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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 

久喜市児童福祉審議会委員委嘱式 

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３０年度第１回久喜市児童福祉審議会 

司会（尾﨑子育

て支援課長） 

 

それでは、只今から、平成３０年度第１回、久喜市児童福祉審議会を

開催させていただきます。 

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 12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、金子 孝雄 委員、 夢川 善裕 委員、遠藤 めぐみ 委員、前原 直

子 委員におかれましては、欠席との御連絡をいただいておりますので、

御報告申しあげます。 

それでは、開会にあたりまして、梅田市長から御挨拶を申し上げます。 

市長 （あいさつ） 

司会（尾﨑子育

て支援課長） 

ありがとうございました。 

ここで、会議に入る前にいくつか確認、並びにご了承をいただきたい

ことがございます。 

はじめに、附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。  

市のホームページ等への委員名簿の掲載につきましては、お手元にお

配りしてある名簿を公開したいと考えておりますので、ご了承をお願い

したいと存じます。  

また、市では附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すが、住所と電

話番号につきましては任意となるため、公開可能である場合は、後ほど

事務局までお申し出いただきたいと存じます。  

2点目でございます。会議の公開について、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のでご了解をいただき

たいと存じます。なお、本日の傍聴者につきましては １名であること

をご報告いたします。また、この会議の内容につきましては、事務局に
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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いただきたいと存じます。よろしい

でしょうか。 

 （一同同意） 

司会（尾﨑子育

て支援課長） 

ありがとうございます。 

続きまして、配布資料の確認をさせていただきます。 

事前に郵送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１－１ 久喜市保育所等入所選考基準の見直し（案）について  

・資料１－２ 現行 久喜市保育所等入所選考基準表  

・資料１－３ 見直し案 久喜市保育所等入所選考基準表  

・資料２－１ 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２－２ 教育・保育施設等利用定員（案）  

・資料２－３ 教育・保育施設等利用定員の設定内容  

・参考１   久喜市児童福祉審議会条例  

・参考２   久喜市児童福祉審議会委員名簿  

 でございます。 

 また、新たに委嘱させていただいきました委員の皆様には、「久喜市

子ども・子育て支援事業計画」を配布させていただきました。 

不足の資料等ございましたら、お申し出ていただけたらと存じます。 

次に、改選後、初回の会議でございますので、久喜市児童福祉審議会

の目的等について、ご説明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、参考１、久喜市児童

福祉審議会条例をご覧いただきたいと存じます。 

はじめに、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。第 3条のとおり審議

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 2 項に定

められた委員の選出区分に基づきまして、児童福祉関係者 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、

公募により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

会委員の名簿を参考２として配布させていただきましたのでご覧いた

だきたいと存じます。 

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

ってございます。 

以上、児童福祉審議会の目的等について、説明させていただきました。 
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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

