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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３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３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、子育て支援課長の尾﨑と

申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

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 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

をご報告いたします。 

なお、荻原 さゆり 委員、進藤 律子 委員、金子 孝雄 委員におかれ

ましては、欠席とのご連絡をいただいております。 

続いて、会議の公開と、会議録の作成について、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、対応させていただきますのでご了解を

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。 

それでは、次第に従いまして進めさせていただきます。 

次第の「２ あいさつ」としまして、西崎会長からご挨拶をいただき

たいと存じます。 

よろしくお願いします。 

西崎会長 皆さん、こんにちは。本日の天気が平年並みのお天気だということで

す。やっと冬らしい北風が吹いてちょっと寒いなという感じを受けたか

たもいらっしゃると思います。 

お忙しい中、お集まりいただきましてご審議いただくことに感謝申し

上げます。本日は「子ども・子育て支援事業計画」が平成 31 年度をも

って終了ということになりますので、第２期の事業計画策定にあたって

の審議になるかと思います。資料も用意されておりますので、十分にご

審議の程よろしくお願いします。 

司会（尾﨑子育

て支援課長） 

ありがとうございました。 

次に、議事に入ります前に、本日の資料の確認等をさせていただきま

す。事前に送付させていただいている資料でございますが、 
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・本日の次第 

・資料１「第２期久喜市子ども・子育て支援事業計画」の策定にあたって 

・資料２「久喜市子育て支援に関するアンケート調査」の概要 

・資料３ 量の見込みの設定・調査項目について 

・資料４－１ 調査票（就学前児童保護者用） 

・資料４－２ 調査票（小学校児童保護者用） 

 の６種類となっております。  

以上でございますが、資料等はお揃いでしょうか。  

お手元に無い資料等がございましたら、お持ちいたしますので、お申

し出いただきたいと存じます。 

それでは、次第２、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、議長をよろしくお願いします。 

議長（西崎会

長） 

それでは、議事に移りたいと思います。どうぞよろしくご協力いた

だければと思います。 

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した後、代表の二名の方に署名をいただくという

ことになっております。前回は、広瀬委員さんと、金子委員さんが署

名人となりました。引き続いて名簿順ということで、今回は、夢川委

員さんと竹下委員さんのお二人にお願いをしたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

それでは、早速でございますが、本日の議題に移りたいと思います。 

議事の（１）「第２期久喜市子ども･子育て支援事業計画の策定につい

て」を議題といたします。 

事務局から説明をいただきたいと思います。 

事務局（廣瀬子

育て支援課係

長） 

（議事（１）について、資料１に基づき説明） 

議長（西崎会

長） 

はい、ただ今説明いただきましたのは、第２期子ども・子育て支援事

業計画の策定にあたっての、基本的な考え方を説明していただきまし

た。それから、方針、調査の目的が更新されている細かな点での国に合

わせているとの説明でございます。何かこれらの点で、ご質問・ご意見

等がありましたら、お願いします。 

基本的なことについてのご意見はございませんか。これらを元にして

実際に調査項目等については進められていきます。具体的ものはこのあ

とに説明いただきます。もしなければ、ご承認いただけますでしょうか。 

 （一同承認） 
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議長（西崎会

長） 

はい、ありがとうございました。基本的な事項についてはご承認い

ただいたものといたします。続きまして、議事の（２）の「子育て支援

に関するアンケート調査の実施について」という事で、事務局から説明

いただきたいと思います。 

事務局（廣瀬子

育て支援課係

長） 

（議事（２）について、資料２に基づき説明） 

 

事務局（吉元調

査業務受託業

者担当） 

（議事（２）について、資料３、資料４－１、資料４－２に基づき説明） 

 

