
平成２９年度第２回四街道市保健福祉審議会会議録 

日 時 平成２９年５月１５日（月） 午後１時３０分～午後３時００分 

会 場 四街道市総合福祉センター３階会議室１ 
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澁谷 哲 

大渕 義明 

江口 勝善 

古川 恭子 

岡田 はる美 

秋山 峰子 

矢口 廣見 

 

中村 修治 

柴  忠明 

大内 健太郎 

山根 晴夫 

伊佐  勉 

長澤 志保子 

上田 康彦 

欠席委員 傍聴者 １名 

石井 博子 

 

 

会議次第 

 

１ 開  会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 市長挨拶 

 

４ 議  題 

①諮問 

・四街道市こどもプラン～子ども・子育て支援事業計画～の一部見直しについて 

・保育施設等における重大事故の再発防止のための事後的な検証について 

②四街道市こどもプラン～子ども・子育て支援事業計画～の一部見直しについて 

③保育施設等重大事故検証部会の設置について 

④その他 

 

５ 閉  会 
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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． 市長挨拶 

（市長より挨拶） 

 

４． 議題 

 ①諮問 

・四街道市こどもプラン～子ども・子育て支援事業計画～の一部見直しについて 

・保育施設等における重大事故の再発防止のための事後的な検証について 

 

【柴会長】 

 次第４議題に入らせていただきます。①諮問について、事務局よりお願いします。 

【事務局】 

 議題の①「四街道市こどもプラン～子ども・子育て支援事業計画～の一部見直しについて」及

び「保育施設等における重大事故の再発防止のための事後的な検証」について市長より諮問をさ

せていただきます。 

【市長】 

（市長より諮問） 

（市長退席） 

 

②四街道市こどもプラン～子ども・子育て支援事業計画～の一部見直しについて 

 

【柴会長】 

 議題の②「四街道市こどもプラン～子ども・子育て支援事業計画～の一部見直しについて」、事

務局より説明をお願いします。 

【事務局】 

（事務局より資料に基づき説明） 

【柴会長】 

ありがとうございました。ただいま事務局より説明がありましたが、ご意見・ご質問等はあり

ますか。 

【澁谷委員】 

現在、市内保育所の 0歳児の入所枠はどれくらいでしょうか。  

【子育て支援課長】 

106名の入所枠がありまして、81名が入所しています。 
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【澁谷委員】 

