思いますので、これをどうネットワークで結ぶ

かということだと思うのです。 

これ以外のところでも、例えば小学校との接続、小・中の接続、また、

特別支援、障害を持っているお子さん、そういった療育機関等との接続だ

とかというものも、この接続は事業者とか個人でできるものではないので、

行政の方が中心となってこのネットワークづくり、久喜市のこの事業計画

の中にある内容のネットワークづくりは、これから行政の方に求められる

ものだと思います。財源というのは限られていますから、今ある財源で、

そして、この事業計画の中のものをどうつなぐかによって、例えば 11時間
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の問題も、8時間、9時間のあとはファミリー・サポート・センター事業と

か、そういったものと組み合わせながら尐しやったならできるとか、そう

いうアイデアというのは出していただいて、そして、この会議でも見直し

をきちんとして、実現していくということが、子どもの利益につながるの

ではないかと思うのです。 

やはり、子どもは保護者が充実していなければ、保護者が窮屈な状況で

いれば、一緒にいても虐待が起こるかもしれないし、また、苦しくなって

子どもがどんどん、どんどん疲弊していったり、子どもの貧困問題も取り

ざたされている中ですから、であれば、子どもというものはもちろん大事

にする、子どもといる時間は大事にするけれども、保護者のほうも自己充

実をしていって、保護者の精神状態も、また、生活も安定していかなけれ

ば、子どもの生活にそれは比例するものだと思うので、そこの辺りも、こ

の支援計画の中で、またネットワークの中できちんとやっていかなくては

いけないと思うのです。 

だから、これを、保育とか家庭だけの問題だけではなくて、社会全体に

と市長さんも言われたとおり、久喜市の事業計画全体で、前を向いて、そ

して見直して、PDCAサイクルを繰り返しやっていく。そして、埼玉県ない

し日本に誇れる市になっていただければいいなと思います。 

議長（西崎 

会長） 

ありがとうございます。11 時間あるいは 8 時間の保育内容を、平成 27

年度以降、十分検討して、保育の充実と、併せて、保護者自身が充実して

いかなければならないといった、そういう方向で、また、この事業計画を

見直すということを考えていけば、この答申の中にもありますが、進捗状

況の点検・公表というのがあります。マネジメントサイクル、いわゆる PD

CAサイクルを通して改善、充実を図っていくという、これが大事なことだ

ろうと。実際に動きだすと、いろいろな問題が起こってくるだろうと思い

ます。それについて、またこういう審議会等で十分審議して、子どもたち

が主役になる久喜市の保育のあり方を検討していくことが大事だろうとい

うことでございます。 

他にございますか。なければ、議事 4「子ども・子育て支援法に基づく

利用定員の設定について」です。お願いいたします。 

事務局（中村 

保育課課長補佐

兼係長） 

（議事 4について資料 4、4-１に基づき説明） 

議長（西崎 

会長） 

ありがとうございました。利用定員の設定についての説明でございます

が、ご意見等ございますか。 

夢川委員 これはもう決まりですので、このままで仕方がないと思うのですけれど

も、この事業計画の 44ページを見ますと、幼稚園に入れるのは、1号認定

と認定こども園の 1 号認定のところにマルが付いているのです。では、2

号認定は幼稚園に入れないかというと、全くそんなことはないのです。で
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すから、働いているお母さんでも幼稚園に入れないということは全くない

