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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 29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） 

ただ今から、平成29年度第1回久喜市児童福祉審議会を開会します。 

始めに、本日の出席委員数について報告します。委員16人中、出席委員 

14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、広瀬正幸委員、斎藤隆雄委員におかれましては、欠席とのご連絡

を頂いておりますので、ご報告申し上げます。 

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、本審議会の傍聴を希望さ

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、この会議の内容については、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、開会にあたりまして、田中市長からごあいさつを申し上げま

す。 

田中市長 みなさん、おはようございます。 

 久喜市長の田中暄二でございます。 

 久喜市児童福祉審議会委員の皆様には、日ごろから、市政全般にわたり、

格別のご理解とご協力を賜っておりますことを、深く感謝申し上げます。 

 さて、近年の児童を取り巻く環境は、核家族化の進行や地域のつながり

の希薄化などから大きく変化しておりまして、安心して子育てのできる環

境を整備していくことは、地域全体で取り組まなければならない喫緊の課

題であります。 

 このような中、本市では、平成 27年度から平成 31年度までの 5年間を

計画期間とする「久喜市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、各種の

子ども・子育て支援策に取り組み、子どもの健やかな育ちと保護者の子育
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てを支援する環境整備を計画的に進めてまいりました。 

しかしながら、計画策定から２年以上を経過した現在、保育需要の増加

などから、計画策定当時の需要の見込みと実態との間に乖離が生じている

状況でございます。 

 また、近年では、保育所等の利用待機児童の問題が大きなニュースとな

っておりますが、国におきましては、市町村に対し、計画と実態の乖離が

大きい場合に、現行計画の中間年度となる平成２９年度において、国の定

める基本指針に基づき、見直しを検討することが示されております。 

 このようなことから、この度、「久喜市子ども・子育て支援事業計画」

の見直しにつきまして、児童福祉審議会にお諮りするものでございます。 

 委員の皆様には、忌憚のないご意見、ご助言等をいただきまして、「久

喜市子ども・子育て支援事業計画」をより実態に即した、実りあるものに

してまいりたいと考えておりますので、どうぞ、よろしくお願い申し上げ

ます。 

 久喜市の全体の話をさせて頂きますと、少子化の一方で高齢化も進んで

いるわけでございますが、9月には敬老の日がございました。地域の協力

会に呼ばれましてお話を伺ってきましたが、今年 100歳になられる方が 27

名いらっしゃいました。100歳以上となりますと 72人いらっしゃいます。

99歳の方が 42人でございますから、来年の今頃は 100歳の方が 100人を

越えることが見込まれています。最高齢者の方は 106歳の女性であります。

100 歳以上の方は 9 割以上が女性でございます。男性の方の最高齢は 104

歳ということでございます。 

 一方、市内の小学生、中学生は合わせて 1万 1千人を切りました。また

65歳以上の方は 4万 2千人を超えておりまして、年々格差は広がるばかり

でございます。子どもを産みやすい、育てやすい環境整備につきましては、

一生懸命やっておりまして、日本経済新聞の調査によれば久喜市は全国で

48番目という高い評価を頂いておりますが、残念ながら合計特殊出生率に

極端な改善は見られないわけであります。合計特殊出生率はいくらか上が

ってはいるのですが、元々の女性の数が減っておりますので、実数につい

ての極端な改善はみられないというわけであります。 

 話は戻りますが、日本の平均寿命が高いということについては、いくつ

かの要因があると考えております。単一民族であること、保健衛生に高い

意識を持っている国民であること、それから医療技術の進歩など様々な要

因があると考えております。その中でも、一番長寿化に貢献しているのは、

国民皆保険制度であると考えております。自分の好きな医療機関に自分の

意思で行けるのは日本だけであります。他の国において、特にプライマリ

ーの医療機関にかかるというのは制限がございまして自分で自分の好き

な医療機関を選択できず、制限があるわけでございますが、その点日本は、

少し風邪ひいても大きな病院にかかるというのが実態としてあるわけで
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ございます。そういった国民皆保険制度については、いろいろな課題を含

