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第 5回安中市子ども・子育て会議 

 

■ 開催日時  平成 26年７月 16日（水） 午後 13時 30分～15時 50分 

■ 開催場所  安中市役所 ３０３会議室 

■ 出席委員  1６名 

■ 出席者 

  [委員] 

千葉 千恵美 会長 柴﨑  三恵 委員 森田  房枝 委員 

白井 久美子 副会長 萩原  和子 委員   岡本  裕介 委員 

立川  展子 委員 高麗  典子 委員 熊 谷  薫  委員 

今井  康雄 委員 須藤  桂子 委員 今村  井子 委員 

吉田  京子 委員 名古屋 秀雄 委員  

田島 実紀恵 委員    黛  輝 美 委員  

  [市側（事務局含む）] 

保健福祉部 部長 上原  茂 保健福祉課福祉子ども係 係長 松本  晶 

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 子ども育成係 主任保健師 中澤 貴里子   

保健福祉課 課長 桑原 孝宇   

  [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 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の設置及び運営の基準についての検討資

料 

資料２ 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の設置及び運営の基準について 

資料３ 安中市放課後児童クラブ設置運営マニュアル 

資料４ 安中市放課後児童クラブ条例・安中市放課後児童クラブ条例施行規則 

資料５ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営基準についての検討資料 

資料６ 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準についての検討資料 

資料７ 地域型保育事業について（国資料） 

資料８ 次世代育成支援対策推進法に基づく「行動計画策定指針」について 

資料９ 安中市障害者計画及び安中市障害福祉計画 

■ 議題 

（１）安中市放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の設置及び運営の基準について 
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（２）安中市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準について 

（３）安中市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準について 

（４）次世代育成支援対策推進法に基づく「行動計画策定指針」について 

（５）安中市子ども･子育て支援事業計画の｢基本理念｣(案)について 

 

【議 事】 

１．開会 

（保健福祉部長より挨拶） 

（柴崎委員より挨拶） 

 

会  長：第 5回安中市子ども・子育て会議を開催いたします。開催にあたりまして、委員の半数以

上が出席ということで、第 5回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）安中市放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の設置及び運営の基準について 

事務局より資料 1～4に基づいて説明 

吉田委員：参酌標準と参酌基準とありますが、どちらになりますか。 

事 務 局：参酌基準に統一します。 

萩原委員：専用基準とありますが、「1.65m2 以上確保することが望ましい」とありますが、「1.65m2

以上でなければならない」にしていただきたい。子ども達は疲れて横になることもあり、大

きな子どもでは、畳１畳だと厳しいです。 

吉田委員：市の現状の欄で１畳の字が誤っています。 

事 務 局：訂正いたします。 

熊谷委員：人数が増えた場合、1.65m2はすぐに確保できるのですか。 

事務局(課長)：おおむねという表現にしているのは、1.65m2でなくてだめだということではないこと

を表しています。 

熊谷委員：テレビで見たのですが、施設面積の合計には玄関やトイレなども含まれているということ

でしたが、どうなのですか。 

事務局(課長)：専用区画 1.65m2ということは、そうしたところは含まれていません。しかし、専用区

画に備品などを置いてしまうと、そうしたスペースが狭くなるというところはあります。 

萩原委員：専用区画ではなく、専用スペースという表現にしてはどうですか。 

事務局(課長)：専用の部屋を設けるということが、専用区画ということになります。専用スペースと

なると、カーテンなどで仕切ることなどが該当すると思いますので、より厳しい基準と考え

ると、専用区画という表現になるかと思います。新たな学童においても、専用区画を設けて
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います。ただし、既存の学童の中には、専用区画を設けず、カーテンを仕切っているような