めての審議会であるため、会長が選任されてございません。従いまして、

会長及び副会長が決まるまでの間、仮議長として市長にお願いしたいと

存じます。 

市長、暫時、仮議長をお願いいたします。 

仮議長（市長） それでは、皆様のご協力をお願いいたしまして、仮議長を努めさせて

いただきます。 

それでは、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

いただくものです。事務局からの説明をお願いします。 

事務局（廣瀬子

育て支援課係

長） 

はい、それでは説明を申し上げます。 

本日の審議会は委員の任期満了に伴いまして、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。 

仮議長（市長） 会長及び副会長の選出について事務局から説明がありましたが、はじ

めに、会長の選出について、どなたか推薦、あるいは、何かご意見がご

ざいますか。 

荻原委員 引き続き、西崎様にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

仮議長（市長） 只今、荻原委員さんから、会長に 西崎委員さんをとの推薦がござい

ました。他にございますでしょうか。 

他に無いようでございますので、会長を西崎委員さんにお願いすると

いうことで、よろしいでしょうか。 

 （一同同意） 

仮議長（市長） それでは会長は西崎委員さんということでお願いしたいと思います。 

西崎委員さん、よろしくお願いします。 

西崎委員 よろしくお願いします。 

仮議長（市長） 続いて、副会長の選出についてでございますが、どなたか推薦、ある

いは、何かご意見がございますでしょうか。 

尾崎委員 私は、桜井委員さんに引き続きお願いできればと思います。よろしく

お願いいたします。 

仮議長（市長） 只今、尾崎委員さんから、副会長に櫻井委員さんをとの推薦がござい

ました。他にございますでしょうか。 

他に無いようですので、副会長を櫻井委員さんにお願いするというこ

とで、よろしいでしょうか。 

 （一同同意） 

仮議長（市長） それでは、副会長は、櫻井委員さんにお願いしたいと思います。 

櫻井委員さん、どうぞよろしくお願いします。 

櫻井委員 （本人了承） 



 

4 

 

仮議長（市長） 皆様のご協力により、無事、会長及び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。 

 会長、副会長が選出されましたので、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（尾﨑子育

て支援課長） 

ありがとうございました。 

それでは恐縮でございますが、西崎会長並びに、櫻井副会長に御挨拶

を賜りたいと思います。 

初めに西崎会長、よろしくお願いします。 

西崎会長 ただいま、ご指名いただきました西崎でございます。前回もこの職に

会長として務めておりましたが、今回も児童福祉審議会の適正なる運営

に努力をして参りたいと思います。皆様のご協力をお願い申し上げま

す。よろしくどうぞお願いいたします。 

司会（尾﨑子育

て支援課長） 

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します。 

櫻井副会長 ただいま引き続き副会長にご指名いただき、心から恐縮いたしており

ます。微力ではございますが、長年の私自身の福祉現場経験を活かしな

がら、委員のみなさまと共に児童福祉の向上に少しでも貢献できますよ

う努力をして参りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

司会（尾﨑子育

て支援課長） 

ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

なお、梅田市長におきましては、次の公務の予定がございますので、

ここで退席させていただきます。 

市長 （退席） 

司会（尾﨑子育

て支援課長） 

それでは、これより、久喜市児童福祉審議会条例第６条第１項の規定

により、会長が議長となり、議事を進めていただきたいと存じます。西

崎会長、よろしくお願いいたします。 

議長（西崎会

長） 

皆様方のご協力をお願い申し上げまして、議長を努めさせていただき

たいと思います。本題に入る前に、会議録の作成について、事務局より

説明がございます。 

事務局（根本子

育て支援課主

任） 

まず、会議録の作成方法でございますが、審議会等の会議の公開に関

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、概ね1か月程度内に、ホームページ等で公表することとなって

おります。 

そのため、会議録の作成方式を決定していただきます。 

会議録の作成方法は、 

・発言をそのまま記録する「全文記録方式」 

・挨拶や添付資料を読み上げているに過ぎない事務局説明などを省略

したり、発言の趣旨を変えず「てにおは」や「繰り返し的な発言」など

について調整して記録する「ほぼ全文記録方式」がございます。 

事務局は、今までどおり、「てにおは」や「不用語」などを調整した
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「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） 

