
 

1 

 

 

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４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、おはようございます。定刻になりましたので、ただ今から平

成３０年度第４回久喜市児童福祉審議会を開催いたします。 

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

ことをご報告申し上げます。 

なお、広瀬 正幸 委員、夢川 善裕 委員、渡辺 綾子 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承を

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。 

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 皆様、おはようございます。今朝の温度は零度近くまで下がりました

ね。春というものは大分温度差が激しいものですから、十分自分の体に

自信を持って過ごさないと、あるいは気をつけて過ごさないとインフル

エンザは終わったけれども風邪を引くとか体調を崩すというそういう

時期でもあります。いくらか花粉も飛んでいるようですが、自分の健康

は自分で守るという姿勢で、毎日の生活を送っていただくのが、一番い

いのではないかという風に思います。 

子ども達は年度末にかかりまして、またこの春の陽気で、外遊びとい

うものが大分盛んになってきているようです。私の家の近くに新しい公

園ができたのですが、そこが幼稚園帰りの子ども達やお母さん方が２時

ころ満杯になっているのです。これは良いことだなと私は思いますが、

ある一部の方から言わせると一部の方々が仲間作りをして他の人たち



 

2 

 

を嫌う恐れがあるなというのを少し聞いた事があります。いずれにして

も保護者がまとまった上で、保護者が「ああではない、こうではない」

と話をして、子どもが周りで遊んでいる姿は素晴らしい、公園ができて

よかったなという風に感じております。 

今日は、大変お忙しい年度末にお集まりいただき、ご審議いただくと

いうことで、ご協力いただければと思います。 

司会（尾﨑子育

て支援課長） 

ありがとうございました。 

次に、本日の資料等の確認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、 

・本日の次第 

・資料１－１ 久喜市子育て支援に関するアンケート調査 調査結果概要 

・資料１－２ 単純集計表【久喜市・就学前】／設問一覧 

・資料１－３ 単純集計表【久喜市・小学生】／設問一覧 

・資料１－４【久喜市】家庭類型及び利用意向とりまとめ 

・資料３－１ 平成３０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３－２ 施設概要 

・資料３－３ 家庭的保育事業等設置認可審査 

・資料４－１ 久喜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の

確認について 

・資料４－２ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に

ついて（案） 

・資料５   ２０１９年１０月から実施される「幼児教育・保育の無

償化」について 

 の１０種類となっております。 

また、本日配布しました資料は、 

・資料２ 久喜市子どもの生活実態調査報告書 

の１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。  

 

また、本日の会議では、次第の３にて市長から諮問をいただくことと

なっておりますが、公務の関係上、１０時３０分前後に市長が当会場に

参る予定となっております。そのため、先に次第４の議事をご審議いた

だき、市長が到着した際には審議を一旦中断し、諮問を行わせていただ

く予定でございますので、あらかじめご了承くださいますようお願いい

たします。 

次に、次第４の議事に移らせていただきます。 

議事につきましては、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、議長をお願いいたします。 
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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後、代表の二名の方に署名をいただくわけですけ

れども、前回は夢川委員さんと、竹下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、原委員さんと私、西崎が署

名人ということで、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、議題に移りたいと思います。 

議事の（１）「久喜市子育て支援に関するアンケート調査結果（速報）」

について、事務局からお願いします。 

事務局（根本子

育て支援課主

任） 

調査業務受託

業者（吉元） 

（議事（１）について、資料１－１、１－２、１－３、１－４に基づき

説明） 

議長（西崎会

長） 

ただ今、「（１）久喜市子育て支援に関するアンケート調査結果（速

報）」について説明していただきました。結果の報告という事ですが、

この件につきまして、何かご質問等はございますか。 

原委員  教えていただきたいところがあるのですが、資料１－２と資料１－３

のそれぞれ１枚目、集計の分布を教えていただきたいのですが。ここに

ありますのは、回収の件数だと思いますが、就学前児童は就学前の家庭、

小学１・２年生の児童の家庭に配布しているのだと思いますが、地域に

よるばらつきとかあったのかそのあたりを知りたいのですが。配布の地

域分布について、どれくらい配布されたのか確認したいと思います。 

就学前では３，０００件に対して、１，９００件を回収したわけです

よね。 

事務局（根本子

育て支援課主

任） 

未就学児、小学生のアンケートにつきましては、地区に偏りがない

ように、できるだけ配慮して配布をおこなっていることが前提です。 

未就学児のアンケートにつきましては、久喜地区では１，１５９件に

配布しております。菖蒲地区は４１１件が配布件数です。栗橋地区は５

８２件、鷲宮地区は８４８件が配布件数です。未就学児の配布件数は合

計しますと３，０００件となります。 

小学１・２年生のアンケートにつきましては、久喜地区３７６件、

菖蒲地区１５３件です。栗橋地区は１８９件、鷲宮地区は２８２件です。

以上合計いたしますと１，０００件となっております。 

議長（西崎会

長） 

よろしいでしょうか、ありがとうございます。 

他にございますか。 

櫻井委員 地域の特色を確認したいのですが、地区別に見た際に保護者のニー

ズの特徴が出ておりますでしょうか。データ上では大差が無いように見
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えましたが、いかがでしょうか。 

