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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 

平成３０年度第２回久喜市児童福祉審議会 

司会（尾﨑子育

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３０年

度第２回久喜市児童福祉審議会を開催いたします。 

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 13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、尾崎 由記子 委員、前田 昭信 委員、荻原 さゆり 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。 

続いて、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

いただ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、本審議会も傍聴を希

望される方がおりました場合は、対応させていただいておりますのでご

了解をいただきたいと存じます。 

また、本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いておりますので、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。 

それでは、次第に従いまして進めさせていただきます。 

まず、あいさつといたしまして、西崎会長からご挨拶をいただきたい

と存じます。よろしくお願いいたします。 

西崎会長 皆さんおはようございます。やっと秋晴れになりました。今年は台風

が、だいぶ多く発生して、災害が大変あちこちでありました。おかげさ

まと言えば、災害にあった地域の方に申し訳ありませんが、この久喜市

は余り大きな被害は無く、今に至っているわけでございます。関東平野

の真ん中にある久喜は水害が無い限り、大雨が降ってもさほど、がけ崩

れとかそういったものはあまり関係の無い地域で住みやすいところと

いえば住みやすい、ただあまり観光的なところは恵まれてはおりません

けれども、生活するのには大きな影響が無いかとは思います。ただ、心

配なことは地震ですね、これはどこにいても心配する事なのですが、そ

ういう災害がおこらないような、おこってもそれに対応する訓練を十分

つんでいくということが、大事なのかなという気がいたします。 

それでは早速でございますが、第２回久喜市児童福祉審議会を開催し

たいと思います。よろしくお願い申し上げます。 
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司会（尾﨑子育

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。 

・本日の次第 

・資料１－１ 平成 29年度久喜市子ども・子育て支援事業計画の推進状

況 

・資料１－２ 平成 29年度久喜市子ども・子育て支援事業計画推進状況 

項目別一覧 

・資料２   教育・保育施設等利用定員（案） 

・資料３－１ 子どもの貧困に関する取り組み 

・資料３－２ 子どものいる世帯の生活状況などに関するアンケート調

査の概要 

・資料３－３ 調査票（小学校５年生の児童・中学校２年生の生徒用） 

・資料３－４ 調査票（児童・生徒の保護者用） 

・資料３－５ 調査票（公的援助受給世帯用） 

・資料４－１ 久喜市教育・保育に係る保育料に関する規則の一部改正

について 

・資料４－２ 久喜市利用者負担金（保育料）基準額表  

の合計で１０種類となっております。 

また、本日追加配布しました資料としまして、 

・資料５－１ 久喜市保育所等入所選考基準表 

・資料５－２ 幼児教育の無償化 

の２種類となっております。 

不足など無いでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは、次第３、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条に基づき会長

が議長となりますので、西崎会長、議長をお願いします。 

議長（西崎会

長） 

それでは、議事に入らせていただきます。 

先ほど、事務局から会議録の作成について説明がありましたが、事

務局が会議録を作成後、代表の二名の方に署名をいただきたいと思い  

ます。前回、８月２２日に開催した際に、荻原委員さんと、尾崎委員

さんが署名人となりました。引き続き名簿順ということで、今回は、 

広瀬委員さんと金子委員さんを署名人といたしますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

それでは、本日の議題に移りたいと思います。 

議題の１、「久喜市子ども・子育て支援事業計画の推進状況について」

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（根本子育

て支援課主任） 

（議事（１）について資料１－１、１－２に基づき説明） 
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議長（西崎会