のですけれども、マルの付け方がこのようになってしまっていますから、

見方によっては、仕事をしている人は幼稚園に入れないと思われてしまう

という部分が出てくるかなと思います。 

それと、あと、3 号から 2 号になったときに、基本的には、下から上が

ってくるわけですから、枠が多くないとあぶれてしまうのではないですか

というのがあるので、県の指導で、大体、3 号が 40 人だったら 2 号は 40

人以上の枠にしなくてはいけないということになりますけれども、2 号は

幼稚園でも入っていいわけですから、基本的に、仮に 200 人の定員の幼稚

園がみんな 2 号の人でもいいわけです。ということは、枠はいっぱいある

のです。それなのに、ニーズはどうのこうのとかと言うと、枠が足らない、

足らないといって、安易に 2 号や 3 号の枠を増やすということは、無駄遣

いというか、無理があるのではないかと。尐子化が進んでいる中で、5 年

先の時に、またきちんとした考え方をしないと、枠だけいっぱいあって、

共倒れになってしまうという危険性があるというところだけ、よくご理解

いただきたいと思っております。 

仮に、私どもの園で、手前どもの説明で恐縮ですけれども、エンゼル東

保育園の子どもたちが 3 歳になって、仕事をしているお母さんが園に入れ

ないかというと、全員幼稚園に入っても何の問題もありません。 

ただ、幼稚園はあくまでも教育施設ですから、11時間開所をやっていま

すけれども、延長保育も入れると 12 時間開けていますけれど、12 時間子

どもを預けるためには、預かり保育代というのがかかります。そうすると、

預かり保育代がかかるというところだけ違うのですけれども、子育てをし

ているお母さんが、仕事をしていようがしていまいが、子どもにかかる経

費というのは同じなのに、なぜそこで差をつけるのだろうというのがすご

く疑問なのです。幼稚園に上がっている子どもだって、仕事をしているお

母さんが預かり保育を利用すれば、それに対する部分の、きちんと見合っ

た補助をしていただければ、無理に保育所の枠を広げてやらなくても、質

の高い 

教育というのはできるのではないかと、私は常々思っています。 

議長（西崎 

会長） 

ご意見として承っておきたいと思います。 

他にございますか。よろしいでしょうか。 

柿沼委員 質問ですけれども、この利用定員の設定の見直しは、どれくらいの期間

で考えられているのですか。先ほどの PDCAの問題もそうなのですけれど、

あまり大きく変わるということは、住宅が建つとかそういったことがない

限りは、ないと思うのですけれども、どれくらいで考えられているのでし

ょうか。 

あともう 1 つが、広域利用の関係は、この「市内確保の内容」というの

は、市の事業計画は市内で、全部これで確保されたということの解釈でい
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いのか。そうすると、今、広域利用されているところというのは、ここに

載ってこないものなのか。どのように考えたらいいのか、ここが質問です。 

事務局（中村 

保育課課長補佐

兼係長） 

利用定員の見通しの関係でございますけれども、利用定員については、

基本的には、認可定員が利用定員ということになっておりますので、施設

整備等で定員が変わってくれば、見直しというのは出てくると思っていま

す。 

また、恒常的に利用人数が尐ないという場合については、認可定員の中

で下げることは可能になっていますので、場合によっては、幼稚園さん部

分のほうが新制度に移行された中で、子どもの数が減ってくるとなると、

給付の関係も出てきますので、その辺で見直しはせざるを得ないかなとは

思っていますので、期限的に何年に一度とかというわけではなくて、各施

設の状況等を踏まえながら、利用定員の見直しはやらなくてはいけないと

思っています。一応、これは県のほうの協議という形になっていますので、

利用定員を変更する場合でも、やはり審議会のご意見とか検討が必要にな

ってくるかと思います。その期限に間に合うような形にやらなくてはいけ

ないというふうになっておりますので、例えば幼稚園さん部分については、

当然、募集が始まる前に照会の手続きが必要となりますので、そちらの手

続きについては、また随時相談を受けながら対応していきたいと考えてお

ります。 

事務局（折原 

子育て支援課担

当主査） 

先ほど、広域利用の関係のご質問があったかと思いますけれども、計画

書には、市内の方が市外の施設を利用している場合、または市外の方を受

け入れている場合があるかと思いますけれども、その広域利用の数字も反

映されております。ただし、反映するに当たりましては、相手方の市町村

との協議の上、載せるということになっていることから、実際に利用はあ

っても、相手方との協議の関係で数値としては載せられないという部分も

あります。 

夢川委員 3 ページの利用定員を見ますと、中央幼稚園とか栗橋幼稚園は 198 人と

か 120 人とかになっていると思うのですけど、特に中央幼稚園などは、実

際には利用人数は 198 人まではいないと思うのです。しかし、施設型給付

になるわけですから、そうすると 198 人分の規模のところの基準額になる

というふうに酌んでいいのでしょうか。逆に、198 人の規模なのだけれど

も、実際には実員は 120 人だから、120 人に下げたほうが給付の率は高く

なるから、そちらのほうが得でしょうというような市のお考えはあるのか

ないのか、いかがでしょうか。 

事務局（中村 

保育課課長補佐

兼係長） 

給付の考え方でございますけれども、先ほどの、利用定員については、

認可定員イコール利用定員という考え方なのですが、利用されている状況

を踏まえて、認可の定員の中であれば、下げることも可能となっておりま

す。実際の、公立の幼稚園につきましては、給付という形が出てきません

が、考え方とすると、利用定員の定員に見合った公定価格の表を見ていた
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だいて給付を決めるという考え方になりますので、例えば、中央幼稚園の

