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様式第３号（８条関係） 



顛  末 

１ 開  会 事務局 柴生田課長 

２ あいさつ 峯会長 

３ 議  事 【要約】 

 

（１）について黒田主査説明 

 

峯会長    今ご説明いただいた目標事業量について、何かご質

問はありますか。 

１番の通常保育については、民間で設立を想定して

いるとのことです。定員の１割増ですか。 

 

黒田主査   定員の弾力化は２割程度可能ですが、職員面と施設

面の制限もありますので、実際にはそこまで受け入れ

ることができません。 

 

峯会長    家庭保育室や保育ママについては、永井委員の所で

担っている面もありますか。 

 

永井委員   サークルの形態にもよりますが、通常は母と子が一

緒の場にいます。子どものみ預かる保育とは性格が違

います。 

 

峯会長    事業所内保育について、ボッシュはいかがですか。 

 

亀井委員   要望はあります。しかし、企業内で設置した場合、

経営的には難しいと思います。 

 

新井委員   ２０年前はボッシュにもありました。しかし、利用

者が少なくなってしまい廃止しました。また、少人数

の保育ですと子どもの環境にも悪いという意見があっ

たのも理由の１つです。 

 

黒田主査   現在、さいたまコープで設置していますが、女性ド

ライバーの確保を念頭に置いているようです。配送サ



ービスを行う上で、女性のマンパワーを活用していく

そうです。また、社会福祉法人昴においてもヘルパー

の確保を念頭に実施する予定です。今年度、県の整備

費補助の対象となりました。このように事業所内保育

については、大企業だから実施するというより、雇用

確保の面が大きいように思います。他市町村では、病

院内にある所もあります。 

 

亀井委員   利点としては、母が近くにいることですが、地域に

溶け込むという意味では、マイナスかなと思います。 

 

水上副会長  企業で実施する場合も従業員の子どもだけ保育する

のではなく、従業員以外の子どもも保育し、地域に開

けたものにすれば事業所内保育所が地域に活きてくる

と思います。 

 

峯会長    補助についてはいかがですか。 

 

黒田主査   一般の子どもを受け入れていただければ、運営費等

家庭保育室に準じて補助が出ます。 

 

峯会長    その他保育施設については、あすみーるがあるとい

うことですが現状はいかがですか。 

 

黒田主査   あすみーるは高齢者との交流を深めることを目的と

し東松山市社会福祉協議会が設置した保育施設で、午

後９時まで開いていますが、利用者はほとんどいない

のが現状です。 

 

水上副会長  そのような施設を有効活用しないともったいないで

す。今後、どのような見通しなのですか。 

 

黒田主査   この点について、社協側と話し合いを持ちました

が、方向性についてはまだはっきりしていないようで

す。市としては、延長保育や夜間保育を補完していた

だければと思っております。 



水上副会長  宣伝活動がもっと必要かと感じます。 

 

黒田主査   今年度から新所長になりまして、積極的にＰＲして

います。私たちも協力して周知しております。 

 

峯会長    幼稚園の預かり保育について、うちの園は１８時ま

で開けていますが、利用者は景気の動向に左右されて

いるようです。保育料滞納も問題になっています。 

３番の延長保育事業や４番の夜間保育事業について

は、ニーズ調査において２０時～２１時の利用希望は

２％程度ということです。５番のトワイライト事業に

ついては、あすみーるで対応可能にできるかもしれな

いとのことです。 

 

亀井委員   夜間保育については、１ヶ所となっていますが、通

常通っている園と違う園へ行く可能性があるというこ

とですか。 

 

黒田主査   入園申込みする際、保育時間帯を見て保護者が選択

していただけると思います。今も園ごとに特色があり

ます。開設時間についても１つの特色として良いと考

えています。 

 

亀井委員   父親はニーズ調査からも分かるように、ほぼ２１時

まで仕事があります。保育サービスについては、父親

の希望も考慮した方が良いと思います。 

 

黒田主査   財政的にも厳しいので、ニーズ量が少ないものをど

こまで実施するかも検討が必要です。 

 