長） 

はい、ありがとうございます。子ども・子育て支援事業計画の説明か

ら、推進状況について説明いただきましたけれども、何かご質問ご意見

ございますか。 

原委員 計画 48 ページの事業計画に対する実績報告が出ているわけですが、

保育の提供で量の見込みおよび確保の内容に関して、0歳児が不足して

いるという事についてなのですけれど、この計画とこの報告書の対応策

として、3号認定について不足する見込みとなっています。それに関し

て、小規模保育の整備、および定員の見直しなどを図ると計画では予定

されていますが、もう一つ、定員の弾力運用という方法があるのです。

定員の 120％を保育園・認定こども園内に受入れができる、保育士の数

あるいは面積基準を満たしていれば、120％の弾力運用ができる。これ

を考えたほうが、確保のための小規模保育園を作ったりするよりも、予

算的には比較的安価にできるのではないかと思います。こういったもの

は市ではお考えにはならなかったのでしょうか。 

議長（西崎会

長） 

 利用定員のことで、弾力運用ということについてどのように判断して

いますか。 

事務局（梅原保

育課担当主査） 

 原委員さんがおっしゃられました利用定員についてですが、確かに 

120％という形で弾力化が国の制度上認められておりまして、現在、施

設ごとに利用定員 119％以下で入っているところではあります。利用定

員 120％以内で抑えたとしましても、実際待機児童がおり、特に 0・1・

2歳、10月ですと 0歳が一番多く出ている現状ではあります。そういっ

たことをふまえたり、また、定員の弾力化がいつまで続くのかが今のと

ころ不透明であり、いずれは定員の弾力化がなくなるのではないかとい

うこと、国のほうはあくまでも利用定員の弾力化ではなく、定員を増加

して計画を見込むことを示していることから、小規模保育事業所の公募

や定員の拡大ということで、利用定員の拡大を計画させていただいてお

ります。 

原委員 弾力運用がなくならない限り、続けていただいたほうが、待機児童解

消対策にとっては良いのではないかと。逆に箱物を作ってしまうと、こ

の先には定員割れすることが見えているわけですよね。そう考えます

と、園を増やすよりも各園で受入れ可能な弾力運用によって、子どもを

受入れたほうが、園にとっても待機児童にとってもお互いメリットがあ

るのではないかと私は思います。 

議長（西崎会

長） 

 ご意見として、その事も考えていただきたい。 

夢川委員 先程の説明で大変よくわかりました。こちらのほうは事業計画という

ものを 5年以上前から作りまして、アンケートをとり、これくらいの需

要が見込まれるから、これくらいの供給を久喜市はして、子育て支援事

業計画を立てようということで作っていったのだと思います。今の説明
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の中で、二つの方向性が見えてきたと思います。一つはこういうものを

作ったならば便利だから利用したいと思いますか、というものと、それ

は便利だから利用しましょう、というような結果が出てきて、実際にそ

のニーズを賄うだけの、量の確保をしたにもかかわらず、利用がそこま

でいかず、余ってしまったという例があります。 

それから、逆にこういうものは足りないだろうからどんどん作りまし

ょうと、2 号・3 号の保育所事業、保育の充実というものを作っていき

ます。作ったから賄えるかといったら、供給が需要を呼んでしまって、

ますます保育の量の確保をしなければならないといった二点がありま

すね。そういった部分を計画的に察知していただいてやっていかないと

いけないのかなと思っております。 

逆に需要があるのだから、供給をしなければということで、供給をし

た最初の 1・2年はそれで賄えたかもしれないが、5・6年先になったら、

子どもは増えていないわけですから、供給しすぎて今度は余ってしまう

という無駄ができる事も考えてやっていく事が大切なのだろうなと、今

の説明で思ったところでございます。 

議長（西崎会

長） 

需要と供給の見通しというものは大変難しいところがあるかと思い

ますが、それを、きちんと把握しながら、推進していただくこと、また

計画をたてる必要になってくるということです。 

 他に意見はありますか。 

櫻井副会長 私から二点ほど確認したい事項がございます。 

まず、一点目は 20 ページ、児童虐待防止等の計画の関係です。全国

的には虐待件数が急増しておりますが、久喜市の場合は虐待の通報は増

加しているのでしょうか。それから二点目、23 ページ目、障がい児保

育に関してです。まず一点目、他の地域では障がい児の入園の壁が大変

高いと聞いておりますが、久喜市における受入れ状況はどうなっている

かお聞きしたい。それから、障がい児に対する幼稚園、認定こども園の

受入れ状況はどうなっているか、医療的ケアについて受入れる保育所は

あるのかどうか、確認したいと思っています。 

よろしくお願いします。 

議長（西崎会

長） 

三点あったと思います。虐待関係のことがどのくらいあったのかとい

うこと、23 ページの障がい児の入園の壁について久喜市の場合はどう

か、受入れ状況はどうなっているかということでございます。 

尾﨑課長 虐待の通報については平成 29年度、26件ありました。久喜市に通報

されたものです。そのほか、児童相談所に直接報告があったものが 236

件ということになっておりまして、久喜市では横ばいといった状況です

が、直接児童相談所に報告があった件数が平成 28 年にはおよそ 150 件

でしたので、80件以上増えている状況です。虐待については以上です。 
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議長（西崎会

