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平成２７年度第３回四街道市保健福祉審議会 会議録 

 

日 時：平成２８年２月２２日（月） 

１３時３０分～１５時３０分 

場 所：保健センター３階第２会議室 

 

出席委員：１２名（柴会長、原委員、大渕委員、江口委員、金子委員、有川委員、 

中村委員、岡田委員、大内委員、秋山委員、伊佐委員、飛田委員） 

欠席委員：２名（澁谷委員、島委員） 

 

傍聴者 ：０名 

 

１ 開  会      

 

２ 会長挨拶 

 

３ 市長挨拶 

 

４ 議  題 

（１）第２次四街道市地域福祉計画（案）について 

（２）第４次四街道市障害者基本計画（案）について 

   答 申 

（３）平成２８年４月開設予定の保育施設及び利用定員の設定について 

（４）四街道市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正について 

（５）四街道市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定

地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める条例の一部改正について 

 

５ 閉  会 

 

事務局：それではただいまから平成２７年度第３回保健福祉審議会を開催させて頂きます。

最初に柴会長よりご挨拶をよろしくお願いいたします。 

 

柴会長：（挨拶） 

 

事務局：ありがとうございました。続きまして佐渡四街道市長よりご挨拶申し上げます。 
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佐渡市長：（挨拶） 

 

柴会長：それでは、会議の発言者名についてですが、いつもの通り規定に依りまして、こ

の会にもそれを適用するということになっておりますので、ご了解を頂きたいと思います。

それでは議題に入らせて頂きます。（１）第２次四街道市地域福祉計画（案）について、報

告を受けたいと思います。では、地域福祉部会長の原委員からご報告を頂きます。 

 

原委員：私ども地域福祉部会では、平成２７年８月２５日の第１回部会開催以来、４回の

会議を開催し、審議を重ねてまいりました。計画の策定にあたりましては、福祉の理念で

ある地域での助け合い、支えあいの実現のために、自助・共助・公助それぞれの視点に立

った施策の展開を図ることを念頭に、市民アンケート調査、地域福祉関連団体へのアンケ

ート調査及び意見交換会の結果などを踏まえたうえで、計画策定を進めました。本計画案

の概要をご説明いたしますと、本計画案は、第１章から第５章までで構成されており、第

２章では、四街道市を取り巻く現状と課題を各データー、市民アンケート結果、現行計画

の事業評価などから、課題を抽出し、それを踏まえ第３章で、めざすべき地域福祉の姿と

して、「みんなで助け合い・支え合い、安心して、いきいき暮せるまち 四街道」を基本理

念と定め、この基本理念実現に向けて、「市民主役の地域福祉の推進」、「自助・共助・公助

の連携」、「こころの通い合いによる地域づくり」の３つを基本方針と定めました。そして、

基本理念、基本方針に基づき５つの基本目標と基本目標ごとの各施策を定めました。第４

章では、５つの基本目標の各施策ごとに自助・共助・公助それぞれの立場からの取り組ん

でいく内容を定め、本日、お手元の計画（案）として作成いたしましたので、審議会へご

報告させていただきます。 

 

柴会長：ありがとうございます。ただいまのご説明及び事前配布をさせて頂きました資料

をご覧になって頂いた上で、何かご意見あるいはご質問等がおありになりますでしょうか。 

 

伊佐委員：２点程ありまして、地域福祉計画は第２次になるのですけれども、第１次の時

から私の印象では自助・共助に重きを置いた印象があります。それで第１次の現行計画な

のですけれども、地域福祉計画の告知と言いますか、どれだけの市民に周知徹底されてい

るか、どのくらい把握されているかどうかと、今後、地域福祉計画を一般市民に認知させ

ていく方法についてがまず１点目。２点目は今年度、第 1 回保健福祉審議会の時、申し上

げたかと思うのですけれども、１つの世帯の中に例えば高齢者、あるいは障害者、更には

お子さん、介護しなければいけない家族がもう一人いる世帯などというのも十分想定され

ると思うのですけれども、そうした世帯については四街道市はどういう計画でそれに対応

していくのでしょうか。高齢者計画、障害者計画、あるいは子どもプラン、それぞれ個々

で対応していくのか、それともトータルで例えばコーディネーター的な人を募集して進め

ていくのか、その辺を確認しておきたいです。 
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事務局：まず１点目の告知の方法でございますけれども、市内部で使っているイントラネ

ットシステムというのがございまして、そちらで職員に対する周知を行っております。ま

た、ホームページにも掲載をして対外的な告知を行っております。それから議員各位につ

いても計画の紹介をさせて頂いて告知を進めていきたいと考えています。それから情報公

開室、図書館に計画書を配架する予定でございます。２点目につきましては、基本的には

地域福祉計画は理念計画の側面がありますので、深く個別の施策についてはそれぞれの計

画の中で位置づけをさせて頂いて、進めていくという方向で考えております。 

 