ところもあります。市は今後、専用区画を整備する方向で考えていますが、既に運営してい

る学童保育については、今から専用区画を設けるのは難しいところもあるので、スペースと

いう表現で緩めるという案もあるのかなと思います。その辺りも踏まえてご意見をいただけ

ればと思います。 

今井委員：専用区画という表現でよろしいのではないでしょうか。 

会  長：専用区画という表現でよろしいですか。 

（全員、異議なく承認） 

立川委員：左から３番目避難訓練に文字の誤りがあります。 

事 務 局：訂正いたします。 

今村委員：1.65 m2以上でなければならないという部分については、どうなったのですか。 

今井委員：現実的なことを考えた場合、人数が増えると 1.65m2以下となるケースもあり得ますし、“お

おむね”という表現を使っているので、語尾は“望ましい”という表現で良いのではないで

しょうか。 

事務局(課長)：利用ニーズが高まり、1.65m2という面積の確保が難しくなるというところを危惧する

のであれば、待機児童をつくらないためにも、“望ましい”という表現が良いかと思います。 

熊谷委員：待機児童をつくるか、つくらないかということでしたら、私はつくらないほうが良いと考

えているので、“望ましい”という表現で良いと思います。 

事務局(課長)：もし 1.65m2という面積について、最低限この基準を守って、子どもの保育をお願いし

たいということであれば、“でなければならない”という表現で条例も検討していきますが、

いかがでしょうか。 

会  長：この会議では、児童１人当たり 1.65 m2以上でなければならないという表現を使った方が

良いということでよろしいでしょうか。 

（全員、異議なく承認） 

萩原委員：職員の配置についてですが、20人以上 29人以下は 3人以上、30人以上 39人以下は 4人

以上としてはいかがでしょうか。 

事 務 局：条例の中には細かい人数は定める予定はありません。今後、放課後児童マニュアルについ

て、国から新しいものが提示される予定なので、その中で詳細については考えていきたいと

思います。条例については、国の示す内容に基づいた形でよろしいか、ご意見をいただきた

いと思います。 

事務局(課長)：職員の人数は学童クラブ毎に異なり、人件費と繋がる部分でもあるので、マニュアル

などで示していきたいと思います。小規模の学童クラブですと運営が厳しいところもあるの

で、学童クラブさんのご意見をうかがいなら詳細について検討していきたいと思います。本

日諮っていただきたい条例案は、最低基準を定めるものとご理解をいただければと思います。 
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今井委員：支援員の条件の最後の項目に「市長が適当と認めたもの」とありますが、なぜ国の基準で

ここだけ市長という文言が出てくるのでしょうか。 

事務局(課長)：現在、働いていらっしゃる支援員さんの救済のようなものと解釈していただければと

思います。現在働いていらっしゃる支援員さんの中には上記の項目に該当しない方もいらっ

しゃいます。そうした方々に今後も働いていただけるように、ということでご理解いただけ

ればと思います。今後の採用については、この条件を満たすことが必要となります。 

事 務 局：その他に確認していただきたい事項として、4頁の参酌基準にある児童の人数があります。

国の基準では 40 人以下とするということになっています。これは毎日利用する児童数と不

定期に利用する児童数の平均値ということです。現状のマニュアルでは、70人を最大として

いるので、国の示した案に基づくと、40人を超えた場合はクラスを増やさなければならない

ということになります。安中市の場合は40人を若干超えてしまいそうなところもあるので、

おおむね 40人以下が望ましいという表現で提案させていただいています。 

開所日数については、年間 250日以上とするとあり、これについては、安中市では既に満た

しています。 

開所時間については、月曜から金曜まで、放課後から午後 6時まで、長期休業期間及び土日

は午前８時から午後６時までとし、おおむね国の基準を満たしていますが、表記については、

国の示す基準にしたがって、何時間という記載に変更したいというのが市の提案となります。 

事務局(課長)：現在、それぞれの学童クラブさんにおいて、預かっているお子さんの保護者の就労状

況などを踏まえて対応していただいてもらっています。今回の条例は最低基準ということで

お示ししています。これは、補助金とも関係するもので、250 日以上でないと補助金の対象

にはならないということもご理解ください。現在、市で運営している学童クラブさんについ

ては、この条件を満たしています。時間の記載を変えるのは、6 時までとすると、その時間

を越えてはいけないのかという誤解を招くこともあるので、国の示すところにしたがって変

更したいと思います。 

ただし、誤解のないようにお話しますが、日曜日など、利用が全く無いというときには、こ

の時間を開所しなければならないということではなく、受入れられる体制をつくっていただ

くということでございます。そのため、学童クラブさんの開所時間として土日の時間帯の記

載があったとしても、利用の見込みがないときには、必ずしも開所しなくても良いというこ

とになります。 

会  長：開所日数、開所時間については、国の基準に基づくものでよろしいでしょうか。 

（全員、異議なく承認） 

熊谷委員： 集団の規模は 70人までとするとありますが、これを超えてはいけないのですか。 

事務局(課長)：70人というのは、現在の市の放課後児童運営マニュアルによるものです。これも補助

金と関係するもので、70人を超える学童さんについては、安中市では既に分割して対応して
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いただいています。今回の条例制定にあたっては、国の方から 40 人という人数が示されて