調査業務受託

業者（吉元） 

今回速報値という事でしたので、地区別の分析はこれからとなります

ので、次回以降の報告でもよろしいでしょうか。 

櫻井委員 分かりました。 

議長（西崎会

長） 

他にございますか。もし、無ければご承認いただけるということでよ

ろしいでしょうか。 

 （一同承認） 

議長（西崎会

長） 

ありがとうございます。 

次に、議事の（２）「子どもの生活実態調査の結果報告」についてに

ついて、事務局、説明願います。 

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） 

 

議長（西崎会

長） 

ありがとうございました。大変量が多いものですから、大事な所をご

説明いただいて、重要な部分がたくさんあるように感じていますが、何

かご質問等ございますか。 

この生活実態調査は、今、国でもだいぶ色々な所で調査をしたり、工

夫をしたりしているようですけれども、久喜市の子どもの実態調査とい

うものは、これから子どもたちにどう対応していったら良いのかという

ことの、大きな資料になってくるものと思われます。その点で、重要な

調査結果ではないかと思います。 

何か疑問やご質問等ございますか。 

前田委員 最後に、この実態を踏まえて久喜市としてどのような施策を展開して

いくか、ということにつながっていくのだと思います。偶々、新聞を見

ておりましたら、埼玉県の動きとして、県内、最近の子ども食堂、ボラ

ンティアなど、いろいろな動きが出ておりまして、それらに対して一定

の補助をしているという状況があります。これは時代の流れとして当然

のことだろうと思いますが、県が子どもの居場所作りアドバイザーを派

遣する方針を固めたという記事が書いてありました。来年度予算案に計

上するということです。これを県下の地域の実態に即して、優先順位を

つけて助成していくということだろうと思います。ということは、県全

体、国全体として大きな流れの中で、まずは実態を把握するということ

です。実態を把握しなければ、手の打ちようがないわけですので、作業

はかなり大変です。これは時間をかけて何とか労力をかけ、何とかまと

め上げることが先だと思います。それについて、冷静に現状、課題を整

理したうえで、久喜市として今までなかった施策を組み立てていくかど

うか、このことは先々の話ではなくて、当面するテーマである感じがい

たします。そういう意味では、審議会を含めて、市と関係機関が一体と
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なって、少子化時代の中で、とりくむべき大きなテーマであるのかなと

思います。その手始めの実態調査につきまして、担当者には労いの言葉

をかけたいと思います。 

議長（西崎会

長） 

ありがとうございました。 

大変重要な調査であり、それぞれの課題について久喜市全体で一体と

なって取り組む施策というものを、十分練っていただかないとこれを活

かすことができない。是非、そのことを久喜市全体で取り組む新たな施

策というものを、考える方向に向かってもらいたいと思います。 

事務局どうぞ。 

事務局（尾﨑子

育て支援課長） 

 子どもの貧困対策に関する施策でございますが、国のほうでも平成２

６年に貧困対策の大綱というものを作っております。その見直しを平成

３１年度に行う予定であるということでございます。大綱に考えられて

いる中では、教育の支援、生活の支援、保護者への就労支援、経済支援、

あるいは、調査研究ということが項目として挙げられていて、その中に

指標というものが設けられています。大学進学率について「現在はこの

くらいだけれども、これからはこうしましょう」というような、様々な

指標を設けております。５年経っておりますが、その指標はだんだんと

改善はされてきておりますが、根本的な解決にはまだまだ至っていない

ところです。生活の実態調査については、埼玉県内でも徐々に増えてき

ている状況であり、その中で、国においても何をしたら良いのかという

ことは、県あるいは市町村と共同で行っていかなければならない認識も

ございますし、久喜市といたしましても現在の事業で良いのかといっ

た、既存の状況を含めて今後何が必要なのかというものが、この調査か

ら施策を展開するものも今後検討していかなくてはならないというこ

とです。しかし、久喜市だけでは難しい部分もございます。他市の状況、

審議会の皆様のご意見等を頂戴しながら、どのような支援につなげられ

るのかと思っておりますので、今後ご協力のほどよろしくお願いしたい

と思います。 

議長（西崎会

長） 

平成２６年度に一度調査をして、それを基にして、施策等を考えるた

めに平成３１年度に調査して、その報告に基づいてまた新たな見方をし

ていくということとなります。 

ほかにございますか。もしなければ、議事「子どもの生活実態調査の

結果報告について」はご承認いただけますでしょうか。 

 （一同承認） 

議長（西崎会

長） 

ここで、市長がお見えになりましたので、中断し、次第の３の諮問に

移ります。事務局お願いいたします。 

司会（尾﨑課

長） 

それでは、「諮問」に移らせていただきます。 

恐縮ですが、市長、会長、席をお立ちいただきまして、諮問書を市長

から西崎会長へお渡しください。それでは、市長、お願いいたします。 
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市長 それでは諮問させていただきます。 