んでいるところではございますが、永続的にこの制度を残していくための

努力を行政もしなければいけないと考えております。 

 結びにあたり、委員の皆様には、引き続き、本市の児童福祉行政の推進

につきまして、ご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、私

の挨拶とさせていただきます。 

司会（尾﨑 

子育て支

援課長） 

続いて、西崎会長からごあいさつをいただきます。 

西崎会長 おはようございます。足元の悪い中、お集まりいただきましてありがと

うございます。今日は、子供達が登校する時間に一番強い雨が降るという

ことでしたが、朝起きまして、それほど雨が強く降っていなくてよかった

なと感じているところでございます。 

今、幼稚園、保育園等では運動会が間近に控えているのではないかと感

じておりますが、それに向けて子供たちは一生懸命練習に励んで、自分の

演技をご家族の皆様に見せようという努力をしているところではないか

と感じております。それを見るのもご家族の方も楽しみにしていると思い

ます。そのためにも保育園や幼稚園に勤めていらっしゃいます皆様におい

てもがんばっていただければと思います。 

また、国の方では、様々な動きがありますが、待機児童問題の解消を目

指す方策がさまざまなところから出るようでございます。それらのことを

考えていきますと、子ども・子育て支援事業というのも少しは見直されて

くるのではないかと思います。事業の充実を図って子供のためによりよい

環境をつくって頂きたいというのが現場の声であると思います。 

本日、平成29年度第1回目となります児童福祉審議会においては、見直

しを中心とした議論が中心になると思いますが、忌憚のないご意見をいた

だければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

司会（尾﨑 

子育て支

援課長） 

続きまして、次第 3 諮問に移ります。 

前回の審議会で皆様にお伝えしました、「久喜市子ども・子育て支援事

業計画の見直し」について、簡単にではございますが、振り返らせて頂き

ます。 

久喜市では、教育・保育、地域子ども・子育て支援事業を計画的に推進

するため、平成 27年度から平成 31年度までの 5年間を計画期間とする「久

喜市子ども・子育て支援事業計画」を策定したところでございますが、現

在、計画当初の量の見込みと実績に乖離が見られる点がございます。今後、

適切な基盤整理を行うために、計画の中間年度である平成 29 年度に計画

の見直しについてお諮りする必要がありますことから、本日は久喜市児童

福祉審議会条例第 2 条に基づき、「久喜市子ども・子育て支援事業計画」

の見直しについて久喜市長から本審議会へ諮問させていただくものです。 
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大変恐縮でございますが、西崎会長、前にお願いいたします。 

 （市長、諮問書を読み上げ西崎会長へ諮問） 

司会（尾﨑 

子育て支

援課長） 

ここで大変恐縮ではございますが、市長は、次の公務のため、ここで退

席させていただきます。 

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。 

 議事に入ります前に、本日の資料等の確認をさせていただきます。まず、

事前に送付させて頂いている資料でございますが、 

・審議会次第 

・資料 1-1 平成 28年度久喜市子ども・子育て支援事業計画推進状況 

・資料 1-2 平成 28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 2-1 久喜市子ども・子育て支援事業計画の中間年度の見直しの方  

針 

・資料 2-2 市町村子ども・子育て支援事業計画等に関する中間年の見直

しのための考え方について 

・資料 2-3  久喜市子ども・子育て支援事業計画中間年度見直しに係る新

旧対照表 

・資料 2-4 久喜市子ども・子育て支援事業計画の見直し案  

・資料 2-6 久喜市子育て世代包括支援センターのチラシ 

・資料 2-7 地域子育て支援拠点事業における量の見込みについて 

でございます。 

 次に本日お配りした資料でございます。 

・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 

・諮問書の写し 

・資料 2-3 久喜市子ども・子育て支援事業計画 中間年度見直しに係る

新旧対照表 

・資料 2-4 久喜市子ども・子育て支援事業計画の見直し案 

・資料 2-5 久喜市子ども・子育て支援事業計画（保育量の見込み）に関

する中間年の見直しについて 

でございます。 

なお大変お手数をおかけいたしますが事前に配布させて頂きました資

料 2-3、資料 2-4につきましては、本日お配りしたものと差し替えとさせ

ていただきたいと思います。 

不足の資料等ございませんでしょうか。 

それでは議事に移らせて頂きます。 

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、議長をお願いいたします。 

西崎会長 それでは、議長を務めさせていただきたいと思います。ご協力のほどよ
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ろしくお願いいたします。 