議長（西崎会

長） 

はい、ありがとうございました。細かなところまで説明をいただきま

したが、資料２のアンケート調査の概要ということで、調査目的、対象、

期間、方法ということで、調査のあり方をお話しいただきました。その

後、内容について資料３、資料４から具体的な項目を分けて説明いただ

いたわけですが、ただ今の説明等について皆さんからご意見や質問があ

りましたら、お願いしたいと思います。 

原委員  一つ確認ですが、前回このアンケートに関しての説明があったと思い

ますが、その中で保育の無償化の話はございましたか。 

事務局（尾﨑子

育て支援課長） 

はい、お話はありました。保育の無償化について今後どのように資料

等の周知していくのかという話がありまして、今は、国のホームページ

上では掲載されておりますので、改めて皆様への周知について市で検討

してまいりたいとお伝えした内容でした。 

原委員  このアンケート自体は量の見込みを算出するアンケートだとしたら、

来年 31年の 10月から実施される保育の無償化というのも、この量の見

込みに対する変化を与える大きな要因だと思います。それに対し、経済

的な理由で事業を利用できないという回答の項目があるのですけれど、

それに対して、無償化であれば利用できるとか、アンケートの結果と無

償化が実施された後で、実際の量の見込みと実際の利用者の規模で差異

が出てきてしまうと思いますので、その辺のお考えをお聞きしたいので

すが。 

事務局（尾﨑子

育て支援課長） 

そちらについては、保育と教育について無償化が始まるということ

で、担当から国、県に確認を致しました。その中で、国も無償化のこと

をアンケートに入れる事はないと回答をいただいております。また、近

隣の市で既にアンケート調査を実施している自治体もございますが、確

認しましたところ無償化のことは入れていないということでございま

した。 

原委員 国のほうがそうなっているのであれば仕方ないですが、実際の量の見

込みを確認したいのに、そこの回答がないと、実際の量との乖離が出て

きてしまうのではないかという危惧があります。 
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議長（西崎会

長） 

確かに無償化が実際に行われた場合と、この調査の回答とは違いが出

てくる可能性があるかもしれませんけれども、今の状況では、そこまで

踏み込んだ調査はしなくても、国のほうではよろしいのではないかとい

うことです。 

事務局（尾﨑子

育て支援課長） 

原委員さんのご質問の内容も十分理解できます。例えば昨年、平成 2

9年度の時に、利用者のニーズ、施設の量のことなどですが、記載され

ていた計画の値と実際の利用希望者の値と 10％以上の乖離が認められ

た場合は、変更するということがございました。その場合には中間年度

で変更が生じてくるということになると思います。 

議長（西崎会

長） 

現時点ではこの調査によって計画をたてて、途中で変更を生じる必要

があった場合は、計画を考え直すという事ですね。 

他にございますか。 

夢川委員 第２期の事業計画の策定において、来年 2019 年度に向けアンケート

調査を行い 2020 年度から第２期の計画を実施していくと理解しており

ますが、先ほどご説明のありました資料３の中で、国から新規に確認す

るように求められている設問がいくつかございました。例えば 2ページ

の下、幼稚園の利用希望であったりとか、子育て支援センターへの要望、

支援センター等を利用していない理由、病気等で通常の事業が利用でき

なかったことの有無などが新しく設定されております。これを入れるこ

とよって、国や地方公共団体は何を読み取ろうとしているのかなと思っ

ております。もし分かりましたら、どういうことを読み取ろうとしてい

るのか、教えていただきたいと思います。 

議長（西崎会

長） 

独自に市が項目立てて、調査するその狙いは何かといったことでござ

います。 

事務局（尾﨑子

育て支援課長） 

夢川委員さんのおっしゃられた 3ページの子育て支援センター・児童

館・児童センターへの要望という項目で、新規となっております。現在、

子育て支援センターは市内で各 18 か所ございます。児童館・児童セン

ターについては各１か所ずつです。児童館・児童センターについては多

少年数が経っております。もっとこうしてほしい等の要望が多々あるか

と思われます。また、子育て支援センターにつきましては、こういった

事業をしてほしいとか、そのような要望があるかと思います。そちらの

ニーズを把握したいということで、入れさせていただきました。 

幼稚園の設問につきましては、幼稚園に特化した設問がございません

でしたので、幼稚園の利用希望はどのくらいであろうかという事を知り

たいという意向があるようです。ただ、その真意については把握してご

ざいません。申し訳ございません。 

夢川委員 設問について、「強く希望しますか。」とあったのでその意図が知り

たかった事と、子育て支援センターの利用状況ですが、基本的に就学前

の子どもさんがいる親御さんで、子育て支援センターを主に利用してい
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る子ども達というのは、1 号認定の子ども、あるいは、0、1、2 歳で仕