長） 

続いて、障害児の入園状況ということで、そういう場所はどうかとい

ったことです。 

大越課長 先に受入れのための方策についてですが、公立保育園では障がい児保

育指導といったことで、臨床心理士の方を招いて、先生が実際にケアを

必要とする子ども達の様子をみたりですとか、保育士の指導、保護者に

対する面談等をおこなって、障がいの疑いの可能性がある子ですとか、

そういった子どもの受入れですとか、保護者支援というものも実際おこ

なっている取り組みがございます。また、実際に園として受入れをする

際には、保育士の確保という事で、いわゆる加配保育士を配置いたしま

して、そういったケアが必要な部分について、保育士を配置していると

いった状況がございます。 

また、市内の民間事業所におきましても、受入れを実際に行う児童の

様子などを面談等で確認なさったうえで、必要な部分について、保育士

の確保というものをお願いしている状況でございます。 

さらに、医療的ケア児についてお話がありましたが、基本的には医療

行為につきまして、保育所では当然保育士が実施するということは難し

いところがございまして、今のところ医療行為が必要な児童について

は、受入れが進んでいないといった状況です。 

議長（西崎会

長） 

他にございますか。 

夢川委員 補足をさせてください。原先生、竹下先生、保育の園長先生もいらっ

しゃいますが、障がい児保育は公立の保育所、幼稚園、それから、民間

も受入れております。それに関しまして、最大のネックは指導者の人数

の確保ができていれば受入れが可能なのですが、やはり最小限の人数で

運営をするとなると制限がされてしまうというのが実情ではないかな

と思っています。特に民間の場合は、あそこの園に入れて、自分の子ど

もを預けたいなといった希望でお母さんが来てくれているので、受入れ

たいのは山々なのですが、その子を受入れる事によって保育士が足りな

くなってしまう状況が目に見えている場合は、どうしても受入れること

が難しいです。加配がつくというのは、障がいの認定が出た子どもには

加配がつきますが、ついたからといって保育士さん一人分の人件費が賄

えるかといったら、全く足りない。障がいの疑いの可能性がある子はど

うなのかといったら、久喜市の場合は保育園に対して月 2万円の補助と

いうものがありますが、2万円で保育士さん一ヶ月を賄えるわけではあ

りませんので、これも大変という事でございます。 

それから医療行為につきましても、医療行為は基本的に薬を飲ませる

こと自体、我々は保護者の承諾なしには飲ませられないので、薬を飲ま

せる場合は、投薬願いというものを出していただきまして、保護者の同

意をいただいたうえで、薬を飲ませます。そうなってくると、かなりの
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労力が必要になってきます。もしも、誤飲をさせた場合には責任問題に

もなってくるということで、現場は大変注意を払ったうえでの保育・教

育をおこなっているという事です。 

櫻井副会長 よくわかりました。 

議長（西崎会

長） 

他にいかがですか。 

広瀬委員 11 ページについて質問です。ファミリーサポートセンター事業につ

いて、計画当初の平成 27年度はある程度利用がありましたが、平成 28

年、29 年についてほとんど利用が無いのですけれども、これは何か原

因というものは、わかりますでしょうか。 

議長（西崎会

長） 

事務局お願いします。 

事務局（廣瀬子

育て支援課係

長） 

 こちらの利用の実績の数値について、平成 29 年度につきましては小

学生の預かりの依頼が無かったということになります。平成 27 年度ま

では、小学校低学年、小学校 3年生までのお子さんを預かってほしいと

いう世帯が 1世帯。高学年につきましても、こちら双子の児童を預かっ

てほしいという依頼がございました。こちらは延べ件数となってござい

ますので、利用頻度が高ければ、年間を通して件数は増えるという事に

なります。平成 27 年を持って終了となっている理由ですが、母親が、

子どもを預けなくても生活できる、子どもの面倒をみることができるよ

うになった、こういった理由から利用がなくなっております。平成 28

年度以降については、小学生を預かってほしいという依頼が無かったと

ころです。なお、平成 29年度の総援助件数は約 3,500件ございました。

そのほとんどが、保育施設、学童施設また習い事への送迎への依頼がほ

とんどとなりまして、預かりの依頼件数は少ない状況です。また、預か

りの依頼があっても、未就学児のみの援助活動を行っている現状でござ

います。 

広瀬委員  送迎等の利用は結構あるという事ですね。わかりました。そういった

部分は、わかるなら良いかなと思いました。この表だけ見ますと利用が

無いように見え、せっかく制度を運用されているので、利用がある事が

見えてくるような評価の仕方をされたらいかがかなと思います。 

夢川委員 それに関して考察ですが、おおむね生後六ヶ月から小学校 6年生以下

の児童の帰宅後の預かり保育とか送迎なんですよね。それは、確かに便

利な制度で保護者に代わって送り迎えをしていただいたりするのは良

いかもしれないが、子どもにとっては、いつも決まった時間にお母さん

が迎えに来るのと、お母さんが迎えに来るのかどうかわからなくて、違

う人が送迎をするということになると、やはり段々お母さんに来てもら

いたいというジレンマがでてくる。そうすると、親もそれに対して、何

とか仕事のやり繰りをして迎えに行ってあげようということが出てき
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て、ニーズが少なくなってきているのではないかと思われます。需要は