現在の 3 号認定の量の見込みが 28 年 4 月で 150 人に対して実績値が 68 人と、45％もの乖離と

なった一番の要因は何だと思いますか。 

【子育て支援課長】 

詳細な要因分析は今後行いますが、計画策定当時、推計児童数と国のワークシートを用いて算

出した利用意向率が 42％程度となりました。この数値は当市において非常に高い数値であると判

断し、当市の過去の実績値から独自に利用意向率を算出することで、若干利用意向率を下げまし

た。しかしながら、この独自の利用意向率は 4 月 1 日時点ではなく、年度途中の実績値を用いた

ため、0 歳児は年度途中だと年度当初に比べ出生して増えていくことから、私どもが推計した利

用意向率が若干大きくなってしまったと考えています。 

【澁谷委員】 

そこは難しいところですね。もしそれが育休や産休を多く取得しようとした人が増えてたまた

ま多いという意味であれば国の制度的には良いのですが。0 歳児は入所が難しいですから、要因

分析をして、審議会へ報告いただきたいと思います。 

【長澤委員】 

利用意向率はどのように算出しているのでしょうか。国のワークシートと四街道市の独自の算

出では差が出ています。 

【子育て支援課長】 

国のワークシートはアンケート調査の結果から保育を希望する世帯等を抽出して利用意向率を

算出していますが、それが非常に高い数値だったため、当市としては計画策定年度の直近である

平成 22～25年度の 4年間の年齢区分ごとの待機児童を含めた利用実績と児童人口を基に独自に利

用意向率を算定しました。これが年度途中の実績値を用いたため差が生じていると思われます。

このように算出しましたので、先ほどもお答えいたしましたとおり、国の基準日である 4 月 1 日

時点で算出すると小さい数字になりますが、計画では 3号認定の 0歳児の利用意向率を 22.1％と

していますので、そこで大きな乖離が出ているのではないかと考えています。 

【江口委員】 

 ここでは数値が乖離している部分だけが問題となっていますが、内閣府からの通知ではほかに

も整備が遅れている場合や余分に整備している場合も見直しすることとなっています。四街道市

はこれらに該当することはないのですか。 

【子育て支援課長】 

 余分に整備している場合には該当しません。ただし、どのような施設を整備して量の確保をす

るかという点について、計画当初、0～2歳に特化した小規模保育施設を整備して対応する予定で

した。しかしながら、この場合は 3 歳以降の受け入れ施設の関係がございましたので、小規模保

育施設の整備は 2 施設のみで、それ以外は通常の認可保育所として整備しました。このように整

備内容が当初と変わっている部分はございます。 

【伊佐委員】 

0～2歳を受け入れてくれる保育所の数はいくつありますか。 

【子育て支援課長】 

 中央保育所の分園を１つの施設としますと、市内には 18施設あります。 

【上田委員】 
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2 号認定の場合、実績値が多くなっています。28 年 4 月を見ますと、2 号認定だと量の見込み

が 574 人に対して支給認定数が 698 人ということで 121.6％となっています。量の見込みの考え

方なのですが、資料を見ますと住基人口より推計児童数が少なくなっています。5 歳については

推計児童数と住基人口がほぼ一致していますけども、その前については 100 人以上の差が続いて

います。住基人口と推計児童数と先ほどの 121.6％となる数字の関係はどうなっているのですか。 

【子育て支援課長】 

計画策定の際に用いた推計児童数というのは、26年度の計画策定作業の際、同年度を初年度と

する市の総合計画がありまして、そちらの人口推計と差がでないよう、総合計画と同じ考え方と

しています。総合計画は計画期間が 10年と長期間のため、人口推計は国調ベースとなっていまし

て、それに住宅開発による増などを加えています。そのため、こどもプランの推計児童数も国調

ベースとなっていまして、国調人口と住基人口ですと、住基人口の方が数値が高い傾向となるた

め乖離が見られます。今後の検討の 1つとなりますが、当時は上位計画の 1年後の開始ですから、

整合性を図らなければならないとしていましたが、今回の計画見直しは 31～32年度分となります

ので、国調人口ではなくて、住基人口を用いた方が良いのではないかと考えています。このよう

なところで 100人程度の乖離が生じているのではないかと思っています。 

【上田委員】 

先ほどの利用意向率について、2号認定の場合、28年 4月の数値が 25.2％となりますが、この

数値は国のワークシートに基づいているのでしょうか。それとも市独自の基準でしょうか。 

【子育て支援課長】 

国のワークシートを用いた利用意向率となっています。市独自に算定したのは 3 号認定の 0 歳

児、1～2 歳児です。0 歳児は 28 年の数値が国のワークシートですと 49.3％となったため、先ほ

どお答えしました実績値を基に利用意向率を算定しています。1～2歳児につきましては、国のワ

ークシートに基づくと 42.9％となったため、0 歳児と同じように市独自に算定した利用意向率を

用いています。2号認定については、国のワークシートを用いた利用意向率と乖離が小さいため、

国のワークシートの数値を使用しています。 

【上田委員】 

2号認定は今回の見直しの時に利用意向率を若干上げることも考えているのでしょうか。 

【子育て支援課長】 

今回の見直しは基本的に国の通知に基づいた部分と考えています。しかしながら、計画自体が

教育・保育の量の見込みの確保施策ですから連動する部分がございます。乖離が 10％以下とはな

りますが、保育所整備に影響が出てくる可能性がありますので検討していきたいと考えます。 

【柴会長】 

 いろいろ意見がありましたが、議題④－２について、事務局案としてよろしいでしょうか。 

 （異議なし） 

 それでは、異議なしとします。次の議題の④－３について、事務局より説明をお願いします。 

 