先ほど事務局の方から会議録についての説明がありましたが、代表 2名

に署名を頂くことになっております。前回の審議会の議事録は田口委員と

新井委員に署名人となっていただきました。本日の議事録の署名につきま

しては、引き続き名簿順とさせていただき、私、西崎と櫻井委員に署名人

をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

それでは早速議事に入りまして、議事 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、事務局よりご説明いただきたいと思います。 

事務局（折

原子育て

支援係長、

関子育て

支援係主

事） 

 （資料 1-1、資料 1-2に基づき説明） 

議長（西崎 

会長） 

 細かなところまでご説明いただきました。最初に資料 1-1の 1ページか

ら 11 ページまで、見込みと確保の内容についてご説明いただきました。

この点につきまして、ご質問ございますか。 

 その次の次世代育成支援施策の展開ということで推進状況が170項目あ

りまして、未実施、見直し等の箇所につきましてご説明いただきましたが、

何かご質問はございますか。 

前田委員 少子化対策について、市役所の各課の対応をまとめると資料 1-1のとお

りになるのだと思います。この資料の作成にあたり、組織として協力的な

課もあればそうではない課もあるかと思います。この資料を作る上での苦

労話があれば教えて頂きたいと思います。 

事務局（関

子育て支

援係主事） 

やはり 170ある事業を取りまとめる上で、認識等多少異なる課もありま

すので、共通の認識を持たせるように照会したのは、大変であったと感じ

ました。各課からあがってきた回答は、資料にありますとおり、子育て支

援に対し、積極的な回答が多くありましたので、それ以外の点で苦労をし

たということは感じませんでした。 

櫻井副会

長 

 

何点か確認させて頂きたいと思います。23ページの1の障がい児保育に

ついてです。全国的に幼稚園や保育所での障がい児保育が不十分であると

耳にしておりますが、こちら見ますと利用者の合計が25名であります。ち

ょっと少ないと感じております。本日園長先生に来て頂いておりますの

で、この点について確認したいと思います。 

また、保育士不足が大きな課題となっていますが、悩みなどがあれば教

えていただきたいと思います。 

議長（西崎 

会長） 

 今の質問についていかがでしょうか。 

竹下委員  障がいを持つお子さん、あるいは障がいが疑われるお子さんが大変増え
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 ているということは事実でございます。そのお子さんが医療機関で認定を

いただければ、障がい児保育などの補助制度の対象になるのですが、なか

なか難しい現状でございます。また、配慮が必要なお子さんには、保育士

がついてお子さんの安全を確保している状況でございます。他の園につい

ても同じであると思いますが、お子さま一人ひとりの対応を考えているの

が実情でございます。 

 質問からそれてしまいますが、病児保育についてはすばらしい制度であ

ると考えております。お子さんの体調が少し優れなくても病児保育に預け

れば安心して仕事にいけるということなんですけれども、保護者の皆様に

は意外と知られていない。そのため、見込みの数に対し利用が少ないとな

っているのかと思いました。 

 また、兄弟が二人いて二人とも体調が優れなかったりすると病児保育に

預けるまでがすごく大変であるとの声を頂きます。そのときにファミリ

ー・サポート・センターの送迎のサービスを病児保育の橋渡し役として利

用できれば、更なる利用に繋がるのかなと思います。 

 うちの園では、障がい児を積極的に受け入れております。障がいを持っ

ているお子さんと一緒に生活するということが障がいを持っていない子

にとっても思いやりを持つ機会になると思います。ただ、配慮が必要なお

子さんについては、私たちも保護者の方に、専門機関に相談してください

と伝えることがあります。また、配慮が必要なお子さんに保育士を一人に

対して一人につけられるかというと現状難しい場合もございます。 

新井委員 

 

