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平成２８年度 第１回さいたま市社会福祉審議会 

児童福祉専門分科会 議事録 

日時：平成２８年9月５日（月）１４:００～１５:０５ 

場所：ときわ会館 5階大ホール 

 次  第  

１ 開 会 

２ 議 事 

（１）さいたま子ども・青少年のびのび希望
ゆ め

プランの進捗状況 

（２）その他 

３ 閉 会 

 資  料  

席次 

名簿 

次第 

資料１ さいたま市子ども・青少年のびのび希望
ゆ め

プラン（Ａ４カラー） 

資料２ 進行管理表【Ａ３】 

資料３ 意見記入用紙及び返信用封筒 

 さいたま市社会福祉審議会条例の写し 

出席者（敬称略）

出席委員・・・吉川委員（会長）、石塚委員、岩木委員、大野委員、勝田委員、小島

委員、武田委員、刀根委員、戸部委員、服部委員、武笠委員、矢作委

員、横山委員、生形委員、笠原委員、片柳委員、久世委員、久手委員、

佐久間委員、佐瀬委員、照沼委員、西田委員 

事 務 局・・・子ども育成部長、子育て支援政策課長、子ども総合センター開設準備

室長、青少年育成課長、児童相談所長、幼児政策課長、のびのび安心
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子育て課長、保育課長、ひまわり学園次長、ひまわり学園育成課長、

保健所地域保健支援課長、他 

１ 開 会 

（１）本日の会議次第について（事務局） 

 「さいたま市子ども・子育て支援事業計画（さいたま子ども・青少年のびのび希望
ゆ め

プラ

ン）」の平成 27 年度の事業実施及び評価についての報告と審議 

（２）変更となった委員の紹介（事務局） 

（３）執行部幹部職員の紹介（事務局） 

（４）子ども育成部長あいさつ 

（５）資料の確認（事務局） 

（６）委員の出席状況（事務局） 

 ・委員定数 2８名に対し過半数の 2２名の委員の出席があり、さいたま市社会福祉審議

会条例第８条第２項の規定により、会議は成立していることの報告 

（７）傍聴希望者がいないことの報告（事務局） 

２ 議 事 

（吉川会長） 

    それでは始まる前に一言御挨拶させていただきます。皆様こんにちは。 

 今年度第 1 回の分科会ということで、暑い中お集まりいただきましてありがとうござ

います。9 月に入りまして夏休みを終えた子どもたちが地域に、学校に戻ってきました。

それぞれの（委員の）お立場で受け入れが始まっているところだと思います。 

さて、本日の会議は、先ほど説明がありましたとおり、平成 27 年度の事業評価につ

いて皆さんに意見をいただく大事な会議でございます。さいたま市には、たくさんの事

業がございまして、子どもたちの成長を後支えするようないろいろな事業が、様々な分

野で行われております。数の単なる増減だけではなく、それぞれの皆様のお立場から疑

問や御意見等をいただけたらと思っております。早速始めていきたいとお思いますが、

御協力をお願いたします。それでは進行させていただきます。 

次第に沿いまして、議事の（１）です。「さいたま子ども・青少年のびのび希望
ゆ め

プラン

進捗状況」について、執行部から説明をお願いいたします。 

（子育て支援政策課長） 

それでは、「さいたま子ども・青少年のびのび希望プラン」の進行管理につきまして、私、

子育て支援政策課長の小田嶋より御説明させていただきます。 

まず、お配りいたしております「Ａ４カラーの資料１」と２つの「Ａ３」資料からなり

ます「資料２進行管理表」の「子ども・子育て支援事業計画必須記載事業」と「その他事

業」の３つを用いまして御説明させていただきます。 

説明に入らせていただく前に、Ａ３の資料につきまして、あらかじめ委員の皆様に事前
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に送付させていただいたものと若干構成を変えましたので、先に、その点を御説明させて

