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① 平成２９年４月開設予定保育施設等の利用定員の設定に係る意見聴取について 
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  ① 四街道市こどもプランの２７年度評価について（報告） 

  ② 第２次健康よつかいどう２１プラン市民意識調査の速報結果報告について（報告） 
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１． 開会 

（配布資料確認） 

（欠席委員確認） 

 

 

２． 会長挨拶 

（会長より挨拶） 

 

 

３． 部長挨拶 

（福祉サービス部長より挨拶） 

 

 

４． 議題 

①平成２９年４月開設予定保育施設等の利用定員の設定に係る意見聴取について 

 

【事務局】 

 （事務局より資料に基づき説明） 

 

【長澤委員】 

 確保方策（平成 31年度計画値）の算出方法はどうなっているのでしょうか。 

【事務局】 

 計画策定の際に行ったアンケート調査結果と人口推計を基に保育を必要とする人数を求め、そ

れに対する必要となる定員数を想定した数字でございます。 

【上田委員】 

 保育士の確保について、さつき園は保育士の確保が難しいということで、定員を減らしている

状況の中で、今回新たに 3 園を開設ということになりますと、保育士の確保が非常に困難と思う

のですが、その辺の見通しについて現状ではどうなっているのか。それから、保育士の不足は四

街道市だけではなく、全国的に言われていることですが、四街道市として、保育士を確保するた

めの支援策を考えているのかどうか。 

【事務局】 

 まず 1 点目についてですが、新たに新設する 3 園につきましては、配置予定の保育士さんのリ

ストはいただいているところですので、保育士の確保はできていると考えています。ただし設置

基準上での基準が守られているということだけですので、あとは時間外保育などの部分で厳しい

かもしれません。次に、2 点目の保育士の確保対策につきましては、全国で数万人規模で保育士

が足りないという状況でございまして、市単独で保育士さんを養成することはできませんので、

やはりこういう部分は国・県の施策の中で、保育士さんを養成する事業を展開していただきたい

のがひとつです。なお、四街道市独自としての確保策でございますけども、残念ながら今現在具

体的なものはありません。ただし、平成 30年 4月の入所申請分より、市内在住の保育士さんのお

子さんが保育園に入りたいという場合であれば、利用選考基準の基準点に加点を加えて優先的に
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保育所に入っていただこうという取り組みを始める予定です。それと、国の施策で示されており

