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平成２８年度 第３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３月２１日（火）１４：００～１５：３０ 

場所：ときわ会館 5階大ホール 

 次  第  

１ 開 会 

２ 議 事 

（１）特定教育・保育施設等の認可と利用定員の設定について 

（２）平成２９年度子ども未来局予算の概要について 

（３）その他 

３ 閉 会 

 資  料  

次第 

席次 

委員名簿 

資料１ 特定教育・保育施設等の認可と利用定員の設定に関する資料 

資料２ 平成２９年度主要事業の概要について 

資料３ 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」平成２７年度進捗状況について（具申） 

資料 4 意見記入用紙 

出席者・欠席者（敬称略）

【委員】 

出席委員・・・吉川はる奈（会長）、大野智子、小熊千代、笠原昭子、勝田寿郎、久

手仁美、佐久間由記、佐瀬弘恵、鈴木真由美、武田ちあき、照沼香織、

刀根洋子、西田隆良、矢作修一、横山美寿枝 
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欠席委員・・・石塚章夫、石山俊之、岩木晃、生形雅美、片柳香子、久世晴雅、小島

誠、関田晃、服部圓、松本辰美、真野健、武笠みどり、渡辺裕 

【事務局】さいたま市 

・子ども未来局 

子ども育成部：臼倉部長／子育て支援政策課 小田嶋参事（兼）課長／子ども総合

センター開設準備室 鈴木参事（兼）室長／青少年育成課 岸課長／

児童相談所 町田参事（兼）所長／他 

幼児未来部：幼児政策課 柳田課長／のびのび安心子育て課 加藤課長／保育課 齊藤

参事（兼）課長／他 

総合療育センターひまわり学園：星次長（兼）総務課長／育成課 阿泉課長 

・保健福祉局 

保健所：地域保健支援課 小林課長／他 

公開又は非公開の別

 公開 

問 合 せ 先   

子ども未来局 子ども育成部 子育て支援政策課 電話048-829-1909 

１ 開 会  

（事務局） 

（１）資料の確認 

（２）委員定数 2８人に対し過半数１５人の出席があり、児童福祉専門分科会成立の報

告 

（３）委員推薦団体の委員改選に伴い変更となった２人の新委員（小熊委員、鈴木委員）

の紹介 

（４）傍聴希望者が 1 人あり、会長の許可の後入室していただく。 

２ 議 事  

（吉川会長） 

    こんにちは。議事に入ります前に一言御挨拶させていただきます。今日はあいにくの

天気になりましたが、年度末で、卒園、卒業の年度の節目の時期かと思います。皆様、

本当にお忙しい中御出席いただきましたので、実りある会にしていきたいと思います。

この時期、私は学生を送り出す卒業の時期をちょうど迎えており、今週の金曜日が卒業

式です。毎年この時期に感慨深く思うのは、いろいろな学生それぞれが、すごく成長し

ていることです。学生が進級とともに、様々な経験の中でいろいろな方に出会って、そ

の方たちの意見を聞き、その一つ一つがここに来て身なり力になっているのではないか

と思うとき、若い力の成長とその場に関われる幸せを感じます。皆様方も多分、人の成

長に関わるお立場でいらっしゃると思います。この会議はとても難しくて、いろいろな

立場の方が集まられ、広い領域を議論するものですが、それだけに大事な会議だと思い

ます。さいたま市の子どもたちのより良い成長や幸せのために、今日も皆様の御意見を
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頂戴しながらより良い時間にしていきたいと思いますので、ぜひ御協力のほどをお願い

いたします。ときにはマイクを向けるかもしれませんが、忌憚のない御意見をお願いい

たします。 

それでは、これより議事を進めます。始めに、議事（１）です。「特定教育・保育施設

等の認可と利用定員の設定について」を議題とします。まず所管からの説明をお願いし

たいと思います。 

（のびのび安心子育て課長） 

のびのび安心子育て課長の加藤と申します。議事の（１）特定教育・保育施設等の認

可と利用定員の設定について御説明いたします。 

  お手数ですが、資料１とあります「特定教育・保育施設等の認可と利用定員の設定に

関する資料」を御覧ください。１枚めくっていただきますと、資料１－１「子ども・

子育て支援制度における「認可・確認」について」がございますので、こちらを御覧く

ださい。保育所等の「認可・確認」について、それぞれの根拠法令及び意見聴取先を一

覧表にまとめたものでございます。保育所等の認可に当たりましては、「児童福祉法に規

定する審議会を設置している場合は、当該審議会の意見を聴かなければならない」とさ

れております。また、「認定こども園法に基づく幼保連携型認定こども園の認可を行う場

合や、利用定員の設定などの子ども・子育て支援法に基づく施設の確認をしようとする

場合においては、合議制機関の意見を聴かなければならない」と規定されております。 

本市では、合議制機関として、こちらの「児童福祉専門分科会」が児童福祉法に基づ

く児童福祉審議会としても位置付けられていることから、本日は、この保育所等の認可

及び確認につきまして、委員の皆様の御意見をいただくものでございます。 

次に、資料１－２「保育所及び小規模保育事業等の認可基準について」を御覧くださ

い。保育所と小規模保育事業及び事業所内保育事業の小規模型について、設備や職員に

係る認可基準の主なものを一覧表にしたものでございます。小規模保育事業と事業所内

保育事業の小規模型につきましては、保育年齢が０歳から２歳まで、定員１９人以下で

保育を行う事業所であり、保育士資格をもつ職員の配置割合によって、Ａ型とＢ型に分

けられております。なお、事業所内保育事業につきましては、利用定員のうち４分の１

以上を地域枠として設定し、企業に所属する従業員の子ども以外の児童を受け入れるよ

う義務付けております。 

次に、資料１－３「教育・保育施設の認可・利用定員の設定について（一覧）」及び資

料１－４「地域型保育事業の認可・利用定員の設定について（一覧）」を御覧ください。

本市では、これまで、平成２９年４月の保育所等の利用待機児童の解消を目指すととも

に、子育て世代の不安を解消し、安心して子育てできる環境を整え、保育の質を低下さ

せることなく、保育を希望される方が一人でも多く認可保育所等を利用できるよう、積

極的な施設整備に取り組んできたところでございます。平成２８年度におきましては、

特に利用希望の多い区を中心に認可保育所等の整備を進め、資料１－３にございますよ

うに合計１９か所を新設するとともに、待機児童の約９割を占める０歳から２歳児の需

要に対する重点的な対応といたしまして、資料１－４にございます小規模保育事業等を、

浦和区を中心に３９か所整備し、保育の受け皿の拡大を図りました。 

それぞれの施設については、「一覧」に続き、次のページから、個別の「事業計画書」
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と裏面の「案内図」及び「これまでの審査状況」について掲載しております。いずれの