いただきます。これは、計画の特性上、同一の表で表しますと、数値の記載が無いところ

が大変多くなっておりまして、分かりにくくなっていたために、表紙に括弧でくくりまし

たように、国の指針により必須記載とされております「子ども・子育て支援事業計画必須

記載事業」と市単独事業として掲載しております「その他事業」に資料を分けさせていた

だきましたものでございます。そのため、左端の事業番号が飛んでしまっておりますがよ

ろしくお願いいたします。 

それでは、説明に入らせていただきます。まず、お手元の「Ａ４カラー」の資料１を御

覧ください。こちらは、基本施策ごとに分類されております各事業の評価をまとめたもの

でございます。 

２ページを御覧ください。「計画の位置付け」、でございますが、この計画は、平成２７

年度から平成３１年度までの５か年の計画として策定し、推進しております。 

３ページをお願いいたします。こちらは、「計画の基本的な考え方」をまとめており、「子

ども・青少年の幸せと命の尊さを第一に考える地域社会」を目指すことを基本理念とし、

３つの視点のもと、「子ども・子育て支援法」に則り、５つの基本目標を定め、９０の事業

を掲載しております。毎年、基本目標ごとに策定した９０の事業について、前年度の事業

内容を振り返り、目標達成に向け、各事業の進行状況による評価や方向性の調整を各事業

の所管課において行ってまいります。本年度におきましては、各所管にて、計画初年度で

ある平成２７年度の状況を振り返り、「（Ａ）達成、（Ｂ）概ね達成、（Ｃ）改善余地あり」

の３つの指標を用いて評価をしております。ＡＢＣの基準につきましては、Ａ３資料の欄

外に記載させていだいておりますので、御参照ください。 

次に、平成２７年度の事業評価について、御説明させていただきます。４ページを御覧

ください。Ａ評価の「達成」、及びＢ評価の「概ね達成」と評価した事業が９０事業中、８

６事業で全体の９５．６％でございました。また、Ｃ評価の「改善余地あり」とした事業

が４事業、４．４％ございました。このことから、多くの事業が着実に推進・実施され、

達成されていることがうかがわれます。 

５ページを御覧ください。こちらは、平成２７年度の事業評価につきまして、５つの基

本目標別に一覧にしてあらわしたものでございます。次のページから、５つの基本目標ご

とに、それぞれを表にしてございますので、そちらにて、御説明させていただきます。 

６ページを御覧ください。基本目標１の「乳幼児期の教育・保育の充実」でございます。

こちらでは、「教育・保育施設の充実」を図ることや、「教育・保育の一体的提供・連携の

推進」に図る事業として、８事業を掲載しております。評価につきましては、（Ａ）の達成

が７事業、（Ｂ）の概ね達成が１事業となっており、（Ｃ）の改善余地ありはございません

でした。 

 ７ページを御覧ください。基本目標２、「地域における子育て支援の充実」でございます。

こちらは、「多様なニーズに応じた保育・子育て支援事業の充実」を図ることや、「子育て

相談・情報提供の充実」を図る事業として３１事業を掲載しております。評価につきまし

ては、（Ａ）の達成が２５事業、（Ｂ）の概ね達成が６事業、（Ｃ）の改善余地ありはござい

ませんでした。 

８ページを御覧ください。基本目標３、「専門的な知識・技術を要する支援の充実」でご
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ざいます。こちらでは、「児童虐待防止対策の充実」や「社会的養護施策の充実」に係る事