久喜市菖蒲町のあやめ保育園で園長を務めております新井でございま

す。 

あやめ保育園では、先ほどの質問の内、障がい児と保育士不足について

ご説明させて頂きたいと思います。 

保育士については、現在、足りています。新卒の職員も入っており、年

齢的なバランスもとてもいいと思っております。 

あやめ保育園は配慮が必要な子が多いと思っております。今後何らかの

支援が必要と思われる子もいらっしゃいます。 

いつも細かく保護者にお子様の園での様子をお話したいという思いは

あるのですが、こちらが持っている思いというのがなかなか保護者に伝わ

りづらく苦慮しています。障がいについて診断できるのは医者だけであり

ます。医者の診断が無ければ子育て支援に関するサービスについても使え

ないものも出てきてしまいます。保育士は足りてはいますが、時に障がい

を持った子一人に対して多くの職員で関わらなければならない状況も起

きています。その中で、職員は日々試行錯誤しながらがんばっているとい

うのが現状でございます。 

夢川委員 

 

しかるべき医療機関で障がい児という認定を受けた子がうちの園に来

ているという形にはなっておりませんが、多動、ＡＤＨＤやＬＤが疑われ
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る子は 10 名以上います。子育て支援課から年に数回、その子の状態につ

いて確認があったり、現場を見ていただくということはあります。 

子育て支援課では3歳児健診等で障がいが疑われる子がどこの園に行っ

ているというのを概ね把握されていますが、その子ども達も私たち保育教

諭が指導をしており、集団での教育活動を行うときは、補助の先生が必要

になってきます。補助の先生がいなくても設置基準はクリアされています

ので、保育活動は成り立ちますが、民間の園で補助の先生を多く採用する

というだけの、人的部分の確保と、人件費の確保というのが大変難しくな

るというのが現状でございます。それがクリアされれば、積極的に受入を

することは可能であると思いますが、先生がいないのに園児がいて、園児

が外に飛び出して怪我をした、もしくは園児間でトラブルになってしまっ

たときの責任問題を考えますとなかなか積極的な受入が難しいというの

が、うちの園だけに限らない現状であると思います。 

議長（西崎 

会長） 

それぞれの保育園、幼稚園の現状についてご説明がありました。金子委

員、小学校では障がいのある子に対してどのように人を割り当てています

か。 

金子委員 

 

小学校の立場からですと幼稚園、保育園から連絡協議会で情報をいただ

きます。体制としましては、配慮を要するお子さんに対する支援員さんが

います。指導課のいきいき支援事業があったと思いますが、現実的には本

校1年生が90人いますが、その中で支援員さん1名であります。あとは担任

のみの対応で、通常学級に配慮を要するお子さんが一割程度いるとする

と、3人、計10人前後いますが、支援員の配置は1名となっております。各

学校に特別支援学級がございますので、障がいに応じたクラスで事業を行

いますが、実際のところ、基本的に担任一人が全ての子ども達を見なけれ

ばならないということでございます。予算がつけば、担任が一人で負担を

負うことはないと思いますが、なかなか財政的にも難しいところであると

思います。学校の現場からの意見とさせていただきますとたくさんの指導

員を配置して頂ければと思っているところでございます。 

奈良委員 私の学童は、父母会運営で久喜市から指定管理を受けています。今現在

80人のお子さんが通っていまして、3クラスあるのですが、各クラス2～3

名の障がいを持つ子、または障がいが疑われるお子さんが来ています。う

ちは父母会運営というのもあってか、障がいをもっているお子さんのお母

さんが入所の申請書を提出するときに、お子さんの障がいについて書かな

い方もいらっしゃいます。幼稚園、保育園と小学校は連携がとれているの

ですが、学童だけ幼稚園、保育園と連携が取れていないというところもご

ざいます。小学校とは連携が取れますのである程度情報は入手できるので

すが、まず、最初に受け入れないということはありません。ただ、現場は

苦慮しています。幼稚園、保育園については、まだ子どもが発達過程であ

り、先生の言うことを聞く、小学校にあがると自我が出てきます。学校に
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ついては、行かなくてはいけないところでありますので、先生の話は聞き