案件につきましても、それぞれの認可基準に照らし合わせたところ、すべての事業者が

適合するものであったことから、年度内での認可を行う予定となっております。 

  また、「一覧」に戻りますが、認可にあわせまして、こちらに記載の利用定員を設定し、

確認の手続きについても進める予定となっております。この利用定員については、本市

の子ども・子育て支援事業計画である「さいたま子ども・青少年のびのび希望
ゆ め

プラン」

において掲げた、確保方策としての目標に沿った内容となっております。説明は以上で

ございます。よろしく御審議の程、お願いいたします。 

（吉川会長） 

  ありがとうございました。資料の説明をいただいたのですが、質問を含めて何かござ

いましたらお出しいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。少し見る時間も必要

かと思いますが。お気付きのところからお願いします。勝田委員さん。 

（勝田委員） 

  私立幼稚園協会の勝田といいます。皆様も御承知のとおりですが、小規模保育の０、

１、２歳が３歳になったらどうしようかと心配されるお母さん方が多いと思うのですけ

れど、小規模保育が終わった後の連携施設はどのようになっているのでしょうかお伺い

いたします。 

（吉川会長） 

  所管からお願いいたします。 

（のびのび安心子育て課長） 

  小規模保育事業は、０歳から２歳までの１９人以下の施設となっております。法律で、

連携施設については、経過措置として平成３１年までに持つことになっておりますが、

現状として、３歳の卒園児の連携施設は持っておりません。事業の連携はいろいろして

いるのですが、定員としての設定は現在のところ行っておりません。現状では、３歳で

卒園をされるときに、他の認可保育所、市の認定施設であるナーサリールームに入る方

と、幼稚園に入園される方と、いろいろなケースがございまして、３歳のお子様が入る

ところがどこにもないということにはなっておりせん。ただ、３１年度までに連携施設

を持たないといけませんので、今後につきましては、行政も関わって、連携を進めてい

きたいと思います。 

（吉川会長） 

  ３１年度までということでしょうか。 

  他に御意見はいかがでしょうか。大野委員さん。 

（大野委員） 

  私立保育園協会の副会長をしている大野と申します。資料１－４で、A 型は良いので

すけれど、B 型が、保育士２分の１以上となっており、（保育士資格のない者は）後から

資格を取る形だと思うのですが、いろいろな事故等が起きることがあります。保育士資

格（を取ること）は大変かと思うが、どのような御指導をされているのか。極力、Ｂか

らＡにいくように行政からは伝えていると伺ってはいるが、具体的にどのように伝えて

いるか教えていただきたい。 



5 

（吉川会長） 

  お願いします。 

（のびのび安心子育て課長） 

  小規模保育事業につきましては、保育士の配置によって、Ａ型とＢ型がありますが、

認可の届け出がされた場合は、適合し、市の政策に合えば認可しております。市として

は、保育環境が重要と考えておりますので、保育士を配置できるというのであれば、Ａ

型の方にも移行していただいております。現状では、保育士が半分でも認可しておりま

す。 

（大野委員） 

  Ｂ型の施設については、Ａ型になるように、今は保育士資格（を取るため）の補助と

かもあり、そういった御案内をして極力資格を取るような指導をしているのでしょうか。 

（のびのび安心子育て課長） 

  はい。できるだけＡ型に移行していただくように指導しております。 

（吉川会長） 

  はい。ありがとうございました。他にはいかがでしょうか。西田委員さん。 

（西田委員） 

  来年度は、認定こども園を含めて１９か所の増だと思いますが、さいたま市の認可保

育園の整備率はどのくらいでしょうか。整備率と数値を出した法の根拠というのはどの

辺からきているのでしょう。 

（吉川会長） 

  はい。事務局よろしいでしょうか。 

（のびのび安心子育て課長） 

  整備率といいますと、先ほど御説明させていただきました「さいたま子ども・青少年

のびのび希望プラン」に子ども・子育て支援事業計画がございますので、そこで確保方

策としてどのくらい（の整備が）必要かを設定しております。これに基づきまして、保

育所の人数を確保している状況でございます。整備上は、ほぼそれに従った定員の確保

をしております。 

（西田委員） 

  こちらの方の調査で、正しくはないのかもしれませんが、さいたま市の今年度の整備

率は２５％ぐらいという数字が出ている。他はどうなのかとみてみますと、政令市の比

較の中で関東地域の中では（さいたま市よりも）５％高く、関西ではさらに５％、全体

では１０％ぐらい高い。東京都はとんでもなく高い数値であったりする。どれが正しい

のか、いまいちよく分からない。例えば、さいたま市の母親のフルタイム率とひとり親

家庭を足すと、実は保育園の整備率より高い数値になってしまうので、これを根拠にす

るともう少し高い数値なのかなと思う。では、いったいどこを目指しているのかさっぱ

り分からないので、教えていただける範囲内でお願いいたします。 

（のびのび安心子育て課長） 

  実際のところ、計画上の数字にしたがって整備はしているのですが、入園の申し込み

をみますと、年々増加している状況です。したがいまして、平成２８年４月１日の国の

定義にしたがった待機児童は２４人ですが、市としては、待機児童というだけではなく、
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申し込みをされて不承諾になった方が１人でも多く入れるように、計画よりも上回って