親の立場としてはあるかもしれないけれど、子どもの立場からすると、

こういう需要は子どもにとって寂しい思いをするのではないかなとい

うことも読み取れると思います。 

議長（西崎会

長） 

数値が減少している理由の件ですね。 

他にございませんか。 

事務局（梅原保

育課担当主査） 

 先ほどの資料 1－1 の 23 ページ、番号 18 です。公立保育園 5 園にお

いて、軽度の障がい児を含めて 13 人、私立保育園等、認定こども園、

小規模保育園を含めてですが、11園にて 21人を受入れております。 

 希望者に対しましては、皆様ご協力いただいて引き受けていただいて

いる状況です。 

原委員 事務局の説明で、園が引き受けていただいていると言いますが、園の

側と市の側には温度差があります。園のほうは障がい児保育の認定をし

ていただきたいという子どもがこれ以上にいます。お願いしているにも

かかわらず、障がい認定のハードルが厳しいです。手帳が無いとだめ、

あるいは診断書が無いとだめ、おそらくほとんどの園がそうだと思いま

すが、最初から障がいのあるお子さんを受入れるということになれば、

0歳で受入れを始めて、成長するにしたがって障がいが明らかになって

いく。2･3･4 歳は保護者もなかなか受け入れられない、5 歳で認定され

る場合があります。そういった場合、2･3･4歳は園で独自に加配をつけ

ざるを得ない。障がいの疑いの可能性がある子に関しましては、市で月

2万円の補助というものもありますけれども、仮に障がい認定されたと

しても、加配の保育士を雇用するのには程遠い補助金です。たとえば、

県の補助金は月 4 万円、年で 48 万円ですね。これで保育士が雇えるか

といったら、難しいことで、ほとんどが園の持ち出し金で、受けている

というような状況です。 

議長（西崎会

長） 

保育士の確保、障がいの認定までの期間はその園で指導していかなけ

ればならない。認定までの期間が長い、その間に保育していただくこと、

それにも費用がかかる。いろいろな障がい児保育に関しては課題があ

り、また、それぞれの園でも保育所でも、いわゆる指導者を確保するこ

と、財政的にも確保することが難しい状況がある。そのあたりも今後少

し検討していただければという意見として伺っておいてよろしいです

か。 

他になければ、この案に承認いただけたものとします。 

  （一同承認） 

議長（西崎会

長） 

 それでは議事２、子ども・子育て支援法に基づく利用定員の設定につ

いて、事務局から説明をお願いします。 

事務局（梅原保

育課担当主査） 

（議事（２）について資料２に基づき説明） 
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議長（西崎会

長） 

教育・保育施設利用定員の変更という事で説明をいただきました。 

この件につきまして、何かご質問、ご意見等はございますか。 

夢川委員  資料２の説明は、大変理にかなった利用定員の変更であると思いま

す。おひさま保育園については、小規模保育園の 0・1・2歳児の子ども

を確保する事によって、3歳以上児の子ども達の行き先を何とかしなけ

ればならないということで、48 人に増やした。逆にあやめ保育園はこ

こ 2 年間、80 人を越えない人数であるため、それではどこが越えない

部分なのかというと 3・4・5歳児なのですね。3・4・5歳児は先ほど言

ったように、おひさま保育園さんが増やすことによって、他のところは

当然子どもが増えない限りは減ってくるわけです。それを考えると 90

人のまま経営するよりも、80 人にして健全経営をしていったほうがい

いだろうということが読み取れるわけなので、この２つに関しては大変

理にかなっていると思いますから、私は全く問題無いと思います。 

 逆に 2年、3年先を見越して、利用定員をもっときちんと考えるべき

ということも、他の施設では出てくるのではないかと思います。最近で

は、認定こども園に移行した幼稚園が 1号の子どもの人数を減らして、

2 号、3 号の子どもの人数を増やしているというのは、そういう理由か

らでございますけれども、公立の保育所や幼稚園も認可定員と利用定員

の設定はきちんと精査してやるべき必要があると思います。公立の幼稚

園が人数を増やしたところと減らしたところがありますが、実際にその

定員に則した子どもが入園されているのか照らし合わせて、利用定員を

設定していかないと、差異が生じることになりますので、行政の方には

よろしくお願いしたいと思います。 

議長（西崎会

長） 

 この変更等につきましては、理にかなった変更であろう。今後また、

利用定員のあり方については、検討をする余地もあるというご意見で

す。他にございますか。 

 なければ、この案につきましては、承認いただけますでしょうか。 

 （一同承認） 

議長（西崎会

長） 

続いて、議事の３、子どもの生活実態調査について事務局から説明を

お願いします。 

事務局（廣瀬子

育て支援課係

長、池調査業務

受託業者担当） 

（議事（３）について資料３－１、３－２、３－３、３－４、３－５に

基づき説明） 

議長（西崎会

長） 

以上が、「子どもの生活実態調査について」のアンケートに係る調査

内容等の説明でございます。何かこの件につきまして、ご質問ご意見ご

ざいましたらお願いします。 

金子委員 一つ、小学校からの立場からです。資料 3－3 の 6 ページになります

けれども、問 22 の学校生活の中のオ、学校のクラブ活動についてとい
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う欄がございますけれども、小学校ではクラブ活動というものはありま