③保育施設等重大事故検証部会の設置について 

【事務局】 

（事務局より資料に基づき説明） 

【柴会長】 
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事務局より説明がありましたが、質問はありますか。 

【大渕委員】 

保育施設等は事故が発生した場合は市町村に報告義務があったと思いますが、今回以外に事例

はあるのでしょうか。 

【保育課長】 

 過去の案件で今回のような重大事故はほかにありません。当然ながら、けがなどの報告は保育

施設から随時報告をいただいています。 

【大渕委員】 

それは大変良いことだと思います。内閣府のホームページに保育施設等における事故の報告デ

ータベースがあり、保育園の事故がどのような形で起こったのかを見ることができます。私たち

が印象に残っていて痛ましいのは、大阪で起こりましたうつぶせ寝にしたまま窒息死した死亡事

故であり、保育園での痛ましい事故の代表としてそのホームページにも載っていました。私はこ

のような検証委員会を設けることは、国からの指示でもありますから早くそれぞれのメンバーを

委嘱してやるべきだと思うのですけど、それと同時に日常の保育の中での監査と言いますか、そ

のようなことも市町村は義務づけられているわけで、事故を事前に防止するための立ち入り検査

も必要ではないかと思いますがどのようにお考えですか。 

【保育課長】 

 大変お答えしにくいのですが、事前の監査は実施していません。しかしながら、四街道市は保

育関係者が協力的で、全園会議を年に何回か開催していまして、そこでも検証に関するガイドラ

インについて共有することにより、全部ができているかと言うとこれからの部分もあると思いま

すが、前向きに捉えていただいているところです。 

【大渕委員】 

おっしゃるとおりで、ぜひ前向きに取り組んでいただきたいと思っています。先進的な例とし

てさいたま市のホームページでは、抜き打ちで午睡時に立入調査をしています。適度な明かりを

保って保育士が子どもを確認できるようにですとか、毛布をどこまでかけているか、仰向けに寝

かせているか、保育士がどれくらいの頻度で循環しているかなど、細かく検査に入っていると聞

きました。本市ではそのような事故は無いようですが、これから可能性のある事故です。私たち

の子育ての時は、うつぶせに寝かせた方が良いという医師の意見もあったのですが、考えてみれ

ば 0～1歳児というのはまだ自分で寝返りもできないので、実際はうつぶせ寝は危険だと思ったわ

けですが、そのような事態が市内の保育園で行われていないかどうか、事後の検証も重要ですけ

ど、事前に調査して保育園と協力して事故が防げるような予防対策が必要だと思いますので、ぜ

ひ前向きに検討してください。 

【澁谷委員】 

この検証部会は審議会の部会として設置するということなのですが、重大事故が発生した時に

召集して継続的に審議し、それが年度をまたがっても任期に関係なく続いていくのでしょうか。

それとも定期的に例えば年に 1 回開催して研修も兼ねて委員が入れ替わるのかなど、どのような

体制となるのか。  

【保育課長】 

 今回は設置していないことと、重大事故を真摯に受け止めて検証を行うということで、本審議

会に部会を設置することになります。今後につきましては、子ども・子育て会議を次年度設置す
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る予定となりまして、そちらで審議していただく予定です。現在、福祉関係すべてが保健福祉審

