
1 

第 4回安中市子ども・子育て会議 

 

■ 開催日時  平成 26年 5月 26日（月） 午後 13時 30分～15時 10分 

■ 開催場所  安中市文センター 視聴覚室 

■ 出席委員  1４名 

■ 出席者 

  [委員] 

千葉 千恵美 会長 吉田  京子 委員 黛  輝 美 委員 

白井 久美子 副会長 田島 実紀恵 委員 森田  房枝 委員 

篠原  晴美 委員 萩原  和子 委員 熊 谷  薫 委員 

立川  展子 委員 須藤  桂子 委員 今村  井子 委員 

今井  康雄 委員 名古屋 秀雄 委員  

  [市側（事務局含む）] 

保健福祉部子ども課 課長 三浦 尚明 保健福祉部子ども課 保育助成係 係長 中嶋 寛之 

保健福祉部子ども課 子ども育成係 係長 大野 礼子 保健福祉部子ども課 保育助成係 主査 中島 昌博 

保健福祉部子ども課 主任保健師 中澤 貴里子   

保健福祉課 課長 桑原 孝宇   

保健福祉課福祉子ども係 係長  松本  晶   

  [その他出席者（アドバイザー）] 

㈱ジャパン総研（１名） 

 

■ 資料 

資料１ 安中市子ども・子育て支援に関するニーズ調査報告書 

資料２ 安中市子ども・子育て支援に関するニーズ調査報告書 自由回答欄 

資料３ 教育・保育提供区域の設定について 

資料４ 安中市子ども・子育て支援事業計画及び次世代育成支援行動計画 

    計画構成について 

資料５ 安中市子ども・子育て支援事業計画の「基本理念」等（案） 

資料６ 保育の必要性の認定及び支給認定基準について（案） 

資料７ 安中市保育の実施に関する条例及び安中市保育の実施に関する条例施行規則 

資料８ 保育の必要性の認定について（国資料） 

 

■ 議題 

（１）教育・保育提供区域の設定について(案)  
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（２）安中市子ども・子育て支援事業計画及び次世代育成支援行動計画（案）  

    計画構成について（案） 

（３）安中市子ども・子育て支援事業計画の｢基本理念｣等（案）について 

（４）保育の必要性の認定と支給認定基準について（案） 

（５）今後のスケジュールについて 

 

【議 事】 

１．開会 

会  長：それでは、第 4回安中市子ども・子育て会議を開催したいと思います。委員の半数以

上が出席ということで、会議が成立いたしますので、会議を始めたいと思います。 

 

２．議題 

（１）教育・保育圏域のについて 

事務局から資料１に基づいて説明（※市の提案は第２案を第１候補） 

コンサルから調査結果からの地域性について補足説明 

（質疑） 

吉田委員：第２案で良いと思いますが、小学校の区割りと教育・保育の区割りと異なるということは、

教育委員会と子ども課とそれぞれ違うことになりますが、問題はないということですか。 

事 務 局：問題ないです。 

今井委員：最初のポイントである保護者や子どもの移動のしやすさという面では、今は車社会でもあ

るので、第２案で良いかなと思います。次いでポイントとなるのが教育・保育の子育て支援

の量と提供見込みになると思いますが、安中市の教育・保育施設の状況から、需要と供給の

面からも特に問題はないかと思います。その次のポイントは各種の子育て支援施策との関連

になりますが、その辺りの見通しは現段階では難しく、先の問題なので、第２案で良いのか

なと思います。 

篠原委員：第２案は現実的で良いのかなと思います。ただし、東横野が中学校になると一中と二中に

分かれることが少し気にかかります。 

須藤委員：東横野は、実際には一中に行く子どもが多く、子ども達自身もなるべく一緒に行きたいと

思っているようなので、東横野の子どもは安中区域の方が良いかなと思います。 

今井委員：これはニーズを把握して、サービスを提供するのに充分かどうかいうのを考えるための区

域で、小学校の校区のように、学校や父母会、ＰＴＡなどの各種活動に影響してくることは

ないと思います。 

森田委員：以前提示された第３案が良いと思いました。松井田を１つに考えたため第１案と第２案が

浮上してきたのかなと思いましたが、大きい区割りがいいのか、小さい区割りがいいのか、
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それすら分からない状況なので、将来的にどうしたことが考えられ、区割りが必要なのか、