業や、「障害児施策の充実」に係る事業として、１９事業を掲載しております。評価につき

ましては、（Ａ）の達成が１４事業、（Ｂ）の概ね達成が３事業、（Ｃ）改善余地ありが２事

業となっております。 

９ページを御覧ください。基本目標４、「ひとり親家庭等への支援の充実」でございます。

こちらでは、ひとり親家庭等の「子育て・生活の場の支援」や「就業支援」、「経済的支援」

に係る１５事業を掲載しております。評価につきましては、（Ａ）の達成が９事業、（Ｂ）

の概ね達成が４事業、（Ｃ）の改善余地ありが２事業となっております。 

１０ページを御覧ください。基本目標５、「青少年・若者への支援の充実」でございます。

こちらは、「青少年・若者が生き生きと、幸せに生きていく力を身につける取組」や「困難

を有する青少年・若者やその家族を支援する取組」、「地域における多彩な担い手の育成」

に係る１７事業を掲載しております。評価につきましては、全１７事業が（Ａ）の達成と

なっております。 

 １１ページを御覧ください。評価（Ａ）の達成した事業のうち、２事例を御紹介させて

いただきます。 

まず、事業番号３番、Ａ３の資料でございますと【子ども・子育て支援事業計画必須記

載事業】の１ページの上から３段目でございます。「保育所等（０から２歳児）」について

の事業でございますが、待機児童が多く、保育需要の高い地域を中心に、保護者の就労な

どの事由により、保育を必要とする０歳から２歳までの児童を保育するため、認可保育所

や地域型保育事業などの新設や定員増を進め、待機児童解消を目指すことを目標に掲げて

おります。こちらにつきましては、認可保育所１１か所の新規開設や既存保育所等３か所

の増改築、４か所の認定こども園の定員変更に伴う施設整備への補助や支援を実施し、平

成２７年度の確保方策では、０歳児１，８０５人のところ１，７８６人でしたが、１・２

歳児６，９４７人のところ６，９６９人の定員とすることができ、０・１・２歳児合計で

８，７５２人の目標に対し、８，７５５人と、目標を上回ることができましたので、Ａ評

価としております。平成２８年度は、平成２９年４月の保育所等利用待機児童の解消を目

指し、引き続き、認可保育所や認定こども園、小規模保育事業等の新規開設や増改築等の

施設整備への補助や支援を行うこととしております。 

次に、その下の事業番号１８番、Ａ３の資料でございますと同じく【子ども・子育て支

援事業計画必須記載事業】の２ページ、一番下の段でございます。「一時預かり事業（単独

型子育て支援センター）」につきましては、保護者の子育てに起因する心理的・身体的負担

の軽減を図り、子どもの健やかな育ちを促進するため、単独型子育て支援センターにおけ

る「預け理由を問わない一時預かり」を実施する施設数を目標に掲げております。平成２

８年度から２施設にて実施としておりましたが、計画の前倒しを図り、平成２８年１月か

ら２施設目として「子育て支援センターおおみや」において実施しておりますので、Ａ評

価としております。平成２８年度におきましては、３施設目の実施に向け、実施場所等の

検討を行っていくとともに、利用者の増加に向け、引き続き、市報やウェブサイトを活用

し事業に周知を図っていくこととしております。 

１２ページを御覧ください。事業評価Ｃ「改善余地あり」と評価した４事業のうち、２

事業について御説明いたします。 



5 

事業番号４５番、Ａ３の資料でございますと【子ども・子育て支援事業計画必須記載事

業】の４ページの上から３段目でございます。「子育てヘルパー派遣事業」でございます。

こちらは、体調不良で、昼間、家事や育児の手伝いをしてくれる方がいないなど、妊娠中

や産褥期を含め、一定条件を満たす子育て家庭や、保健所・保健センターが実施します各

種母子保健事業により、虐待予防の視点から把握された養育支援が必要である家庭に対し

てヘルパーを派遣し、家事・育児援助を行う事業であり、実施事業者数を平成２６年度の

１者から２者に増加させることを目標に掲げておりましたが、１者のままとなってしまっ

たものでございます。実施事業者数を増加させるにあたり、運用方法等を抜本的に見直す

必要があるため、他市事例等を調査し検討してまいります。また、事業者数の増加を含め、

より利用しやすい事業となるよう、引き続き検討していくこととしております。 

 次に、事業番号６７番、Ａ３の資料でございますと【その他事業】の１１ページの上か

ら２段目でございます。「ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金」でございます。こちらは、

ひとり親家庭の自立の促進を図るため、教育訓練講座を受講し終了した場合に、経費の一

部を支給する事業ですが、平成２７年度は９件の支給にとどまったため（Ｃ）評価とした

ものでございます。講座を途中でやめてしまうなど、修了することができなかった方がい

たためではありますが、ひとり親家庭の就職状況の改善による収入増、及び生活の安定の

ため、引き続き、事業を継続的に実施してまいります。 

以上のことから考察いたしますと、さいたま市全体では、保育所等の需要はますます増