議会で行っていますが、今後はこのような重大事故案件のほか、子ども・子育てに関する事項は

子ども・子育て会議で引き継ぐことを考えています。部会を設置するかについては今後検討する

こととなります。 

【澁谷委員】 

今日の承認や諮問の内容というのは設置までということなのでしょうか。先ほどの諮問はもう

少し踏み込んでいると思いましたが。 

【健康こども部次長】 

本件につきましては、まずは部会設置の承認をいただきまして、部会設置後に本審議会の任期

期間中である来年の 4月 30日までに、部会の中で重大事故の検証をお願いするものです。今後に

つきましては、子ども・子育て会議の中で新たな部会等を設けて、その中で定期的になるかわか

りませんが、今回検証して提案いただく改善策もいつまでも正しいものとは限らないことや、い

ろいろな事故についても考えていく必要がありますので、そのような会議の内容で進めていくと

考えています。現状としては、重大事故が起きていますので、その内容の検証と予防策を検討し

ていただきたいと思っています。 

【長澤委員】 

重大事故というのはどの程度までを考えているのでしょうか。また、国や県ではいつ頃から保

育園での子どもの事故について問題視するようになったのでしょうか。私の子どもが 1 歳になる

かならない頃、保育園において重ねて設置されたベッドによじ登ったところ、上のベッドが倒れ

てしまい手術を要する大けがを負ったことがありまして、障害が残るかもしれないと言われたこ

とがありました。当時は保育園との関係が悪くなることはありませんでしたが、担当していた保

育士はおやめになってしまいました。子どもが雨どいに登って降りてきたときに、取り付けてあ

った針金によって怪我をした事例もありますし、このようなことが起きないように先ほどもご意

見がありましたが保育園への事前調査は必要ではないかと思います。 

【保育課長】 

資料③－２の 3 ページをご覧ください。国では平成 26 年 9 月に検討会が設置されましたので、

その直近のあたりで問題となったと思われます。四街道市では事案や国からの通知がなかったこ

とから設置の予定もありませんでした。また、市内の保育所を巡回するということに関しては、

部会における検証等の中でご意見が出ると思いますので、対応できるところにつきましては各保

育所と協議していきたいと考えています。また、重大事故の範囲につきましては、5 ページに記

載されています。死亡事故、意識不明等ということで、この範囲についても検証委員の皆様と考

えていきたいと思います。 

【大渕委員】 

 資料③－２の通知は発信元に文科省が関係しています。宛ても各都道府県の教育委員会が含ま

れています。四街道市の部会構成員の案では教育関係者が含まれていませんが、これはどのよう

にお考えですか。 

【保育課長】 

4頁の実施主体に記載されている「特定教育・保育施設」は幼稚園及び保育所となりますので、

四街道市においてこれらを所管しているのは健康こども部保育課です。教育関係者は含まれてい

ません。 
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【大渕委員】 

5 頁の検証委員の構成を見ますと、教育・保育関係者と書いてあります。今のご説明はわかり

ますが、教育委員会にも深く関わってくるのではと思います。幼稚園でも重大事故の可能性はあ

ります。 

【福祉サービス部長】 

保健福祉審議会における審議事項は保健、福祉及び医療施策に係る事項となりまして、教育委

員会に深く関わる事項については、本審議会の管轄ではないので、条例上、諮問をすることがで

きません。 

【健康こども部次長】 

幼稚園をどの部署において取り扱うかについては自治体において異なり、四街道市の場合、幼

稚園については保育課が担当しています。このため、今回の事案について教育委員会に依頼をし

ていません。小中学校については、このような事故が起きた場合の組織がございますので、それ

とは別の検証委員会であるものと認識いただければと思います。 

【澁谷委員】 

 保健福祉審議会の臨時委員も保健福祉関係者でなければいけないという規定があるのでしょう

か。 

【福祉政策課長】 

 四街道市保健福祉審議会条例第 7 条に、部会の設置については会長が指名するとなっていまし

て、また、臨時委員は保健福祉関係者でなければならないという規定はありません。 

【柴会長】 

 大渕委員から教育関係者について、澁谷委員から臨時委員として委嘱することができるのかと

いうことですが、教育・保育関係者となっていますので、それを兼ね備える人材を委嘱すること

は可能であると考えてよろしいですか。以前から本審議会において教育関係に係る審議が行われ