ますが、学童は保護者の就労状況で入ることになりますので、お子さんの

中には、いろいろな思いを持っている方もいると思いますので、小学校、

保育園、幼稚園、家庭と違う顔をお子さんが見せることもございます。そ

んな現状を省みると、今いる支援員の人数は不足していると思っておりま

す。 

夢川委員 

 

 

補足でよろしいでしょうか。 

竹下委員の園でも、新井委員の園でも、同様だと思うのですが、障がい

が疑われる子どもで支援が必要な子を一生懸命、保育・教育しているわけ

であります。その子たちの何人かは小学校に行ったときにやはり発達支援

学級に入っているわけなんですね。発達支援学級に入った子どもたちは対

応できる先生のもと、成長に応じた教育を受けることができるのですが、

保育所と幼稚園は発達支援学級がございませんので、集団の生活の中での

幼児教育をしております。保育士や先生不足というお話がありましたが、

教職員のモチベーションを保つのが大変難しいと思います。保護者の希望

や要望、就労の体系も多様になっておりますのでモチベーションを保つの

は大変ということです。そこらへんを久喜市全体でボトムアップして頂け

ればありがたいと思います。 

議長（西崎 

会長） 

それぞれの保育所、幼稚園、学童クラブについての障がいのあるお子さ

んの対応ということで、ご意見いただいたということでございますが、私

のところも「小学校では先生が一人ついて面倒を見てくれるのに何で学童

では見てくれないんですか」という要望がありましたが、この要望に応え

ることはできませんでした。その対応ができるだけの支援員が集まらない

んですね。 

他に意見はございますか。 

前原委員  公立の幼稚園に自分の子どもを通わせていました。幼稚園では、支援が

必要な子どもに補助の先生がついていたのですが、支援が必要な子どもと

一緒に、いろいろな活動をしていました。小学校に入ると支援学級に入っ

てしまって、一緒に何かをするという機会がなくなってしまいました。社

会の中では障がいを持った子を含め、いろいろな人がいるという中でみな

さん生活していると思いますが、小さいうちにいろいろな人がいるという

環境の中で生活ができたということは、すごいよかったことであると思っ

ています。 

しかし、小学校に入ったら、支援学級に入ってしまって、もう会うこと

も無く、ちょっと変わった子という目で障がいを持った子が見られてしま

っています。今、小学校一年生になって、一緒に幼稚園からあがってきた

子がいるんですけど、その子も障がいを持っていますが、私自身も障がい

を持った子に対しての認識が変わったと思います。 

施設の運営上、障がいを持った子と全てにおいて一緒に活動するという
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のは難しいと思いますが、補助の方がつく中ででも一緒に生活ができるよ

うな市の援助も必要ではないかと考えています。 

議長（西崎 

会長） 

 ご意見色々とありましたが、この件については、他にご意見等ございま

すか。 

 推進状況についても、何かご意見はありますでしょうか。 

 無いようですので、次の議題に移ってもよろしいでしょうか。 

 では、次の議題、久喜市子ども・子育て支援事業計画の見直しについて

事務局の方からご説明いただければと思います。 

事務局（神

田保育課

課長補佐

兼保育係

長、関子育

て支援係

主事） 

（資料2-1から資料2-5に基づき説明） 

議長（西崎 

会長） 

ありがとうございました。大変細かな数値になっておりますが、全体の

見直しの基準になるものが、資料2-5のところに4項目設けられております

が、それに基づいてそれぞれ算出した数値が別紙の中に含まれておりま

す。何かご質問、ご意見等ございますか。 

夢川委員 

 