整備をしております。また、来年度は子ども・子育て支援事業計画の中間点になってお

りますので、また改めて整備計画を見直さなければならないと考えております。具体的

に何パーセントという御質問だったのですが、数字的に押さえてはおりません。市とし

ては、まず平成２９年度４月の待機児童を国の定義に基づいてゼロにすることが第一で

あり、それだけではなく一人でも多く入れるような整備を進めているところでございま

す。 

（吉川会長） 

  ありがとうございました。それでは他にいかがでしょうか。よろしいですか。 

  それでは、議事（１）についてはこれぐらいにしまして、次に進みたいと思います。

議事（２）です。「平成２９年度子ども未来局予算の概要について」を議題といたします。

事務局から説明をお願いいたします。 

（子育て支援政策課長） 

 議事（２）平成２９年度主要事業の概要について、子育て支援政策課長の私、小田嶋

から説明させていだだきます。お手元の資料２「平成２９年度主要事業の概要について」

を御用意ください。この資料は、２月議会に提出しております平成２９年度の予算案関

係資料のうち、子ども未来局・保健福祉局所管の主な事業について抜粋したものでござ

います。こちらから、子ども・青少年分野に関係する事業について御説明させていただ

きます。 

まず１ページ目を御覧ください。子ども未来局の基本方針ですが、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し策定しました「さいたま子ども・青少

年のびのび希望プラン」に沿った施策を着実に遂行するため、すべての子ども・青少年・

子育て家庭の視点に立った支援策を展開するとともに、次世代を担う子ども・青少年を

社会全体で育んでいく気運を醸成し、「子育て楽しいさいたま市」の実現を目指します。

としております。それでは、各項目について主な事業を御説明いたします。 

「（１）乳幼児期の教育・保育を充実します。」では、「４ 特定教育・保育施設の

整備による定員拡大」として、保育所等の待機児童の解消を図るとともに、保育需要の

高い地域において、さらなる保育所等の整備を進め、定員及び受入児童数を拡大するた

め 33 億 3,243 万 4 千円を、また「５ 特定教育・保育施設等の運営費等給付事業」

としまして、私立認可保育所や認定こども園、私立幼稚園の特定教育・保育施設及び小

規模保育施設等の特定地域型保育事業者に対し運営費を支給するため 196億 8,516万

4 千円を、「６ 特定教育・保育施設等の保育士雇用対策事業」として、小規模保育施

設の常勤職員に対し、給与改善に係る経費の一部を助成するため、8,263 万 8 千円を、

「７ 市が認定した認可外保育施設の保育士雇用対策事業」として、給与改善に係る経

費の一部を助成するため 1 億 2,209 万円を計上しております。 

２ページ目を御覧ください。「（２）地域における子育て支援を充実します。」では、

「12 子どもの社会参画推進事業」として、遊びを通して「子どもに必要な力」を磨く

ことで、子どもの自己肯定感を育て、まちづくりへの参画意識を醸成するため、子ども

がつくるまち事業を全１０区で実施するため 1,150 万円を、「13 子どもの居場所づ

くり事業」として、子どもの地域における居場所づくりの一環としまして、多世代交流
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会食を実施する団体へ補助を実施するため 276 万 2 千円を計上しております。３ペー

ジをご覧ください。「16 私立幼稚園等預かり保育促進事業」としまして、私立幼稚園

等における預かり保育事業を促進することで、多様な保育ニーズに対応した子育て支援

環境を整備するため 3 億 7,041 万 1 千円を、「18 放課後児童健全育成事業」とし

て、放課後児童クラブにおける待機児童解消を図るため、放課後児童クラブの安定的な

運営を支援することにより、入所児童数の拡大を図るため 26 億 6,007 万 8 千円を、

「19 放課後児童健全育成施設整備事業」としまして、民設放課後児童クラブの開設及

び環境整備を促進することにより、受入れ規模を拡大するため 1 億 1,710 万 8 千円を

計上しております。 

次に、「（３）専門的な知識・技術を要する支援を充実します。」では、「20 （仮

称）さいたま市子ども総合センター整備事業」として、子ども・家庭をとりまく課題に

総合的に取組み、子ども・家庭、地域の子育て機能を総合的に支援する、さいたま市ら

しさを生かした中核施設として（仮称）子ども総合センターを整備するため39億 7,122

万 3 千円を、「21 児童相談等特別事業」として、児童問題の複雑化・深刻化に伴う

児童相談所等への相談の増加に対応する事業を実施するため 3,503 万 8 千円を、「24 

発達障害児支援事業」として、発達障害児に対する発達支援、家族支援及び地域支援を

実施し、効果的な支援体制及び支援法を広く関係者・関係機関へ普及させるため 2,463

万 8 千円を計上しております。 

  次に、４ページを御覧ください。「（４）ひとり親家庭等への支援を充実します。」

では、「25 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業」としまして、ひとり親家庭

の経済的な自立と生活の安定のため、高等職業訓練促進給付金等を３年間支給するため

6,822 万 7 千円を、「26 子どもの貧困対策事業」として、子どもの貧困に関する実

態調査及び子どもの貧困対策計画の策定のため 788 万 4 千円を計上しております。 

  次に、「（５）青少年への支援を充実します。」では、「27 若者自立支援ルーム事

業」として、若者自立支援ルームにおいて自立に向けた様々なプログラムを実施し、円

滑に自立が果たせるよう支援するため 2,051 万 5 千円を、「28 （仮称）第 2 若者

自立支援ルーム事業」として、若者自立支援ルーム利用者の増加を受け、新たな支援ル

ームの整備のための実施設計等を行うため 4,070 万 8 千円を計上しております。 

 次に、ページが飛びまして６ページをお願いいたします。「（５）安心して子どもを

産み、健やかに育てることのできる環境を整備します。」では、「25 妊娠・出産包括

支援センター整備事業」として、妊娠期から出産の前後に焦点を当てた「妊娠・出産包

括支援センター」を全区の保健センターに整備するため 4,266 万 8 千円を、「26 産

後ケア事業」としまして、支援を必要とする産婦への切れ目のない支援を行うための産

後ケア事業を実施するため 224 万 1 千円を計上しております。説明は以上でございま

す。 

（吉川会長） 

  ありがとうございました。いろいろな事業の内容について説明をいただきましたが、

それぞれのお立場で質問や御意見があるかと思いますので、ぜひお出し下さい、いかが

でしょうか。大野委員さん。 

（大野委員）  
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２ページの９番、１０番なのですが、９番の方は今年度も実施していて、２９年度は