198 人、利用人数は定員を下回っていますけれども、公定価格での定員と

なると 198を見るような形にはなろうかと思います。 

議長（西崎 

会長） 

よろしいでしょうか。他にございますか。ご意見がないようですので、

次の議事に入ってよろしいでしょうか。 

それでは、「その他」ということで、事務局のほうから何かございまし

たらお願いいたします。 

事務局（久保田

子育て支援課

長） 

事務局から 1 つだけ。本計画の策定にご尽力いただきました委員の皆さ

ま方には、あらためて感謝を申し上げるところでございます。 

当初の予定ですと、本日の会議をもって今年度の児童福祉審議会は終了

の予定でございました。ただ、小規模保育所等の認可確認等について、本

審議会にお諮りをしたいと考えております。このことから、今年度中にも

う 1 回、3 月中旬頃になると思うのですが、審議会の開催を予定したいと

考えております。日程等につきましては、決まり次第ご連絡をさせていた

だきますので、ご協力をお願い申し上げます。 

議長（西崎 

会長） 

委員さんから何かありますか。 

前田委員 その他ではないかも分かりませんが、事務局には、限られた時間の中で

新たな計画作り、大変ご苦労さまでした。 

先ほど、会長からお話もありましたように、せっかくの、まさに総力を

結集しました計画でありますから、今後は、いかに段階的に、そして着実

に実施していくかであろうと思います。以上の観点から、100 ページの最

後にあります「計画の推進体制」というところで話が出ておりますように、

実効性を担保していくことが極めて重要であると考えます。そういう意味

では、この計画作りに当たりましても、庁内の推進会議を立ち上げていた

だいてきているということでもありますし、1 つ提案をしたいのは、具体

的な形でここのサイクルを実現していくかということからすれば、ぜひ、

庁内の関係部課の、いわば評価委員会といいましょうか、こういうものを

設置して、そこで市役所全体として、子育て支援に対する評価なりチェッ

クをしていくということが重要であると考えます。 

もう 1 つは、予算要求の関係です。当然、これだけの膨大な計画を実現

していくためには、全て予算が裏付けになります。予算の根拠というのは、

恐らく、各部課がこの計画を基にして単年度で予算を要求していくという

ことになろうかと思います。その場合に、限られた財源ですから、財務サ

イドといいますか、予算サイドといいますか、そちらのほうの限られた財

源をどういう優先順位で査定することになるかという意味では、順番が当

然いろいろあるわけですけれども、これだけの大きな課題でありますので、

国を挙げて、あるいは市を挙げての大きなテーマでありますので、要望と

しては、高い優先順位で予算を査定していただけるような雰囲気づくりと
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いいましょうか、市役所のムードづくりといいましょうか、そういうこと