かなり詳しくご説明いただきましたが、私ども私立幼稚園協会の代表と

しましては、保育の受け皿は十分にございます。ただし、就学前の出生率

が増えてきていないのに、保育の受け皿が足りないのはどこの部分なのか

というと、やはり2号、3号の部分なんだろうなと思います。ということは

お母さんが保育園、認定こども園にお子さんを預けて就労するという社会

形態になってきたという部分がございますので、その部分についての保育

の受け皿を何とかしないといけないだろうというのが先ほどの説明だっ

たのではないかなと思います。ただ、人口が増えていない中で、受け皿が

必要だということで施設を整備しますと、平成31年度以降、ある施設をど

うするんだという問題もあります。小学校の統廃合が各地で進んでいる中

でございますが、幼稚園、保育所の統廃合、民間の幼稚園、保育園は閉園

となってしまうという状況になるというところまで考えていただいて、計

画のほうを策定して頂ければと思います。 

また、1号認定子どもについては、最終的な見込みについては770人にな

るだろうというのを577人に減らすということが示されておりましたが、1

号認定についてはこのような認識でいいかと伺います。 

また、明日、公立の幼稚園の保育料等についての会議がありますが、園

児の定員数についての議案があります。1号認定の子どもが減っているの

に定員を増やすということで、逆行している部分もあると思いますので、

学務課長がいらっしゃいますので、持ち帰って頂いて、久喜市の幼児教



10 

 

育・保育行政に反映していただければと思っております。 

議長（西崎 

会長） 

受け皿は十分にあるけれどもいわゆる、2号認定、3号認定の不足につい

てどのように解釈するのかが難しいという点、それから、1号認定は31年

度までに減少してくるということで、その後どのように考えるかというこ

とは、次の計画の段階で考えなければいけないのでしょうけれども、その

点についても十分考慮した計画を立てなければならないだろうというご

意見でしたけど、何かこの件についてご意見等ございますか。 

事務局（椎

橋福祉部

参事兼保

育課長） 

ご意見ありがとうございます。確かに今、保育の受け皿が必要なのは3

号認定ということで、1、2歳児の受け皿が必要となっておりますので、ご

指摘いただいたとおり、小規模事業所を含め、定員拡大するのは、3号、1、

2歳児ということになります。5年間の計画の中で伸び率を考えて数値を出

したわけですが、31年度までということでどのように考えるかというとこ

ろで大変苦労しました。次の計画に向けてどうしていくのかということも

ありますし、国からは32年度までに待機児童を0人にできないかと言われ

ております。まずは、低年齢児の受け皿を確保し、来年度の待機児童の状

況をみながら、待機児童が出なければ受け皿を増やす必要はありませんの

で、現状をみながら必要に応じて今後、整備をしていく予定でございます。

まずは中間年度においての見直しということですので、現状に合わせた数

値を計画値とさせていただいたところでございますのでご理解いただけ

ればと存じます。 

議長（西崎 

会長） 

 他にご意見はございますか。 

夢川委員 

 

供給が需要を生むことがあります。待機児童があるから受け皿を増す、

すると保護者の方は受け皿が増えたのだったらお子さんを園に預けられ

るということで需要を生む。それでまた、需要が増えて受け皿を増やして

の繰り返しになります。では、子どもが増えているかというと増えていな

いです。このジレンマが久喜市だけではなく日本中にあるのではないかと

考えています。子どもの最善の利益を考えて、どのように子育て、幼児保

育、教育をしていくのかということを是非、皆さんで考えて頂ければと思

います。 

議長（西崎 

会長） 

いわゆる待機児童といわれるお子さんが現時点で 40 名ほどいらっしゃ

ると、その他に表に出てこない潜在的な待機児童もいくつか見られるよう

ですが、それらを解消するという方策が、この見直しにあたってくるので

あろうと考えています。 

また、だんだん児童数が減ってくる点についてどのように対応していく

のも問題になってくると思いますね。 

他にご意見はございますか。 

特にご意見等無ければ、この事業計画の見直し案を認めていただけます

でしょうか。 
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（委員一同了解） 

ありがとうございます。 

それでは、見直し案を正式なものとして作って頂ければと思います。 

もうひとつ事務局から説明があるようです。お願いいたします。 

事務局（折

原子育て

支援係長） 

（資料2-3、資料2-4、資料2-6、資料2-7に基づき説明） 

西崎会長 

 

先ほど保育量の見直しの話でしたが、今度は、利用者支援事業、地域子

育て支援拠点事業についての説明でした。ご意見等はございますか。 

夢川委員 

 