さらに額が倍近くになっていますが、東北、北陸の保育士養成施設に出向かれて、実際

にさいたま市内に就職された方がどのくらいいるのかということが一点と、１０番の「保

育体感ツアー」を新しく計画されているのですが、具体的にどのようにされる予定なの

か伺いたい。 

もうひとつよろしいですか。４ページの２６番の新規「子どもの貧困対策事業」で、

子どもの貧困問題は、国で対策しなくてはいけないと思うのですが、こちらにもかなり

の額が投入されており、具体的にはどのような調査をされるのか、どのような計画を考

えているのか、今分かる範囲内で教えてください。 

（吉川会長） 

  ありがとうございます。事務局から説明をお願いいたします。 

（保育課長） 

  保育課長の齊藤でございます。それでは最初の方の９番と１０番について説明させて

いただきます。まず保育士採用プロモーション活動は、平成２８年度に新規に行った事

業で、主に東北新幹線、北陸新幹線を活用いたしまして、金沢、富山、東北は青森、秋

田、岩手などで実施したものです。実績としましては、具体的にこのプロモーションを

行った結果で何人ぐらい市内に就職したのかは４月１日時点で正式に調査させていただ

く予定としているのですが、中間的なとりまとめとしてのアンケートを各施設に２月末

時点でお願いしましたところ、４００人を超える採用者がいたというお話を伺っており

ます。回答率は７割から８割ぐらいでしたので、それよりは多く採用されているのでは

ないかと思っております。ただ、新たに施設を整備したことにより、新設の保育所に必

要な保育士が３００から４００と試算しておりまして、（この事業が）どれぐらい寄与し

ているかは今後分析していく考えでおります。 

  それから保育体感ツアーにつきましては、昨年のプロモーション活動のときに、各保

育士養成施設の就職担当者の方と面談させていただきまして、首都圏に就職志向のある

学生さんが新潟、宮城、福島あたりで２割程度とかなり高いことが分かりました。複数

の就職担当者の方からは、実際に保育現場を見させていただくような企画があればいい

ですねという話があり、これを受けて３月に卒業を迎える学生さんを対象にいたしまし

て、市内の保育施設、子育て支援施設、あるいは、さいたま市に住み続けたいという市

民からの高いアンケート評価を受けていることから、そのことが実感できるようなとこ

ろを見ていただきたいという企画になっております。 

  それから、先ほど４００人以上がさいたま市内に就職を決めたことについてでござい

ますが、実際に東北、北陸地方の方がどのくらい就職するかは、これから集計をとりま

すのでまだ分かりません。訂正させていただきます。 

（子育て支援政策課長） 

  子どもの貧困対策事業については、私から説明させていただきます。まず、調査の内

容ですが、抽出調査を現在考えておりまして、未就学、小学校年代、中学校年代、１６

歳以上の（子がいる）世帯の方に調査を実施したいと考えております。それと実際に支

援を受けている、例えば生活保護世帯ですとか、児童扶養手当等の受給者に対します調

査も考えております。内容的には、経済的な支援に関することだけでなく、お子さんの
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自己肯定感とかに調査をいれていきたいと考えております。またどんな計画かというこ

とにつきましては、調査の実施後に調査（結果）の内容を検討いたしまして、なるべく

実効性のある、また効果的な計画となるように考えてまいりたいと思います。 

なお、全庁の関係機関のワーキングを開いておりますので、その中で、詳細について

は今後検討し実施してまいりたいと思います。 

（吉川会長） 

  ありがとうございました。子どもの貧困について、実態を明確にしていただくことは

大事なことかと思います。必要な施策も、早く実行していただきたいというところは皆

様の願いだと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  他にはいかがでしょう。では、笠原委員さん。 

（笠原委員） 

  いくつか質問させていただきたいと思います。まず１ページの６番と７番の新規事業

なのですが、小規模保育や認可外保育の常勤職員に対しての一部助成は、かなりの金額

なので、両方ともに何人ぐらいを想定しているのか。 

  それと２ページの１１番の公立保育園の老朽化対策事業も２８年度に比べ２９年度は

かなりの金額が上がっていますが、何園ぐらいがこのリフレッシュ事業の対象となって

いるか。 

  それから１３番の子どもの居場所づくり事業はどのような実施計画をされているのか、

多世代交流会食というのですが、どんな機関を利用して多世代の交流をしていくのか。 

  それから３ページの１９番の放課後児童健全育成施設整備事業なのですが、２８年度

から２９年度は若干下がっているのですね。放課後児童クラブは非常に待機児童が多い

ということで拡大を図られていると思うのですが、どのような基準で下がっているのか。 

  それともう一点、４ページの支援事業の青少年事業の一部で、若者自立支援ルーム事

業が２７，２８と２件ありますが、どのようなところで、どのような事業を展開してい

るのか、そしてその利用状況はどうなのか、また新たに２８で第２ルームを整備すると

のことですが、どの辺の地域で、どんなことを計画しているのかをお願いしたいと思い

ます。 

（吉川会長） 

  ありがとうございます。それでは事務局から順に説明をお願いできたらと思います。 

（保育課長） 

  それでは、保育課から説明させていただきます。まず小規模保育事業所の保育士雇用

対策でございますが、内容につきましては常勤職員１人に月額 10,500 円と、年末の一

時金である冬のボーナスの加算金として 67,500 円で、合計 193,500 円を新たに助成

させていただくもので、対象人数については 463 人でございます。それから期末手当

の加算については、施設長を除いた人数は 360 人となります。それから、認可外保育

施設の保育士雇用対策は 662 人でございます。同様に期末手当については施設長を除

く 573 人で、補助金額は小規模保育事業所と同額でございます。 

  それから 11 番の関係でございますが、現在予定しておりますのが、曲本保育園の建

替えを 28 年度、29 年度の継続事業で行っております。また、現在着手しております

のが、天沼保育園の建て替えでございます、ここは同じ場所で建て替えるものでござい
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ます。それから岩槻区の諏訪保育園の大規模改修を行う予定となっております。その他