お聞きしたいです。 

事 務 局：西横野地区を人口でみると約６千人となります。子育て支援をしていくにあたり、将来的

に児童館をつくるという話などがあがったときに、西横野に１施設というのは難しい。ある

程度の人口規模で考えていかないと整備計画も難しくなります。国、県の言うところでは、

学校区をいくつかまとめては、という説明も受けています。西横野は、旧松井田と合わせる

と人口は約１万５千人、旧安中は２つに分けて、２万２千と２万４千となり、人口規模的に

も、教育・保育施設などの状況からもバランスがとれているかなと考え、３区域にしました。

参考までに、高齢者の計画でも市は３区域としています。 

森田委員：子ども・子育てとは少しそれますが、安中市は合併したものの、旧松井田と旧安中は依然

として分かれています。これを機会に、安中市として松井田を含めた動きやすいものを作っ

ていくチャンスではないかと思います。安中市という大きな尺度で見たとき、たとえば、西

横野と磯部、東横野をつなげていくという方法もあるのではないかなと思います。松井田の

人が生活するにあたって、原市に出るのか、安中に出るのか、西横野もＪＲを利用するとき

に、松井田駅を利用するのか、磯部駅を利用するのか、そういう生活の状況も見た方が良い

のではないかと思います。 

吉田委員：森田委員のご意見は素晴らしいと思いますが、駅の利用などは高校生にあがると影響が出

てくるものではないでしょうか。勤めている人は車で自分の好きなところの施設を利用して

いるので、圏域の設定の意味が本当にあるのか、という感じもします。安中市民であっても、

富岡市や高崎市の施設を利用しており、車社会なので、圏域の設定の意味が少しずれるのか

なとも思います。 

今井委員：圏域に分けるということは、閉鎖的なものを意味するのではなく、安中市として全体のニ

ーズに対応していくために圏域で分けて、ニーズをまかなっていくという大まかなものでい

いのではないかと思います。これは自由度の高いもので、他の地区のもとを使えないという

ものではないことを前提に考えた方がよいのではないですか。 

熊谷委員：来年、小学校に上がるお子さんは、この圏域ができると、どうなるのですか。問題は生じ

ないのですか。 

今井委員：サービスの利用に制限があるものではないので、影響は出ません。小学校区を動かすとい

う話とは違います。 

事 務 局：学校区は教育委員会の方で決めていますので、ここで決める圏域との影響はありません。

今回の子ども・子育て支援事業の提供にあたって、お子さん達に平等に支援サービスを提供

することを目的として出てきた考え方です。そのため、設定した区域内だけでしかお子さん

がサービスを利用できないというものではありません。施設やサービスが市全体に行き渡る

ようにするためのものです。      



4 

ただし、都市部のような待機児童が何十人もいる場合に、圏域の人を優先するというのはあ

ります。 

熊谷委員：３区域に等分した方が、施設整備計画なども立てやすいということですね。 

アンケートを実施したときに、地域でみると、保育園しかないところは保育園、幼稚園しか

ないところは幼稚園となってしまいますよね。 

事 務 局：施設が偏っている地域があれば、将来的に是正していくように考えていく必要があります

し、そうした場合にこの圏域が目安となります。 

今井委員：東横野では幼稚園の預かり保育のニーズは高い状況なので、保育園ができると良いなと思

っている親御さんもいるのかなと考えられます。東横野幼稚園が認定こども園になれば保育

所機能も幼稚園機能も持って、行政サービスは充実するのではないかという話にもなります。

ここはその土台をつくる話し合いの段階にあたると思います。 

熊谷委員：西横野は、新たな良い拠点になるような気がするのですが。 

篠原委員：人口の伸びしろがあるのは西横野だけなので、一つの地域にしてあげたいようにも思いま

すが、そうすると松井田の方が大変なことになってしまう。西横野を含めて松井田とすれば、

均衡もとれるのではないでしょうか。保育園、幼稚園のお子さん達は、バスもあるで、どち