伊佐委員：地域福祉計画の周知の方法なのですけれども、自助をまず第１にという印象が

ありますので、そうなると一般市民に周知させていく必要があると思います。例えば市主

催で説明会の様なものを開催するとか、あるいは具体的な活動となると社協で地域福祉活

動計画という施策で進めていると思いますので、社協主催でそうした説明会を開催するな

ど、そうしないとなかなか一般市民には計画が浸透していかないのではと私は思っていま

すので、これは要望ということでご検討頂ければと思います。 

 

柴会長：そういうご要望があるということで、いろいろ方法を考えて頂きたいです。他に

はどなたかご発言の方いらっしゃいますか。 

 

大渕委員：地域福祉計画９ページの障害者手帳所持者数の推移について、地域福祉計画、

それから障害者基本計画で、同じ数字を使っていて、それが何年度の数字なのかというこ

とが不明瞭な部分がありましたので、私が文書で事務局の方にお話を申し上げたのですが

直されておりませんので、ここで改めてご指摘をさせて頂きたいと思います。両計画に「障

害者手帳所持者数の推移」というのがありまして、手帳種類別の所持者数を見ると、地域

福祉計画は「平成２７年４月１日現在」となり、一方、第４次障害者基本計画では同様の

統計が平成２６年度末となっています。一般市民の方はこれをご覧になった時に、片方が

平成２６年度で別の計画の方を見ると２７年になっているので、これはきちんと平成２６

年度ということで統一をした方が良いのではと思いますので、そこを訂正して頂きたいと

思うのが１点です。それから、伊佐委員から前回の計画から自助、共助に重点が置かれて

いるということのお話がありました。私は第１回の審議会の中で行政計画というものの性

格はどういうものなのだろうか、ということを申し上げたつもりです。その中で行政計画

というのは市民に対する行政の約束ですから、市民がこういう風にやるべきだ、という自

分がやらなければならないことをあまりにも強調する、自助ということを重点的に置く、

ということが行政計画として適切なのかということを、第１回審議会で申し上げたつもり

です。国の方も社会福祉基本構想改革というものを行いまして、行政だけにあまり頼るの

ではなくて、自分の努力でやれるところは国民一人ひとり自分でやりなさい、という方針

を受けて、恐らく自助、共助、公助という分類して記載したのだと思います。千葉県内の

各市の地域福祉計画を調べてみますと、四街道市が自助ということについて強調している



4 

 

のが突出しています。こういう書き方をしている所は他には船橋市だけです。船橋市と四

街道市だけがそれぞれの施策ごとに自助・共助・公助ということを強調して書いています。

部会の方でこのことについても議論があったのなら仕方がないと思いますが、部会の中で

どういう議論があったのかということをお尋ねしたい。元々自助というものは福祉の中か

ら生まれてきた概念ではなく、防災の方から生まれた考え方なのです。皆さんご存知の東

北の方で津波にあったところに「津波てんでんこ」という言葉があります。これは津波が

来たらみんなに相談しないで、誰かの指示じゃなくて自分で判断をして逃げなさい、とい

うことです。それが自助の一番の発端だと私は思います。ですからそれを横引きして福祉

の方に自助ということを強調するのは、行政計画としていかがなものかと私は最初に指摘

しましたが、その辺の議論がどのように行われていたのでしょうか。具体的に申し上げま

すと、この地域福祉計画の例えば自分の家の部屋が空いている、あるいは空き店舗を持っ

ている人はそれをできるだけ皆の集会場として提供しなさい、ということがこの中に記載

されております。しかし、これが果たして自助の内容なのかどうか。むしろこれは共助に

対する自分でそういう部屋を提供しますよ、という申し入れではないかと思いますので、

このような自分の部屋が空いていたりすることを地域に提供することまでが自助という範

疇に加えることが、果たしてどうなのかなと考えまして、それぞれこれが果たして自助と

して皆さんにお願いをした場合に、果たして可能なのかどうかということが首をかしげざ

るを得ない。従いまして是非そういうところがどういう議論が行われた、というようなこ

とも一つできればご報告頂きたいと思います。以上です。 

 

事務局：それでは１点目。地域福祉計画においては住民基本台帳が毎月１日現在で人口を

公表していることを考慮いたしまして、１日現在に統一することで計画策定直近の平成２

７年の数値を掲載しているところでございます。それから２点目の自助・共助・公助の分

類につきましては、あらかじめ大渕委員からのご意見を頂いていたところですけれども、

本計画につきましては実施計画という側面と、理念計画という側面もございますので、公

助の取り組みを行う上で市民一人ひとりが行えることと地域が行える取り組み、それから

自助、自分で行うことのできる取り組みを紹介することで、地域福祉に対する理解を深め

て頂きたい、ということで自助・共助・公助という３つの考えを第１次計画から引き続き

取り入れているところでございます。 

 

