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平成２８年度 第２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２９年１月１８日（水）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」の進行管理への意見について

（２）平成27年度事業実施状況・評価に対する意見書（案）について 

（３）その他 

３ 閉 会 

 資  料  

席次表 

名簿 

次第 

資料１ 第１回児童福祉専門分科会における意見及び回答 

資料２ 第１回児童福祉専門分科会後にいただいたご意見 

資料 3 平成２７年度事業実施状況・評価に対する意見書（案） 

資料 4 意見記入用紙 

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、笠原委員、片柳

委員、勝田委員、小島委員、佐久間委員、佐瀬委員、関田委員、照沼

委員、西田委員、根本委員、服部委員、武笠委員、横山委員 

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、学校教育部指導２課特別支援教育係長、他 

１ 開 会  

（事務局） 

（１）資料の確認 

（２）委員定数 2７名に対し過半数１７名の出席があり、児童福祉専門分科会成立の報

告 

（３）傍聴希望者がいないことの報告 

２ 議 事  

（吉川会長） 

    吉川でございます。改めましてこんにちは。新年初めての会議だと思います。今年も

よろしくお願いいたします。最初に一言御挨拶させていただこうと思います。 

新年が明けてひと月近く経つわけですけれども、新しい１年に何をしようか、こんな

ことをしてみようかなどと、昨年の反省もちょっとしながら自分なりに計画を立ててみ

ることができる節目を迎えられるのはありがたいことだと思います。今年、私自身がそ

のように感じましたのは、いろいろなニュース報道でオリンピックやアメリカ大統領の

ことなど、次へ向けた、大きな切り替えのときを耳にしているからだと思うのですが、

改めて自分の身の回り、足元を見つめ直してみることは、いろいろな意味ですごく大事

であると思います。私は仕事柄、いろいろな所へ出張し、様々なモデルの場所や事業・

施策を見るのですが、見れば見るほど、外へ出れば出るほど、改めて、日本にも、ある

いは「さいたま」にも、もう少し工夫すれば、それに近いことをやられているのではな

いか思うことが、まだまだたくさんあります。この、私どもの会議は、扱う対象が広く、

お金が余るほどあれば、あれも、これもやってもらいたいということがたくさんありま

すが、持っている取組や事業をもう少し工夫したり、より良く整理したりするというこ

とで、さらにもう少し良くできるかなと思います。これは、自らにも思うところであり

ます。 

今日の会議、これからの１年（の会議）も含めて、ぜひ皆さんのお知恵と厳しい目、

アイデアでこの会議を良いものにしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたしま

す。長くなりました。始めたいと思います。 

本日の議事に移ります。議事（１）「さいたま子ども・青少年のびのび希望プラン」の

進行管理への意見について、を議題といたします。 

第１回分科会後、前回の分科会後に委員の皆様から御提出いただきました御意見等に

ついて、各所管より順次回答していただいた後に、皆様より御意見を受けたいと考えて

おります。それでは、各所管よりお願いするという形でよろしいでしょうか。 

はい。お願いします。 

（子育て支援政策課長） 

それではこれより、議事（１）「さいたま子ども・青少年のびのび希望(ゆめ)プラン」
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の進行管理への意見について御説明させていただきます。 

お手元の資料１「平成 28 年度第１回分科会内
．
意見」をお願いいたします。（表紙を）

１枚おめくりいただきまして、こちらは、９月に開催させていただきました第１回分科

会におきまして、委員の皆様よりいただきました御意見や御質問及びそれに対する執行

部からの回答につきまして、取りまとめたものでございます。 

続きまして、資料２「平成 28 年度第１回児童福祉専門分科会後
．
意見」をお願いいた

します。１枚おめくりいただきまして、こちらは、第１回の分科会後に委員の皆様より

いただきました御意見を取りまとめたものでございます。 

これより順次、所管課より回答を申し上げさせていただきますが、所管課からは、ま

ず、いただきました御意見を読み上げさせていただき、それに続き回答を述べさせてい

ただきますので、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、まず１番になります。こちらは、私の方で所管してお