加し続けており、平成２９年４月の待機児童の解消後におきましても、引き続き保育所等

の整備を行ってまいります。また、放課後児童クラブにおきましては、計画目標を上回る

定員増を図ってはおりますが、まだまだ待機児童は多くおりますので、引き続き定員増に

注力してまいります。さらには、（仮称）さいたま市子ども総合センターの整備におきまし

ては、平成２９年度中の開設を目指し、建設、整備を、鋭意進めている状況でございます。 

市民の子ども・子育て支援に対するニーズは、一層多様化してきておりますので、今後

におきましても、子ども、青少年、子育て世代の幸せのため各施策を推進してまいります

ので、引き続き、委員の皆様の御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げまして、進

捗状況の説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

（吉川会長） 

ありがとうございました。説明はいただいたのですが、資料の中身はボリュームが大

変ありまして、事前に（事務局から資料を）お送りして見ていただいたところもあるか

と思います。それぞれのお立場で、疑問点や御意見等をぜひお出しください。いかがで

しょうか。はい。西田委員さんどうぞ。 

（西田委員） 

  何点かございますけれど、ひとつひとつ聞いていきたいと思います。 

  先ほどの報告がありましたとおり、放課後児童クラブに関しては、かなり待機児童が

増えている状況だと思います。保育園は社会問題として待機児童をなくそうという機運

が随時出ているので、市も頑張って対応して（保育所を）つくっているという状況かと

思われます。それに比べ問題になるのは、同じ働きながら子育てしている親がいる中で、

小学校になると預けるところがない。1 年生は、さすがに待機児童はいないですけれど

も、2 年生、３年生になると待機児童になってしまう状況が多々ございます。今現在 600
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人以上の待機児童が出ているらしいのですが、平成 28 年度の数字としては発表がござ

いませんのでここには書いていないのですけれど。平成 27 年度ですと 604 人。これ

をどういうふうに解消するのかという問題と、そういう待機児童がいる中で評価として

は A で、計画に対して計画以上のものができたということなので、評価が A というの

は別に構わないのですけれど、例えば平成 31 年度までに、どういうふうに対処してい

くのかというような、今日の進捗状況の結果をもって計画を修正する必要があると思う

のですがいかがでしょうか。 

（吉川会長） 

  それでは、所管課からよろしくお願いします。 

（青少年育成課長） 

  青少年育成課長の岸と申します。ただ今の御意見ですが、確かにこちらの計画につき

ましては、計画どおりに進捗したことで A 評価をしております。ただ、委員さんがおっ

しゃったとおり、計画どおり整備は進んでおりますけれど、問題となっている待機児童

は一向に減っていないという状況でございます。放課後児童クラブの整備につきまして

は、しあわせ倍増プラン 2013 に基づいて、年間 12 か所程度をつくる形で進めており

ます。その計画自体が平成 28 年度で終わる形で、平成 29 年度からはいずれにしまし

ても新しいプランに基づいて何らかの整備が必要になるかと思います。そういった中で、

必要な量を確保してまいりたいと思っております。 

（西田委員） 

  よろしいですか。しあわせ倍増プランの計画が平成 28 年度で終わるとおっしゃった

が、平成 29 年度以降は新たな計画に基づいてつくられると思うのですが、そういう理

解でよろしいですか。 

（青少年育成課長） 

  来年度以降の話ということになりますので、必ずそのプランに基づいてとは（今の段

階では）できませんけれど、基本的には 4 年間のプランに基づいて今まで整備しており

ました。それが終わりますので、次もまた何らかの形で放課後児童クラブの整備を行う

べきものであり、そうした中で、やはり現状の待機児度を踏まえた整備（計画）を検討

しなければならないであろうと考えております。 

（西田委員） 

  ありがとうございました。5 年間の計画ということで、昨年度から始まったと思うの

ですけれど、それをいったん 28 年度で修正して新たな計画をつくり直すという方向で

よろしいのでしょうか。 

（青少年育成課長） 

  「さいたま子ども・青少年のびのび希望プラン」につきましては、平成２9 年度で見

直しが入るということを聞いているので、当然その中にも反映していくような形になる

と思います。 

（吉川会長） 

  はい。（西田委員の）質問は以上でよろしいでしょうか。 

  他にいかがでしょうか。照沼委員さん。 

（照沼委員） 
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  子育て当事者の照沼です。ちょうど放課後児童クラブについては、私も保育園の保護