に、今後の老朽化対策として調査を予定しているところが、上落合保育園、大成保育園、

七里東保育園、それから躯体の健全性の調査として岸町保育園、白幡保育園を予定して

いるところでございます。 

（子育て支援政策課長） 

  子どもの居場所づくりについては、私の方から説明させていただきます。現在具体的

な実施機関につきましては、お問い合わせ等をいただいている団体さんと交渉をしてい

るところでございまして、今後実施に向けた詳しい調整等が必要と考えております。高

齢福祉課さんの方では、以前から地域の社会福祉協議会を通じてふれあい会食事業を行

っていると思いますが、私どもの子育ての部門では、子ども食堂が全国的な広がりをみ

せているものの、貧困のイメージが強いというところがございます。多世代交流といた

しましたのは、子どもだけではなく、その保護者の方、また地域のお年寄りが参加して

いただくことで、多世代会食事業として広げていきたいということで計上させていただ

いております。 

（青少年育成課課長補佐兼放課後児童係長） 

  続きまして3ページ目の１９番、放課後児童健全施設整備事業でございますが、本日、

青少年育成課長が不在にしておりますので、私、担当係長から御説明させていただきま

す。この事業の予算の組み立ては大きく二つございまして、一つは新しく開設する民設

クラブ用の準備のための補助金で、平成２８年度は 12 か所分の予算計上だったものを

20 か所分ということで増額しております。もう一つは、ハード面での施設整備でござ

いまして、子ども未来局で持っておりました既存公共施設を改修いたしまして、この平

成 29 年 4 月に民設クラブをこの施設に入れてオープンいたしますが、28 年度はこの

工事費を計上しておりました。平成 29 年度につきましては、西区にある馬宮西小学校

の教室を改修いたしまして、放課後児童クラブを平成 30 年にオープンする予定でござ

いますが、その（両年度の施設改修のための）工事費の差により全体として下がったと

いうことでございます。 

（青少年育成課管理育成係長） 

  青少年育成課係長の原田と申します。同じく、課長が不在としておりますので私の方

から御説明させていただきます。27 番、28 番の若者自立支援ルームについてですが、

現在実施しています場所は大宮区桜木町 2 丁目になります。 

実施の内容といたしましては、困難を抱える子ども・若者の自立を目指したルームと

して設置しておりまして、アート教室、パソコン教室、農作業などを実施して、ひきこ

もりの方などが、まず社会に接していただくことを目的にしております。利用状況につ

きましては、平成 28 年３月末現在で登録者が 159 人、一日平均約 32 人がこのルー

ムを利用している状況でございます。 

  続きまして 28 番の第 2 若者自立支援ルームの場所についてですが、南浦和駅東口に

なります。現在ありますのが大宮区桜木町ということで、大宮エリアにあるものですか

ら、今回は浦和エリアにつくりまして、市内のバランスをとっているところでございま

す。 

（吉川会長） 
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  ありがとうございます。では、久手委員さん。 

（久手委員） 

  くでこどもクリニック副院長の久手です。6 ページの２６番の新規の産後ケア事業に

ついて知っておきたいことがあるので質問させていただきます。今までの会議の中では、

産後ケアで、ハローエンゼル訪問事業や支援員さんへの事業などがあったと思いますが、

今回の産婦さんへの切れ目のない産後ケア事業は、具体的なところでは、産後の育児不

安というところの支援ではなく、例えば産科とか小児科とかで、妊婦の中で、育児不安

がある人や何か身体的問題がある人を救い上げてのケアという形なのでしょうか。その

辺のところを教えてください。 

（地域保健支援課長） 

  地域保健支援課長の小林です。産後ケア事業ですが、今まで産婦新生児訪問とか家庭

訪問支援員といったサービスがございました。産婦新生児訪問は多くの方々に受けてい

ただいているのですが、この産婦新生児訪問をもう 1 回ほど多く行うことにより、不安

が軽減される方が見受けられます。支援員を利用するほどではないけれど、おっぱいの

ケアのこととか、沐浴指導をもう 1 回ぐらい見てあげるといいという方に対して、小さ

い不安のうちに軽減をして、お母さんの支援をしていこうという事業であります。今ま

で産後すぐのケアということがなかなか難しかったのですけれど、そこのところを少し

手厚くしていこうというものでございます。 

（吉川会長） 

  はい。西田委員さん。 

（西田委員） 

  5 ページのインクルーシブの話なのですけれど、これはコスト減となっていますが、

この取り組みはどのようになっているのかということと、コスト減の理由を。 

それから 3 ページの子ども総合センター整備事業は 40 億弱の数字ですが、1 か所の

施設でこの金額なのですか。そうだとするとすごい数字だと思う。勉強不足で申し訳な

いですが、総合センターがどれほどのものなのかいまいち把握できない。 

それから、放課後児童健全育成事業の整備で、先ほど２０か所の予算を取っていると

いう話があったが、保育園の待機児童が２４人で学童保育の公立の待機児童が６００人

弱です。にもかかわらず（放課後児童クラブの整備数が）２０か所で、保育園は１８園

となっており、これで待機児童が解消できるのかと思う。さらに、待機にはなっていな

いのですが、国の基準に照らし合わせると、あと１００か所ぐらい必要だという数字が

出ている。それはどういうふうに理解すれば良いのでしょうか。保育園は社会現象とし

て整備しなくてはいけないという雰囲気がありますので、当然つくっていくという合意

があるのでしょうけれど、放課後児童クラブも必ずなくてはならない施設だと思う。子

どもを家においておいても何とかなるかもしれないけれど、それってどうなのですかと

いうことです。とても健全育成とは思えない状況がいくつも生まれていると思います。 

それで、先ほどの子ども総合センター１か所当たりの予算は、放課後児童健全育成事

業の施設が２２０か所あり、さらに（２９年度整備予定の）２０か所を足した２４０か

所の予算の１．５倍ほどになっている。勉強不足で申し訳ないのですが、それほど（子

ども総合センターが）すごい施設なのかなということと、あまりにも放課後健全育成事
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業が虐げられている状況について、皆さんの御意見と担当者の説明を伺いたいと思いま