ります子育て支援政策課分ですので、まず私から回答させていただきます。いただきま

した御意見でございますが、「ひとり親家庭支援事業の利用者数が僅少であるが、今年度

増員したスクール・カウンセラー、スクール・ソーシャルワーカーの活動状況からみる

と、支援を必要としているひとり親家庭の数は、はるかに多く見込まれる。」との御意見

でございました。スクール・カウンセラーやスクール・ソーシャルワーカーに対しまし

て、ひとり親家庭向けの支援制度が十分伝わっていなかった点もあり、ひとり親家庭向

けの支援制度の中には、平成２７年度における利用者数が少なかったものもございまし

た。 

今後につきましては、当課で発行しております「ひとり親家庭ガイドブック」をスク

ール・カウンセラー、スクール・ソーシャルワーカーに配布し、ひとり親家庭の支援制

度を知っていただくとともに、支援対象となる方への案内にこのガイドブックを活用し

て御案内いただくよう検討・調整してまいります。最後に、お手元にはお配りしていな

いのですが、こういうガイドブックというものを冊子でまとめさせていただいておりま

すので、これを配付させていただく予定でおります。１番目は以上でございます。 

（子ども総合センター開設準備室長） 

  ２番目「ＩＰＷによる連携が今後重要となってくる。」に関して、子ども総合センター

開設準備室長の鈴木から回答させていただきます。 

（仮称）子ども総合センターは、平成２９年度末に開設を予定しておりますので、も

はや（開設まで）１年とちょっとという時期になりました。この施設に関しては、専門

相談機関として、児童相談所をはじめとした５機関が入るということで基本計画をつく

って、現在まで進めてきたのですけれど、そもそも「児童相談所」は子ども未来局、そ

れから「こころの健康センター」は保健福祉局、「男女共同参画室」が市民局、「総合教

育相談室」が教育委員会、さらに「発達障害児生活支援室」が子ども未来局で、このよ

うに４局にまたがった施設としては初めてであると思います。（そのため、）同じ児童心

理士にしても、児童相談所とこころの健康センターでは若干考え方が違うことが、この

３年間で分かってきていますので、ますますＩＰＷによる連携というものを意識してい

かないと、せっかく一つの事務室に１００人からの人間を集めて行うものが、ただせせ

こましいような、人が多いだけの施設になってしまいます。この４局に関して、管理職、
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さらに現場の人間をいわゆる縦串にしたような会議等を考えながら、この施設の中で実

際にＩＰＷができるかどうか、できなければ非常に苦しくなるので、できるような工夫

というものを、今まさに関係の専門職員を集めて検討部会等をつくっているところでご

ざいます。平成２９年度末（の完成）、平成３０年４月から（当該施設が）フル稼働する

ようになるかと思いますが、育ってきたところが全く違う専門職が、この施設の中でう

まく協力していけるように全力を尽くしており、ＩＰＷがまさに今後重要になってくる

ことを肝に銘じて進めていきたいと考えております。 

（青少年育成課長） 

  青少年育成課長の岸でございます。よろしくお願いいたします。御質問として、３番

から６番までいただいておりますので、順次説明させていただきます。 

まず３番目の「放課後児童クラブの入室希望・予定児童数の把握は、特に民設の場合

に重要であるが、保育園・幼稚園からその情報を得るルートを作る必要がある。」という

御意見があります。こちらにつきましては、現在、関係所管でありますところと連携を

とりながら情報（を得るよう）に努めているところでございます。 

しかしながら、放課後児童クラブにつきましては、若干、保育園や幼稚園とは状況が

違いますので、説明させていただきます。保育園と幼稚園は、通園区域が限定されてい

ないといいますか、保護者の通勤途上の保育園に預ける、あるいは幼稚園であれば、そ

の園の運営方針なり経営方針なりに賛同されたところへお子さんを預けるというところ

もありますので、必ずしも自宅のそばにお子さんを預けるという状況ではないと思いま

す。そうした中、放課後児童クラブにつきましては、学区という縛りの中で開設してお

ります。学校の境目に開設する場合には、両方の学校を受け入れるケースはありますけ

れども、原則、その学区に縛られるということです。そういったこともございますので、

保育園、幼稚園の情報はそのままストレートには使いにくい状況がございます。現実、

一番正しい（入室児童数の把握）方法といたしましては、教育委員会からいただきます

各小学校の入学児童数の推移であったり、今の時点ですと新年度に向けての健康診断の

際の新入学児童の情報を押さえています。それが一番効果的かと思います。 

  続きまして、４番目の「放課後児童クラブの入室希望予定児童数の把握を行い、保護

者（公設・民設）の必要量を推測・検討できる状態とすることが望ましい。」も、今申し

上げたとおりでございます。やはり保育園、幼稚園の情報と学校からの情報を踏まえて、

必要量を検討している状況でございます。 

  次に、５番目の「放課後児童クラブの「待機児童」の存在は、過去の総合教育会議の

席上でも指摘したところだが、親の就労ニーズも含め、実態把握のためにアンケートな

ど何らかの調査を行うべきである。」といった御意見でございます。こちらにつきまして

は、まず、放課後児童クラブについては児童福祉法に基づいた福祉の事業でございます。

そういった観点から、まさに困っている方は、昨年の４月で言いますと、（待機児童が）

６００人程度ございますので、そこの解消に向けてしっかりと対応していきたいと考え

ております。６００人という待機児童がある程度減っていくという段階で、放課後児童

クラブへ預けたいという潜在的ニーズに対応するような方策に対応していきたい。さし

あたっては、今回のようなプランの見直しや新しくつくったりという機会がございます

けれど、そういった機会に合わせて潜在的なニーズの把握について検討していきたいと
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考えております。 