者から入れなかったという話を毎年聞いているのですけれど、１年生の方が優先的に入

れるような仕組みになっているのでしょうか。 

  もうひとつ、今回の評価の内容で、Ｃ評価の部分がほとんど、ひとり親家庭の話だっ

たのですが、さいたま市のひとり親の子育て家庭の方があまり困っていないからＣ評価

で大丈夫なのか、それとも（ひとり親家庭は）結構困っているけれど、情報が行き渡っ

ていないのでＣ評価なのかということを質問させていただきます。 

（青少年育成課長） 

  よろしいでしょうか。 

（吉川会長） 

  お願いします。 

（青少年育成課長） 

  １点目の放課後児童クラブの御質問にお答えします。基本的には、（放課後児童クラブ

に）入るに当たり、選考がかかる場合は、採点表のようなものがあります。その中で、

低学年の１年生には加点が高い、また留守家庭児童のための事業ですので、保護者の方

がどの程度働いているのかといったものが加点の大きな要素になります。そういったこ

とで、西田委員さんからお話がございましたように、比較的１年生が入りやすく、だん

だん高学年に向かうにあたり加点がなくなりますので、結果的には上の子は入りにくい

という状況になります。ただ、これは公設の話になります。 

さいたま市の場合は、もうひとつ民間が行っている民設があります。こちらについて

は、それぞれで違うのですが、選考をしているところは比較的少ないという状況でござ

います。 

（子育て支援政策課長） 

  もう一点のひとり親家庭については私から御回答いたします。さいたま市のひとり親

家庭への支援は十分なのかというお話ですが、さいたま市におきましても、やはりひと

り親の御家庭は年々増えている状況でございます。また国においても、重点施策として

ひとり親への支援を掲げております。私どもとしましては、経済的支援ですとか、正規

雇用に向けた修学等の支援ですとか幅広い支援を展開しているところですが、今回のＣ

評価に至りました経緯としては、（講座を）途中でやめてしまうという方が出ている状況

で、まずはそういう方に継続して続けていただくこと、またこういった事業展開を多く

のひとり親の方たちに周知していきたいと思っております。 

（吉川会長） 

  はい。よろしいでしょうか。西田委員さん 

（西田委員） 

  たびたびの質問で申し訳ありません。先ほど平成２８年度から新しい計画をつくると

いうお話を聞きましたが、事前にいただいたピンク色（事前送付資料）の表紙の中の数

値を見ていてよく分からなかったので、手前でグラフ化したものがあるのですけれど、

区ごとに、計画より大幅に上がったり下がったりする数値がある。平成３１年度に向か

って、例えば今年度、計画よりたくさんできたところに関しては、今後もたくさんつく

られるのか、また逆に少ないところは少なくなるのか分からないところです。なぜかと
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いいますと、先ほど民設の話がありましたが、民設の場合ですと、自分たちで施設をつ