第２期久喜市子ども子育て支援事業計画の諮問でございます。久喜市

児童福祉審議会条例第二条の規定に基づき、第２期久喜市子ども子育て

支援事業計画について、貴審議会の意見を求めます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

司会（尾﨑課

長） 

 それでは、ここで、梅田市長より委員の皆様にご挨拶を申し上げたい

と思います。 

市長 皆さん、おはようございます。ただ今、ご紹介いただきました市長の

梅田修一でございます。 

久喜市児童福祉審議会委員の皆様には、日頃から、市政運営につきま

して、格別のご理解とご協力をいただいておりまして、深く感謝を申し

上げます。 

さて、近年は、共働き世帯の増加や働き方、生活スタイルの変化によ

り、子育て支援のニーズが多様化しています。また、地域で子育てを支

えあう力や家庭の養育力が低下し、育児に不安を抱える保護者や児童虐

待も増加している傾向にあります。 

このような状況から、わたくしは、保護者が抱える不安や負担を少し

でも軽減し、子ども達の健やかな成長を支える環境を整備していくこと

は、社会全体で取り組まなければならない課題であると認識しておりま

す。 

本市では、２０２０年度から２０２４年度までの５年間を計画期間と

する、第２期子ども・子育て支援事業計画を、２０１９年度において策

定することとしております。策定にあたっては、子育て中の保護者の、

保育や子育て支援に関する利用希望を把握するため、本年１月にアンケ

ート調査を実施し、調査結果について、先ほどご報告申し上げたところ

であります。 

第２期子ども・子育て支援事業計画が、子どもたちの未来が輝く久喜

市を創ることに資するものにしてまいりたいと考えておりますので、委

員の皆様には、計画策定にあたり、忌憚のないご意見、ご助言等を賜り

ますようお願い申し上げまして、ご挨拶といたします。 

司会（尾﨑課

長） 

ここで大変恐縮ではございますが、梅田市長におかれましては、次の

公務のため退席をさせていただきますので、ご了承をいただきたいと思

います。 

それでは、ただいまから「諮問書の写し」を皆様にお配りいたします。 

ただ今、第２期子ども・子育て支援事業計画の策定について諮問させ

ていただきました。平成３１年度中の計画策定に向けまして、今後のご

審議を、よろしくお願いしたいと存じます。 

それでは、引き続き議事の進行を議長にお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いします。 
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議長（西崎会

長） 

はい、それでは続きまして、議事の（３）「家庭的保育事業等の設置

認可について」に移りたいと思います。 

こちらについて、事務局、説明願います。 

事務局（保育課

梅原担当主査） 

（議事（３）について、資料３－１、３－２、３－３に基づき説明） 

 

議長（西崎会

長） 

はい、家庭的保育事業等（小規模保育事業）の設置認可申請施設につ

いてですが、何かご質問等ございますか。 

３つの施設に対して、施設の概要、認可審査ということが実施されて

おります。それで、３つの施設については認可申請を行うこととなりま

す。何かございますか。なければ、承認いただけますでしょうか。 

 （一同承認） 

議長（西崎会

長） 

続きまして、議事の（４）「久喜市特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業者の確認について」を事務局から、説明をお願いいたします。 

事務局（保育課

梅原担当主査） 

（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） 

はい、ありがとうございました。施設の確認ということでご説明いた

だきました。何かご質問ございますか。 

原委員  説明がありましたが、最後の項目の、あやめ保育園さんなのですけれ

ども、認可等定員が９０人となっておりますが、これは８０人ではない

でしょうか。 

事務局（保育課

梅原担当主査） 

こちらの利用定員につきましては、認可定員の範囲内で定めることが

可能となっておりまして、第２回の審議会で申し上げましたが、あやめ

保育園の認可等定員は９０人のまま、利用定員を８０人に下げるもので

すので、認可定員につきましては９０人のままでございます。 

議長（西崎会

長） 

利用定員と認可等定員についてはよろしいですか。 

  （一同承認） 

議長（西崎会

長） 

続いて、議事の（５）その他になりますが、事務局のほうから何かご

ざいますか。 

事務局（保育課

梅原担当主査） 

保育課のほうから５点、ご説明を申し上げたいと思います。 

平成３１年度におきまして、保育課において実施する新規事業につい

て、これからご説明を申し上げます。 

まず、１つ目につきまして、久喜市立あおば保育園の後継となる保育

所の公募でございます。久喜市立あおば保育園につきましては、老朽化

が進んでいたことから、市直営によります移転改築の整備計画を作成し

ていましたが、平成３０年度に入りまして、市全体の事業の見直しを進

める中で、改めて検討を行いまして、その結果として事業所を公募した

うえで、民間事業者による施設整備とする方針に至りまして、保育所の

公募を実施するものでございます。 



 