次に６番目の「小学生対象の放課後児童クラブでは、障害を持つ児童に対応したスタ

ッフを配置する施策が行われているが、中学校ではこれに相当する措置や施設がない。」

という御意見については、前回の第１回目も中学生の放課後児童クラブへの対応という

ことで、御意見をいただいていますが、これも繰り返しのような形になりますが、児童

福祉法の中で、放課後児童クラブの対象者は小学生となっています。しかし、やはり障

害を持っている中学生の放課後の居場所も必要かと思いますので、障害福祉の部門で、

放課後等デイサービス事業がございますので、そういったものとの連携をとっていきた

い。また障害の程度にもよるのですが、特に小学生の高学年以後になっていきますと大

分体格がよくなってきます。そういったことで、なかなか放課後児童クラブの体制では、

こういった体格の大きい子を支援していくのが難しいため、やはりこれは福祉の施策と

してしっかり対応していくべきものと考えております。 

（指導２課特別支援教育係長） 

  指導２課長の代理で係長の長谷場がお答えさせていただきます。７番「小学校の特別

支援学級は今年度設置数も増加し充実の方向にあるが、そうした趨勢が幼稚園関係者に

は伝わっていない。」という御意見をいただきました。回答についてお答えさせていただ

きます、就学相談の御案内や特別支援学級等の設置状況等の情報に関して、幼稚園関係

者の方への情報提供は明後日１月２０日に幼稚園協会理事会にて、本年の設置済みの小

学校について情報提供を行う予定でございます。また就学相談の御案内は、毎年４月か

ら５月にかけて私立幼稚園等にも送付しておりますが、今後も積極的に情報提供をして

いきたいと考えております。御協力をよろしくお願いいたします。 

（保育課長） 

  保育課長の齊藤と申します。よろしくお願いいたします。私の方からは８番と９番に

つきまして、順次お答えさせていただきます。 

  まず８番「市内私立保育所の一部において、保育事故等発生時に専門家からアドバイ

スをもらうサービスに加入している。このように危機意識を持って運営している園に対

し評価し、費用を補助することが望ましい。」という御意見をいただきました。これに対

する回答といたしましては、保育をするうえで児童の安心安全は、最優先に考えなけれ

ばならない事項であるため、危機管理意識を持って保育を実施することは、非常に重要

であると考えております。さいたま市では、平成１４年に「保育園危機管理マニュアル」

を作成しまして、各保育所に提供し、改正時及び新設園にもその都度最新のものを提供

させていただいております。ちなみに、こちらの黄色い冊子が現在の「保育園危機管理

マニュアル」でございます。 

また、危機管理能力の向上に資する各種研修会を企画し、私立保育所の職員も多数参

加していただいているところでございます。具体的には、危機管理、突然死、食物アレ

ルギー、クレーム対応、保護者支援、虐待等の危機事案に関する研修を行ってございま

す。特に今年度は、相模原市の福祉施設の殺傷事件を踏まえまして、初めて現職警察官

によります防犯研修も行ったところでございます。これらの研修によりまして、施設長

をはじめ保育士の危機管理能力のスキルアップに努め、今後も実施していく予定として

おります。御指摘の専門家からのアドバイスサービス費用に特化した補助金は現在ござ
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いませんが、この費用に充当できる補助メニューはございます。さらに万が一の事故に

