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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） 

 

ただ今から、平成26年度第7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きまして、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。 

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お願いいたします。 

西崎会長 皆さん、こんにちは。3月 23日の近くは、小学校や幼稚園、保育園等の

卒業・卒園の時期がありますので、大変忙しい時期だと思います。また、

年度末になるわけで、そういうお忙しい中お集まりいただいて、今日は第

7回の審議会を開催したいと思います。十分なご審議をお願いします。 

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でございます。 

・久喜市児童福祉審議会次第 

・(資料 1)  家庭的保育事業等設置認可資料 

・(資料 1-1) 平成 27年度家庭的保育事業等（小規模保育事業）認可申請

施設 

・(資料 1-2)  施設概要（たんぽぽ保育園） 

・(資料 1-3) 施設概要（ゆり保育園） 

・(資料 1-4) 施設概要（こどもむら駅前保育園さくらのはな） 

・(資料 1-5) 市内保育所・幼稚園位置図 

・(資料 2)   特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認につい

て 

・(資料 2-1) 特定教育・保育施設の確認(案) 

・(資料 2-2) 特定地域型保育事業の確認(案) 
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以上、10種類となっております。 

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。 

先ほど事務局から、会議録の作成についての話がございましたが、引き

続いて、慣例に基づき名簿順ということでお願いさせていただきます。本

日は櫻井委員さん、植竹委員さんにお願いをしたいと思います。よろしく

お願いします。 

それでは早速、本日の議題に移りたいと思います。議事（1）「家庭的

保育事業等設置認可について」、ご説明を頂戴したいと思います。よろし

くお願いします。 

事務局（梅原 

保育課担当主

査） 

（議事 1について資料 1から資料 1-5に基づき説明） 

議長（西崎 

会長） 

ご説明いただきました施設設置認可基準に関して、何かご意見、ご質問

等はございますか。 

夢川委員 3 点ほど、質問があります。 

まず、3 つの保育所の施設概要について、条例基準の面積は全部クリア

していますけれども、ぎりぎりの所があるのですが、これは保育所の基準

ですと有効面積で計算しないといけないので、もしロッカー等を置いた場

合には有効面積が削られると思います。その点についてはいかがなもので

しょうか。 

それから 2 点目は、8 ページのクッキープラザに入っています、たんぽ

ぽ保育園の園庭です。保育所の場合は、園庭が園になくても認められます

が、一番下に書いてある東 5 丁目児童遊園というのは、駅の線路を越えて

向こう側に行って遊ばせるというふうに私は解釈したのですけれども、こ

のような園庭でも問題ないのでしょうか。 

3 点目は、連携施設が、あおば幼稚園さんになっておりますが、ここは

あくまでも幼稚園ですので、この 12 時間開所の部分で、12 時間を超えて

子どもが利用するときに、あおば幼稚園さんが受け入れ可能なのかどうか

というところを確認してあるのでしょうか。また、開所時間が 7時 30分か

ら 20時 30分という、これは 13 時間開所だと思うのですけれども、この点

につきましてもご説明をお願いします。 

議長（西崎 

会長） 

ただ今、3 点ほどご質問がございました。この件について、事務局から

説明いただければと思います。 

事務局（梅原 

保育課担当主

査） 

質問の 1 番目の有効面積の関係につきましては、有効面積で記載してお

ります。 

事業所から出していただいた数字を基に区画と概算を出しまして、条例
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基準を満たしていることを確認させていただきました。こちらは有効面積