に、お互いに努力をしていく必要があるのではないか。これは 1 つの私の

提案です。 

議長（西崎 

会長） 

この 100 ページに関わって、今後、例えば庁内での評価委員会を設置し

て審議したらどうかというご意見、それから、予算要求に対する要望とい

うことも十分考えていただきたいというお話でした。 

他にございますか。 

柿沼委員 全く関係のない話なのですけれども、これから、20万人分の待機児童の

保育確保があって、そうすると 7.4 万人くらいの保育士が必要になってき

ますということになって、今、保育士の資格を年 2 回にしましょうとか、

いろいろなものが決まりつつあると思うのですけれども、これはもう本当

に、できたらお願いしたいことなのですけれども、施設が増えたり定員を

増やしたりしても、保育士がいないと保育ができなくなっていくだろうと。

これは東京都内だけの問題ではなくて、給与格差の問題で、この辺にも影

響はかなりありますし、保育士だけではなくて、幼稚園の教諭も足りない

のです。いろいろな予算、求人を出してもゼロだったりということで、契

約で会社に頼んだりとか、いろいろな関係を、今、している状況になって

います。 

この先、都心部、さいたま市、埼玉の中央のほうでもっと増えてくると、

そちらに人材が引っ張られていくのです。人材が引っ張られていくと、や

はり、かなり施設は困る。それで、横浜のように、施設に保育士が足りな

いがために定員が埋まらなかったり、待機児童を出してしまっているとい

う悪循環になるのです。今、これから給与の処遇改善なども行われますが、

これは全国的なものですから、それで都心部の給与水準に合わせるという

のはなかなか難しいので、そちらに流れてしまう可能性もある。 

そういった中で、何らか、保育士の養成、研修などもそうですけれど、

何か保育士にこの市でメリットがあればいいなということを、尐し思って

います。久喜市独自の市の研修制度があるとか、また、給与に何か反映す

るものがあったらいいなと思うのですけれども、そこまでは、なかなかこ

れだけ厳しい財源だから、例えば、今、地方創生のお金がどうも付きそう

だと。それで、地方での若年の雇用とかにお金が付けられるとか、何らか

そういった地方創生の部分で、そこには尐子化対策が入っていますから、

そこの部分で何か雇用というもので、また、尐子化、まちづくりというこ

とで、それを工夫して保育士に充てるとか、または、子育て支援員みたい

なものを市として全面的にやっていって、子育てのまちにするとか、何ら

かのそういうアイデアでこの辺の問題をクリアできないかなと。 

放課後児童クラブもこれから増えていくとは思うのですけれども、放課

後児童クラブの指導員の給与というのは、保育士よりも低いですね。これ

は、今度は資格も必要になってきますから、そうすると、ここもなかなか
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苦しくなってくると思うのです。それなので、保育士、幼稚園教諭だけで

はなくて、放課後児童クラブ、もしかしたらその他の部分の、子育て支援

員だとかというところに関しても、何らか、市として国の地方創生のお金

を持ってくるなり何なりでやっていかないと、やはり、市長さんが最初に

お話しされたように、尐子化ですから、隣の市との、または隣の県との子

どもの取り合いになっていくと思いますので、やはりそこは、子どもがい

なければ市全体の社会保障も成り立たないですし、自分たちに返ってくる

問題だと思うのです。保育とか幼児教育とか、そういったものの話ではな

くて、やはりまちが存続していくだけのものを、ここで、大きなお金が動

いている中で、尐子化対策として手を挙げていただいて、それをぶつけて

いただいて、私たちのほうは、やはり現場としてしっかりとした、結果が

見えるような教育・保育をしていって、そこで結果を出していくというよ

うな形でできたらいいかなと思います。 

なので、人材育成とか人材養成、また人材確保というところに、尐し力

を入れていただけたらありがたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

議長（西崎 

会長） 

保育士の確保というのが、保育の充実のために大変重要なことであると

いうこと、それから保育士の資質の問題、それらについても、市として何

か考えてみるということもあるのではないかというご意見です。 

夢川委員 先ほど、久保田課長から、児童福祉審議会は今回で終了予定だけど、次

回、小規模保育所の審議が残っているので、あと 1 回やらせてくださいと

いうのがありました。小規模保育園を公募したという情報は、委員さんは

どの程度、皆さんご承知なのかなという部分があります。 

それと、小規模保育所は A型、B型、C型というのがあって、保育士の資

格がなくても、子育てをしていてある程度経験があれば認可保育所として

認めますというような部分もあるのです。そうすると、では、今、柿沼委

員が言ったように、保育士が足りないのに、経験があるだけで認可保育園

で OKなのかというと、そちらのほうが随分優遇されているというか、果た

して、質の高い小規模保育園になるのかという部分もあるのです。ですか

ら、その辺の十分審議して、考えていただきたいと思います。 

逆に、一生懸命やるのだったら、資格がなくてもいいではないかという

ふうに見てくれるのだとしたら、子育てをしているお母さん方の労働力、

人材確保というのは、もっともっと広がっている部分があるとは思うので

すけれども、保育士はきちんと資格があって、登録をしてないと駄目です

よ、幼稚園教諭は 35 歳の人がパートで勤めても、10 年で免許更新をしな

いと免許の資格が失効していますから、1 としてカウントしませんという

不条理なことになってしまうわけです。 

そういうことは、久喜市はそこまでは考えてないですよ、みたいなこと

をしてくれるといいのかなという部分もあります。 
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議長（西崎 

会長） 

ご意見として伺っておきたいと思います。他にございますか。 

なければ、大変いろいろなご意見等があります。これらの内容等につい

ては、事務局のほうで、また十分検討していただいて、質の高い保育・教

育ができるように考えていただければと思います。もしなければ、本日の

議事の審議はこれで終了させていただきたいと思います。ご協力、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

と思います。 

櫻井副会長 本日は、無事に答申をすることができ、心からほっとしております。こ

の計画を契機に、久喜市の取り組みが今後大きく変わっていくことを期待

して、閉会とさせていただきます。本日は、どうも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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