備えまして、損害賠償保険の加入経費に対しても助成させていただいているところでご

ざいます。各保育所では、これら補助金を有効に活用していただいているものと考えて

おります。 

  次に９番「保育士就労支援セミナーが浦和で開催されたとのことだが、今後も引き続

き、就労・継続を支援するイベント等を開催する必要がある。」という御意見をいただき

ました。こちらについての回答でございますが、今年度は新規事業といたしまして、保

育士の就労を支援する「新任保育士就業継続支援セミナー」を開催したところでござい

ます。このセミナーが９番で具体的に御指摘いただている項目ではないかと思います。

内容は、就職前の保育士に対する期待と現実とのギャップへの対応等、精神的負担の大

きい業務の対応をテーマに実施したところでございます。今年度は１１２人が参加した

ところでございます。同様に、施設の経営者や管理者を対象とした「施設管理者マネジ

メントセミナー」も新規事業として開催したところでございます。保育士の定着率の向

上や地域住民との関わり方等をテーマに、人事管理や職場環境改善に対する研修を行っ

たところでございまして、今年度は４３人に参加していただきました。また、保育士の

資格を有しながら、保育士として勤務していない潜在保育士を対象とした「潜在保育士

再就職支援セミナー」を開催いたしました。内容は、最新の専門的知識や技術力の回復

を図りまして、ブランクを埋めて保育施設に再就職していただくことを目的としたもの

でございます。これは、平成２７年度に初めて実施をいたしまして、その時は４２人が

参加し、内１３人が再就職しております。今年度は３０人参加していただいております。

その他、「潜在保育士の未就学児の優先入所」や保育士養成施設へ直接伺いまして、就職

担当者へさいたま市の魅力や保育施策を紹介し、市内保育施設への就職を促す「保育士

採用プロモーション事業」など保育士確保策を展開しております。引き続き保育士の確

保に積極的に取り組んでいくこととしております。 

（子育て支援政策課長） 

  議事（１）については以上でございます。 

（吉川会長） 

  はい。ありがとうございました。ただ今執行部から、回答について、また説明につい

て、続けて、まとめる形でしていただきましたが、いかがでしょうか。御質問か御意見

についてありましたら、ぜひ出していただきたいと思うのですが。 

  はい。西田委員さんどうぞ。 

（西田委員） 

  三つも、四つも回答をいただいて大変恐縮しております。学童保育のことについて伺

いたいのですけれど、今、問題になっているのは、待機児であったり、また、全国のい

ろいろな基準、レベル、処遇が上がってきた中で、さいたま市の学童保育が昔はいろい

ろな面で良かったが、今は、それほどでもない状況に置かれてきたことです。端的に申

しますと、指導員が足らないという状況なのですね。この間、ちょっとしたアンケート

を実施しましたら、指導員の半数以上がすぐにでも辞めたいという回答が返ってきて何

ともしがたい困った状況に陥っているところです。また、県の方で、認定研修というの

を実施しているのですけれど、さいたま市から年間２００名ほど受講（希望）があるの
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ですが、今年度も第１次では５０名ほどの欠員が出てしまった。その欠員の理由という

のが、４日間連続で研修を受けなければいけないが、人手が無くて、とても（施設を）

空けることができないということで、これが現状なのですよ。 

こういった現状を踏まえて、処遇改善もままならない中で待機児童も全然解消されな

い。それをどういうふうに解決していけば良いのか、私たちもいろいろ頑張っているも

のの、行政からの答えがいまひとつ見えてこない。確かに計画以上の予算をいただきま

して、箇所数を増やすことはできているのですけれど、だとしても待機児が全然減らな

いのであれば、計画そのものがつくった当初から（状況が）どんどん変わってきて、も

っともっとつくらなければいけない状況になってきていると思います。保育園の入所率

を細かい数字まで把握していないのですけれど、概算では、学童の１年生だけを比べて

見ますと、28.8％で、数年前までは 24.4％と、さらに遡ると２０％と非常に低い数字

で、（今は）学童保育に預けたいという親御さんも急に増えまして、1 年生だけは入れま

しょうということで、皆さんのところで頑張っていただいて、28.8％とかなり高い数値

が出ている。たぶん、これは保育園の利用率よりも高いと思っている。こういったこと

を踏まえると、この先数年が非常に問題になってくる。今までの状況ままで、ずっとい

きますと、待機児童は 600 人では済まないのかなと思っております。こういったこと

を踏まえて、今後の計画の修正を考えていただければなと思っております。 

（青少年育成課長） 

  青少年育成課長です。 

（吉川会長） 

  はい。お願いします。 

（青少年育成課長） 

  大きく 2 点ほど（の御質問）でしょうか。ひとつは支援員の方の処遇と、もうひとつ

は待機児童の対策になるかと思います。 

  まず、支援員の方の処遇、いわゆるお給料の話になるかと思いますが、確かに、一般

的な業種に比べれば低いという認識はございます。これも国が処遇改善という制度を設

けております。また、来年度からになると思いますが、国も徐々に制度の見直しを図っ

ているようです。そういったことも踏まえまして、極力、国の制度に沿った形で、なお

かつ、さいたま市の制度にも合致しないといけないものですから、両方の制度を合わせ

た形で支援員の方の処遇を改善することに努力したい。当然、我々の方も（処遇改善の

必要性は）感じていることです。 

  次に、待機児童の対策になりますが、今回のプランにもございますけれど、間もなく

新しい計画がつくられる形になると思います。やはり根本的に足りないという認識はこ

ちらも持っておりますので、今後に向けた検討をしてまいりたいと考えております。 

（吉川会長） 

  次にいってよろしいですか。はい。 

ほかにいかがでしょうか。はい。お願いいたします。 

（照沼委員） 

  照沼です。確か、放課後児童クラブは、放課後子供教室と一体的な推進をしていくと

いう計画であったと思います。放課後児童クラブの状況はお話しいただいたので分かる
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のですが、放課後子供教室の方はどのように進められているのでしょうか。 