大渕委員：障害者基本計画の中には２６年度と書いてあり、こちらの方の地域福祉計画に

は２７年現在と書いてあって、同じ数字を使っている。ですからどちらかを２６年度、あ

るいは２７年に統一して頂ければ良いのですが、同じ数字が片方では２７年現在で片方で

は２６年度となっているのがおかしいのではないでしょうか。 

 

事務局：計画内と各計画間の整合性を今一度精査させていただき、対応したいと思います。 
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柴会長：もう一つ、自助・共助・公助の点について今のご説明でよろしいですか。例えば

本来、自助を四街道市ではそう強調しているわけではないですとか、あるいは他市はこう

だとかというようなこと。 

 

飛田委員：今のお話を聞いていて、統計については統一したほうが市民もわかりやすいと

思います。それから自助・共助・公助について、自助というのは大事であり、儒教の精神

から言うと、江戸時代においても老いと看取りについては全て自助でやっていたわけです。

藩とかそういうものが関与したっていうのは、ほとんどお祭りみたいな形でやっている訳

です。ただそういうものは残すべきものは残すと同時に、現代に生かせるものがあれば、

やっぱり自助努力というものはＱＯＬで出していくべきものかなというのが私の考えです。 

 

柴会長：原委員は何かこの件についてございますか。 

 

原委員：自助・共助・公助、これについては特に何も無いのですけれども、一般的にこの

３点については互いに協調して行くと。そういうことだと思います。 

 

柴会長：いかがでしょうか。今のいくつかご説明、ご意見がありましたけれど、いよいよ

答申ということになりますが、それを踏まえてご意見ございますか。 

 

大渕委員：これは私が最初に申し上げたことなので、部会の中でどういう議論が行われた

かということを確認したかっただけで、皆さんの問題意識がなければ、それはそれでよろ

しいかと思います。ただ、私の考えを申し上げれば、行政がきちんと約束をする行政計画

の中に、個人でこういうことをやりなさいよということを強調することは、市民によって

は四街道市というところは自分の責任を個人に押し付けているのではないかという思われ

ることを私は恐れています。むしろ社会福祉のまちを標榜していているにも関わらず、地

域福祉計画の中で自助を強調することは、果たして行政計画として適切なのかということ

を私は申し上げたかった。特に具体的にも自助の中に「地域の交流の場として自宅の空い

ている部屋や空き店舗などを地域に提供します」を自助とした場合に市民が果たしてどれ

だけ実行してくれるかということです。四街道の商店街にはシャッター通りがたくさんあ

りまして、旭ケ丘などにも空いている家がたくさんあります。それを提供してもらえれば

よいのですが、なかなか提供できない事情もあります。ですから、それを自助として位置

付けることに無理があるのではないかと申し上げているわけです。部会の中で深い議論が

無ければそれで結構です。 

 

事務局：基本方針の２番目に「自助・共助・公助の連携」として、地域福祉の推進は市民、

福祉関係団体、社会福祉協議会、行政等がそれぞれ役割の中で地域ぐるみの福祉を推進す

ることが重要であると記載しております。したがって、本計画の中でそれぞれの立場で努
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力できることを実現していくことと、自助・共助・公助の３つの区分がそれぞれ連携して

支え合う地域づくりを勧めていく、という考えの基に策定しました。第１次計画でもこの

方針に沿って策定しておりますので、最初の部会の段階で基本的には第１次計画を踏襲し

て進めていくという議論の中で締結をさせて頂いたと考えております。以上です。 

 

柴会長：当該部会では、これらの問題も踏まえて「こうしていくべき」という案でござい

ますので、ただいまのご発言とかまた今後の計画、あるいは今後の基本案を運用していく

ための重要な参考にして頂きたい、ということでよろしいでしょうか。 

 

委員全員：（了承） 

 

柴会長：他に意見はございますか。特にご意見が無ければ議題（１）第２次四街道市地域

福祉計画（案）につきましては、これをもって答申案とさせて頂こうと思います。次に、

議題（２）第４次四街道市障害者基本計画（案）について、部会長の大渕委員から報告を

頂きたいと思います。 

 