くって分離をするところがかなりあるが、実は次の１年生が何人入るのか分からない状

況です。保育園と学童保育の小１の壁といいますか、継ぎ目のない保育を考えると、学

童保育をつくっていくのであれば、この数値を必ず出していった方がよろしいのかなと

思います。計画をつくる際に、「この地域はもうひとつ（施設が）必要ですよ、じゃー頑

張ってつくりましょうか」という話になるのかと思うが、今現在ですら、「つくりたいの

ですが」と言いますと、「なかなか予算がなくて、つくれるかどうか分からないのですよ」

という答えが返ってくる状況なのです。待機児童の解消と言いながら、予算の壁に阻ま

れているのが、今の学童保育の現状なので、ぜひ待機児童の解消に向けて予算をつけて

いただければと思います。 

  それからですね。話が少し変わるのですが、９ページ（資料２「その他事業」事業番

号５６番）の「放課後児童クラブにおける障害児保育の推進」のところです。今現在、

障害児を抱えているところへ巡回相談が行われていて大変助かっている状況であり、こ

の部分をもう少し制度化していただければと思います。巡回指導はかなり専門的な知識

を含んでおりますので、今後とも継続して巡回相談をお願いできればと思います。 

  それから平成２８年度の事業展開のところに「加配にかかる人件費を加算します」と

ありますけれど、現在さいたま市と国との加算額は５０万円ほど差があるのですね。こ

れについても、国並みの人件費の予算をつけていただければなと思います。さらにです

ね、ここには書いていないのですけれど、障害児を持つ親にとっては、住み慣れた地域

で安心して放課後を過ごすことができる放課後児童クラブの受け入れが必要なのですが、

実は、小学校を卒業してしまうと、今のところ学童保育に該当する障害児の行き場所が

ないのですね。現実的には、（放課後等）ディサービスを使ったらということがあるので

すが、ディサービスの場合ですと、働きながらというところがひっかかったり、地域で

暮らすというところがひっかかったりとなかなか使いづらい部分がありますので、残念

ながらこの審議の場ではディサービスの事業は入っていないのですけれど、さいたま市

の中でぜひ取り組んでいただければと思います。 

（吉川会長） 

  ありがとうございました。４点の意見です。整備の仕方に対する意見、巡回指導、人

件費の問題、最後に障害児の放課後の居場所の問題ですね。意見ということでいただき

ましたが、関係課からお願いいたします。 

（青少年育成課長） 

  では、順次お答えさせていただきます。まず整備の関係になりますが、先ほど来、申

し上げましたとおり、やはり抜本的に（施設が）足らないと考えております。予算に限

って言えば、やはり新しい計画の中で多くの量を確保できるように努力していきたいと

思います。また整備の箇所等につきましては、その年によってばらつきが出ます。前の

年に待機児童が出ているから次の年も必ず出るとは限りませんので、若干その辺のぶれ

が出てしまうのは御理解いただきたいと思います。 

  次に、障害児の支援の問題になりますけれど、現在、退職した校長先生の中に障害児

教育のベテランの先生がおりまして、その方に（各施設に）回っていただいています。

確かに、児童クラブの皆様方から好評をいただいておりますので、できれば続けていき
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たいということはありますが、その巡回されている方のノウハウに頼っている部分があ