当審議会におきましては、従来から、「ほぼ全文記録方式」という形

で記録を取らせていただきました。ただいまの説明がありましたとお

り、これからも、「ほぼ全文記録方式」で作成していきたいという説明

がありました。委員の皆さまいかがでしょうか。 

 （異議なし、の声あり） 

議長（西崎会

長） 

では、これからも「ほぼ全文記録方式」の記録で、お願いをしたい

と思います。 

続きまして、本日の会議録の署名委員を指名させていただきます。 

当審議会においては、従来から、出席者名簿順で署名をお願いして

おりましたので、引き続いて出席者名簿順に署名をお願いしたいと思

います。 

なお、今回は名簿の順からということで、荻原委員さんと尾崎委員さ

んにお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。よろしくお願いい

たします。 

それでは、本日の議題に移りたいと思います。 

議事の（１）、「久喜市保育所等入所選考基準の見直し（案）について」

を議題といたします。 

事務局から説明をお願いします。 

事務局（神田保

育課課長補佐

兼保育係長） 

（議事（１）について資料１－１、１－２、１－３に基づき説明） 

議長（西崎会

長） 

ただ今、「久喜市保育所等入所選考基準の見直し（案）」について説

明をいただきました。この案を作成するにあたっては、前回、久喜市保

育所等選考にかかわる現状と課題というもので、前回ご案内してこのよ

うな問題がありますよということで、今回の見直し案の原案を作成した

わけでございます。この案を作成するにあたっては、この現状と課題を

他の市町村等との状況を把握しながら、検討し原案者案を作成している

というわけでございます。 

ただ今、ご説明いただきましたことについて、何かご質問、ご意見等

はございますか。 

竹下委員 はい、申し上げたいと思います。前回保育士さんの雇用が大変難しい

状況をお話して、今回見直していただいて、今までは 1点だったけれど

も、加点は 3点になるという事。このようにしてもらって、よかったな

と思いました。3ページの（エ）のところですが、市外に住民登録があ

った場合はマイナス 6点となっています。こうなりますと、市外から、

優秀な保育士を採用しようとした場合に、せっかく 3点加点していただ

いたのに、見直し後では、マイナス 6点となってしまいますと、子ども
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を持つ保育士さんを採用できないことになってしまうなと思って、ちょ

っと心配しています。もしできましたら、住民登録がある場合、あるい

は勤務先が市内であるなら、マイナス 6点を見直すわけにはいかないの

でしょうか。本当に今、優秀な保育士さんを保育園で採用をするのが大

変難しい時代なので、子育て中の有資格の保育士さんが就職しやすい、

そのような見直し案を作っていただければ、ありがたいと思うんですけ

れども、どうでしょうか。 

議長（西崎会

長） 

 この検討した結果については、事務局はどのように勘案しますか。 

事務局（神田保

育課課長補佐

兼保育係長） 

 はい、加点の方ですが、市内の保育施設等で保育士が勤務する場合と

いう事で加点させていただいておりますが、こちらの入所選考基準は市

民の部分でございます。市外の保育施設に勤務する場合にも加点してい

る自治体もあります。また、市内だけではなく、市外の保育士が勤務す

る場合も加点している場合がございます。加点は市内の保育施設に限定

しているところでございまして、市内市外で広域的に加点の状況の統一

が図られればよいのですが、市外だと久喜市では住民登録がない場合は

マイナス 6点と決めさせていただきたいと思っています。県内の状況を

見させていただいたのですが、基準指数は久喜市では満点が 20 点なの

ですが、それに対して、何点減点するのかという事を、他の県内市の状

況を見たところ、平均 6.5点マイナスをしている状況があります。 

一方で、市内の保育施設に勤務する場合という事で、今回、（ア）で

3 点加点させていただいたのですが、県内市の状況を見ますと 20 点が

満点だとすると、それに対する加点割合というのが、2.87 点という事

で 3点に近い状況となっております。確かに 3点加えていて、マイナス

6点するのはどうか、といった事もありますが、待機児童を抱えている

状況もございますので、市民を優先したいという部分もございます。そ

れから県外市の状況をみても平均点程度の点数を加点と減点しており

ますので、マイナス点が大きいのではないかといった部分があるかと思

いますけれども、平均点で今回、計上をさせていただいた部分がござい

ます。 

議長（西崎会

長） 

県外の他の市町村等の加点状況等を考えますと、平均よりも多く加点

をし、あるいはマイナスを加えているということですね。竹下委員いか

がですか。 

竹下委員 幸い、私の保育園では、今の保育士さんは充足しているのですが、私

の知り合いのところは、保育士さんがいないので、市役所から入れてく

ださいと言われても、子供を受け入れられない状況です。早くいい保育

士さんを雇用して、その待っている子ども達を受け入れてあげたいです

が、やはり、保育士さんがいないから受け入れられないとなると、かえ

って市や市民のためになるのかなと。子供が受け入れなかったら、保育
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士さんとか学童の指導員さんに対しては、市外から希望したとしても、