ます家賃補助など、国の動向を見つつ四街道市としても検討していきたいと考えています。 

【上田委員】 

 せっかく新しく保育園ができても、保育士が足りないから定員減らしたいというようなことが

ないように、なんらかのバックアップをお願いしたいと思います。 

【大渕委員】 

 例えば（仮称）あい・あい保育園では、放課後等デイサービスを併設するとあります。（仮称）

ミルキーホームさんの場合には、一時預かり事業と地域子育て支援拠点事業を実施予定。まずは

内容について伺いたいのですが、（仮称）ミルキーホームでやろうとしている地域子育て支援拠点

事業というのはどのような事業でしょうか。 

【事務局】 

 地域子育て支援拠点事業については、子育て支援センターということで、お母さん方から育児

や子育ての相談ですとか、他の家族との交流といったふれあい的なものができる事業の施設とし

て四街道市では子育て支援センターとして実施し、現在 11の保育園で子育て支援センターを実施

しています。 

【大渕委員】 

 それから放課後等デイサービスは保育の時間と重なるわけですね。 

【事務局】 

 今回のあい・あい保育園さんでは、建物は一緒ですが、入口など全て分かれた形になっており、

それぞれ別の運営となります。 

【大渕委員】 

 それから時間外保育のことが何も書いてないですが、例えば朝早く時間外保育やってもらいた

いであるとか、夜遅くまでということもあると思いますけども、それはどうなんですか。 

【事務局】 

 3園ともすべて 7時から 19時までとなっています。 

【大渕委員】 

 それは既存の保育園も同じですか。 

【事務局】 

 1園だけ 7時から 20時がございます。他の市内の保育園は 7時から 19時です。 

【伊佐委員】 

 新しく保育園を作ると待機児童が増えたりと、いたちごっこな気もしますが、待機児童 0 にな

っていく見通しがたっているのかどうか。もう 1 点はかるがも保育園ですけれども、今まで無認

可で運営しているというところで、無認可の時の定員がどのくらいで、4 月以降認可保育園にな

った時に、今まで利用されていたお子さんが、4 月以降利用希望される方はそのまま移行できる

のか、また保育士さんについても無認可の時の保育士さんはそのまま 4 月以降も認可保育園の中

で保育士さんとして勤務されるのか。 

【事務局】 

 待機児童の見通しですが、今回 3 園を整備させていただいくところですけれども、やはり待機

児童解消には至らない見込みでございます。今回の計画はかつて四街道市がやったことのないほ

ど定員を増やしているところです。現在就労している方々については、ほぼ対応できていますが、
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保育所に入れたら働きたいという方の申請が急増している状況でもあります。そういう部分で潜

在的な需要についてお答えしにくい部分がありますので、どの辺のラインがいいのかというのは

なかなか難しいところでございます。現在の認可外としてのかるがも保育園につきましては、定

員は 85名です。ただし、現在利用している方が保育を必要とするかどうかという保育認定はかけ

ていませんので、一概に今利用されている方々全てが保育を必要とするかという点については、

把握できないのが現状です。4 月からの認可保育園については、認可外から移って来られる方も

おりますが、これは利用選考基準点によりまして、みなさん同じ条件の中で決定をしており、ま

た、今はかるがも保育園にいるけれども、かるがも保育園以外を第 1 希望としている方もおりま

すので、現在かるがも保育園に入っている方がどうなっているのかというのは申し訳ないですが

追い切れないのが現状です。保育士さんにつきましては、ほぼ移行されると伺っています。 

【大渕委員】 

 去年も保育園のことについて議題が出たと思いますが、このテーマは保健福祉審議会が審議す

べき内容なのかと考えています。事務局は、子ども・子育て支援法第 31条を理由にこの審議会に

諮っていますというご説明でした。ただ、31 条は子ども・子育て支援法第 77 条を引用していま

す。この 77条にはこの審議会ではなくて、もっと具体的に子ども子育てに詳しい審議会を設ける

ように努めるべきだと書いてあります。来年の保育園の定数をどうするかということは、私はも

っとシビアに一番保育で困っているお母さん方とか、子育てに従事している方とか、そういう専

門の人を集めた、子ども・子育て支援法 77条に書いてあるような審議会を作って、そこに諮るべ

きだと思います。 

【事務局】 

 課題として取り組ませていただきたいと考えています。 

【中村委員】 

 私も大渕委員の意見に大賛成で、かつてこども部会があって、そこには保育、乳幼児に関係す

る方が集まって、審議をしていました。ましてや、四街道現市長が最初に立候補した時の公約み

なさん覚えていますか。子育て日本一という公約は一体どこにいったのでしょうか。例えば学童

保育の関係者だとか、保育園・幼稚園の代表の方、それから小児科のお医者さんとかそういう方

たちを交えてもっともっときめ細やかな子育てのことが審議できる会議の設置を強く求めます。

日本一じゃなくて日本最低の子育てというのなら現状でもいいと思います。 

【柴会長】 

 色々ご意見出ましたが、この件につきましては各委員からの意見を参考にされまして、事業に

当たっていただきたい。また、子ども子育てに関しては、別の審議会を設けて深く検討をすべき

という要望がありましたので、ぜひその件についてもよろしくお願いします。わたくしからも申

し上げましてこの件については終了させていただきます。では、次の次第５について、お願いし

ます。 

 

５． その他 

  ①四街道市こどもプランの２７年度評価について（報告） 

【事務局】 

 （資料に基づき説明） 

【中村委員】 
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 3 頁目に休日保育の実施というものがありますが、四街道市では現在就園しているご家庭に休