地域子育て支援拠点事業についてですが、資料2-3の7ページの事業内容

の欄に、「主に3歳児未満の乳幼児及び保護者を対象に、地域子育て支援

センターにおいて、」ということで記載されています。そうなると3歳未

満の子どもの子育てをしている保護者というのは、どちらかというと家庭

にいるお母さんが対象になってくるんですね。ただ、子育て支援センター

は保育園に併設されている場合が多く、保育園の場合は0歳から子どもを

預かっている関係で、家庭にいるお母さんが身近に感じることができる場

所は幼稚園なのかなと考えております。ただ、子育て支援センターの所轄

が市役所で言いますと子育て支援課でございますので、福祉部局でござい

ます。そうすると、教育委員会の管轄であります幼稚園で、子育て支援事

業を実施していてもなかなかその情報が届かないということがあります。

そのためか、先ほども申し上げたとおり、子育て支援センターについては、

保育園の方が充実しているということになっております。市内子育て支援

センターも充実しておりますが、利用者がどこを身近に感じているのかを

考えて更なる充実を図っていただきたいと思います。 

西崎会長 

 

市役所内での横の連携が欠けているというようなご意見がございまし

たが、連携を深めながら実施していただければと思います。 

夢川委員 

 

 学童にも同じことが言えると思います。 

 学童は学校の中にあるにも関わらず、教育委員会ではなくて、保育課に

なりますよね。教育委員会とリンクして事業を実施すれば、学校の空いて

いる教室を使えるのに、日曜日や土曜日など休みのときは学校の校舎の中

に入れてもらえないという状況があって別の建物を使って事業を実施し

ています。うまく連携が取れれば、保護者の方も大変喜ばれると思います。 

西崎会長 

 

ありがとうございました。 

他にご意見ございますか。 

竹下委員 

 

先ほど保育士不足という話があったと思いますが、看護師、保健師はも

っと不足していると聞いていますが、すぐに採用はできたのでしょうか。 

事務局（折

原子育て

支援係長） 

私どもの方で把握している現状としましては、元々子育て世代包括支援

センターに類似した事業を保健センターで実施しておりました。今回事業

の事業開始に際し、新たに人員配置の変更をしたかは把握しておりません
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 が、運用の見直しにより対応していると伺っているところでございます。 

西崎会長 

 

他にご意見ありますでしょうか。 

無ければ、案のとおりとさせて頂きたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。 

（委員一同了解） 

ありがとうございます。 

では、「その他」ということで何か事務局よりご連絡があるでしょうか。 

事務局（椎

橋福祉部

参事兼保

育課長） 

みなさまご審議いただきありがとうございました。保育課から放課後児

童クラブについてご報告させていただきます。 

昨年度3月21日の児童福祉審議会において、放課後児童クラブの入所要

件に関するご意見を委員の皆様からお聞きしたところでございます。放課

後児童クラブにつきましては、共働きの世帯の増加や核家族化ということ

で、保育の利用率が上昇しているのに伴いまして、学童の需要もかなり増

加している状況でございます。保護者の就労の形態も多様化しておりまし

て、その中で児童の置かれている環境も大きく変化していると認識してい

るところでございます。このようなことから、今年度、放課後児童クラブ

を利用されている全児童の世帯を対象に実態調査を実施いたしました。6

月1日を調査基準日といたしまして、1,129世帯を対象に実施しまして各学

童クラブにご協力いただいたところでございます。回収率は約72％でござ

いました。調査では世帯の状況や保護者の就労状況に関する実態調査をい

たしました。就労状況につきましては、就労形態も様々でございまして不

規則な勤務形態の方がかなり多くなっているというのが分かりました。ま

た、就労以外にも保護者の方が就学や技能訓練、介護や疾病などによりま

して学童を利用されているという実情も分かったところでございます。こ

のような状況の中で市としましては、放課後児童クラブについての調査を

全世帯に向けて実施したのは初めてでございますので、この実態調査の結

果を検証したいと考えております。また、調査の中で約3割の方にご回答

をいただけていない状況でございますので、全体の状況を改めて把握させ

て頂きたいと思います。そのような中で色々な角度から、入所要件だけで

はなく、あわせて施設整備の方も検証しながら進めていきたいと思います

ので、検証内容がまとまりましたら、委員の皆様にご意見を頂きたいと考

えておりますので、お時間を頂きたくお願いいたします。 

西崎会長 

 