（青少年育成課長） 

  放課後子供教室は教育委員会で所管している事業になります。そういった意味では、

我々の方で日々行っている放課後児童クラブと教育委員会の生涯学習課で行っている放

課後子供教室は、一緒にできるものは連携していく形になっております。あちら（の放

課後子供教室）の方はなかなか回数をこなせないような話も伺っているのですけれど、

回数よりも（開設する学校の）箇所数がままならなかった部分がありましたが、数は増

えてきたということは伺っております。 

（吉川委員） 

  よろしいですか。はい。西田委員さん。 

（西田委員） 

  今の質問でも分かりますように、普通の人は分からないのですよ。つまり、「一体的」

とは何のことなのだろうか、また「放課後子供教室と学童保育を一体的に進めていく」

と、さらっと聞かれたと思うのですけれど、国の説明の文書では、一体型とか、一体的

とか、言葉としては無茶苦茶な使い方をしているのですけれど、基本的には連携という

のが正しいのですね。学童保育と放課後子供教室がそれぞれにあって、放課後子供教室

に参加したければ、（放課後児童クラブの子どもも含めて）参加してくださいというのが

正しいあり方だと思うのですけれど。そもそも、ふたつの事業の目的もつくり方も全然

違うものですので、曖昧なままで、誰も（詳しく）説明しないで、皆さんが言葉づらだ

けを聞くと、一緒にやっているのが普通だと思われがちになる。そこは、担当課の方が

ちゃんと説明していただかないと困るかなと私は思います。 

  ちなみに、放課後子供教室は毎日開いているのではありません。それから目的としま

しては、全ての子どもを対象にしていますので、単純に言いますと、場所を提供してい

るだけで、先ほど課長さんが居場所と言ったのですけれど、まさに場所でしかない。た

だ、学童保育の場合は放課後の生活なのですね。そして、生活と場所はどう違うのか。

場所は行っても行かなくてもいい場所なのですね。要するに公園と同じですね。学童保

育はそこにしか行けない場所なのです。そこで過ごすしかできないのですよ、親がいな

い訳ですから。昼間働いている状況の中では、学童保育で過ごすしかない訳ですから。

そこの違いというのは非常に大きいと思う。そのことによって、本来は（教育部門と福

祉部門とで）所管が違っているのですけれど、それを一体化するという言葉づらだけで

聞くと、普通の受け手としては、同じような事業だし、同じようにやっていいのかなと

理解されてしまいますので、そこはきちんと説明していただければと思っております。 

（吉川会長） 

  はい。ありがとうございます。（所管の方で）何かありますか。 

（青少年育成課長） 

  言葉が足りなくて失礼いたしました。西田委員さんがおっしゃったとおり、そもそも

別の事業になっております。先ほど一体という表現を使われましたが、実際には連携で

す。連携と言いましても、放課後児童クラブは、日曜日は行っていませんけれど、ほぼ

毎日やっております。放課後子供教室に限っては、週に 1 回とか、月に 1 回とかという

ところもあります。そういった形の中で一体化ということばが、そもそも、なじむのか
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というのは、西田委員さんがおっしゃったとおりになります。ただ、国がそういった表