日保育を希望しますかとか、あれば利用しますかとかのアンケートを実施しているのでしょうか。 

【事務局】 

 アンケート自体は実施していませんが、親御さんの勤務体系によっては、休日にやってほしい

という要望もございます。市内 1 園ですけども、事前に 3 名以上の方から休日保育の要望があれ

ば、応えている状況です。 

【中村委員】 

 その場合、休日保育補助の対象になるのでしょうか。 

【事務局】 

 現在実施している園につきましては、公的な補助の対象になっていません。 

【中村委員】 

 休日保育について、市はどのくらいの要望があるという数字の把握はしていますか。例えば私

が知っているところだと、休日保育を利用する児童は、休日に 1 園に集合するわけですね。だか

ら月曜から土曜までは日頃通っている園で、休日のみそこの園に出かけていくというのがそこで

のやり方。すべての園が実施すればそういうことはなくなりますが、現実的には遠くてもそこま

で通う。四街道市も休日保育を実施することになれば、そういう方向になると思いますが、利用

人数の見込みはつかんでいらっしゃるでしょうか。 

【事務局】 

 保育所の入所申請、継続申請の中で、勤務状況を個別にいただいております。それを見ますと、

1 つの園で 5 人程度。勤務体系から日曜日にお子さんを預けたいという方は、どうしてもいらっ

しゃいます。あとは休日保育のあり方ですが、中村委員のおっしゃるとおり、1 つの園に集合す

る形で考えているところです。以前に保育園の全園会議の中で、まずは土曜日保育についての実

態としては、平日を 100 とすると約半数いかないレベルになってございます。そちらについては

全園で対応するよりも、何園かで連携してやることが可能と制度がかわりましたので、どうでし

ょうかという提案をさせていただいたところです。その中の流れとして私どもとしては、休日保

育が実施していきたいと。ただし、平日において、勤め先が水曜日お休みであれば、水曜日は保

育所を休んでいただくような前提の中での考え方で整備していきたいと考えています。 

【江口委員】 

 就労支援の問題が書かれておりますけども、私の知人でも起業の方向で頑張っている方がおり

ますが、家庭的には表から見ると頑張っているなということですけども、私的な生活自体が大変

な状況というのがあります。その辺を見越した形で、ただ起業すればいいということではなく、1

人の保護者としてあるいは女性としてどう自立していくかという視点での、もっと大きな枠での

就労支援という見方が必要じゃないかという気がします。就労支援という言葉だけに引きずられ

て、起業したかどうかという視点だけでの判断になってしまうと、女性の方としてはきついかな

という印象を持っていますが、その点について。 

【事務局】 

 現段階では、各担当課レベルでの判断になってございますので、色々ご意見あろうかと思いま

すが、あくまでも内部で評価をして、このように改善をしていきますというものとして考えてい

ただけたらと思います。就労支援は非常に難しく、何らかの機関を設けた中で専門的にやってい

かないとこの場でこうですということはなかなか言いづらい部分がありますので、その辺につき
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ましては、検討させていただければと考えています。 

【伊佐委員】 

 認定こども園があって、私の記憶だとさつき幼稚園に 1 か所あると思いますが、実際に認定こ

ども園を運営されていて、その課題をヒアリングされているのかどうか。それに関連して、認定

こども園という制度自体が保護者の方々にメリットとしてあるのか。あるいは事業者側として運

営していくメリットを感じているのか。そうでないとこれから認定こども園が増えていかないと

いう気がします。2 点目は病児保育ですけども、病児保育をやるとなると、医療スタッフが必要

になると思いますが、対策の中で医療機関への働きかけについて、どの程度案として持っている

のかお聞きしたい。 

【事務局】 

 運営自体の評価というのは全園会議ですとか、あとは委託の中で色々お話をうかがっていると

ころです。ニーズとしてはかなり高いものがございます。1 番のメリットとして、家庭状況が急

に変化したときに同じ園の中なので、幼稚園・保育園への行き来がしやすくなるというのはある

と思います。運営者側としては、当初、運営経費に対する公的助成がどの程度になるのか心配さ

れていましたが、1 年間すぎた中では、経営的には問題無いとうかがっています。あとは、それ

ぞれ園の方向性がございまして、私どもとしては、認定こども園に進んでいただきたいですけれ

ども、園側としては、幼児教育に着眼を置いてやりたいというようなそれぞれの方針がございま

す。ですので、私どもはこういう制度を進めたいけれどもいかがでしょうかというＰＲレベルに

とどまっています。2 点目の病児保育につきましては、市内の医療機関と協議を進めてきている

ところです。 

【柴会長】 

 それではよろしいでしょうか。それではこの件については終了したいと思います。それでは次

の報告事項をお願いします。 

 