大渕委員：私ども障害者部会では、平成２７年９月２５日の第１回部会開催以来、３回の

会議を開催し、審議を重ねてまいりました。計画の策定にあたりましては、ノーマライゼ

ーションの理念のもと、障害のある人もない人も、地域で共に生活できる社会の実現を念

頭に、当事者である障害のある人を対象とした個別アンケート調査、市内で活動している

障害者団体との意見交換会、四街道市自立支援協議会での意見を踏まえたうえで、基本計

画の策定を進めてまいりました。本計画案の概要をご説明いたしますと、本計画案は、第

１章から第５章までで構成されており、第１章では、計画策定の趣旨、障害者施策の動向、

これは、近年、国の障害福祉においては、目まぐるしく関連法律の成立・改正が行われて

いることから、整理する意味で記載したものです。また、計画の位置づけ、計画期間を記

載いたしました。第２章では、統計データと個別アンケート結果に基づいた四街道市の障

害のある人を取り巻く現状を記載しております。第３章では、これらの現状を踏まえ、四

街道市の障害福祉の将来の姿を現す基本理念として「障害のある人もない人も、ともに自

分らしく輝いて生きることができるまち四街道」と定めました。この基本理念を実現する

ため、重点目標として現行計画に新たに「差別の解消及び権利擁護の推進」を加えた６つ

の重点目標と７つの基本方針を定めました。そして、第４章では、基本方針に沿い、市の

各部署が障害福祉にそれぞれの立場から取り組んでいく施策を定め、本日、お手元の計画

（案）として作成いたしましたので、審議会にご報告させていただきます。 

 

柴会長：ありがとうございます。ご説明がございましたけれども、委員の方々から何かご

発言はありますか。 
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伊佐委員：私は障害者部会の委員でずっと出席していたのですけれども、１点聴き漏らし

ていたことがありまして、４３ページの基幹相談支援センターという表記について、その

センターの設置を検討します、という文言だったと思いますが、障害者基本計画は１０年

計画だと思いますので１０年の間にこうした基幹相談支援センターのある程度の設置の方

向が決まっているのであれば、概ね何年位なのか教えてください。 

 

事務局：重点目標でも相談支援の充実を掲げておりますので、できるだけ早く設置するよ

うに検討を進めてまいりたいと考えております。 

 

柴会長：他にどなたか。特にご発言が無ければ、第４次四街道市障害者基本計画につきま

してはこの原案を持って答申とさせて頂こうと思います。 

 

委員全員：（了承） 

 

柴会長：ありがとうございます。それでは第２次四街道市地域福祉計画及び、第４次四街

道市障害者基本計画につきましてはお手元の配布資料の（案）を答申ということにさせて

頂こうと思います。ありがとうございました。 

 

事務局：第２次四街道市地域福祉計画及び第４次四街道市障害者基本計画の策定について、

柴会長より答申をお願いいたします。 

 

柴会長：（答申） 

 

柴会長：ありがとうございました。それでは議事を再開させて頂きます。続きまして（３）

平成２８年４月開設予定の保育施設及び利用定員の設定について、事務局からご説明をお

願いいたします。 

 

事務局：（資料に基づき説明） 

 

柴会長：今の説明について、ご質問あるいはご意見がある方はいらっしゃいますか。 

 

中村委員：保育園を運営する立場から、２点質問させて頂きます。まず議題（１）にあっ

た第二次四街道市地域福祉計画に、少子化に伴い四街道市も児童の割合が低下する予想と

なっています。ただ、児童の低下と、保育所の利用が同時に低下するかどうかについては、

同一であるとは限りません。児童数が低下しても、その時期の日本の経済状況とか、女性

の社会進出によっては、現在よりも保育所の利用が上回ることは十分可能性があります。

それで、少し長くなりますけども、今年に入って担当課のこども保育課から連絡がありま
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して、市内の子どもの施設が１か所突然閉鎖になり、そこを利用されている方が、私の保

育園をお訪ねすることもあるかと思いますのでよろしくお願いします、ということでした。

現在、私の施設は定員９０名ですが、弾力化により国の考え方として同じ定員で２割まで

はその定員で余分に入れることができるため、現在、私の施設でも２割弱の入所がありま

す。それ以外にも一時保育といって、毎日契約してお入りになるお子さんがいて、その一

時保育室も昨年の１１月からほぼ満員の状況です。ですから市内のそこが突然閉鎖されて

も、受け入れるだけの余裕が無かったのですが、２人、３人と電話がありました。「突然使

えなくなって困っておりますので、そちらの保育園では入所できますか」と言うので、「入

所に関しては市役所にすぐ相談してください。一時保育に関しては、直接こちらの方に来

て登録をしてください。」と答えました。一時保育の入所受付の日は９時からなのですけれ

ども、早い方は８時半前から並んで 1か月で１５日までというものを確保するのに、本当

に凌ぎを削っている。ですから、１月にお辞めになった所を利用されている方は本当に大

変だなと思います。私の質問は、そういう四街道市の状況の中で、この４月から新たに３

園ができるということは、子どもにとっても、市民の皆さんにとっても喜ばしいことです。

ただ、本当に喜ばしいのは今年と来年であって、例えば今年２歳で入ったお子さんは、「ま

ちの保育園四街道駅前」と「スクルドエンジェル」の場合、２９年３月いっぱいで他に移

らないとなりません。３歳以上の保育園が増えない限り、もっと過当競争が始まる。子ど

も達が３歳になると同時に親が就労を辞めるとか、例えばこども園さんとか幼稚園さんに

移れればいいのだけども、就労している限りは保育園を希望される。そうすると、もっと

大変な争奪戦というのが私には目に見えてきます。この辺について、市がどのようにお考

えになっているのでしょうか。 

 