す。 

（吉川会長） 

  はい。それでは説明をお願いいたします。 

（子ども総合センター整備室長） 

  子ども総合センター開設準備室長です。 

（吉川委員） 

  はい。お願いします。 

（子ども総合センター開設準備室長） 

  ただ今の御質問にございました、子ども総合センター１か所で非常に大きい金額を使

っていること、またインクルーシブ子育て支援モデル事業のコスト削減について順次説

明いたします。 

  子ども総合センターのそもそものスタートは、平成１９年度に虐待で子どもが連続で

２人亡くなるという事件がさいたま市でございまして、そのときに保護者への支援をす

る相談先が分かれていて分かりにくい、たらい回しにされるという話が出てきたことか

らです。このことから、児童相談所、こころの健康センターを始めとした専門機関を１

か所に集め、たらい回しの要因となる縦割りの組織の分断化ではなく、事務室を１か所

にして、（専門相談機関の職員が）毎日顔を合わせながら、相談しながら、仕事をさせて

いこうということから、専門相談機関の集積という形を想定することになりました。そ

れともうひとつは、ワンストップですべての相談をできるような総合相談の窓口を設置

すること、その総合相談の窓口と専門相談機関が連携をできるようにすることです。さ

らには、多目的ホール、遊びひろばなどの、いわゆる子どものため、子育て支援のため

に使えるような施設をそこに融合させることによって、専門相談機関、総合相談窓口の

敷居を低くして、誰でも来やすくして、明るくかつ専門的な相談ができるような全国に

例がないような施設をつくる試みとなりました。 

その結果、平成２１年度に基本構想、平成 23 年度から 24 年度にかけて基本計画を

策定し、平成 27 年度から建設となりました。この（予算）約 39 億円は全体で約 50

億円の建設費で 3 年の継続費の中の平成 29 年度予算額になり、今年の 10 月末には完

成いたします。また開設準備に 5 か月が必要で、来年の平成 30 年 2 月頃には専門相談

機関が順次、事業を継続したまま引っ越しをします。平成 30 年 4 月当初には、総合相

談窓口を含めた全面オープンを想定し、現在整備しているところです。 

整備場所は、浦和区上木崎 4 丁目の大原中学校跡地で、いわゆる西高通りから地上 4

階建ての建物が大きく見え始めています。大きな建物であり、大きな予算を使っており

ますことは、私たちも、専門相談機関の職員も十分自覚しておりまして、使った税金に

見合うように成果を上げていくよう（準備）事業を進めているところです。 

  インクルーシブ子育て支援モデル事業のコスト削減につきましては、実績に基づいて

平成 28 年度から削減されています。平成 27 年度にインクルーシブの準備期間という

ことで準備を始め、28 年度からは医師を嘱託で 2 人用意してアドバイスしてもらう予

定でしたが、思いのほか準備が進みまして、嘱託の医師が 1 人でも十分仕事ができると

いうことから、検討の結果、平成 29 年度予算要求では 1 人分の予算を削減したもので
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ございます。 

（子ども育成部長） 

  子ども育成部長の臼倉と申します。青少年育成課長が本日所用で出席できないため。

私から 3 ページの放課後児童クラブの件について説明させていただきたいと思います。 

  西田委員さんの御指摘のとおり、保育所待機児童は定義等があって、その中で対処し

ており、放課後の方も保育所と同じように待機児童の解消を進めているところなのです

が、当初の子ども・青少年のびのび希望プランですとか、市のマニフェストのところで

は、平成 29 年 4 月で解消を目指しておりました。その中で、例えば対象が小学校３年

生までから６年生までになるなど（制度変更が）ありまして、昨年４月現在では６０４

人と一昨年度の６９８人よりは減少したものの、依然として待機児童が多いという状況

は認識しているところでございます。そうした中で、整備の方は、一昨年は４２０人の

受入れ児童数でしたが、こういったことを踏まえまして、２９年度は受け入れ児童数を

７００人程度に増やせるような予算とし、待機児童解消を積極的に進めていきたいと思

います。厳しい予算状況ではありますが、財政局にお願いしまして、このような予算案

がついた訳です。さいたま子ども・青少年のびのび希望プランも、今後の整備予定数の

見直しの時期に入ると思いますので、待機児童の解消に向けた整備を引き続き進めてい

きたいと考えております。 

（吉川会長） 

  ありがとうございました。それでは他にはいかがでしょうか。大野委員さん。 

（大野委員） 

  たびたびすみません。１９番の放課後児童なのですが、「民設クラブの開設及び環境整

備を促進することにより、受入れ規模を拡大」になっているのですが、実際の２９年度

予算は減少しています。開設するに当たり、実際に放課後児童クラブを現在やっている

施設が優先的になるのでしょうか。例えば、大宮区で待機児童がいれば、大宮区内で児

童クラブを行っているところに声をかけ、そこで、できなければ市内で児童クラブをや

っているところに声をかけ、それでも、できなければ社会福祉法人やＮＰＯ法人などに

新設の声をかけるのか、その辺のシステムを伺いたい。というのは、私のところ（の保

育園）で放課後児童クラブ入れなかったが職員が２人いて、近くで（整備がされないか）

と考えたときに、拡大をするといいながら、予算が削られているところに矛盾を感じた

ので教えていただければと思います。 

（青少年育成課課長補佐兼児童係長） 

  ありがとうございます。こちらにある放課後児童健全育成施設整備事業は、先ほどご

説明させていただいたとおり、新設の民設クラブの準備のための補助金は増額となって

おり、（２８年度の）１２か所分から（２９年度は）２０か所分に増額した予算案を計上

しております。さいたま市は今１０３校の小学校区がございまして、ほぼどの学区にも

公設、あるいは民設の放課後児童クラブがございます。さいたま市では、民設クラブを

増やしていくことにより待機児童を解消していくという方針のもとに整備を進めており、

公設を不承諾になったお子さんたちには、同じ小学校区の民設クラブに受け入れをお願

いしています。そして、新しいクラブを開く際には、民設クラブの受入れ状況や、もち

ろん待機児童の多いところ、保育環境を考えながら、優先順位を決めていくが、民設ク
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ラブがこの４月１日で１６０か所になりますので、増やさなければならない小学校区の