そんなに減らさないでいただければ、いいのではないか。そのために利

用者を制限して、受け入れたくても受け入れられない保育園があるわけ

です。だから、保育士さんや学校の先生、子育てに関する職業の方は、

市外からでも減点が必要なのでしょうか。市の方針ですからそれでいい

と言われれば、やっていきますが、どう考えても私は矛盾していると思

います。他の市町村は関係ないと思います。久喜市ではどう考えて、ど

のようにやっていくのかが大事で。他の自治体で、たくさん補助金が出

ている保育園もありますよね。やはり、久喜市は久喜市のやり方がある

から、私はこれでいいと思って、一生懸命言っているところなのですけ

れども。保育士不足で定員どおりに、子供が受け入れられない保育園が

あっても、やはりこのようにしていくという事が、正しいのであれば、

それはそれで仕方ないと思いますけれども。これからもっと厳しくなる

と思います。 

櫻井副会長 竹下委員さんの言うとおり、マイナスの判定基準が大きいかなと思い

ます。久喜市が、他の市町村のモデルとして、配慮できないか、できれ

ば、もう少し減点は少なくできないだろうかと思います。 

他の委員さんの意見もお聞きしたいと思っています。 

尾崎委員 

 

話はそれてしまいますが、市としては、市内に住む保育士さんにも市

で働いてもらって、本当は保育士として働きたいけれども、なかなか働

けないでいる方もいらっしゃる事を考えると、市としては、保育士さん

を探して、市の保育園にお勤めしていただくような働きかけをしている

のかという事を疑問に思いながら、でも、せっかく市外から働いて久喜

市に来てくれるのに、マイナス 6点があるため子どもを抱えて働けない

というのも気の毒であるし、市内にいる保育士さんが働きたくても働け

ないでいる事も気の毒。私にはよくわかりませんが、資格があって働こ

うと思っている人をもう少し、働けるようにするのが良いのではないか

なと思いました。 

議長（西崎会

長） 

保育士の働く場所とできるだけ保育士さんが働けるようにしていく

ためには、市外の保育士さんも必要となってくるというのは当然出てく

るだろうと。そのためにはマイナス減点という事になると、厳しいので

はないか。保育士さんが市内に勤めることは難しくなってくるのではな

いかということです。 

前田委員 今のお話は、そもそも加点減点の基本的な考え方として、久喜市が全

く独自にこの点数化を考えられるという事なのか、国と県の従属という

ものがあって、それによほどの事がなければ、従わなければならない。

だから、大きな声では言えないが、数字は上から決まっているんだとい

う考え方に立つのかによって、全然違ってきますね。この議論の前提は、

先程事務局から説明のお話がありましたように、待機児童の解消をどう
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図っていくのかという大きな命題があったわけです。それに向けて、答