現を使っている中で、そういった表現をこちら側としても使わざるを得ないというとこ

ろも事情としてはあります。ただ、やはり放課後子供教室も放課後児童クラブも同じよ

うなボリューム感を持って行っている事業であれば、そういったこともあるのでしょう

けれど、あまりにも状況が違い過ぎるというところで、なかなか一緒の土俵に乗せにく

いというのが我々のとしての感触です。言葉が足らず失礼いたしました。； 

（吉川会長） 

  西田委員さんからお話がありました放課後子供教室と放課後児童クラブですが、親御

さんの就労で保育を必要としている小学生を、生活の中できちんとした安全管理のもと

に育てるというしくみの放課後児童クラブと、就労家庭のお子さんとは限っておらず、

子どもたちの放課後を充実させようということで始まった放課後子供教室は、確かに本

来の目的は全く違うものですね。それは所管課の説明にあったとおりだと思います。 

社会の情勢の中で、放課後子供教室の方も、就労家庭の子どもたちではないとはいえ、

遊べない子どもたちや、家庭の中でほぼ置き去りにされているような子どもたちや、あ

るいはその中に障害のある子も来たりと、いろいろな子どもたちが交じっている中で、

そこでの安全をどう確保するか、ボランティアの方々も御苦労がある。 

社会の情勢の流れの中で、子どもたちの遊ぶ場としての十分な安全をどう守っていく

のかというのが、問題になっているのは話として伺っています。西田委員さんのお話に

もあるように、まだまだ待機児童があるという放課後児童クラブの状況というのは確か

にあると思いますが、そこでのいろいろな問題を、今後どうまた改善していくのか、指

導員問題やボランティア問題、保育士の問題も含めて、なかなか難しいところ、頭の痛

いところで、これはさいたま市に限らず全国的な課題になっているかなというのは、皆

さんも御承知のとおりだと思います。 

次へいきたいと思います。何か御質問等はありますでしょか。 

（佐久間委員） 

  今の放課後子供教室のことを補足させていただくと、経験を増やすという目的で（放

課後子供教室を）開きますということで、ボランティアで参加した。そこは土曜日なの

ですけれど、抽選で、各学年で何人ということで、取り組みをしています。ただ、やは

り、関わる人の声がけの仕方が、目的がよく分からなくて、だんだん先細りというか、

子どもたちは毎年違うので、決まったことをやっていこうということになっております。

やはり、放課後児童クラブと、そういった教育委員会が管轄しているものとの状況の違

いをもう少し明確にしていただけるといいかなと感じました。 

  それと別件なのですけれど、障害児を持つお子さんにとってのところが、どうしても

手薄かなということが感じられます。市で取り組むべきであるという意向は持っていて

も、具体的にもう一歩何か意見なり、工夫を聞かせていただければなと思っております。 

（吉川会長） 

  はい。所管の方、よろしくお願いします。 

（青少年育成課長） 

  青少年育成課です。中学生という形になってきてしまいますと、どうしても、先ほど

御説明させていただきましたとおり、児童福祉法の縛りがございまして、放課後児童ク
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ラブの枠組みの中では、小学生までしか対応ができなく、それ以上の中学生になってし

まいますと、やはり障害者の施策の中でやるべきであると思います。繰り返しになって

しまいますが、放課後児童クラブでは、特に小学生でも高学年になると、現場で働く方

にとっては、対応が難しいというお話を伺っています。あとは、多少障害がある方です

と、中学生から小学生までを一緒のくくりの中でやってしまうと、様々な事故も懸念さ

れます。例えば中学生だけで放課後児童クラブのようなものをつくるということであれ

ば、それはそれでやり方はあるのかもしれませんが、少なくとも（小学生の）低学年か

ら高学年まで、中学生までという形になってくると現場で働く方もかなり苦慮されるの

ではないかなという心配もございます。やはり中学生以降の話になってしまいますと、

縦割りと言われてしまうかもしれませんが、さいたま市の中では、障害者の方の専門の

部署がございますので、そちらの放課後等デイサービスの中で対応していくことが現状

となっております。 

（吉川会長） 

  はい。ありがとうございました。時間もそろそろかと思うのですが、ほかにはよろし

いでしょうか。では、時間的なこともありますので、御意見はここまでとさせていただ

きます。ありがとうございました。 

  それでは、次に進みます。議事の（２）平成 27 年度事業実施状況・評価に対する意

見書（案）についてです。この意見書ですが、当分科会の委員の皆様から出されました

御意見を意見書として市長あてに提出するものの案になります。事務局から説明をお願

いします。 

（事務局） 

それでは議事（２）でございます。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年度進捗状況及び評価に対する

意見書（案）につきましてご説明させていただきます。 

    お手元の資料３をお願いいたします。表紙と鑑文をめくっていただきまして、３ページ

目を御覧ください。意見といたしましては、６つの事項を記載させていただいております。 

これらは、9 月 5 日に開催させていただきました「第 1 回児童福祉専門分科会」にて委員

の皆様よりいただきました御意見と、「第１回分科会」後に御提出いただきました御意見の

中から、事務局にて一部抜粋や統合を行い「案」を作成させていただきました。よって、

先ほど所管より回答させていただきました事項についても含まれております。それでは順

番に御説明させていただきます。 

    まず１番目は、放課後児童クラブの待機児童解消のため、適宜、計画の修正を図ること、

を記載しております。２番目は、翌年小学校へ上がる児童のうち、放課後児童クラブへ入

室を希望する人数につきまして、幼稚園・保育所等との情報共有に努め、その結果に基づ

き整備計画へ反映させること、を記載しております。３番目としまして、障害のある児童

の保育を促進させるため、放課後児童クラブへの巡回相談等について、各制度の維持と、

さらなる拡充を図ること、を記載しております。４番目でございますが、特定教育・保育

施設等において、保育中に事故等が発生しないように対策を講じている施設等の運営に対

し、きちんと評価をすること、を記載しております。続いて５番目は、障害のある児童を

保育する幼稚園や保育所等においては、小学校と幼稚園や保育所等とが連携し、障害のあ
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る児童を支援していくために、地域の小学校の特別支援学級に関する情報等の提供を行う