事務局：ご意見ありがとうございます。また、大日保育園さんには本当にご協力頂いてお

り、感謝申し上げます。それではまずマクロ的な話について、四街道市の就学前人口につ

きましては平成２５年がピークで、それ以降減少傾向にあります。ただし、現状といたし

ましては４，７００人台で、当分このあたりで推移すると思います。出生率は下がってき

ているところですが、四街道市は市街化区域の開発や４０戸連たんによる調整区域におけ

る調整が進んでおりまして予想以上に転入者が多いという状況が今の状況でございます。

また、保育園と幼稚園の入園者数の割合なのですけれども、幼稚園の入所のピークにつき

ましては、平成２０年度の４，４７８人に対して１，７１０人で３８．２％が最大の数値

です。そこをピークに幼稚園につきましては毎年１ないし２ポイント程度の数で入園する

方が減ってきています。それに対して保育所につきましては、平成２３年を１とした場合、

今現在１．６４倍ということで、定数を増やしていますが、まだ待機児童が出ているとい

うのが今の状況でございます。そこでいろいろ施策をしているところで、小規模保育事業

所の２歳児が３歳児に上がった時に受け皿が無くなるのではないですか、というご質問な

のですけれども、まず第一義的にはこちらの小規模保育事業所の方で、保育園で３歳児の

受け入れを連携しつつ確保するということで、それぞれ独自にまず保育園側で動いて頂き
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ます。それとは別に行政の方といたしましても幼稚園に対しまして、夏休み等長い休みの

期間における一時預かりを実施頂けないかということで、昨年度に一つの事例として行っ

て頂きました。今年度につきましても、幼稚園での一時保育の延長と、長期休業期間中に

おける保育というのを考えて頂きます。すべてを保育園で対応するのではなくて、幼稚園

の中では保育ができない、という考え方を変えていく必要があります。現実的な話として

２歳児から３歳児に上がる段階で、保育園から幼稚園に移られる方というのは概ね数名い

らっしゃいます。その枠を増やすことによって、２歳児から３歳児の持ち上がりで入れな

くなる方々を減らしたいという方策を考えています。また、３歳児に限らず全体の待機児

童数は逆に増えており、枠を作っても増えてくる状況ですので、今年度の入所状況を見な

がら、早急に対策していきたいと思います。以上です。 

 

中村委員：今の質問に続けてですが、昨年、公立と民間が集まりまして、担当課からこの

新しい保育園の説明を受けました。その時に、「まちの保育園成山」は「まちの保育園四街

道駅前」にバスを停車させ、そこで子どもを乗せて成山へ連れて行く方式を取るとのこと

で、直接成山に行く方もいれば、駅前の保育園で子どもを降ろしてバスに乗せて、成山へ

送迎するということでよろしいでしょうか。 

 

事務局：これらの保育園の運営につきましては「社会福祉法人千葉シニア」という社会福

祉法人が運営しますので、０～２歳児は地域型の保育を駅前でできるようにして、基本的

に２～３歳の子どもがいる方で、成山を利用する場合、遠くて利便性が悪い場合は駅前の

保育所をステーションとして子どもを預かって「まちの保育園成山」の車で送迎をするこ

とを予定しています。 

 

中村委員：今のお答えだと、４月１日で３歳以下の乳児・児童をバスに乗せないというこ

とでよろしいですか。何故かと言うと２つあって、０歳からバスによる送迎をするような

ことがあるのか心配ということ。また、遠くに保育園を建設して駅前に子どもを集めて送

迎することが、本当に児童福祉の精神に適ったことなのかということ。成山の状況は私も

見ていきたいと思うのですが、これを奨励していくと子捨て山ではないけれども、全く地

域に子どもがいない所に保育園を建設することも可能となります。ましてや０～２歳児の

子どもをバスに乗せてどうやって安全を確保するのか。その辺をご答弁頂きたい。 

 

事務局：０～２歳児につきましては送迎を行いません。基本的に３歳以上の子どもが対象

になります。また、送迎については別料金体制ではなく、保育園の運営費を活用して法人

が行います。 

 

中村委員：利用定員の設定に関してぜひお願いしたいと思うのですが、私もこの仕事を長

くやっていまして、こうしたマンション型と私達が呼んでいる保育所を見学したことがあ
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ります。昨年も千葉市の駅前にできた保育所を見学しました。その時に一番困っているの