峯会長    保育園入園者でファミリー・サポート・センターを

利用している人も何人かいますか。 

 

水上副会長  利用されている方もいます。保育園に１、２人の子

どもが残っていますと人件費もかかります。ファミリ

ー・サポート・センターを利用した方が保育園の広い



部屋で残されているより子どもの環境にも良いです。 

 

亀井委員   そのような意見も聞きますが、もう一方の意見で夜

間保育の要望もあります。行政的にどう考えているの

かなと思いました。 

 

水上副会長  私の園は１９時１５分まで開いていますが、教職

員、看護師等の職業の方は、たまに２０時まで迎えに

来れないという場合があります。私たちも家庭に兄弟

等がいれば家まで送る等柔軟に対応しております。 

 

峯会長    職種によってそれぞれ要望もあるかと思います。 

       ６番の休日保育については、公立保育園で１ヶ所と

いうことです。先日のグループインタビューでも話題

になりましたが、日曜、祝日が出勤の方は、子どもの

保育先に困っていると言っていました。 

 

新井委員   ボッシュは祝日も稼働日である場合があります。顧

客等の都合もあります。先日のシルバーウィークも稼

働日でした。 

 

永井委員   働く方が多くなるほど休日保育のニーズは増えま

す。各保育園や幼稚園で年間カレンダーを見て、交代

で休日保育を行うなどのお休み対策があれば良いなと

思います。 

 

水上副会長  休日保育でも給食が必要になります。調理員の手配

もありますし、お弁当持参であればやりやすいかなと

思います。一時保育のスペースを利用することも考え

られます。 

 

永井委員   最近、就職した方から子どもの預け先に困るといっ

た意見を聞きます。 

 

峯会長    一時保育と連携していくことも必要です。 

 



黒田主査   確認ですが、休日保育は通常保育利用者の方が対象

になります。 

 

亀井委員   １ヶ所３０人定員とは、定員超えはないですか。 

 

黒田主査   現在、土曜保育を実施している園にも聞きました

が、実際は各園５、６人程度の利用です。日曜日とな

るともっと少なくなり１、２人程度かなと思います。

あくまでもこれは目標値で３０人ということで、ニー

ズ調査をもとに設定させていただいております。利用

状況によっては、定員を３０人から５０人に増やすの

も可能になると考えています。 

 

峯会長    動向を見ながら、弾力的に進めていくべきです。 

 

黒田主査   利用方法について考えているのは、事前に登録して

いただきます。職員配置もありますが、１、２人定員

を超えたからといってお断りすることはないと思いま

す。いずれにしても目標値はこの設定でして、現実的

数値は変わってくるかもしれません。 

 

峯会長    登録制は良いと思います。事前登録があればある程

度の人数の把握が可能です。 

       ７番の病児・病後児保育事業についてですが、熊谷

市や鳩山町では既に病後児保育を実施しています。 

 

木村委員   １ヶ所とはどういう考えですか。 

 

黒田主査   具体的にはまだ決めていません。病後児保育事業は

一番実現が難しいものです。設置を医療機関か保育所

かもあります。市民病院も経営を立て直しております

ので、先行きは分かりません。 

 

亀井委員   市民病院や医師会病院に併設で作っていただくのが

良いと思います。 

 



峯会長    市民病院が軌道に乗れば実施可能になるかもしれな

いし、市内の病院も良いかと思います。 

 

黒田主査   ニーズ調査ではニーズ量が多いものも、現実の利用

となると少なくなる傾向があります。いざとなると預

け難いのか、金銭面なのか、本当にやむを得ない場合

のみ預けるようです。熊谷市と鳩山町でも平成２０年

度実績は３０人程度でした。 

 

亀井委員   病児保育のために看護師が定着しないのは、夜勤等

の際、子どもを預ける場所がないからだと思います。 

 