らにでも行けます。 

須藤委員：新たに設定しなくても、中学校区であれば、分かりやすいのではないでしょうか。中学校

区も人数や距離などを考えて分けているので、それをそのまま使っても支障がないのでは。 

森田委員：東横野は小学校に上がるときはそのまま一緒で、中学校にあがるときに分かれてしまうと

いうことですよね。ここでは、小学校に上がる以前の子ども達のことなので、東横野はその

まま、第２案に入れるということでよいのではないでしょうか。 

会  長：皆様から貴重なご意見をいただきましたが、総合的に考えていくと、第２案が妥当なのか

なと思いますが、よろしいでしょうか。 

（全員、異議なく承認） 

会  長：その他にございますか。 

篠原委員：資料に学童クラブが記載されていますが、岩野谷学童クラブと秋間学童クラブが合併して、

4 月 1 日から新たに公設民営の「たいとう学童クラブ」が開設しましたので、訂正をお願い

します。 

また、未就園児親子支援では、ボランティアでやっている活動がいくつかあるので、そうい

うものも入れて、皆さんに資料として提供してあげたら良いかなと思います。 

会  長：お話がありました活動は大切なものなので、ボランティアでやられてきた地域の活動など

を入れるようにしていただけると良いと思います。 
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（２）安中市子ども・子育て支援事業計画及び次世代育成支援行動計画（案）計画構成について（案） 

事務局（ジャパン総研）から資料４に基づいて説明 

（質疑なし） 

 

（３）基本理念等について 

事務局より資料５に基づいて説明 

（質疑） 

名古屋委員：基本的な視点のところで、3行目で、未来を担う子どものところで、読み上げでは“の”

が入っていましたが、“の”を入れるのですか。 

事 務 局：“の”を入れます。 

今井委員：基本方針第 2段落の 5行目、民主党政権のときに進めた施策の反省も踏まえて出てきた文

言だと思います。第一義的に保護者の責任と入れたのは、長時間保育など、何時間も子ども

を預けることがどうなのか、その折り合いが難しいと思います。病児保育も同様です。第一

義的に保護者が責任を持つという意味について、サービスをどうしていくかということとも

関連が出てくると思います。この辺りをどう具体化するかが重要だと思います。深夜まで預

かりはやむを得ない事情もあるかもしれませんが、それで良いのかという思いもあります。 

篠原委員：親御さんの中には、しつけは、学校、保育園、学童でやってくれという話が出てくること

も聞いています。今の親御さんたち、少し感覚が違ってきているのかなと思う時もあります。

手が足りないときは手伝いますが、親は自分が子どもに対する責任が一番にあることを認識

してもらいたいです。 

今村委員：最もだと思います。ファミサポを始めて、そうした意識のズレを感じることが多いです。

一方で、親としての成長、子どもにどう向き合うのか、親指導の場面も減っているのかなと

思います。昔であれば兄妹の面倒をみるということもあったと思います。今は子どもが産ま

れて初めて、赤ちゃんを抱きしめたような方もいます。また、まじめだからこそ、他が見え

なくなり、責任感から追い詰められてしまう方もいます。相談に来るお母さんの中には、自

分が全てしないといけないと追い詰められている方もいて、社会が保護者をどう支えるのか、

親としての意識も含めて、そういう視点も大事なのではないかなと思います。そういうこと

も入れて欲しいと思います。子どもが最初に出会う大人の手本である親の大切さのようなも

のがここに入ると良いなと思いました。 

会  長：基本的方針の中に、第一義的に保護者が責任を持つことを大事にすることと、親育ちを含

めた社会が親を支えることも含めた中での子育て支援を位置づけていくということでよろ

しいでしょうか。 

（全員、異議なく承認） 
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（４）保育の必要性の認定と支給認定基準について 