なので、ロッカー等が入る場合は除かれることになりますので、その点に

ついて加味した上での面積となっております。 

続きまして、2 点目の児童が安全に行けるかについてでございますが、

こちらにつきましては、駅の構内を通っていくという話を伺いましたので、

実際に現在の認可外保育施設から駅の連絡通路を歩いて、それから歩道に

沿って歩いて行くと、距離が概ね 200 から 300ｍくらいあったと思うので

すけれども、児童が安全に通行できるという形で認めさせていただいた次

第でございます。 

開所時間につきましては、12時間ではございません。申し訳ございませ

ん。こちらは 13時間開所で訂正をよろしくお願いします。 

事務局（中村 

保育課課長補佐

兼係長） 

連携施設の幼稚園も長時間預かり事業があると思うのですけれども、あ

おば幼稚園も長時間預かりは実施していく予定です。今でもやっていると

いうことで話はしております。 

ただ、時間的な問題、あるいは長期休暇中や土曜日のところというのは、

若干保育料が違いますので、取り扱いが異なってくると思います。一応、

連携施設としての受け皿ということで、3 歳児以上の場合は、幼稚園さん

のご希望される方についてはこちらのほうで、2 号認定についても預かり

保育での対応が可能であれば、こちらの施設だろうなと思いますが、もし

保育所利用になりますと、こちらのほうの手続きをする形にはなるかなと

思います。 

議長（西崎 

会長） 

よろしいですか。他に、ご意見はございますか。 

竹下委員 今の子どもたちは、アレルギーの問題、あるいは発達の遅れとか、本当

に細かいことまでも観察をしないと、にぎわすような病気などがあるわけ

ですが、ここでは、有資格の保育士が保有してくれているのでしょうか。

それから、提携病院というか、何か困ったときに相談する、あるいは年に

2 回なり 3 回なり、定期的に健康診断をしてくださるお医者さんはいらっ

しゃるのでしょうか。 

それから、私も大きなビルを保育室に改造したときは、福祉対応という

ことで大変大きな工事をした覚えがありますが、クッキープラザという建

物は結構古いと思うのですけれども、耐震や可燃など、基準をクリアして

いるのでしょうか。その辺をお尋ねさせていただきます。 

議長（西崎 

会長） 

2 点ほどございましたが、保育士の体制をどうするかというところが出

ました。それから、施設の耐震などです。 

事務局（梅原 

保育課担当主

査） 

1 点目に関しましては、全ての施設が A 型となりますので、保育士の資

格を持った方が保育されてございます。 

提携の医療機関に関しましては、全ての事業者で、それぞれの医療機関、

嘱託医と嘱託歯科医を提携しているという形をうたっていらっしゃいま
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す。健康診断につきましては、年に 2回、歯科健診も年に 2 回実施すると

いうことで確認しております。 

続きまして施設の関係ですけれども、クッキープラザに関しましては、

耐火建築物ということを確認しております。昭和 56年 4月 2日以降に建設

されておりますので、耐震基準は満たしていると考えております。 

竹下委員 児童福祉施設としてはどうですか。 

事務局（梅原 

保育課担当主

査）） 

児童福祉施設として満たしていることを確認しております。 

認可基準で児童福祉施設として、例えば、保育室から非常口まで 30ｍ以

内であるかなど、そういった児童福祉施設を定める上で、当ビルにおいて

もそれぞれ基準があるのですけれども、全て確認しておりますので、基準

は満たしております。 

竹下委員 それと、私は 40年以上の保育の経験から申し上げるのですけれども、あ

る他市町の認可保育園で、3 年間保育されて、幼児から入園した子どもが

全然言葉が出なかったのです。そのお母さんなどに聞きますと、保育士の

方がお話をしてくれなかった。いつも、床でずっと寝せておいたり、人手

不足で遊んだりしなかったので、言葉が全然なかったという保育相談を受

けたことがあります。でも、今、話を聞いたら、どの事業者も、皆さん子

どもが大好きで長い実績があるということで安心しているのですけれど

も、かつて、そういうこともあったということを念頭に置いてご指導のほ

ど、よろしくお願いいたします。 

事務局（梅原 

保育課担当主

査） 

それらについては、毎年 1 回、こちらで監査のほうに入らせていただき

まして、保育指針にのっとった保育を行っているかなど、保育内容のこと

につきましても、十分に確認したいと思っております。 

議長（西崎 

会長） 

その辺のところも、事務局で十分注意をしていただければと思います。

他にご意見はございますか。 

夢川委員 1 点ご報告です。こちらの 3 園が、おそらく平成 27年 4月 1日に認可さ

れてスタートするのだろうと思います。久喜市内では、16園の民間の認可

保育所がございまして、久喜市民間保育所連絡会という組織をつくってお

ります。4 月になりましたら、たんぽぽ保育園さん、ゆり保育園さん、さ

くらのもり保育園さんにもお声掛けをさせていただいて、民間保育所連絡

会のほうに来ていただいて、大切なお子様を預かる乳幼児保育についても、

きちんとした管理の中で子どもを育てていこうということで、園長先生方

と意思疎通をしていこうと考えてございます。 

議長（西崎 

会長） 

側面から支援していただくという形をとっていただくということです。

他になければ、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） 

ありがとうございました。続いて、議事 2「特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の確認について」、お願いいたします。 

事務局(中村 （議事 2について資料 2から資料 2-2に基づき説明） 
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保育課課長補佐

兼係長) 

議長（西崎 

会長） 

ありがとうございました。これらについて説明いただきましたけれども、

これらの内容等についてご意見がございましたら、お願いいたします。 

夢川委員 1 点だけ質問です。資料 2－1の 2ページを見せていただきまして、利用

定員の合計と認可定員の合計に差異がないのは分かるのです。それで、こ

どもむらさんも差異は出てきて、上の部分を見ると、2号・3号の部分を足

し込むと認可定員になるというのは分かるのですけれども、さくらだこど

も園さんは認可定員が 200 で利用定員が 150です。これは 1 号認定のほう

が 150で、残りの 50はどこへいってしまったのかなというのが読めないの

です。そこだけ教えてください。 

事務局(中村 

保育課課長補佐

兼係長) 