ありがとうございました。 

他にご意見ございますか。 

新井委員 

 

先ほどのことでしっかりとお伝えすることができませんでしたので、

今、あやめ保育園の現状についてお伝えさせて頂ければと思います。 

先ほど先生からのご質問に対して、保育士は足りていますとお伝えまし

た。しかし、支援が必要なお子さんについては、あやめ保育園は各クラス

複数名います。あやめ保育園は関係機関とよりよい連携を図っていけるよ
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うにと考えていますが、今現在、現場がよくないという言い方をされて苦

しんでいる次第でございます。是非ともよりよい連携が図れるように体制

作りをしていただければありがたいと思っております。ご指導いただけれ

ばということでお手紙をお渡しさせて頂いた次第でございますが、現場は

本当に必死になって対応しているということをご理解いただき、よりよい

連携を図っていければと思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

夢川委員 私、民間保育所連絡会の会長を務めさせていただいております。現場の

保育士さんは一生懸命やっていて支援を要する子どもを預かっていて、一

生懸命やればやるほど悩みを抱えてしまい退職となってしまったという

事例が実際にあるんです。退職になったとき次の保育士さんがみつからな

いというジレンマが園長先生からの声として上がっているのも事実でご

ざいます。そういう現実はあるんだということでご認識いただければと思

っております。 

新井委員 

 

ご指導いただけると現場もモチベーションが上がりますし、今、障がい

を持った子についての話がでてきましたので、園に通う子どもだけではな

く、勤務する職員、保護者、地域の方全てが幸せになれるような体制づく

りができればと思っておりますので、行政の方のご協力をいただければと

思っております。また、夢川委員がおっしゃった体制作りについても、協

力いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。 

西崎会長 

 

義務教育の中ではある程度の支援がなされておりますが、保育所や幼稚

園等未就学児に対しての支援のあり方というのは、まだ十分ではなく問題

を抱えております。それによって保育士さんが、うつ病になってやめたり

など苦しいところはあるようですね。いろんなお子さんがいる中で、一緒

くたでやらなければならないというのが、幼稚園、保育園であるわけです

ね。学校だと特別支援学級などで分けているわけですが、分けることがい

いか悪いかは別問題ですが、対応する保育士、教員は苦慮しているという

現実はあります。その辺のところも考慮にいれて、計画や施策を策定して

いただくというのも重要なのかなと思っております。 

新井委員 

 

インクルーシブ社会をつくることは重要であると思いますし、私たちは

実現に向けて力を注いできたつもりです。ですが、行政指導の下、ご助言

を頂くなどして、インクルーシブ社会ができればいいなと思っておりま

す。 

西崎会長 

 

そういう現実を知って頂くということは大切であるということですね。 

他に意見はございますか。 

無ければ本日の議事については、全て終了したものとさせていただきま

す。ご協力いただきありがとうございました。 
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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。 

以上をもちまして、本日予定していた議事は終了いたしました。 

閉会にあたりまして、櫻井委員よりご挨拶を頂きたいと存じます。 

櫻井副会

長 

本日は貴重なご意見をたくさん頂きましてありがとうございました。大

変参考になりました。 

来年度 4月から、障がい児福祉計画の策定が義務化されました。今日子

ども・子育て支援事業計画との連携が不可欠でありますので、担当との連

携を深めて頂ければと思います。 

最後になりますが、多様化する児童問題に対応するために、子ども・子

育て支援施策の拡充を期待しながら閉会の言葉とさせて頂きます。 

司会（尾﨑 

子育て支

援課長） 

ありがとうございました。 

委員の皆様には公私ご多忙中のところご出席いただき、また長時間にわ

たりご審議いただきまして誠にありがとうございました。 

なお、第２回につきましては 10月 24日午後 1時 30分より同会場にて

開催する予定ですので、委員の皆様におかれましては、ご参加いただきま

すようよろしくお願いいたいします。 

以上で平成 29年度第 1回児童福祉審議会を閉会とさせて頂きます。 

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 29年 10月 27日        

 

  会議録署名委員  西崎 道喜                     

 

 会議録署名委員  櫻井 邦夫                

（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。 

 