は福祉の保育とか高齢者というのは、お年寄りとか子どもに焦点が当てられますけども、

保育・福祉というのはその対象となる方と働く人の連携でできています。つい先日から報

道されている川崎の問題というのは本当に悲惨だと思うのですけれども、一面では今の日

本の高齢者福祉の現状を現していると思います。千葉市の場合、私が見学した所は、道路

とマンションの間に３段～４段の段差があります。こうしたマンション型の保育所という

のは、園庭が無い為に子どもを毎日どこか近所の公園に連れて行かなければなりません。

千葉市の駅前保育所の場合は４段ある為に、まず大人が２人がかりで一般の道路にお散歩

車を降ろして、一人ひとりの子どもを抱いて乗せることを毎日やっています。保育者の過

重労働は目に余るものがありました。「まちの保育園四街道駅前」は段差が無くスロープか

ら入ることができます。スロープなどが無ければ働く人の労働過重になり、それで本当に

子どもの人権が守られるのかどうか、設置認可と同時にそういう面でも施設を指導・監督

をして頂ければと思います。それからもう一つ危惧するのは成山の場合、駅前で３歳以上

の子どもを預けた場合、懇談会や発熱の時など、何かの機会に保育園に行かない限り１年

間を通して担当する担任と顔を合わせる機会はごく稀だと思います。保育者との接点が無

い状態で本当に児童が守られるのかどうか。止むを得ないと言えば止むを得ないけど、子

どもの人権を守ることに繋がるのかどうか。そのあたりも今後の四街道市の児童福祉の策

定の中で、ぜひご留意して頂きたいと思っております。 

 

事務局：働く環境につきましては、ハートビル法において段差の無いバリアフリー環境を

整えるというのは常識ですので、その中で指導しているところでございます。また、担任

との接点が少なくなることについては、毎回ではありませんが、送迎に保育士が同行しま

すので多少の接点はできます。そういう時間も合わせて、保護者と会うことができる機会

を増やすように指導して参ります。 

 

柴会長：他にはどなたか。どうぞ。 

 

岡田委員：私は「まちの保育園成山」を時々見ています。私も長い間国道５１号の近くに

保育所が欲しいということでお願いしていましたので、とても有難いと思いました。しか

し、さてあの場所でどうやって四街道の人が子どもを預けるのかと思っていましたが、駅

前から送迎するということで、中村委員と同じ心配をしておりました。それからもう一つ

は確か、「特別養護老人ホームまごころ館四街道」と同じ法人ですよね。適切に指導してい

ろいろな調査の上で決めて頂いたことだと思うので、大丈夫とは思うのですが、先程の中

村委員の仰ったことも含めまして、これからも注意深く見守っていって頂きたいと思って

おります。 

 

事務局：「まちの保育園成山」の件ですが、公募を行いまして、先程の高齢者施設の関係も
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存じておりますが、保育園につきましては、新しい園長さんを信頼できるところから招く

とのことです。また、市として認可する訳でございますので注意深く見守って参りたいと

考えています。特に小規模保育施設につきましては、連携施設の選定が５年以内という法

で決められております。そういったことも含めまして、指導・助言してまいりたいと考え

ております。 

 

柴会長：他にありますか。 

 

事務局：「まちの保育園成山」の通園状況について報告いたします。今回、入所決定された

方のほとんどが、旭、みそら、旭ケ丘、あと鷹の台も何名かいらっしゃいます。比較的保

育園の近くの方が多くて、駅前のステーションを使う方がそんなにいないのではないかと

思います。現在の入所決定状況はそのような状況です。 

 

大渕委員：昨年から施行された子ども・子育て支援新制度で、いわゆる市町村が給付の対

象として認定したものに対しては給付費を出すことについて、市とその経営する法人との

契約は委託契約になるのですか。先程、一人当り１７万４９６０円などのお話がありまし

たけれども、その当該園と市との関係はどのような契約になるのですか。 

 

事務局：契約行為は発生していません。また、園側で保育料を集めるのではなく、保育料

については市が徴取して、入所決定されている人数×基準単価＋加算措置の金額を保育園

に給付します。 

 

大渕委員：わかりました。そうすると、市と保育園側とは特に契約関係は無く、要するに

民・民でもって保育園と子どもや保護者との間で、入所を決定し、認定されたならば、市

から給付するシステムになる訳ですね。 

 

事務局：入所の決定についても市で行います。なお、先程の保育園の認定こども園や小規

模施設につきましては、運営者側で保育料を徴収しています。それ以外の保育所について

は市が徴収しています。 

 