る際は教育委員会にご出席いただきたいと要望していますが、所管が異なるということで出席い

ただけないことがあります。今回は、国の通知に教育・保育関係者とありますので、保育関係者

で教育関係者を委嘱することは可能であると思いますが、いかがでしょうか。 

【福祉サービス部長】 

 臨時委員は会長の指名によるものなので、そのような人を選出することは可能です。 

【上田委員】 

 また、各施設に対して報告の義務は周知されているのでしょうか。 

【保育課長】 

保育所は分園を含めると 18か所ございます。また、地域子ども・子育て支援事業という部分に

つきましては、ファミリー・サポート・センターやこどもルームにおける事業も含み、こどもル

ームについては 17ルーム、ファミサポについては正確な数値は手元に資料がございませんが、現

時点で 1,000 名を超える会員がいます。周知徹底の方法は、保育所につきましては全園会議を年

に何回か開催していまして、そのときにしています。また、こどもルーム、ファミサポについて

は保育所と視点が異なりますが、救急救命講座等の実施により重大事故等が起きないよう周知し

ています。 

【上田委員】 

 県が検証の実施主体となる施設は四街道市にありますか。 
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【保育課長】 

 四街道市にはありません。 

【中村委員】 

 保育園の園長を務めていまして、このような部会の設置に異論はございません。当園では 2 年

に 1 度、日曜日、祝日を利用して全職員を出席させまして、四街道市消防署による救命救急講座

を実施しています。特に保育園ということで、誤嚥、やけど、高所から落下した時のケアについ

て講習を受けています。また、今年 4月から 0歳児に関しては 10分置きに呼吸しているかチェッ

ク表を作成しています。私は、民間 15園で構成する団体の責任者でもありますので、強制ではあ

りませんが事故予防を皆さんとやっていこうと思います。また、消防署に依頼すれば救命講習を

受けられることを広報しながら、場合によっては会場の手配について市と相談するなどして、事

故が起きてからの検証ではなく、事前に保育士の能力向上や体制を整えることをさせていただい

て、検証委員会が開かれないようなことに力を注いでいきたいと思います。 

【柴会長】 

いろいろ意見もありましたが、議題④－３は部会の設置が議題となっています。事務局案のと

おりとしてよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

それでは、異議なしとします。なお、委員を委嘱する際は本日の意見を参考にしていただきた

いという要望を述べさせていただきます。 

部会員について、事務局より構成について案はあるのでしょうか。 

【事務局】 

（構成案の説明） 

【柴会長】 

事務局より構成案が配布されました。私と古川委員が本会より選出し、未定の臨時委員につき

ましては本日の意見を参考にして原案を示していただくということで検討していきますのでよろ

しくお願いいたします。 

それでは、次の議題の④－４について、事務局より説明をお願いします。 

 

④その他 

【事務局】 

 資料に基づいて説明。 

【柴会長】 

事務局より説明がありましたが質問はありますか。 

（質問なし）（異議なし） 

それでは、事務局案のとおりとします。 

すべての議題が終了しましたが、全体を通じて何かご意見ありますか。 

【伊佐委員】 

検証部会の関連で、高齢者や障害者にも同様の制度があるのでしょうか。 

【福祉サービス部長】 

 担当者が出席していませんので正確とは言えない部分もありますが、私から説明いたします。

高齢者の施設、例えば介護施設等で転倒等により負傷した場合は、事故報告書を市に届ける必要
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があります。また、施設等からの虐待が考えられる場合には、市の担当が施設を訪問し、そこで

問題が発覚した場合には期限を決めて報告書を提出してもらい、事故等について検証や再発防止

策を策定していただきます。場合によっては施設内で研修の義務づけや、定期的に市に報告をし

てもらいます。 

【岡田委員】 

 こどもプラン策定時は教育委員会からも出席してほしい旨を要請して何度か出席してもらった

ことがありました。今後予定されている子ども・子育て会議も教育委員会が関係してくると思う

ので、出席について配慮していただきたいです。 

 

５． 閉会 

 

 

 

 

以 上 

 