すが、中学校 2年生に対してはクラブ活動自体が無い。今は無いのです。

部活動という名称にするのか、小学校のみにするのかも検討していただ

いたほうが中学生にとっては、わかりやすいのかなと思います。 

事務局（池調査

業務受託業者

担当） 

はい、ありがとうございます。検討させていただきます。 

金子委員 あともう一つ。5ページに戻りまして、問 16、平日の放課後の過ごし

方ですけれども、その中で 7番、放課後こども教室（ゆうゆうプラザ）

というものがありますが、ゆうゆうプラザの実施回数は月に多くて 3

回、どこかの曜日で毎週あるというわけではないので、この選択肢を回

答する子どもはいないのではないか。平日という事ですから、削除する

かご検討いただければと思います。 

議長（西崎会

長） 

2点ほど検討していただきたいという事です。 

 

竹下委員 今の意見に付け加えまして、問 16 番なのですが、放課後はおばあち

ゃんやおじいちゃんの家に行くというのもあるのではないでしょうか。

友達の家以上に、お父さんやお母さんが働いている場合は、おじいちゃ

んおばあちゃんの家に行く園児さんも多いのですね。私の孫も私のとこ

ろに来てしまいますけれども、祖父母の家というものはいかがでしょう

か。 

事務局（池調査

業務受託業者

担当） 

はい、それも入れる方向で検討させていただければと思います。 

議長（西崎会

長） 

16 番、おじいちゃん、おばあちゃんの家に行く子どももいるだろう

ということで、16 番の中が足りないかなということです。他にござい

ますか。 

夢川委員 かなり突っ込んだ質問も入ってくると思うのですけれども、この中に

性別とか学歴とか所得とか入っていますけれども、国籍というのは問い

ていない。この部分では別段なくてよいという解釈でよろしいですか。 

事務局（池調査

業務受託業者

担当） 

はいその解釈でよろしいです。 

議長（西崎会

長） 

その点よろしいでしょうか。 

 

櫻井副会長 私から一つ、検討のお願いがございます。従来から収入と学歴の関連

性について、論じられておりますが、私はそれは偏った見方であり、一

概には言えないと思っています。今回の調査で保護者の調査が 2種類あ

りますが、それぞれ問 23、問 26を見てみますと、最終学歴の項目があ
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るのです。そして、敢えてこれを含めますと、一部の保護者の場合、悩

んだり不快感を持ったりする方も、おそらくおられるだろうと思ってい

ます。そのようなことから、私は特に必要ないと考えておりますが、委

員皆様のご意見をお聞きできればと思っています。 

前原委員 私も、この公的援助受給世帯の保護者のアンケートを見ていて、自分

がもしこの立場でこのアンケートが届いたら、結構ショックを受けるの

ではないかというのは、最終学歴とか自分の学歴が、子どもの学歴につ

ながると言われているような気がして。これを読んだ人はどう思うのか

なって考えて見ていたのですけど。私だったら出さないという選択肢も

あるのですが、他の自治体でされている回収率というものは本当 40％

もあるものなのかなと思うのです。 

議長（西崎会

長） 

他の地域の報告は入っているのですか。 

 

事務局（池調査

業務受託業者

担当） 

他の自治体において、郵送回収で大体 40％から 50％の回収率は出て

おります。 

事務局（尾﨑課

長） 

他の自治体にも同じ質問を出しておりますよね。 

事務局（池調査

業務受託業者

担当） 

はい、同じ質問を出しております。 

前原委員 ここだけ回答が無いとか未記入ではなくて、この質問に対して答えは

きちんと返っているのですか。 

事務局（池調査

業務受託業者

担当） 

はい。 

議長（西崎会

長） 

質問に対して、確かにそういう偏見が見られてしまうという恐れがあ

るので、答えたくない、というところがあるだろうという事ですね。 

事務局（池調査

業務受託業者

担当） 

自治体によっては問 22・23 の二つの設問があるのですけれど、特に

23 番を気にされる自治体もあって、そちらのほうを削除されることは

実際あります。 

議長（西崎会

長） 

これは皆さん、どのように対応したらよいですか。偏見をもたれる恐

れがあるわけですね。 

広瀬委員 非常に難しい問題だとは思うのです。アンケート調査ですから、私個

人的には盛り込まれていてもいいのかなという気がしますけれども。タ

イトルが子どもの生活実態調査となっていて、収入のことなどかなり踏

み込んだアンケートですので。 

櫻井副会長 学歴によっては年収が少ないから貧困に陥るとの見方は問題だと思

います。 



 