えようとして数字の具体的な話が出ているわけで、その基本的な考え方

を説明していただいたほうが、よりわかりやすいと思います。これでは

議論は平行線だと思います。 

議長（西崎会

長） 

基本的な考え方という事で、事務局で説明はございますか。 

原委員 この件なのですけれど、保育園の現状は違いますけれど、竹下さんの

園に関しましては、保育士さんはほぼ市内の保育士さんが半分、市外の

保育士さんは半分。私の園に関しましては、市内の保育士さんがほぼ 2

割、市外の保育士さんが 8割という状況です。今後は保育園を経営する

中で、今まで、保育士さんは出産して退職をするということが多かった

ですけれど、働き方の改革ですね、それに対して出産しても、育休産休

をとって復帰していただきたい。そうなると、市外の保育士さんも出産

したあとで、子供を預けたいとなると、この減点は非常に厳しい状況に

なると思います。当分の課題として市も保育士さんの各園の割合、市内

で全て充足しているのか、市外なのか、よく調べていただいて、納得し

ていただいていただきたいと思います。保育士さんを雇用するというこ

とはとりもなおさず、待機児童解消につながると思いますので、ぜひご

検討をお願いしたいと思います。 

議長（西崎会

長） 

待機児童解消という事と同時に、保育士さんの確保ということも同時

に考えていかなければならない状況がある。この選考基準を作成するに

あたっての基本的な考え方というのは、事務局ではいかがですか。 

事務局（大越保

育課長） 

 入所選考基準表の考え方につきましては、何人かの委員さんからお話

ありましたように、基本的にはそれぞれの市町村の裁量といいますか、

それぞれの独自の考え方に基づいて、それぞれの市町村にあった形で基

準表というものを作成していると認識しております。前回の審議会等で

事務局から見直しをさせていただきたいというような案、考え方を示さ

せていただいたところで、いくつかのご意見等をいただいたという事を

受けまして、本日、こういった形で具体的な選考基準の案として、ご提

示をさせていただいているという状況でございます。 

 市外に住民登録がある方の現行の考え方と、市内の保育所等に勤務を

される方というところで、考え方の処理の仕方が、若干不整合といいま

すか、きちんと整理ができていなかった部分というものもございまし

た。これにつきましては、お詫び申し上げたいと思います。 

 確かに、市内の保育所等に勤務する保育士さんを、入所後、調整をす

ることによって市内の保育所等においても保育士さんの確保につなが

るという考え方もございますので、一つの考え方として今回資料１－１

の 3ページ目のところ、（エ）として市外に住民登録のある方の減点と

いうことで、マイナス 6 点という点数を提示させていただいておりま
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す。これは、さきほど、説明申し上げましたように 3ページ目のところ

で、市外に住民登録がある場合に減点ということで、父母合算という事

になりますので、現行のマイナス 3点をマイナス 6点ということで、こ

れまでの考え方を踏襲しつつ、合算にも合うような形での変更という事

でご提示をさせていただきました。こちらと保育士の加点部分の差し引

きが、マイナスのほうが大きい形になってしまっておりますので、この

場でのご提案ということで大変恐縮ではありますが、18 番の市外に住

民登録があって、勤務地が市内場合ということで、この条件の注釈とし

て、2番の市内の保育施設等で保育士、幼稚園教諭、放課後児童指導員

として勤務する場合という、この 2番に該当する場合を除くという事に

いたしますと、市外に住民登録がある方で、市内の保育施設等に勤務す

る方につきましては、マイナス 6点が無く、プラス 3点が残るというよ

うな考え方になるかと思いますので、新たな提案という事で大変恐縮で

はありますけれども、注釈をつけさせていただく案を改めてのご提案と

してお願いしたいと思います。こちらの考え方で、ご意見等を頂戴でき

ればと思います。 

議長（西崎会

長） 

事務局のほうから、市外の方が久喜市に保育士として勤務している場

合には、その子供さんが今度は、市内の保育所に入るように注釈を入れ

るということですか。 

事務局（大越保

育課長） 

 資料の１－３の裏面をご覧いただきたいと思います。今回修正を必要

としているものが、調整指数の 20番に該当するものになると思います。

「市外に住民登録があり、勤務地が市内の場合」という箇所、こちらの

注釈について、末尾のほうに「調整項目 2番に該当するものを除く」と

いうような形で入れ込む事によりまして、市内の保育施設等で、勤務す

る保育士さんが除かれる形になりますので、マイナス 6点を適用させな

いというような取り扱いになるかと思いますので、そのような変更をお

願いできればと思います。ご意見のほうがありましたら、頂戴したいと

思います。 

議長（西崎会

長） 

調整指数の番号で言うと 2番。市内の保育施設等で保育士、幼稚園教

諭、放課後児童指導員として勤務する場合にはプラス 3点をつけて、市

外から久喜市に入ってきている場合には、その子供も減点はしないとい

うことですか。 

事務局（大越保

育課長） 

 そうです。市外に住んでいる保育士さんなどが、市内の保育施設等に

勤務する場合、この表のままで行きますと 20番でマイナス 6 点がかか

ってしまうのでけれども、市内の保育施設で勤務する場合というものを

除く取り扱いにすれば、マイナス 6点がそういった方たちには適用され

ないという形になりますので、20番の項目の中に括弧書きで、例えば、

「調整項目 2に該当する場合を除く」というような文言を入れ込む事に

よって、市内の保育施設に勤務する保育士さんには、マイナス 6点が適
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用されないというような取り扱いになるかというところで、考え方の変