事をしていない子育て家庭の保護者が利用するのですね。それを考える

と、そこまで踏み込んだ設問をしたほうがより良いかなと思いました。

また、要望というものは聞けば聞くほど沢山あるのですね。きれいな方

が良い、安全な方が良い、大きい方が良いとか、無料が良いとか、必ず

そういう要望がありますから、それを全て聞いていたらとても立派なも

のが出来上がりますので、久喜市に財源があるようでしたら、やってい

ただきたいと思います。 

事務局（尾﨑子

育て支援課長） 

調査票の 1ページの前、一番上に説明文がありまして「調査の回答で

施設や事業の可否を決定するものではありません」として、申し伝えて

おりますので、夢川委員さんのおっしゃるとおり、全て事業としてやる

わけではございませんが、色々な潜在的なご意見を私たちは真摯に受け

止めていかなくてはならないと思っていますので、こういった設問を設

けさせていただきました。 

議長（西崎会

長） 

この件ついてはよろしいですか。他にございますか。 

前田委員 受託事業者である吉本さんにお伺いいたします。久喜市のほかに受託

している市町村はありますか。これだけの多岐に渡る、保護者にとって

負担感のあるアンケート調査として実施をするわけですが、回収率は一

般論としては 60％以上をカバーできるのかなということが、私の疑問

としてあります。中身をみることが面倒であり、忙しい市民の方もおら

れると思いますので、その辺の回収率の経験値を実施機関としてお尋ね

したい。また、最後に久喜市の独自の項目として、満足度に関しての項

目がございます。これは最後の締めとして是非問うべき設問だと思って

おります。 

議長（西崎会

長） 

60％の回収率が可能かどうか、他の市町村でのデータはございます

か。 

事務局（吉元調

査業務受託業

者担当） 

 はい、データとして、自治体によって回収率は異なっておりまして、

40～50％の自治体もありますが、60～70％の回収がある自治体もござい

ます。久喜市の場合は、郵送での配布回収で 60％返ってくるというの

は、かなり高いほうです。今回、督促状を調査期間中に一度送る予定に

しておりますので、最初のお願いと続いてまだ回答していない方向けと

して、もう一度お願いする形をとりますので、サンプルとしては十分集

まって、分析できるものになると考えています。 

前田委員 今の説明のように、通り一遍の調査ではなくて、かなり丁寧な調査が

不可欠だと考えます。よろしくお願いします。 

事務局（吉元調

査業務受託業

者担当） 

承知いたしました。 
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議長（西崎会

長） 

前回、平成 26 年度の報告を確認しますと、配布は 3,000 通と 1,000

通、回収率は就学前児童が 58.8％、就学児童は 61.6％で全体として 59.