11 

 

広瀬委員 そのように感じる方は、多分にいらっしゃると思います。 

櫻井副会長 削除した自治体があるのであれば、モデル的にやらなくてもいいのか

なという気がしています。もう少しご意見いただければありがたいと思

います。 

議長（西崎会

長） 

この項目 23 の問題について削除している他の市町村はあるのです

か。 

事務局（池調査

業務受託業者

担当） 

はい、23番がない調査票で作っている自治体もあります。 

夢川委員 資料 3－2 の調査の目的について読ませていただくと、子育て世帯の

生活状況、経済状況、支援ニーズ等を把握することを目的とするとあり

ますので、これを把握するためにはこの質問になるのかなと思います。

これをどうしても久喜市がやらなければならない、という事でなけれ

ば、出す必要は無いと思いますが、質問をするのだとするとここまで突

っ込んだ質問をしないとなかなか状況は読めてこないように思います。 

議長（西崎会

長） 

調査目的からすると必要であるかなということです。 

広瀬委員 私はあっても良いというような言い方をしましたが、結局、この質問

をしてどこの質問と相関させて、それはどういう意味を持つのかという

ことは確かにあると思うのですね。学歴と所得の関連性をこの調査で目

的としているのではなくて、市が貧困としての施策をどうしたら良い

か、ということを目的とするものであれば、逆に無いほうが良いかもし

れないと、今、思いました。 

竹下委員 私もお子さんの父親と母親へ最後に卒業した学校を教えてください

という質問。中学校、高等学校、短大、高専、こんなに細かく書いて、

すごく質問の意図に温かいものを感じないのですね。あなたは中卒です

かと聞いているようなもので、冷たい感じをうけるのです。それで、中

学校に丸をつける人はどう思うでしょうか。この質問をすると、久喜市

の人気は落ちると思います。はっきり言わせていただけば、丸をつける

と嫌な思いをすると思います。学歴をなぜこのように問われなければな

らないのだろうと思います。極端に言えばこれを書いて何か、学校へ行

かせていただくことができるのですかということです。 

何か温かい質問の意図が感じられれば、喜んで回答すると思います

が。質問の意図が温かいもので、事実を知りたい市がこのような政策を

子ども達のためにしてくれるのだということがわかれば回答しますが、

単にアンケートが届いて丸をつけてもらうというのは、久喜市の人気が

無くなってしまうと思います。 

議長（西崎会

長） 

質問をどこと関連性を持たせて、何をみていくのかということを考え

た時に、親の教育の受け方が子どもの教育にかかわるのかどうか、それ
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をみるのかどうかというのは疑わしい。本来的にそういうことがみられ

るのかどうかというのは、親が受けた教育と子どもの教育とは別ではな

いかという風に、ものを見たほうが良いとなれば、ここの質問は必要な

くなってしまう気がします。 

夢川委員 すみません、単刀直入にご質問いたします。調査期間が平成 30年 12

月 3 日から 17 日の間、資料にあるスケジュールで調査対象者にアンケ

ートをすると書いてありますので、これはするという方向になっている

のか、それともここで審議してやっぱりやめましょうと言ったらやめら

れるものなのかどうか、これだけ聞きたい。 

調査をするかしないか、決まっているのかどうか、調査するという事

ならば私どもの意見を聞いて中身を変えられるのかどうかを聞きたい。 

議長（西崎会

長） 

これは、調査するという事でよろしいですか。 

事務局（尾﨑課

長） 

こちらの調査につきましては実施いたします。庁内で検討した内容も

加味されております。またさらに、審議会の委員の皆様の意見も加味し

ていく方向となっておりますので、本日の会議で意見を求めたもので

す。 

議長（西崎会

長） 

ですから、ここの皆様のご意見によって内容は変えられると解釈して

よろしいのですね。 

事務局（尾﨑課

長） 

はい。 

 先程の保護者の方の最終学歴についての項目については、学歴イコー

ル子どもの学歴とイコールなのかどうかという点は、私どももイコール

ではないと思っております。 

 国、あるいは他市のアンケート調査のなかでも、そういった因果関係

を示すような結果も出ているところもありますが、久喜市として親御さ

んの学歴と子どもの学歴を相対させて何か施策をしていくかといいま

すと、なかなかそちらについても今のところ、方策的なものは無いとい

ったところであれば、敢えてここで聞く必要は無いのではないかと感じ

ています。この項目については、削除するような形でよろしいでしょう

か。 

 （一同賛同） 

事務局（尾﨑課

長） 

削除する形をとらせていただきますので、よろしくお願いします。 

 