更をお願いしたいというものでございます。 

議長（西崎会

長） 

 調整指数の 2番と 20番との関わりで、20番では市外に住所登録があ

り、勤務地が市内の場合という中に、2番に該当する場合は除くという

ことを入れておくという事ですか。 

事務局（大越保

育課長） 

そのとおりです。入れ込む場所につきましては、項目 20 番の末尾と

いう事でございます。 

議長（西崎会

長） 

20 番の項目の中に 2 番に該当するものを除くというふうにしていけ

ば、市内の保育士さんはどこかに入れるんだということ。 

市内、市外のどちらの保育園に入ってもいいのですか。 

事務局（大越保

育課長） 

 この基準表につきましては、久喜市内にあります保育所等に入所する

場合の選考基準ということになりますので、久喜市内の保育所というこ

とになります。 

議長（西崎会

長） 

ということで、マイナス 6 点は久喜市に勤める保育士さんについて

は、該当しないということでよろしいでしょうか。そうすれば、保育士

を確保するという事も可能になる。 

竹下委員  ご理解いただき安心しました。 

議長（西崎会

長） 

 この件以外で、他にございますか。 

櫻井副会長 3ページの一番下段の保育料の滞納の関係です。参考に聞きたいので

すが、滞納者はどのくらいいるのか。滞納期間が長期化した場合ペナル

ティがあると思うのですが、もう少しお話いただければありがたいので

す。よろしくお願いします。 

事務局（神田保

育課課長補佐

兼保育係長） 

滞納の関係についてご質問いただきました。滞納している方も、分納

誓約を結んでいただいて、分納していただいている方もいらっしゃいま

すけれども、滞納している人数は現在百数十人いる状況でございます。 

滞納期間はすでに保育園を卒園されている方もいらっしゃいますの

で、手元に資料が無く、不明確ではあるのですが、平成 19 年ぐらいか

らの滞納が残っている方がいらっしゃったと思います。その方について

は、分納誓約を結んでいただいたりして、支払っていただいている方も

いらっしゃいますし、滞納に応じない方につきましては、収納課と調整

しまして、収納移管させていただいて滞納処分をしている方もいらっし

ゃいますので、あくまでここでは納付に応じない場合に減点という事で

考えてございます。 

議長（西崎会長）  このへんも大変難しいこともあろうと思いますが、滞納に応じている

場合については減点しないという、微妙なところもありますけれども、

できるだけ、対応していただければと思います。 

他にございますか。なければ、議事（１）につきましては承認いただ

けますでしょうか。 
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 （一同承認） 

議長（西崎会

長） 

原案の中に出ておりました 20 番の内容等については、注意していた

ければと思います。 

続いて、議事の（２）の子ども子育て支援法に基づく利用定員の設定

についての議題といたします。事務局のほうから説明をいただきます。 

事務局（梅原保

育課担当主査） 

（議事（２）について資料２－１、２－２、２－３に基づき説明） 

議長（西崎会

長） 

ただ今の、説明に対して、何かご質問等ございますか？ 

利用定員の設定ということで 4箇所、定員の変更という事で 1箇所に

ついてのご説明です。 

よろしいでしょうか。ご承認いただけますでしょうか。 

 （一同承認） 

議長（西崎会

長） 

 それでは、承認いたします。それでは、議事（３）のその他について

でございますが、事務局のほうから説明をお願いします。 

事務局（廣瀬子

育て支援課係

長） 

それでは、子育てガイドブックについて、ご報告いたします。 

久喜市では、子育てをされている方やこれから子育てをされる方に、

福祉・保健・医療・教育等の子育てに関する様々な情報を分かりやすく

ご案内するため、子育てガイドブックを作成しております。 

平成23年3月に発行して以降、順次掲載内容について改訂しており、

今年7月に、新たに改定したガイドブックを作成しましたことから、お

配りしたところでございます。発行部数は1万4,000部で、母子手帳の交

付と併せて配布しております。その他、子育て中の保護者を中心に、保