峯会長    関越病院には看護師のために夜間保育園がありま

す。病児保育と夜間保育は両方ないと職員の充実に繋

がりません。 

       ８番の放課後児童健全育成事業についてもニーズは

これからも増えていくと思われます。放課後の子ども

の居場所は問題になっていますが、東松山市は学校開

放が進まないのが現状です。 

 

高沢部長   議会の一般質問でも何回か出ました。市内の学校に

ついては、一時的に空いている教室はありますが、常

時空いている教室はない状況です。これにつきまして

は、実態把握をして、目的外利用も考えていく必要が

あると思っております。 

 

永井委員   学校開放は目標事業量で３ヶ所になっていますが、

全学校で実施しても良いと思います。地域の人と交流

する場所にしてほしいです。子育て応援について前期

計画も細かな記載がありましたが、実際はどうでしょ

うか。学校開放を学童保育としての機能だけでなく、

地域に開けたものを考えていくべきだと思います。 

 

峯会長    松二小学校は当初約 1,000 人いましたが、今では 500

人を下回っています。 

 



高沢部長   相談室等で使用もしていますので、学校現場の意見

も聞きつつ話し合っていく必要があります。 

 

永井委員   このような細かい意見を聞く機会が保護者の方々は

ありませんので、空き教室はあると認識している方が

多い中、不信感に繋がると思います。 

 

高沢部長   安全管理面や学校としての機能が十分果たされない

まま開放して良いのかという疑問もあります。現場と

よく話し合い結論を出していこうと考えています。そ

のような時期にきていると思います。 

 

峯会長    学校開放における責任は、学校側だけに押しつける

のではなく、利用する皆様が責任を持って対処してい

くべきです。 

 

高沢部長   昔は放課後に校庭で遊んで責任問題も発生しません

でしたが、今の時代は責任問題を無視できません。 

 

峯会長    もし、ボランティアの方に携わっていただいた場

合、そこに責任を押し付けるのはおかしいです。利用

者の責任となってもやむをえません。利用者から一筆

とる等、今の時代だからこそそのようなことも必要か

もしれません。 

 

高沢部長   地域との連携が重要になってきます。時間はかかる

と思いますが検討していきたいと思っております。 

 

池田委員   地域に身近な場が学校だと思いますので、子どもに

とっても良い場所です。方向性を定め、実現していっ

てほしいです。 

 

水上副会長  地域の人で手を挙げてもらうのでは、現実的ではあ

りません。ＮＰＯ法人等に学校、市と連携してもら

い、責任体制を作った方が良いと思います。 

 



木村委員   学校応援団にお願いするという意見もありますが、

今は、放課後に子どもの面倒をみる目的で活動してい

るわけではありません。今後、充実していく中で、力

を貸してくれるならありがたいですが、その辺を含

め、検討していくべきだと思います。まだ、投げかけ

ていないと思いますので、投げかけてから動いた方が

良いです。 

 

亀井委員   わざわざ学校から離れた学童施設に行くより、学校

の中でみてくれたらという働く側の意見もあります。 

 

峯会長    授業が終わって、そのまま空き教室に残るといった

ように学校で行うのがむしろ自然です。 

９番の地域子育て支援拠点事業については、うちの

幼稚園でも、似たようなものを行っているので、基準

に合ったものにして、１ヶ所に含めてもらっても大丈

夫です。 

 

黒田主査   これにつきましては、子育て支援センターソーレの

ように大きいものから、各保育園や幼稚園が独自で行

っている小さいものまで様々なものがあります。今、

挙がっているものは、国県の補助対象になるものを挙

げています。 

 

峯会長    １０番の一時預かり事業はあと１ヶ所増やし、１１

番のショートステイ事業は児童相談所の方を利用する

ということです。 

 

栗原委員   ショートステイ事業について、児童相談所の方の措

置でカバーするということですが、児童相談所は虐待

等の様々なお子様を預かり、優先的に措置しなくては

なりません。ショートステイ事業は、できるだけ身近

な市で実施するべきだと思います。乳児院や児童養護

施設は虐待児でいっぱいなのが現状です。 

 