りますので、同じような人材を確保できるように努力してまいりたいと考えております。 

  次に、障害児の加算につきましては、昨年からいろいろお話を伺っておりますので、

現状を把握しながら検討してまいりたいと思っております。 

  次に、障害児の中学生のことですが、放課後児童クラブにつきましては、児童福祉法

の中で、対象は小学生となっており、放課後児童クラブの事業の中で中学生を受け入れ

るのは難しい状況がございますので御理解いただきたいと思います。 

（吉川会長） 

  それでは他にはいかがでしょうか。はい。石塚委員さん。 

（石塚委員） 

  埼玉弁護士会の石塚です。この評価基準というのは、保育所利用の待機児童の解消を

目標にできないのでしょうか。やはり各区に待機児童が何人いてそれが何人減少したか、

数字自体をあげていただきたいです。保育所の増設数も一つの評価でありますけれど、

私たちの方から見れば、待機児童がどれだけ減っているのかが評価の対象となると思い

ます。区別の数字をぜひお聞きしたいと思います。 

（吉川会長） 

  ありがとうございます。関係課から待機児童の数について説明をお願いできますでし

ょうか。 

（子育て支援政策課長） 

  まず、待機児童の数は、後ほど関係所管からお話しさせていただくとしまして、評価

の仕方なのですが、このプランに関しましては、事前にアンケート調査を実施いたしま

して、そこでの（把握した）ニーズをもとに（サービス供給）量の見込み・確保という

数字を出し、それを５年間の計画で（量の拡大等を）進めていくところから、特に待機

児童の評価につきましては、このニーズ調査を踏まえた（サービス供給量の）進捗管理

ということになります。そのため、こういった進捗管理の御報告の際に併せて、年度ご

との待機児童の状況を御報告させていただくことがよろしいかと思います。 

（吉川会長） 

  はい。ありがとうございます。それでは実数をお願いできますでしょうか。 

（のびのび安心子育て課長） 

  のびのび安心子育て課長です。待機児童の区ごとの数値ということで、それぞれご報

告させていただきます。まず平成２８年４月１日の待機児童数でございますが、西区が

０人、北区が０人、大宮区が０人、見沼区が０人、中央区が１人、桜区が１人、浦和区

が１人、南区が０人、緑区が１８人、岩槻区が３人となります。その前年度の平成２７

年４月１日の待機児童数でございますが、西区が２２人、北区が０人、大宮区が４人、

見沼区が５人、中央区が４人、桜区が９人、浦和区が１５人、南区が０人、緑区が７人、

岩槻区が２９人となります。 

（吉川会長） 

  よろしいでしょうか。 

（石塚委員） 

  はい。 
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（吉川会長） 

  すみません。私から１点伺いたいことがあります。先ほどから何度か指摘がありまし

たが、資料の１の１２ページ「Ｃ（改善余地あり）評価とした事業の例」で、事業番号

６７の説明の中で、目標１５件が９件であったということで、課題として、修了できな

かった方が出てしまっていて、今後は引き続き広報等をより充実させながら事業を実施

していきますという説明だったのですが、それぞれの事情や理由があると思うのですが、

単純に講座自体のニーズが合っていなかったとか、用意された講座が適切であったのか

どうかという素朴な理由も考えたりするのですが、結果的に最後まで修了する方が少な

かったということからＣ評価で、その後の対応は同じように継続という形で進行するの

でしょうか。具体的なところかもしれませんが教えてください。 

（子育て支援政策課長） 

  この事業につきましては、まず申請者から、こういう講座を受けたいということで、

それが、厚生労働省が指定しております講座に合致しております場合に補助する制度に

なります。ですので、無理に選んでいただいたものではなく、自分から、こういった資

格をとりたいので、この講座を受けたいという（申請の流れによる）点から申しますと、

途中でおやめになるというのは、いろいろな家庭の事情等からかと考えております。今

後につきましても、やめてしまう方へのフォローが大事な点になってくるのかなと思う

一方で、申請が少ない状況もございますので、制度の周知に努めてまいりたいと考えて

おります。 

（吉川会長） 

  ありがとうございます。他にいかがでしょうか。何か御質問、御意見等がございます

か。はい。勝田委員さん。 

（勝田委員） 

  １つお伺いしたい。特別支援のことについてなのですが、幼稚園では、多いところで

は、１クラス３０人学級で支援を要するというお子さんが２～３人くらいいらっしゃる

のですけれど、最近は障害児とは言わないそうで、個性の強い子、あるいは個性のある

子という言い方をしますけれど、そういったお子さんが小学校に上がるときに保護者の

理解があれば、特別支援の学校ですとか学級に行かれる。幼稚園の中ですと、その子ど

もに対して周りの子どもが支え合ったり、その子どもにより周りの子どもが育てられた

りという有意義な教育がなされております。さいたま市では、小学校のすべてに特別支

援学級をつくられているというお話を伺ったが、保護者には、できることならば同じ地

域の小学校に通わせたいという思いがあります。さいたま市の１０３の小学校中のどの

くらいに特別支援学級があるのか、ない小学校はどこなのかをお尋ねしたい、保護者に

お伝えしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

（吉川会長） 

  ありがとうございます。ただ今の御質問について、関係課から説明をいただけますで

しょうか。 

（子育て支援政策課長） 

  勝田委員さんの御質問ですが、こちらの場に教育委員会の者がおりませんが、手元の

資料によりますと、特別支援学級は、平成２８年４月１日現在、１０３校中７９校で設
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置しております。 

（勝田委員） 

  設置していない学校は分かりますか。 

（子育て支援政策課長） 

  失礼しました。（勝田委員の幼稚園がある）大宮の方では、芝川小学校、大宮東小学校、

大宮北小学校、上小小学校、大宮南小学校が設置されていない学校であります。他の地

域は、詳しい資料が手元にないので申し訳ございません。 

（勝田委員） 

  はい。ありがとうございました。 

（吉川会長） 

  ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。時間もだいぶたちましたが、いか

がでしょうか。 

事業の数が非常に多くございまして、それぞれまだ御意見があるという方もいらっし

ゃるのではないかと思うのですが、時間の制約もございますので、ひとまず、議事（１）

についてはここまでとさせていただきます。追加の御意見や御質問がありましたら、資

料３の意見記入用紙により事務局の方にファックスでもメールでも良いので、９月１６

日までにお寄せいただけたらと思います。この会議での意見集約はこのような形でしめ

させていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。 

  はい。それでは次に進みます。議事の（２）その他でございます。委員の皆様で何か

ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

  それでは、執行部の方で何かございますか。 

（事務局） 

 ２点の連絡事項を報告 

・「報酬振込口座（新規・変更）登録書県個人番号申告書」に関するマイナンバー登録に

ついて 

 ・平成２８年３月３１日付けの内閣府、文部科学省、厚生労働省の参事官、課長等の連

名による通知「教育・保育施設等における重大事故の再発防止のための事後的な検証

について」について 

（吉川会長） 

  はい。ありがとうございます。他にはございますでしょうか。 

  それでは、委員の皆様には進行に御協力いただきましてありがとうございます。今後

も計画の進行管理を、この会議で行ってまいります。引き続き、見ていただきまして、

先ほどお話ししましたように、御意見等がございましたら忌憚のない内容をお寄せ下さ

い。事務局には、本日の会議でいただいた御意見や御質問と、その後に追加でいただい

た御意見を取りまとめていただいて、案として次回の会議にて報告していただけるよう

にお願いしたいと思います。 

  それでは、本日の議事はすべて終了いたしました。以上をもちまして、平成２８年度

第１回さいたま市社会福祉審議会・児童福祉専門分科会、地方版子ども・子育て会議を

閉会いたします。   

３ 閉 会 