事務局より資料６に基づいて説明 

① 保育短時間認定における就労の下限時間 

篠原委員：少し話はそれますが、お母さんからの話で、上のお子さんが保育園にいける年齢になった

ので保育園に預けたいと話をしたところ、下のお子さんをみられるなら、上のお子さんもみ

られるでしょうと言われ、仕方なく下のお子さんも保育園に行かせたと話していましたが、

本当なのでしょうか。 

事務局(課長)：基本的に、下のお子さんをみられるならば、あるいは祖父母などみてくれる人がいる

場合は保育の対象とならないので、保育園の対応は間違いではありません。 

今井委員：そういう場合は幼稚園という選択肢があります。幼稚園では就労にかかわらず預かります。 

篠原委員：幼稚園を利用できることをお話すればいいのですね。ただし板鼻は保育園しかないのです。

幼稚園はお迎えに来てくれますが、ママ友のことなども考えると保育園に入れたいという希

望もあるようです。 

事務局(課長)：そういう意味も含めて、認定こども園の推進というのがあります。就労にかかわらず、

こども園ならば入れます。親御さんの就労が変わっても、入所は変わらず、保育料の支払い

が変わるだけです。そういう意味でも、国は認定こども園の推進を図っていると思います。 

また、新しい制度の中では求職中やDVなどについても、保育園の利用が可能なことなど明

文化されています。就労だけでなく、子どものために特別な配慮が必要な場合についての事

由も含まれています。 

今井委員：親子にとって良い方向に進んで行くのかなと思いますが、こうして新たに明文化されると、

保育のニーズも増えるのかなと思いますが、その辺りの見通しはいかがですか。 

事務局(課長)：今までも配慮が必要であったお子さんについて対応してきたものの、受け入れ側の保

育園の空き状況なども踏まえての対応でしたが、新しい制度の下では、優先順位をあげるな

どして対応するようなことになると思います。 

ただし明文化されたからといって、そんなにニーズが高まることはないかと思います。就労

されている保護者からすると、明文化されたことで、枠が広がったのかなと、入りやすくな

ったのかなという印象を受けるかもしれませんが、既に受入れていますので、大きな変化は

安中市ではないと考えています。 

また、そうしたお子さんについては、そうした理由で利用しているというのが分かってしま

うと問題なので、情報の取扱いなども配慮しなければならないと考えています。 

事 務 局：保育短時間認定における就労の下限時間についてですが、国は１ヶ月 48時間以上 64時間

以内とし、市町村の実情にあわせて設定するとしています。安中市で現在 64 時間としてお

り、ニーズ調査の母親の就労状況からも現状どおり 64 時間を考えていますが、これについ

てご意見ございますか。 
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今村委員：父親の就労状況は関係ないのですか。 