大渕委員：私が申し上げたいのは、園と市との関係がきちんとした契約になっていないと、

園としての経営が非常に危うくなります。そこのところで中村委員が心配されているよう

な子どもに対する保育の不安定さが出てくるのではないかと思います。もう１つ、新しく

開所しようとしている株式会社スクルドアンドカンパニーについては充分に調査なさって

今までどういう実績があるかということについては、調査の上で決めている訳ですか。 

 

事務局：過去の実績などを含めた上で、市としては認定する予定でございます。 



12 

 

大渕委員：各配置の人数が出ていますが、それに対して保育士がどの位、配置されるかと

いうことに対しては、当然、基準がある訳ですから、それもわかっていますよね。 

 

事務局：年齢ごとの何人に対して一人の保育士など、設置基準がございます。そちらの方

は国基準・県基準などありまして、県基準と同水準以上という届け出を受けていますので、

間違いなく履行されると信じております。 

 

大渕委員：この会社は稲毛で同じように開園をしておりますて、そこを調べましたら０歳

～３歳児が２６人いて、常勤の保育士が３人、パートが２人となっていますが、これは当

市の保育園の実態から見て許される基準なのでしょうか。私は株式会社というのが非常に

気になっています。私も障害福祉をやっていますけども株式会社が障害者福祉分野に進出

してきて、やはりいろいろな面で問題を起こして私達は非常に問題だと思っているのです

が、まさか保育園にもそういう事は無いと思いますが、その辺の心配は無いのでしょうか。 

 

事務局：株式会社スクルドアンドカンパニーにつきましては、小規模保育事業ということ

で千葉市の例の詳細がわかりませんけれども、当市の子ども・子育て支援新制度に基づく

職員の配置基準はきちんと明示されておりますので、それは必ず守っているということで

答えさせて頂きたいと思います。結果もし不都合等が生じるのであれば、当然認可等はい

たしません。 

 

大渕委員：わかりました。 

 

中村委員：大渕委員のご質問されたことに補足をさせて頂きます。私の施設が認可する時

は所管が厚生労働省だったのですが、昭和６２年の当時、認可書を提出する時には６０名

定員で、必要な国基準の職員の人数と名簿を添えて提出しました。Ａさん、Ｂさん、Ｃさ

ん・・と住所と名前を記載して提出しました。ただ認可時点で差し替えと言うのでしょう

か、提出するのが７月で実際の認可が３月２５日で、４月１日で入れ替えを考慮するため

です。しかし現在、四街道市の場合は人数で受け取るのか個名で受け取るのかによります

が、私が知る限り四街道市内の既存の保育園でも保育士が足りなくて、毎日曜日に四街道

市内の何かしらの保育所・保育園が募集をかけているのが現状です。それから２つ目、皮

肉な言い方かも知れませんが、大渕委員に申し上げるならば、公立でさえ常勤・非常勤に

関係なく雇用をしています。公立保育園では非常勤・パートの方が常勤保育士を上回って

いる状況だと思っています。民間ではそのようなことは監査上でもありえないし、だけど

も現実には公立保育所ではそういう状況で保育がされていると思います。 

 

事務局：ただいまの件につきましては、臨時職員も正職員も保育士の資格を有している方

を採用していますので、その辺は問題が無いと思っております。 
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柴会長：他にご意見の方ございますか。どうぞ。 

 

伊佐委員：不勉強で申し訳無いのですけれども、「まちの保育園四街道駅前」の定員が１８

人、小規模保育所は定員が１９人まで取れると思うのですけれども、なぜ１８人で抑えて

いるのでしょうか。それが１点ともう１点、ご説明の中で地域型小規模保育所Ａ型という

文言が出てきましたが、Ａ型があるということはＢ型もあるのでしょうか。 

 

事務局：はい。まず１９人まで受け入れ可能ですが、この点につきましては申し訳ありま

せんが存じていないです。あとＡ型、Ｂ型、Ｃ型につきましては、Ａ型が保育士の配置状

況が一番厳しいです。Ｂ型については緩和されている部分があります。今回の施設はＡ型

なので、認可保育所と同レベルの保育士の配置となる方向の基準をしてございます。 

 

伊佐委員：わかりました。ありがとうございました。 

 

有川委員：突然辞められた保育園があると先程聞いて、突然というのはどういう理由なの

でしょうか。 

 

事務局：具体的には駅の南口にあります認可外の保育施設において、保育をする方が怪我

をされまして保育をできなくなったため、この３月まで実際に預かっているお子さんをど

うしたらよいかということで、市に相談がありました。既存の認可保育園にお願いしよう

と、一時保育や入所できるのであれば入所させて頂けないか、というようなことでご協力

依頼をさせて頂いたという状況でございます。なお、今年の４月から廃園となります。 

 