こと、を記載しております。最後の６番目は、ひとり親家庭支援事業の利用者数がわずか

となっておりますが、平成２８年度に増員されたスクール・カウンセラーやスクール・ソ

ーシャルワーカーの活動状況を鑑みますと、支援を必要としているひとり親家庭の数は、

進捗状況にて示された数よりも多く見込まれるため、ひとり親家庭の実情や実態の把握に

努め、支援を必要としているひとり親家庭の把握に漏れが生じないようにすること、また、

効果的な施策を検討すること、を記載しております。 

    委員の皆様よりいただきました御意見の中から、以上６項目からなる意見書（案）を作

成させていただきました。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

（吉川会長） 

  はい。ありがとうございました。ただ今説明いただきました資料 3 の意見書案です。

この案について、文案について、何かお気づきの点や御質問がありましたらお受けいた

しますがいかがでしょうか。 

  校正等はありますが、これは最終の文案ということでお諮りしています。いかがでし

ょうか。 はい。どうぞ。 

（西田委員） 

  ２のところの、「整備計画への反映を図ること」は、非常に的を射た話だと思うのです

けれど、整備計画で一番問題になるのは、予算のことなのですね。予算があって、いく

つ増やせるのかなと、例えば民間の学童で言いますと、1 年生が来年どうやら 30 人、

40 人入ってきそうで、それだけでひとつの学童ができてしまうというぐらいの勢いの

場合に、もうひとつ分離をしたいと行政に要望しても、なかなか予算がとれないので難

しいという話になりがちなのですが、ここの整備計画の部分で反映されるのかなと思う。 

もうひとつ問題になるのは、親たちが運営しているところにおいては、親が場所を探

さないといけないことです。保育園なんか当たり前だよと思う方もいらっしゃると思う

のですけれど、（放課後児童クラブは）そもそも資本金が全然違うとか、昼間自由に動け

る方がいない中で、親はどうやっているのかというと、土日をつぶして何十件も施設の

場所を探し回るのですよね。こういう問題に関して、（行政からは）努力しますという回

答が出てくるのですが、例えば、（問題解決の）一番いい例は、横浜市でも同じように民

営でやっているが学童保育に対して、「場所をお探しの方は市役所の方にお申し出くださ

い。市役所の方で業者を斡旋します。」という取次ぎをやっている。そういうことも含め

て、働きながら運営と併せてすべてをやらないといけないということは、かなりの負担

を強いている訳なのであって、民設民営を基本とするというさいたま市の考えや理念を

進めるというのであれば、それが無理のないように、ぜひ行政の方で手助けをしていた

だければと思います。少なくとも、施設探しで何十カ所も探し歩かなければいけないと

いう状況を（防げるように、）何とかこの中に組み込んでいただければなと思います。も

うひとつ意見を増やせというのではなく、そういった意味合いの言葉をぜひ入れていた

だきたいと思っております。たぶん、この言葉以上のことを担当の方はやっていただい

ていると思いますので、そこらへんはぜひよろしくお願いいたします。 

（吉川会長） 

  はい。御意見ありがとうございました。何か担当課の方からありますでしょうか。 
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実際の現場での実情とそれに伴う意見書の具体的な文言のところには、もしかしたら

開きがかなりあるだろうということは、ここに限らずだと思います。意見書としての文

言という中で、今の御意見を踏まえながらということで、今後につなげていくというこ

とを、この会議の中でも検討していくというような流れになるのかなと思って伺ってい

たのですが、何か今の意見について、所管課の方からありますか。はい。お願いいたし

ます。 

（青少年育成課長） 

  ただ今の施設探しの関係になりますが、例示に出ました横浜市の運営の仕方は正直こ

ちらの方でも細かい話は伺っておりません。伺ったうえで、それが対応できるのか、で

きないのかというのもあります。また、それに伴って、予算なり、必要なものも考えら

れますので、そういったものを検証しながら、検討してまいりたいと考えております。

文面につきましては、検討させていただきたいと思います。 

（吉川会長） 

  ありがとうございました。それでは、ほかにはいかがでしょうか。はい。お願いいた

します。 

（石塚委員） 

  私は、門外漢ですのであまり細かいことは分からないのですが、ここで意見を言うに

当たって、何度も予算の問題が出ており、計画にはお金が付かなければどうしようもな

い訳です。それでひとつお願いなのですが、来年度の報告の際に、これに関連する予算

が前々年度と比較して、どういう増減があったかということの報告をお願いできないで

しょうか。それについて、さいたま市がどういうスタンスを持っているのかということ

を我々が把握して、それについての意見を言うことが可能となってくると思います。我々

は、限られた予算内でどうするかという立場にはありませんので、その予算の枠がどう

いうふうに設定され、それが当該年度でどういうふうな推移をしたかをごく概略で結構

ですので、我々に分かるように御報告をしていただけると、意見を言う基礎ができるか

なと思いまして、希望として申し上げたいと思います。 

（吉川会長） 

  ただ今の意見について、可能かどうかについてお願いします。 

（子育て支援政策課長） 

  それでは事務局側としてお答えさせていただきます。石塚委員のお話でございますが、

この後も分科会の第３回を予定はしております。２月の議会に平成２９年度の予算案に

ついて提出させていただくので、予算が決定する議会終了後に詳しくお話しさせていた

だく予定をしております。また開催日時等と併せまして、事務局の方でも、ただ今いた

だきました御意見を参考に次の会の議題等を検討してまいりたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

（石塚委員） 

  一言だけ。 

（吉川会長） 

  はい。どうぞ。 

（石塚委員） 
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  細かな数字を出すことは必要ないので、主要な項目、施策に関して、こういうお金が