議長（西崎会

長） 

皆さんのご意見を基にして、事務局の判断でこの 23 の項目について

は削除ということで、調査を行うということです。この点はよろしいで

すか。 

他になにかございますか。 

前原委員 保護者のアンケートと公的援助受給世帯にも同じ項目があるのです

が、どちらも削除するということですか。 
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事務局（尾﨑課

長） 

そうです。 

議長（西崎会

長） 

両方とも削除という事ですね。 

もし他になければ、このような調査項目で実施することで、承認いた

だけますか。 

 （一同承認） 

議長（西崎会

長） 

それでは承認いただいたものといたします。 

 続きまして、議事の４久喜市教育・保育に係る保育料に関する規則の

一部改正について、事務局から、説明をお願います。 

事務局（神田保

育課課長補佐

兼保育係長） 

（議事（４）について資料４－１、４－２に基づき説明） 

議長（西崎会

長） 

一部改正によって、保育料の変更ということについての説明でした。

この件について何かご質問ございますか。 

夢川委員 久喜市では、国の基準額の金額よりも、さらに軽減をした利用者の負

担金の設定をしているというのは、資料４－２両面でよくわかります。

その分、久喜市がかなり公費を入れて国の基準額に補足しているという

形になります。ただ、これだけを見ると、他のところは国の基準額より

も少ないのに、なぜ C-01 階層だけは同じなのだろうと思わざるを得な

い。セオリーで行けば 9,000円くらいになるのかなと思いますけれど、

そこまで下げてしまうと、市の負担が大変だからというので、少し抵抗

したのかなと思いますけど、そうしたら全部少しずつ見直すことが良い

のかなと思います。保護者の負担を見直さないで利用者負担を少なくし

ていると逆に、0･1･2歳のニーズが高まっていて、このニーズを受容す

るとなると、ますます行政のお金の負担は大きくなるわけですから、保

護者負担も少しいただいて行政の負担も軽減していかないと、質の高

い、手厚い保育行政はできませんよと言ったほうが、市民の方には良い

と思います。 

議長（西崎会

長） 

この件につきまして、ご意見いただいたということでよろしいでしょ

うか。そういう方向で、ある程度保育しやすい街づくりということを考

えると、一つのところだけではなくてある程度、全体を見直すというこ

とが必要ではないかということです。いずれにしても、いわゆる保育料

の無償化の問題がバックにはありますので、それの経過措置として、国

は施策を考えてきているのだろうというように思われます。今回は、こ

の案で認めていただければとのことです。 

原委員 教えていただきたいのですが、資料４－２の裏面。利用者の階層区分

の分布率について分かりましたら教えてほしいのですけれど。それと、

利用者にとっては非常にいいことなのですが、今後保育の無償化実施に

よって全てが国の予算ではないと思いますので、市がそれ相応の負担を
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しなければならないと思います。市の保育にかける予算というものは上

がります。500億規模の予算の市にしては、保育を充実させるための各

保育園に対する補助金はほとんど皆無です。ですから、保育にかける予

算は上がっているけれども、実際、本当に保育の充実に対する予算では

ないという事だと思います。 

事務局（神田保

育課課長補佐

兼保育係長） 

 保育料の階層区分の分布率ということでございますが、階層区分ごと

に一番多い区分が D14 という事になります。所得割課税額で 211,000

円以上 301,000円未満という部分が一番多い区分です。その次に多い区

分が、D08階層です。その次が D15階層です。こちらの所得割課税額は

お父様、お母様の合算でございます。お一人分ではございません。 

 先ほどの分布については平成 29年度決算の数値でございます。 

議長（西崎会

長） 

事務局の説明によると、そういった状況でございます。 

夢川委員 保育料の算定をみて、3 号認定は国の基準は 8 万円、2 号認定は国の

基準は 77,000 円と思って運営されているというと、間違いでございま

して、3号認定の国の基準の 8万円プラス、運営費等で 1･2歳は 2万数

千円をプラスしていただいて、10 万円位が基本額という事で、保育所

に入ります。0 歳は 18 万円位いただかないとやれないということで、

久喜市は最大限の 5万 2,000円に対しても、十数万円のお金を補填して

運営費に充てていただいているということですから、大変なご苦労をさ

れているというのを、市民の方々は是非分かっていただきたいと思いま

す。資料４－1に戻りますと、国、保育料に対する久喜市の割合は、56.