柴会長：さて、いろいろ意見が増えておりますが、私は発言をする立場ではないのですが、

一言お許しを頂きたいのは、我々はこの保育所を認可するとか設置に賛成とかという立場

ではない訳です。しかし、各委員がご熱心に発言をされ、様々な要望をされたというよう

なことは、保健福祉審議会に報告したという一言では済まさないようにお願いをしたいと

いうことを、私の立場からお願いをしております。大変、重要なことです。 

 

飛田委員：児童の数が減少するという話なのですけれども、四街道市の総合計画の人口水

準の推移を見ると３０年に約１，０００人位減ってしまう。そうすると０歳～１４歳まで

の人数が減った時に、保育園は今後どのような形で建てていけば待機児童が解消できるか

というのは、どの計画までが含まれているのかを知りたいです。それと、ここに書いてあ

る１５９人の待機者が１月現在でいますと。２７年の４月１日では人数が７２人ですね。

そうしますと、例えば４月１日ですと９０何人を受け入れる保育所の建設によって、単純

に１５０何人から引いて５０～６０人になる。そのような考え方でよいのでしょうか。 
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事務局：建設の計画につきましては、平成３１年度までの計画は立てています。ただし、

現状を見ていく中では待機児童のことを考えますと、今後の状況を見ながら早急に対応し

ていく現状でございます。それと将来的に保育所の数が減った時にどうなるかとかいろい

ろあるのですけれども、先程ありましたとおり、１つの考え方として認定こども園への移

行ですとか、あとは幼稚園の中で時間外保育と夏期休業期間中の預かり保育があります。

保育園１園６０人定員を設置すれば年間７～８千万円の経費がかかり、そのうち市の負担

は２，５００万程度ありますので、その２，５００万を仮に幼稚園の方にシフトしながら、

その中で対応できれば増設する必要もありません。子どもが減ってきた時に、保育園の経

営も圧迫しないで済みます。いろいろな考え方が出てくると思いますので、今すぐこの場

でどうのということは言えないのですけども、今後の長期の検討課題となっています。待

機児童の数なのですけれども、１００人定員の保育園を設置すれば、１５０人の待機児童

が５０人になるという計算にはなりません。現実的には保護者の希望する保育所など、い

ろいろな諸条件ございますので、その辺を加味する必要があります。 

 

飛田委員：マッチングがあるというのはよくわかっています。確かに何歳の人がどこにい

るという地域的な問題も絡んでくるから、無理が出てくると思ったのが一つです。保育園

が増えたからといっても単純に待機児童が減らないというのが多分、子育ての大きな課題

だと思います。それともう一つは、０～１４歳児が１，０００人減った時に小・中学校に

も影響してきます。そうすると小中一貫校の問題が出てきて、そういう問題も絡んだ形で

の市の考え方とか、計画というのはやはり人口問題をきちっとやっていかないと、大きな

ミスが出てきます。ちょっと間違ったことでいずれの大きな間違いになるという考え方は

持っておかないと、市政の方向が間違ってしまう。そういう風に思います。 

 

柴会長：いろいろ意見が出ておりますけれども、この件については時間の関係もございま

すし、他の議題もまだございます。特別にこれだけは、ということが無ければ、今お話し

たようなことで終了ということにさせて頂きたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

委員全員：（了承） 

 

柴会長：はい、ありがとうございました。では、次に議題（４）四街道市指定地域密着型

サービスの事業の人員設備の運営に関する基準を定める条例の一部改正について事務局よ

り説明をお願いします。 

 

事務局：（関連事項のため議題（４）、（５）を一括説明） 

 

柴会長：この件についてご質問・ご意見がございますか。 
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伊佐委員：２点ありまして、私の記憶だと地域密着型の認知症対応の通所介護は１件だと

思うのですけれども、現在そこはまだ運営推進会議というのは無いのでしょうか。また４

月１日から運営していくところに設置が可能かどうか、それが１点です。もう１点が地域

密着型サービスの場合、市の地域包括支援センター運営等協議会において討議されたのか、

その辺をお訊きしたいのですけど。 

 

事務局：ご質問の１点目ですけども、現在、四街道市内には認知症対応型通所介護は１か

所でございまして、来年度４月からはもう１か所、南地区に増える予定です。現在、この

認知症対応型通所介護につきましては、運営推進会議は行っておりませんけれども、来年

度からは行う予定です。２番目の質問について、２月１３日に地域包括支援センター運営

等協議会がございまして、同じように議案として提案し、議論して頂きまして、この条例

の案の通りと承認いただきました。 

 

柴会長：その他に何かご発言の方がいらっしゃいますか。よろしいでしょうか。それでは

本日の議題については全て終了しました。長時間に渡って大変ご苦労様でした。事務局の

方からは何かございますか。 

 

事務局：事務局からはございません。委員の皆様、長時間に渡りましてありがとうござい

ました。以上を持ちまして平成２７年度第３回四街道市保健福祉審議会を終了いたします。 

 

以上。 