既存の民設クラブの保育環境を改善しながら、さらに受入れ規模を拡大することをまず

考えている。ただ、既存の民設クラブがもうひとつクラブをつくるには、施設の手当て

だったり、人材確保の点で厳しいという話も頂戴したりする。そのようなときには、他

の学校区で民設クラブを運営している法人が開設できないかをさぐります。その一方で、

放課後児童クラブを開設したいという法人様からの御相談もあります。その御相談と新

しく開設するべき小学校区がマッチングしたときは新たな法人様に（開設を）お願いす

ることがございまして、平成２９年４月には二つの新たな法人により、さいたま市の委

託事業として民設クラブを開設していただくことになっています。なので、既存のクラ

ブの運営体と新しい運営体をいかに待機児童が多く出ている学校区でマッチングできる

かを見させていただいているところです。 

（大野委員） 

  学童でも、待機の多い地域で学童ができない場合は、新設の法人がつくることは可能

だということですね。 

（青少年育成課課長補佐兼児童係長） 

  はい。平成２９年度予算で新設２０か所を確保しておりますので、一つひとつの小学

校区の公設、民設のクラブの状況を確認し、既存の民設クラブによる増設か、あるいは

新しい法人による開設により待機児童を解消していくのかを勘案して整備を進めている

状況でございます。 

（吉川会長） 

  はい。よろしいですか。時間も限られていますので、そろそろ集約していきたいので

すが、学童の方が割と中心になっているので、他の分野での御意見はありますでしょう

か。 はい。刀根委員どうぞ。 

（刀根委員） 

  （４ページの）２５番と２６番についてお伺いしたいと思います。２６番に関しては、

産後ケア事業の御質問があったと思うのですが、その上の２５番「妊娠・出産包括支援

センター」というのは、新しい名称なのでしょうか。考え方はすごくいいなと思う。そ

うであるならば、２６番の産後ケアは従来の新生児訪問指導ということだけではなくて、

この辺も包括する枠にはならないのかがひとつ、それから、２５番はかなり予算が増え

ておりますけれど、確かに高齢出産とか、ハイリスク妊娠が増えておりますから、この

辺のところのケアは必要なのですが、現実問題として、この時期の妊産婦さんは病院で

ケアを受けているので、具体的にはどのような働きかけをする予定なのかお聞きしたい

と思います。 

（地域保健支援課長） 

  地域保健支援課です。妊娠・出産包括支援センターにつきましては、モデル的に平成

２８年度に３区で設置いたしまして、２９年度につきましては全区の保健センターに拡

大ということで予算が大きくなっているところでございます。妊娠・出産包括支援セン

ターに助産師などの専門的な資格を持ちます母子保健相談員を配置しまして、まず妊娠

の届け出のところから御相談に応じようということで、そこで妊娠・出産に関する悩み

や相談を受けるとともに、様々なサービスがあることの情報提供をいたしまして、必要
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な方には妊娠の届け出時の早期からケアを始めようというものです。 

  包括支援センターということなので、妊婦健診で関わる医療機関との連携、あるいは、

御指摘のとおり、２６番の産後ケアもサービスメニューのひとつとして既存の母子保健

事業とともに、利用される方に合わせたプランを立てながら、産後のお母さんたちの孤

立感や不安感を解消していければと考えております。 

（吉川会長） 

  はい。それでは、笠原委員さん。 

（笠原委員） 

  ３ページの２０番の子ども総合センターの整備について、こころの健康センターと児

童相談所の連携ということで御説明があったのですけれど、２８年度、２９年度の合計

で５億８千万円ほどの経費を使っていますし、その以前からも計画を立てているという

ことで、かなりの経費が事業に使われていると思います。そこで、来年４月に開設する

予定のこの大きなセンターに、こころの健康センターと児童相談所以外にどのような施

設が配置されるのか内容を説明いただきたいと思います。 

  そして、さいたま市においても近年にない施設だと思いますので、できたら、どうい

うものがどういう基準で活動しているのかを見ることが可能なのかも確認したいと思い

ます。 

（子ども総合センター開設準備室長） 

  子ども総合センター開設準備室長です。 

（吉川会長） 

  はい。お願いいたします。 

（子ども総合センター開設準備室長） 

  まず、このセンターの正式名称は、この２月議会で「さいたま市子ども家庭総合セン

ター」となります。集まってくる専門相談機関ですが、代表的なものが児童相談所、こ

ころの健康センターで、こころの健康センターとは精神保健福祉センターという子ども

から大人までの心の相談をする機関であり、この二つが柱になります。 

他の機関としては、教育委員会の総合教育相談室があり、ここには、いわゆる教育相

談室や不登校の相談の部屋もございます。この機関は中央区にある下落合相談室をこち

らに移す形になりますが、市役所にある指導２課から分割させた統括機能も持たせた、

課相当の組織になります。その他に、男女共同参画相談室として、ＤＶ関係になります。

ＤＶで逃げてきたお母さんの９０％ほどには子どもが付いてきますが、その子どもの扱

いについて一括して相談等の対応を行える施設をつくります。また新設の施設になりま

すが、子どもケアホームと名付けまして、１５歳からだいたい２０歳までの年代の子ど

もたちが対象で、ターゲットとしているのは児童養護施設、里親のところで不適合をお

こす多くの子どもたちになります。この子どもたちは心に傷を負っており、そのままに

しておきますと、社会に飲み込まれるケースがとても多い状況です。ただ、場所をつく

っただけではどうにもならないため、検討した施設が「情緒障害児短期治療施設」、これ

は児童福祉法の改正で「児童心理治療施設」と今年の４月から名称が変わりますが、非

常に専門的な施設にできないか検討を重ねているところです。 

これらの専門相談機関を集めまして、子どもの心のケアを進めていくものですが、さ
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らに、どのように相談を受けるかということで、先ほど申しました、縦割りの弊害をな