育所や幼稚園、市役所の窓口等を通して配布してございます。また、こ

ちらのガイドブックは市のホームページ上でも公開しておりまして、パ

ソコンやスマートフォンなどでも確認ができるようになっているとこ

ろでございます。ガイドブックにつきまして報告は以上です。 

続きまして、2点目の報告です。次回の児童福祉審議会の開催につい

てのご連絡となります。次回、第2回の開催時期の予定は、10月頃を予

定してございます。 

現時点で内容につきましては、4つ予定しております。1つ目として、

本日保育課のほうから議題としてありました利用定員の設定について、

新たに協議提案案件を予定しています。 

2つ目としましては、久喜市子ども・子育て支援事業計画に基づく各

事業の進捗状況について、平成29年度の実績につきましてご報告を予定

しております。そのため、次回審議会の際には、お手数ですが、子ども

子育て支援事業計画をご持参いただきますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

3つ目として、計画期間が平成31年度までとなりますので、次期計画
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を策定していく予定となっております。次期子ども・子育て支援事業計

画策定に係る内容につきまして、事務進捗状況にもよりますが、国の策

定方針や、本市における策定に向けたスケジュールをご提示できればと

考えております。 

4つ目としまして、本年度、子供の生活実態調査を下半期にかけて実

施していく予定となっております。委員の皆様には、その調査の内容に

ついて、ご意見をいただければと考えております。これから内容につき

ましては、業者も含めて、内部で検討して参りますが、次回の審議会に

おいて、調査の内容について事務局のほうから提示した内容にご意見を

いただければと思っております。 

以上4点を予定しておりますが、審議会の開催日が決まりましたら、

早めに通知したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

子育て支援課からの報告は以上となります。 

議長（西崎会

長） 

ただ今、その他として、次回の内容 4点ございました。 

皆様から何かご意見ありますか。 

前田委員  主な議題は終わったのですが、あえて最後に提案をしたいと思いま

す。当審議会は、当然の事ながら児童の福祉および子供、子育て支援に

関する事項について調査審議するという事が、条例上の建前となってお

ります。ややもすると、幼稚園や保育園の利用定員の調整、これが主た

る議事になりがちだと、私は受け止めておりまして、当面の議題ではあ

りますが、そもそも本来の、子育て支援に関する広い意味の政策に関す

る話もあって良いのではないか、つまりそれが全てではないが、たまに

はという視点から、具体的な 2点についてお伺いいたします。 

 1つは、昨年の暮れ、いわゆる共働き子育てしやすい街ランキングと

いうものが新聞をにぎわせました。これは日経新聞社が中心となりまし

て、全国の自治体 162自治体を対象にして調査をしたデータが出ており

まして、自慢できるといいますでしょうか、久喜市が埼玉県で 1位、全

国でも 6位という事が発表になっておりました。これは、調査対象が人

口 15 万人以上の都市という事ですから、久喜は調査対象の中では一番

小さな街ですよね。これが調査の結果にどう作用するのかわかりません

が、お聞きしたいのは、この公表がされた結果について、久喜市はどの

ような認識をもっているのか、お伺いしたい。 

もう 1つは、これも新聞によく出ております子ども食堂という言葉が

独り歩きしておりまして、久喜でも商工会に久喜みんなの家が開設され

ております。事務局から説明がありましたように、今年度子どもの生活

に関する実態調査をやる予算化がされておりまして、今年度も下期には

いっていくわけですから、実態調査についてこれから段階的にどういう

取り組みをしていくのか、事務局の説明によりますと、内容についてま

ず意見をという事でありますし、調査はそもそも自分たちでやる調査な
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のか、外部に委託をする調査なのか、それによって大きく変わってきま