さくらだこども園さんの 1号認定のところですが、認可定員が 200で、1

50 ということで利用定員を上げています。利用定員の設定につきまして

は、過去 3 年間分の利用実績といったものを踏まえて設定するような形に

なっておりまして、平均でいいますと 150 名を超える部分があったのです

けれども、今年度に関しては、平成 27年 4月の利用申し込みを見ますと 1

50を割る申し込みということがございまして、利用定員の設定に当たりま

して、申請を受ける際に、園のほうから認可定員は 200であるけれども 15

0 にしたいというご相談がございまして、今後、申込みが減るというもと

に、150 という形で設定させていただいておりまして、審議会にも上げさ

せていただいて、県の承認もいただいています。 

夢川委員 では、この認可定員と利用定員というのは、実数と定員、認可数と解釈

してよろしいのかなと思うのですけれども、今度は給付金が入ってくると

きに、200 で給付金の交付の部分に入るのか、実数の 150 で給付の部分に

入るのかといったら、実数でやったほうが得なわけですね。そうしたら、

幼稚園なども、実際は 300 人が定員だけれども 150 にしようと、言ってい

いのかどうかという話なのです。 

事務局(中村 

保育課課長補佐

兼係長) 

給付費の関係でございますが、公定価格は利用定員によって異なってい

ます。200定員と 150では公定価格が違ってきます。150 で認定されますと、

その年には 150 の公定価格を使って実際の利用人数に応じた形の給付費を

払う形となります。ですから、実際の認可定員ではなく、給付費のほうは

利用定員という形になります。 

議長（西崎 

会長） 

他にございますか。なければ、事務局でまとめていただいた内容で、進

めていただければと思います。 

続いて、議事（3）「その他」でございますが、事務局から何かございま

すか。 

事務局（中村 

保育課長） 

2 点ほど、「その他」でご報告をさせていただきたいと思います。 

1 つは、前回の審議会でご審議いただきました、久喜市立保育所保育料

等徴収条例につきまして、2 月定例会に議案を上程させていただきました
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ところ、先日、議決を頂きまして、制定という運びになっています。 

もう 1点は、放課後児童クラブの整備状況でございます。 

平成 26年度に東鷲宮小学校の児童を対象にした、鷲宮東コミュニティセ

ンター学童クラブの整備をしておりました。こちらについては、コミュニ

ティセンター敷地内に新たな学童保育専用施設ということで建設をしてお

り、施設はほぼ完成いたしまして、現在、各検査を受けている状況でござ

います。こちらの建物につきましては、今週、3月 27日に引き渡しになり

まして、翌 28、29日で引っ越しを行い、来週の月曜日の 30日に竣工式を

行う形で計画をしています。 

施設の概要ですけれども、鉄骨造りの平屋建てで、延べ床面積が約 66

㎡でございます。定員が 80 人で、1 クラブ当たり 40 人の部屋を 2 部屋、

設けております。運営については、指定管理者の久喜市学童保育運営協議

会が引き続き実施していくという形になっております。施設の実際の利用

につきましては、30日の竣工式が終了次第、児童のほうを受け入れすると

いう体制という形になってございます。今年度の児童クラブの整備状況を

報告させていただきました。 

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。委員さんから、何かあり

ますか。 

夢川委員 1 つ報告をさせていただきたいと思います。 

前回の児童福祉審議会の議事録の中の質問にもあるのですが、「保育認

定が出て 4 月入所が決まった保護者に対して入園説明会を行いました。今

回は、標準時間認定と短時間認定の 2 種類が同じ認定でもあります。」と

いう説明と、「短時間保育の場合は 8 時間の保育なので、その部分を超え

た部分に関しては延長代が発生します」というお話を、保護者の方にさせ

ていただきました。すると、「延長代が発生するのだったら標準時間にし

てください、どうしたらいいですか。」というような質問が出ました。 

本来は 8 時間で大丈夫なはずなのに、延長代が発生すると言ったら、で

は 11時間にしますというような、安易な考えになる保護者が出るのではな

いかという、前回の審議会の中での懸念が予測どおりになりました。 

議長（西崎 

会長） 

実際の事例をお話頂いたわけですが、他にございますか。 

なければ、以上で議事を終了したいと思います。議長の職を下ろさせて

いただきます。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 今年度の最終審議会が円滑に進み、ほっとしております。平成 27 年 4

月からの新しい子ども・子育て支援事業が着実に進展することを心から願

い、閉会とさせていただきます。誠にありがとうございました。 
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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） 

 平成２７年 ４月２３日        

 

  会議録署名委員   櫻井 邦夫               

 

 会議録署名委員   植竹 佐智子              

（注） 特に署名等を要しない審議会等については､事務局名を記入する。 