6％出しているのだという事になるわけです。安ければ良いということ

ではないということでございますので、やはり、全体的に見直して、少

しでもいただくものをいただかないと、市の財政は限界があるという事

を市民の皆様も知っていただければと思います。 

議長（西崎会

長） 

他に意見はありますか。もしなければこの件につきまして、ご承認い

ただけますでしょうか。 

 （一同承認） 

議長（西崎会

長） 

 続いて、その他でございますが、事務局から何かございましたらお願

いいたします。 

事務局（神田保

育課課長補佐

兼保育係長） 

（久喜市保育所等入所選考基準表について資料５－１に基づき説明） 

議長（西崎会

長） 

前回、これを審議して考えたほうが良い部分、裏面の 20 番の記述に

ついて修正をしたということです。何かございますか。もしなければ、

このように修正をして基準表を作成したという事で行きたいと思いま

す。その次に事務局からございますか。 
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事務局（神田保

育課課長補佐

兼保育係長） 

（幼児教育の無償化について資料５－２に基づき説明） 

議長（西崎会

長） 

いわゆる消費税の引き上げに伴っての動きで、情報として、こういう

ものが話し合いをされているということで承知していただければとい

う事です。 

他に事務局からございますか。 

事務局（廣瀬子

育て支援課係

長） 

子育て支援課から一点事務連絡がございます。平成 32 年度から計画

期間となります、子ども・子育て支援事業計画の策定の事務を進めてい

きたいと思っております。現在の状況でございますが、8月に国から策

定に関する手引きが発出されました。現在、策定にかかる業者の選定を

行っておりまして、決定次第、速やかに事務を進め、来年年明け早々に

も未就学児及び就学児の保護者を対象としたニーズ調査を行う予定で

おります。そのことから、次期計画の策定にあたってのスケジュールや

ニーズ調査の内容などについて、次回の審議会でお示ししたいと考えて

おります。来年年明け早々に調査を行うことでございますので、予定と

して事務の進捗状況によりますが、できれば年内中、12 月下旬に次回

の審議会の開催をしたいと考えております。その際は、改めて通知いた

しますので、よろしくお願い申し上げます。 

議長（西崎会

長） 

新事業計画作成にあたってのニーズ調査等が行われますので、その内

容等について年末等に審議会を開催するという事です。 

夢川委員 何らかの形で資料５－２については市民や国民に知らされることに

なるのだと思います。これをみて、新事業計画のニーズ調査をすると、

ますますニーズの急激な上昇は目に見えていると私どもは思っており

まして、幼稚園業界では、ますます保育の長時間化ということが懸念さ

れております。預かり保育が無料となるわけですから、それならば預け

てしまえという形にもなります。保育所業界では、急激にニーズが上昇

すると、今でも保育士不足ですが、ますます保育士の不足に拍車がかか

りまして、良質の保育を保障できなくなるのではないかとも懸念されて

います。そうすると、はたして保育所や幼稚園が誰のものか考えた時に、

親のものではなくて、私たちは子ども達のものであろうと常々思ってお

ります。この制度は、働く方にとっては大変ありがたいかもしれないけ

れど、それを預かる子ども達のものであってほしいなと思っています。 

議長（西崎会

長） 

この資料５－２の内容については、広報か何かで入れる予定は無いで

すか。これは一般に公開されていますか。 

事務局（梅原保

育課担当主査） 

これは、内閣府のホームページで掲載されています。周知方法につい

ては検討しているところです。 

議長（西崎会

長） 

広報等の部署と相談していただいて、公民館へ置いていただくとか、

何かしら可能であれば検討していただければと思います。ニーズは増え
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るけれども、質の低下が問題だという事は前々から言われているけれど

も、その辺りとしては国の施策としてやっているものですから、色々問

題が起こる事は、可能性として出てくることは見えているような気がし

ますが。 

他にございますか。他になければ、予定していた議事は終了となりま

す。大変長時間休憩もなしに審議していただき、申し訳ございませんで

した。 

以上で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、本日予定い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したいと思います。 

櫻井副会長 本日は長時間に渡りましたが、おかげさまで、円滑かつ効率的に進め

る事ができました。今後も、委員の皆様と共に子どもの支援体制の整備

等々につきまして前向きに協議して参りたいと考えております。本日は

誠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。委員の皆様には慎重に審議していただきま

して、誠に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２回久喜市児童福祉審議会を閉会

とさせていただきます。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１１月２８日        
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 会議録署名委員       金子 孝雄    

（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。 