8 

 

次に２つ目でございます。保育所および小規模保育事業の公募の実施

でございます。本市におきましては、毎年度計画的に施設整備を実施し

ておりまして、今年度は０歳児から２歳児までを対象としました小規模

保育事業所について、３事業者を公募選定し利用定員の拡大に努めたと

ころです。しかしながら、平成３１年４月現在においても待機児童は生

じる見込みであり、また、０歳児から２歳児までの利用定員の拡大は図

れる一方で、当該施設や市内の２歳児までを対象とした施設を卒園した

３歳児以降の受け入れ先の確保も今後課題となっております。さらに、

３歳児から５歳児までを対象とした幼児教育無償化が２０１９年１０

月１日から実施される予定となっておりまして、３歳以上児の需要の拡

大も今後想定されるところでございます。このようなことから、待機児

童の縮減に努めるため、平成３１年度につきましては、あおば保育園に

代わる保育所１箇所の公募のほかに、新たに保育所１箇所、小規模保育

事業２箇所の計４箇所の施設について、公募による施設整備を実施する

予定でございます。こちらは、先立ちまして、皆様に小規模保育事業所

の認可について、ご意見を伺うことになっておりますので、引き続きよ

ろしくお願いいたします。 

３つ目は、久喜市保育士等人材確保支援事業でございます。こちらに

つきましては、民間保育所等における保育士の確保策といたしまして、

事業者が、１日６時間以上かつ月２０日以上の勤務をする常勤の保育士

等を採用するに当たり、就労支援金を支給した場合、当該４分の３の金

額である１０万円を限度額に、事業者への補助を実施するものでござい

ます。なお、今回の支援金の対象となる保育士等は３年以上雇用継続が

見込まれることが条件となっております。３年以上見込まれる保育士を

採用した際に、事業者が就労支援金を給付した分のうちの４分の３を市

で補助するものでございます。 

４つ目は、民間保育所等に係る障がい児保育補助事業、障がい児保育

補助事業費補助金の増額でございます。当該事業の内容といたしまして

は、障がい児の保育に要する経費を補助することにより、民間保育所等

の安定的な運営および障がい児を受け入れる保育所等の拡大を図るこ

とを目的としまして、現行の補助額に市単独負担分を増額するものでご

ざいます。現行は医師の診断書等が対象となる補助対象児童につきまし

ては、月額５万円、特別児童扶養手当対象児童につきましては月額５万

円、市単独対象児童としまして、診断書まではいきませんが、医師の加

配の必要があると意見書を書いた場合は、月額２万円の補助をしており

ます。平成３１年度につきましてはすべての項目におきまして、２万円

市単独補助を増額し、医師の診断書等を保有する児童については月額７

万円、特別扶養手当対象児童につきましては月額７万円、医師の意見書

を対象とする市単独対象児童につきましては４万円と２万円それぞれ
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増額して、障がい児保育の推進を図るものです。 

 続きまして、資料５にございます幼児保育無償化について説明いたし

ます。 

事務局（保育課

神田課長補佐） 

資料５に基づき説明 

議長（西崎会

長） 

はい、その他といたしましては、あおば保育園の件、新たに４施設を

考えているということ、人材確保についてのこと、障がい児保育事業に

ついてのこと、最後に無償化の問題。以上報告ということでございまし

た。 

ほかに、委員の皆様や事務局からから何かございますか。 

はい、事務局どうぞ。 

事務局（廣瀬子

育て支援課係

長） 

子育て支援課から次回の審議会の日程についてご報告申し上げます。 

平成３１年度第１回の児童福祉審議会でございますが、５月下旬を予定

しております。日程が決まり次第、ご通知申し上げますのでよろしくお

願いいたし ます。以上です。 

議長（西崎会

長） 

よろしいですか。 

それでは、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。 

 以上で、本日予定して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いただきたいと存じます。 

櫻井副会長 本日はおかげさまで効率的、かつ円滑に進めることができ感謝してお

ります。次回以降は児童福祉、社会問題等々踏まえまして、新しいプラ

ンの策定に向けて、積極的に議論を重ねていきたいと思っております。

今後とも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。 

委員の皆様には、公私ご多忙中のところご出席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４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４月１９日        

 

 

  会議録署名委員     原  浩一  

 

  会議録署名委員    西崎 道喜  

（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。 