くすために、ワンストップでの総合相談窓口を設けます。このワンストップの意味は、

そこで全部の相談を受けるので、他の相談がなくなるということではなく、そこが中心

になって、すべてをつなぐ窓口ということでございます。 

この総合相談窓口に附属、連携する形で、乳幼児から小学生、また中高生までの居場

所や遊び場を併設させて、賑やかな中での総合相談窓口をつくります。 

例えば、私どものスタッフと東京都の相談窓口を見に行きましたが、あまり明るくな

い施設の中で、スポットライトが当たったところに相談員がいて椅子があるだけの相談

室で、そこに相談に行くのは勇気がいると思われる雰囲気で、実際に相談にあまり来て

いないという話も聞きました。そのため、実験的ではありますが、賑やかな中で相談を

できるようにして、もし相談が深刻な場合には、奥の相談室に誘導いたします。 

さらに、相談を認めたがらない保護者、例えば、私の子は普通だ、あるいは私は普通

だということで、何も問題がないと思いながらも、そういった保護者がそこの遊び場に

子どもを連れてくることによって、相談窓口に関心を持っていただけるようになれば、

総合相談窓口が有効なものになるものと考えております。 

その他にも、小学生の子どものため、プレイパークと呼びますが、遊具も無く、芝で

はなくただ草だけがある場所で転げまわることができる、いわゆる昔の原っぱのような

場所もつくります。できれば地元と協議して（子どもたちに）火を使わせてみたり、木

を使った秘密基地のようなものをつくるなどの場を常時開設していく予定ですが、それ

には地元のお年寄りの方に、日本の昔の遊びを伝承するような形で、御協力を仰げれば

と思い、地域の地区社会福祉協議会の方々に声をかけていこうと考えています。 

これが、子ども総合センターの説明になりますが、その他にも施設の東側に上木崎大

けやき公園という、子どもたちが遊びに来る、冒険原っぱよりも広い都市公園があり、

そことの連携も含め、保護者、家族等の相談施設だけではなく、子どもの遊び場の確保、

居場所の確保もできる施設を狙っております。 

来年の１月頃から、私たち準備室もこの施設に入る予定でおりますが、その時期に地

域の方々や、（委員の）皆様方に内覧の場を設けたいと考えております。その際はお声か

けをいたします。２月以降は、児童相談所が移転してきて心の傷を持った子どもたちが

２階以上に入ってきますので、施設を自由に見ることはできないことになります。 

（吉川会長） 

  はい。よろしいですね。ありがとうございました。そろそろ時間かと思います。よろ

しいでしょうか。 

 それでは、次に進みたいと思います。議事（３）「その他」でございますが、委員の

皆様、何かございますか。はい。佐瀬委員さん 

（佐瀬委員） 

  なかなか質問できなかったのですけれど、私もこの会議に子育て当事者として数回出

席しましたけれど、会議の内容や言葉などが、なかなか理解しづらくて発言できずにお

りました。今の議事からそれてしまいますけれど、私が子育てをしている環境から思う

ことを、発言する時間を少しだけいただいてよろしいでしょうか。 

（吉川会長） 



17 

  はい。どうぞ。 

（佐瀬委員） 

  これまでいただいた資料を拝見しまして、私自身お世話になった事柄が、このような

会議を通して行われていることを知りました。一方で、事務局の皆様が計画されている

（施策が）施設のことも含めまして、一般の子育てをされている方々に届いているだろ

うかと疑問に思うことがかなり多くあります。明日、さいたま市内の小学校では卒業式

を迎えます。私の二男が通う与野南小学校では２６人の６年生を送り出します。校長先

生に伺いましたら、２６人というのは、さいたま市内では３番目に少ない卒業生という

ことです。与野南小学校は全校児童２１５人、隣接する仲町小学校は来年度千人を超え

るそうですので、実に５分の１の児童数の小学校に通っております。そうしますと先生

も少なく、先生方のサポートを保護者、そして地域の皆さんが行っております。地域の

皆さんは、御自身のお子さん、お孫さんが通われていなくても、地域で子どもを育てる

とのお考えのもと行動してくださっております。学校は教育の場でありますが、前回の

会議でも話題になりましたチャレンジスクール、それから毎回話にあがります学童の他、

小学校が子育ての場であることを強く実感しております。さいたま市は、昨年全国で４

番目の転入超過のまちであるということでありますので、このような地域格差がさらに

増えると思いますし、学校教育の場が子育ての場として重要になってくると思います。

そういった面も含めまして、学校は教育委員会の管轄だとは思いますが、子どもに関わ

るいろいろな部署の皆さんが横の連携、つながりを深めていただきまして、地域と子ど

もの関係をもっと考えていただければと思います。 

  すみません。直接関係ありませんが、なかなか自分の思っていることを生でお話しで

きませんでしたので、お時間をお借りしました。 

（吉川会長） 

  貴重な御意見をありがとうございました。会議では、なかなか分かりにくいことも出

てくるかと思いますが、子育て当事者ということで、これからも貴重な御意見を出して

いただければと思います。 

  それでは、他にはよろしいでしょうか。 

（子育て支援政策課長） 

  よろしいでしょうか。 

（吉川会長） 

はい。事務局どうぞ。 

（子育て支援政策課長） 

 まずもって。佐瀬委員さんの貴重な御意見をありがとうございました。 

それでは、事務局の方から１件御報告させていただきます。資料３になります。前回

の第２回分科会にて御審議いただきました「意見書」につきまして吉川会長と調整させ

ていただきまして、資料３のとおりとさせていただき市長へ提出させていただきました

ので、御報告させていただきます。 

なお、案の段階より１項目減っておりますが、精査しましたところ、削除した項目に

つきましては、計画内容に掲載のない事項であったことによるものでございます。 

意見書につきましては、市のホームページにて公開させていただいております。報告
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は以上でございます。 

（吉川会長） 

  ありがとうございました。それでは、以上にて本日の議事はすべて終了いたしました。

委員の皆様には御協力をいただきましてありがとうございました。 

皆様のお手元に資料４として「意見記入用紙」がございますので、何かございました

ら、時間は少ないですが、３月２７日の月曜日までに提出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、以上をもちまして平成２８年度第３回さいたま市社会福祉審議会・児童福

祉専門分科会を閉会いたします。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、今後の予定となりますが、次回からは平成２９年度となりますので、「さいたま

子ども・青少年のびのび希望プラン」の平成２８年度の評価を御審議いただきますとと

もに、このプランの中間年度に当たりますので、中間見直しについて御審議いただく予

定となりますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

  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。 