す。今年度の具体的な取り組みについて今の段階で、お伺いしたい。こ

の 2点です。 

議長（西崎会

長） 

1つは評価された事に対する市の意識に対してどう考えるか、という

ことと、生活の実態調査のあり方についてご意見いただきたいというこ

とです。よろしくお願いします。 

事務局（中村福

祉部長） 

 1点目の昨年、子育てしやすい街ランキングで上位ということに関す

る市の認識をという事ですが、前田委員さんがおっしゃられましたよう

に、こちらのランキングにつきましては絞られた自治体のものでのラン

キングという事で、久喜市としては埼玉県では 1位、また全国でも上位

の評価を得たことにつきましては、これまで市で子育て支援の施策を取

り組んできた、整備等を含めて評価されたという事での認識はもってご

ざいます。しかしながら、ここ数年、待機児童のほうも発生している状

況でございますので、そういった課題については、先程ご審議いただき

ましたように、施設の定員の拡大であるとか、そういった形で、市とし

ても取り組んでいるところでございます。上位の評価ということでござ

いますが、更なる子育てしやすい街を目指しまして、市としても取り組

んでいる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。 

事務局（尾﨑子

育て支援課長） 

 次に子ども食堂、子ども生活実態調査についてでございます。子ども

食堂につきましては埼玉県内八十数か所開設をされている現状です。本

市におきましては、前田委員さんがおっしゃられたとおり、鷲宮の児童

館の前にあります場所において子ども食堂をＪＣ、久喜青年会議所さん

のほうで、週 1回、主に毎週金曜日におこなっている状況でございます。

 各県内を見てみますとＮＰＯ法人、あるいは社会福祉法人等が中心と

なっておこなっているところでございます。久喜市は、その開催につき

ましての、チラシの配布、情報の提供をしていただきたいといった場合、

情報を提供しているという状況でございます。 

 次に、これからおこなわれます子どもの生活実態調査につきまして

は、現在、委託業者の選定をおこなっている状況でございます。現在、

4つの事業所に絞られて、これから、その調査項目あるいは今後の久喜

市としての方向性等について協議をおこなっているところでございま

す。この内容につきましては、子どもの生活の実態という事で、子ども

の学習的な面、あるいは、保護者の就労の状況、市役所でおこなってい

ますサービス内容につきましての周知など、項目を分けて、主に対象者

は小学校 5年生、中学校 2年生を対象として、実施していこうと考えて

いる状況でございます。この小学 5年生、中学 2年生を対象にしたとい

う理由につきましては、今年度、埼玉県が県立大学を委託先としまして、

子どもの生活実態調査をおこなう予定でございます。その調査項目の中

にも小学 5年生、中学 2年生という事で対象になっておりまして、久喜
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市だけではなく、県でおこなった調査との比較も検討できるのではない

かというような意味合いも込めまして、対象としたところでございま

す。調査の内容につきましては、委託業者と調整を図りながら、質問項

目を策定して参りますが、委員の皆様にもご意見を頂戴していきたいと

考えているところでございます。 

議長（西崎会

長） 

前田委員よろしいでしょうか。 

前田委員 はい。 

議長（西崎会

長） 

他になければ、以上を持ちまして、本日、予定の議事を終了といたし

ます。議長の職を解かせていただきます。ご協力ありがとうございまし

た。 

司会（尾﨑子育

て支援課長） 

以上で、本日予定おりました議事が終了いたしました。閉会にあたり

まして、櫻井副会長にご挨拶をお願いいたします。 

櫻井副会長 本日はおかげさまで、円滑に議論する事ができました。今後も、久喜

市の子どもを守る体制作りに皆さん方と一緒に、前向きに情報交換、意

見交換して参りたいと考えております。今後とも、どうぞよろしくお願

いします。本日はまことにありがとうございました。 

司会（尾﨑子育

て支援課長） 

 ありがとうございました。 

 以上をもちまして、平成３０年度第１回久喜市児童福祉審議会を閉会

とさせていただきます。誠にありがとうございました。 

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３０年９月２０日        

 

 

 

  会議録署名委員     荻原 さゆり     

 

 会議録署名委員     尾崎 由記子     

（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。 