5％の回答率をいただいております。内容は前回と同じくらいの内容で、

少しこれに付け足した部分がありますので、見込みで 60％程度は到達

するのではないかといったことで、実施するということです。 

他にございますか。 

前原委員  資料２の就学前児童の保護者 3,000 人というのは、0～5 歳児にあた

ると思いますが、それぞれ 500人×6つの年代ごとと考えて良いのかと

いうことを伺いたいです。 

事務局（廣瀬子

育て支援課係

長） 

未就学児の抽出方法でございます。約 7,300 人の児童を 11 学校区に

分けます。その中で均等にするため 3,000 通を 11 で割り、学区ごとの

総数を合わせることにします。その中学校区から抽出する数が決まりま

したら、その数を抽出していきますので、年代ごとに 500人とかそのよ

うな抽出は考えておりません。1つの学校区の全体から無作為に抽出し

ていきますので、結果として、どのような年齢構成になるのかは抽出結

果によって異なってまいりますが、そのような方法で進めていきたいと

思っております。 

議長（西崎会

長） 

抽出方法としては、全体を中学校区に分けてその中から無作為に 0

歳～5 歳の人数を選んでいく。ですから、0 歳が何人、1 歳が何人とい

うわけではないという事です。 

他にございますか。 

櫻井副会長  私から一点、小学生保護者用の調査票、最後の 14ページ、問 26番の

久喜市への要望事項、その中で気になるのが今、久喜市を含めて他の市

町村も放課後児童クラブのニーズが高まっている状況にあります。その

辺は具体的に把握しても良いと思っていますが、いかがでしょうか。 

 5番の中に含めたり、その他でいいのではないかという意見があろう

かと思いますが、事務局のお考えをお聞きしたいと思っています。 

事務局（尾﨑子

育て支援課長） 

8番を分けたほうが良いという事でしょうか。 

櫻井副会長  放課後児童クラブというのが出てこないですが。 

広瀬委員  設問 26、選択肢の 8 番に保育所・学童保育に含まれているのではな

いでしょうか。 

櫻井副会長  そこに含まれるという考えですか。 

事務局（尾﨑子

育て支援課長） 

はい、そうです。 

もし、一緒にしないで、分けたほうが良いという事であれば、可能で

す。 

櫻井副会長  具体的に追加することで、わかりやすくなると思っています。 

全項目、ここは事業について具体的に記載しないで、「充実」「推進」

「整備」ということでまとめておりますので、どこかに入るとは思って
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おりますが。 

竹下委員 同じような質問になるかもしれませんが、鷲宮地域では、子ども食堂

というものがあるのですが、それは、児童館、児童センターの中にある

ような活動なので、この場合どこに入れたらよろしいのでしょうか。そ

の他でしょうか。 

事務局（尾﨑子

育て支援課長） 

そうです、その他になるかと思います。 

議長（西崎会

長） 

よろしいでしょうか。 

櫻井副会長 学童保育は 8番に入るという事でよろしいでしょうか。 

事務局（大越保

育課長） 

はい、放課後児童クラブのニーズをどう捉えていくのかといったこと

だと思います。この小学生保護者様向けの調査票では問 26 になります

が、選択肢 8 番に「保育所･学童保育所の整備」ということで、この学

童保育所というものが、条例上の名称で放課後児童クラブという事にな

りまして、一般的には学童保育として、市民の皆様には馴染みがあると

いう事で考えております。資料４－２の小学生保護者様向けには、こう

いった学童保育所ということで表記をさせていただいておりまして、こ

のような形で選択肢を設ける事によりまして、放課後児童クラブ、学童

保育のニーズというものをこの設問で確認できるのではないかという

事で、このようにさせていただいているところでございます。 

櫻井副会長 分かりました。 

議長（西崎会

長） 

8 番で、「保育所・学童保育所の整備」ということで、いわゆる放課

後児童クラブに対する考え方が把握できるということでございます。 

他にございますか。もしなければ、この調査票でアンケートを行うと

いうことで、ご承認いただけますか。 

 （一同承認） 

議長（西崎会

長） 

 はい、それではこの調査票で調査をお願いしたいと思います。中身に

細かい変更が起こる可能性がありましたら、十分検討していただいて実

施していただければと思います。 

 他に無ければ、次の議事、その他に入りたいと思います。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） 

子育て支援課から連絡事項がございます。 

次回の児童福祉審議会の開催についての連絡でございます。次回は来

年 3月頃の開催を予定しております。現時点で予定しております内容と

しまして、1つ目は、子ども・子育て支援事業計画策定に係る諮問と、

その時点で報告できる次期計画策定に係る資料の確認、2つ目が子ども

の貧困対策に係る生活実態調査が、その頃には結果がまとまっておりま

すので、その概要の報告です。3つ目は、特定施設・保育施設の確認等

について議題として予定しております。開催日時が決定した際には改め
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てご通知申し上げますので、よろしくお願いいたします。子育て支援課

からは以上となります。 

議長（西崎会

長） 

 はい、他に事務局や委員の皆様からから何かございますか。 

 もし、無ければ、以上を持ちまして本日の議事は終了いたします。こ

れにて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） 

ありがとうございました。閉会に当たりまして櫻井副会長にご挨拶を

お願いしたいと存じます。 

櫻井副会長 本日はおかげさまで効率よく短時間でまとめることができまして、心

から感謝申し上げます。これから行いますアンケート調査の高い回収率

を期待して閉会とさせていただきます。本日は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。以上を持ちまして、平成３０年度第３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３１年１月１０日        

 

 

 

  会議録署名委員    夢川 善裕       

 

  会議録署名委員    竹下 成子       

（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。 