増えている、こういうお金が減らされたことについて、素人に分かるような報告を概算

で結構ですので知りたいというのが希望です。それに沿ってお願いしたいと思います。 

（子育て支援政策課長） 

  はい。承知いたしました。その辺を検討して、次回の資料作成の方に（反映できるよ

うに）努めさせていただきます。 

（吉川会長） 

  はい。ありがとうございました。（笠原委員の発言のための挙手に対し）それでは、こ

れで最後の発言ということでよろしいでしょうか。 

（笠原委員） 

  ４番目に「保育事故等に対する危機意識を持つ特定教育・保育施設等の運営に対し、

評価をすること」とあるのですが、評価するだけでなくて、ほかの施設に対しても危機

管理感を持っていただくよう今後どのように行っていくか、を意見として載せていただ

きたいと思います。評価するだけでなく、評価されていない施設にもどのようにやって

いくかという点です。これはお願いです。 

（吉川会長） 

  はい。分かりました。何かありますか。 

（子育て支援政策課長） 

  こちらは事務局案でございますので、今の御意見を参考に、できるだけ近いものとし

て修正を加えようと思います。 

（吉川会長） 

  はい。ありがとうございました。それではよろしいでしょうか。 

いくつか皆様から御意見をいただきましたが、その御意見をもとに、本日の案からさ

らに校正等をしまして、意見書の提出準備をするという形に持っていきたいと思います。

今後の意見書の校正や市長への提出につきましては、会長である私の方に一任いただけ

ればと思いますがよろしいでしょうか。  

（各委員からのうなずきがある。）はい。御了解いただけますようお願いいたします。 

それでは事務局は、この後文面調整等をしていただいて、私の方に提出をお願いしたい

と思います。 

 それでは、次に進みます。（３）その他でございますが、委員の皆様、何かございます

でしょうか。 

 事務局の方からは何かございますか。 

（子育て支援政策課長） 

  はい。それではお願いいたします。事務局より、１件御報告がございます。 

前回の９月５日に開催させていただきました会議の中での、議事２「その他」におき

まして、「児童福祉専門分科会」の下部組織として、「特定教育・保育施設等重大事故検

証審査部会」を設置する方向で検討している旨を御説明させていただきました。その後、

条例改正に向け、市の法規を取り扱う担当部署と協議を進めておりましたところ、「児童

福祉専門分科会」の下部組織である「審査部会」とするのではなく、一つ格上げをしま

して、市の「社会福祉審議会」直下の組織であるこちらの「児童福祉専門分科会」と同
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等の「専門分科会」とするべきとの指摘を受けました。 

  理由といたしましては、「児童福祉専門分科会」のほかに、私ども子育て支援政策課で

所掌しております「児童虐待検証専門分科会」がございますが、この「児童虐待検証専

門分科会」と同様に「事例の検証」を行い、市へ「提言」をするものでございますので、

同等の組織であることが望ましいということです。また、「子育て楽しいさいたま市」を

キャッチフレーズに掲げている本市といたしましては、「特定教育・保育施設等」におけ

る重大事故に関しましては、市民の「安心・安全」の面からも重要度が高い事項である

と認識しているところから、「分科会」とすることが望ましいとの理由で格上げという形

をとらせていただきました。 

これを受けまして、一番は、重大事故が起こらないことでございますが、万一、重大

事故が起こってしまった場合には、再発防止に向けた「検証」と、より大きな影響力を

持ちます「提言」を行うためには、市「社会福祉審議会」直下の組織である「分科会」

として、「さいたま市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例」ということで、議案を

２月議会に提出させていただくことといたしました。分科会となりますと、こちらの「児

童福祉専門分科会」の手から直接的には離れることとなりますが、同じ児童福祉の分野

でございますので、連携しつつ遂行していければと考えております。 

なお、分科会委員の選任につきましては、２月定例会におきますこちらの議決を受け、

公布された後になりますが、本市の「社会福祉審議会条例 第９条 第２項」の規定に

より、当「児童福祉専門分科会」の会長であり、また市の「社会福祉審議会」の委員長

でもございます吉川会長より御指名いただくこととなります。報告は以上でございます。 

（吉川会長） 

  ありがとうございました。ただ今の報告につきまして、何か御質問等はありますでし

ょうか。よろしいでしょうか。 

はい。御協力ありがとうございました。以上をもちまして、本日の議事は無事終了い

たしました。会議の進行に御協力いただきましてありがとうございました。 

皆様のお手元に、本日も資料４の「意見記入用紙」が配られていると思います。御意

見等がございましたら、１月３１日、１月末日までにファックスやメール等で事務局に

送付いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

  それでは、平成２８年度第２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」を終了いたします。進行を事務局にお返しします。 

３ 閉 会 

（事務局） 

  吉川会長並びに委員の皆様、長時間にわたる御審議、誠にありがとうございました。 

  なお、次回の児童福祉専門分科会につきましては、３月を目途に「平成２９年度子ど

も未来局予算の概要について」及び「認定こども園の設置認可等」につきましての御報

告を議題とし、開催させていただきたいと考えております。詳細については、後日、改

めてお知らせいたしますので、通知が届きました際には、御出席くださいますようよろ

しくお願い申し上げます。 
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  それでは、以上で散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。 