コンサル：父親の就労はほとんどがフルタイムで８時間以上の長時間なので、保育短時間認定におけ

る就労の下限時間を設定するにあたっては、短時間勤務がポイントとなり、パートタイム等

の就労が多い母親に焦点をあてて、資料を作成しています。 

今村委員：父親が長時間労働であることを加味していく必要があると思います。お父さんが子育てに

関わりたくても仕事が忙しくて関われないという現状があると思います。 

吉田委員：国は母親の力を労働力に提供したいという思惑があり、女性に焦点がいっていますが、そ

れはおかしいというところをどこかに入れておくとよいと思います。 

コンサル：これは下限時間を検討する資料なので、計画の中で触れていきたいと思います。 

吉田委員：男性は仕事で子育てする時間がないことが問題なのです。従来の次世代育成支援行動計画

を踏襲するのではなく、その辺りを切り込んでいくべきではないでしょうか。 

コンサル：この資料は保育短時間認定における就労の下限時間の資料ですので、計画については、子

ども・子育て支援新制度に基づき、次世代育成支援行動計画については踏襲すべきところは

踏襲しながら、新しい計画として発展させていく必要があると思います。先ほど示した構成

案の中でも、仕事と家庭に関する項目などを入れています。次世代育成支援行動計画でも盛

り込んでいましたが、今度の計画ではそうした部分も含めて、ご意見にあったように、育児

に参加したくても参加できない父親の状況なども踏まえて、次世代育成支援行動計画からも

う一歩踏み込んだ形で展開していけるように検討していきたいと思います。 

吉田委員：これまで通りですと、全国市町村の横並びの計画になるので、今のような考え方を入れて

いくことが良いと思います。 

須藤委員：小学生ぐらいになると、お父さん達も出てくるようになり、ＰＴＡの会長さんなどには男

性もいます。年齢によるところもあるかなと思います。小さいときは、パパよりママが頑張

って、小学生くらいになると、力もあるのでパパが出てくるという家族の中でも分担がある

のかなと思いますし、以前よりはお父さんが出てくる機会も増えているように思います。 

吉田委員：国の審議会などで、女性委員の割合を 30％にするなどという話がありますが、それこそ男

性社会の発想です。ＰＴＡについても本当に必要だから男性が出てくるという状況になって

いないと思います。 

今井委員：小学校では確かに男性が役員になるようなこともありますが、経営者などの時間的な縛り

が比較的少ない人が多く、勤めている方などは難しいのではないでしょうか。これは簡単に

男、女というのではなく、職業や勤務形態など、そこまで入っていかないと難しい問題かと

思います。ただし、幼稚園でも学校でも男の人たちが出てくる機会は増えていると思います。 

須藤委員：以前は声をかけてもなかなか集まらなかったですが、安中は信越化学工業に勤めている方

も多く、3 交代制ということもあって出ていただける方も多く、他の地域と比べると、ボラ

ンティアなどで男性が出てきてくれる割合は高くなっているように思います。女性が強くな
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って、男性を押し出してくれている家庭も増えていて、家族の話し合いの中で、父親が出て

くる機会も増えているように思います。 

会  長：父親の育児参加なども含めながら、安中の特徴を生かした記述を盛り込んで計画につなげ

ていくということで、よろしいでしょうか。 

事 務 局：保育短時間認定における就労の下限時間は、64時間でよろしいでしょうか。就労の最低時

間を決めることは、計画を考える中でも関係してくる部分ですし、国への報告もあるので、

この部分について、安中市として決定をしていきたいと思います。 

事務局(課長)：参考にお話しますと、安中市は現在 64 時間ですが、高崎市さんも同じく 64 時間、富

岡市さんは定めがなく、今回の制度に基づき決めていくということです。おそらく富岡市さ

んも 64 時間に設定するのではないかと推察ができます。安中市が 64 時間なのに富岡市が

48時間となると、安中市では入れないけど、富岡市では入れるとなります。全国的にも周辺

の地域の状況も踏まえて設定していくようですが、現行の形でいくのが一般的な考え方だと

思います。 

ただし、64時間未満では保育園は利用できません。しかし、安中市には一時保育というのが

ありまして、月 14 日以内という制約はありますが、そうした事業を上手く活用していただ

ければ、十分にやっていけるかなと思います。その辺りも踏まえて 64 時間というのをご理

解いただければと思います。 

今井委員：そういう方々ために、月あたりの一時保育の利用制約を広げるといった柔軟な対応を考え

ていくと良いのではないでしょうか。 

会  長：一時保育等の現行の制約などを見直して、下限時間は 64 時間ということで、よろしいで

しょうか。 

（全員、異議なく承認） 

② 保育が必要な事由 

事 務 局：資料６の１ページの保育に必要な事由についてですが、これらは国の方針に基づくもので

すがよろしいですか。 

（全員、異議なく承認） 

 

（５）今後のスケジュール 

事務局より資料６に基づいて説明 

熊谷委員：エンゼルプランや次世代育成支援行動計画との関連はどうなりますか。 

事 務 局：次世代育成支援法が延長になりましたので、市としては、新制度に基づく子ども・子育て

支援事業計画を作るなかで、次世代育成支援行動計画につきましても盛り込んでいきたいと

考えています。 

篠原委員：エンゼルプランでは 10 年の間に会議は全くなく、最後に 1 回開催されただけでした。視
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察に行ったところでは、国からの補助金を活用して、児童館を開設するなどの事業を展開し

たところもあるようです。 

事務局(課長)：今回は会議も早めに設置し、ニーズ調査の段階から皆さんに関わっていただいており

ます。今おっしゃったことがないように取り組んでいきますので、皆さんにご協議いただき

まして、より良い計画ができるようにご協力いただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

 

３．閉会 

会  長：本日はお忙しい中、お集まりいただいてありがとうございました。第 4回の子ども・子育

て会議を終わらせていただきます。 

 