黒田主査   市で設置する必要性については、ニーズを勘案する



必要があります。利用希望は年に１人いるかいないか

が現状です。また、設置するにしても受け手がいませ

ん。近隣に乳児院や児童養護施設がないのも問題で

す。 

 

峯会長    児童相談所で預かる場合の基準はありますか。 

 

栗原委員   調査させていただき受け入れます。 

 

黒田主査   実際、昨年も市内で１人希望があり、お願いしまし

た。ショートステイ事業は県内で１０市町村程度しか

実施していません。児童相談所を通して児童養護施設

等にお願いした方が、現実的には受け入れてもらいや

すいといった点があります。 

 

峯会長    例えば、家庭保育室を活用することはできますか。 

 

黒田主査   そのような場合は、里親制度の登録が必要かと思い

ます。 

 

水上副会長  総合福祉エリアはいかがですか。 

 

柴生田課長  あるとすれば、あすみーるですが、本来は高齢者の

施設です。そこに、障害、児童を取り入れた複合施設

になっています。 

 

栗原委員   児童相談所で預かるお子様は、虐待児や非行児が多

いです。そのようなお子様と一緒の生活環境でよいの

かという疑問が残ります。 

 

水上副会長  里親希望者はいかがですか。 

 

栗原委員   里親登録者は短期支援の希望ではなく、どちらかと

いうと、自分の子どもがいなくて、自分の子どもとし

て育てていくといった希望の方が多いです。 

 



亀井委員   ファミリー・サポート・センターは活用できます

か。 

 

黒田主査   病後児については預かっていただいている例もあり

ます。宿泊を伴うものについては、可能かどうか検討

してみたいと思っております。 

 

亀井委員   協力機関を作り、協力会員を利用できればいいなと

思いました。 

 

黒田主査   ファミリー・サポート・センターの拡大は考えてい

ます。 

 

（２）について黒田主査説明 

 

峯会長    何かプラスした方が良いと思う項目等があります

か。 

 

永井委員   計画策定していく中で、小学生まで対象を広げ、基

本施策をより細かくしていくべきです。目標事業量に

挙がっているものだけでは不十分です。 

 

峯会長    基本施策と目標事業量の関連性についてご説明下さ

い。 

 

黒田主査   目標事業量は国への報告が早かったため、先に説明

しましたが、基本施策の中に位置付けてゆくもので

す。今回の体系案については案として出させていただ

きました。複数提示できればよかったのですが、今

後、議論していただき、より良いものに変更していき

たいと思います。 

 

峯会長    前回まで計画していたものはほとんど盛り込んでい

ると考えられます。 

 

水上副会長  子育て支援に経済的補助もありますが国がやること



ですか。子ども手当はいかがでしょうか。 

 

黒田主査   現在の児童手当も前期計画の中にあります。後期計

画の中で、経済的補助は財政上難しい点も多いと考え

ています。 

 

峯会長    政権交代の中、従来どおり進めていってよいのか疑

問が残ります。 

 

水上副会長  自民党の時と保育について変わってくる可能性もあ

ります。いずれにしても流動的な政策もあるため、様

子見の所も入らざるをえません。 

 

峯会長    厚生労働省の長妻大臣は、慎重に物事を精査するタ

イプだそうですので、色々な所に目を通してくれると

思います。 

 

水上副会長  一般財源化問題があります。現在は、色々な施策に

ついて国庫補助を受けて実施しているが、市単独で実

施するとなった場合、市が責任を持ってくれるのか心

配です。そのような場合も考えると計画の意味がより

重くなると思います。 

 

黒田主査   補助制度については、大きく変わらないと思います

が、今の制度を前提で計画も考えていきます。一般財

源化については見通しがつきませんが、計画は現在の

補助制度で策定するしかないと思います。 

 

峯会長    市単独で行うかは、動向を注意していく必要があり

ます。 

４ 閉   会 高沢部長 

上記会議の顛末を記載した内容について、相違ないことを証します。 

 

平成２１年１１月２５日   署名委員 新井 信行 

 

署名委員 吉澤 由香 



 