５．その他 

  ②第２次健康よつかいどう２１プラン市民意識調査の速報結果報告について（報告） 

【事務局】 

 （資料に基づき説明） 

【伊佐委員】 

 一人で食事をする幼児・小学生を減らすという項目がありますけども、こういう質問をする趣

旨を教えていただきたい。例えば兄弟がいる場合、兄弟が小学生以下だったりして 2 人で食べた

場合にこのアンケートに該当しないのか。また、これを受けてどういう対応をしていくことを想

定しているのか。 

【事務局】 

 欠食についての質問の意図ですが、一番大きな目的としては、特に小中学生などは体の基礎が

できるところですので、早寝、早起き、朝ご飯というところをきちんと押さえていただきたいと

いうところで質問をしています。また、食事を三食食べる大切さというところをきちんと周知し

ていきたいということで入れています。今回の速報値では欠食の割合が大人も含めあまり改善さ

れていませんので、まず子育て世代の親の世代にきちんと食事をとる大切さ、バランスを考えて

食べる大切さを伝えていきたいというところが、今まで取り組んでた部分でもありますけども、
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まだ改善されていないというのが、速報値の結果でわかった部分です。 

【大渕委員】 

 薬物と喫煙の影響を見ますと、薬物に対する理解度はそれぞれ 90％を超えていて、目標の 100％

に近い。一方の喫煙は、項目によっては減っているところもある。この原因についてどのように

考えていますか。私は去年のこの審議会で庁舎内に置いてあるたばこの自動販売機を無くせと申

し上げました。喫煙に対する悪影響を市民の皆さんに認識してもらおうと市役所自体が頑張って

いながら、その一方で市役所の庁舎の中にたばこの自動販売機が依然として置いてある。それを

利用する人は職員ばかりではなく市民の方もかなりいる。思い切ってこういうところから手を付

けていかないとダメなんじゃないかと思います。私は庁舎からたばこ自動販売機を無くせという

のを繰り返し言いたい。 

【秋山委員】 

 健康診断のことで伺いますが、精密検査を受けた数とかは調べられているのでしょうか。 

【事務局】 

 今回の意識調査の項目には含まれておりませんけども、内部資料としては、精密検査を勧めた

人の割合は出してございます。 

【長澤委員】 

 受診率に関連して、以前は健康診断は無料でしたよね。ある時期から有料になりましたけども、

有料になった時点以降で受診率の変化はあったのでしょうか。 

【事務局】 

 たしか平成 21年度から一部の検診を有料化した経緯がございます。自己負担が生じた年につい

ては、たしかに受診率が低下した傾向があったかと記憶しております。ただ、それ以降はＰＲで

すとか周知の結果もございまして、横ばいもしくは微増という状況が続いております。 

【柴会長】 

 特になければ、この件についてはこれで終了とさせていただきます。次に委員の方から全体を

通じてご意見があればお願いいたします。 

【大渕委員】 

 約 1 年前に、四街道市障害者基本計画を策定しまして、市民の皆様にもお知らせいたしました

が、その中に四街道市にはこういう社会福祉の施設がありますというものを地図でお示しした。

その時にまだ開所したばかりであったみのりセンターという地域活動支援センターが 12 月をも

って閉鎖しました。なぜ閉鎖したのかという理由もわかりませんし、せっかく第 4 次四街道市障

害者基本計画の中に載せた地域の大切な資源が急に閉鎖になったということについて、市として

どのようにお考えになっているのか。どういうことが原因なのかということをもしおわかりだっ

たら教えていただきたいし、基本計画の中に載せてあることですから、審議会の私どもにもきち

んと報告があってしかるべきではないかなと思いますがいかがでしょうか。 

【事務局】 

 貴重なご意見いただきましたので、持ち帰りまして障害者支援課にも報告をし、また 4 月から

は障害者の計画も皆さんに諮らせていただきますので、そういったことからも今後ともよろしく

お願いいたします。 

【柴会長】 

 よろしくお願いいたします。他に何かありますか。特にないようですので、本日の議事は終了
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させていただきます。事務局にお返しいたします。 

 

５．その他 

  （事務局より事務連絡） 

 

６．閉会 

 

 

 