います。安中市では 40 人を超えているところもありますので、その対応も含めて、この会

議で諮っていただきたいと思います。ただし、これは定員 40 人というわけではなく、実際

の利用状況の平均値からみるものとなります。そのため、登録児童数は 50 人としても、実

際の日々の利用が 40人であれば問題はないということです。安中市では 40人を若干超えて

いるところもありますが、待機児童はおりませんので、おおむねクリアできている状態とい

うことで、おおむね 40人という形での提案とさせていただいております。 

吉田委員：1人当たりおおむね 1.65㎡という話からすると、40人と 70人とでは大きな違いになりま

すので、変更しないといけないのではないですか。 

今井委員：70人というのは、現在はないのですよね。 

副 会 長：秋間の学童など、近年は人数が増えていても、長い目でみると子どもの人数は減っていく

ので、新たな学童クラブを設けるのは現実的な対応ではないと思います。 

今井委員：そうした見通しなどについては、ニーズ調査などから考えていけないのですか。 

事務局(課長)：安中市の学童クラブで最も人数が多いのは秋間で登録人数は 60 人程度となりますが、

実際の毎日の利用状況はもっと少ない人数となっています。市に提出していただいている出

席簿の状況などから判断し、このような表現で問題ないかと思います。定員数を載せるとな

ると、利用状況とは異なる数値となるので、難しいところもあるかと思います。 

今村委員：秋間の学童は、実際の１日の利用人数の最大値はどのくらいですか。 

事務局(課長)：秋間の学童の 1 日当たりの最大利用人数のデータは、今、手元にございません。登録

人数は、毎日利用される方と一時利用される方を合わせた人数なので、実際の利用人数はも

っと少ないというわけです。 

今村委員：現在の利用状況等から問題がないのであれば良いのですが、考えていく上で秋間の 1日当

たりの最大利用人数が分かればよいと思い、発言させていただきました。 

熊谷委員：今、検討しなければならないのは個々の話ではなく、安中市全体の平均的なところでの話

で、厳しくするかしないかという話をしているのですか。 

事務局(課長)：安中市全体の目指す形についてと考えていただければと思います。現状ではクリアし

ているところとしていないところがあるという中で、どこに近づけていくのか、一番低いと

ころにあわせていくのか、より高いところを目指すのか、あくまでも安中市全体が目指すと

ころで検討をしていただきたいと思います。 

国の基準が示されているので、これに沿うのであればこのままで良いのですが、国と違う基

準とするならば、この会議でご提案いただいたものを市長に提出し、最終的に議会で検討し

決定していただくことになります。ここで決まったことが必ず反映されるものではありませ

んが、市民の代表である皆さんに意見をいただくために、この会議で諮らせていただいてい

ます。 
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今村委員：学童クラブでしっかりご検討いただいてから、この会議で示された方が良いのではないで

しょうか。 

事務局(課長)：学童クラブ連合の皆さんに既に検討していただいており、その結果が、この資料の右

の欄に該当するものとなっています。 

事務局(課長)：国の基準どおりで問題がなければ、ご承認いただきたいと思います。 

（全員、異議なく承認） 

副 会 長：安中市放課後児童クラブ条例施行規則の中に、記載のない学童クラブがあるのは、どうい

うことなのでしょうか。 

事務局(課長)：条例には公設の学童のみを対象とした記載となっています。民設民営については、こ

の条例に縛られているわけではありません。利用料についても自由に設定ができます。ただ

し、市との委託契約の中での決まりはありますが、条例による縛りはありません。今後は、

民設でやられているところについては、公設でもいいよということであれば、公設化してい

きたいと考えておりますので、この中に記載されている学童クラブの表記も多くなると思い

ます。 

今村委員：学童保育の保育料ですが、2 人預けたいと思っていますが、1 万 5 千円とかなり高い金額

となります。周りをみるとパートをしている方が多く、8 万円ぐらいのお給料ですが、その

中で 1万 5千円というのは大きいなと思います。他の自治体を調べてみると、３千円という

設定のところもあります。色々な事情はあると思いますが、安中市では何年も前から子ども

を育てるなら安中市といっているので、もう少し何とかならないかと思います。 

事務局(課長)：今回の議題とは直接関係するものではありませんが、今後、そうした保育料について

も、ご意見をうかがう機会もあると思いますので、その時にはよろしくお願いいたします。 

改めて確認させていただきますが、１人当たりの面積について 1.65 ㎡以上でなければなら

ないということでしたが、資料に記載されているように、学童さんの意見の中では、望まし

いという表現が使われていますが、この会議では、「ねばならない」という記載が良いとい

うことでよろしいでしょうか。 

（全員、異議なく承認） 

 

（２）安中市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準について 

事務局より資料 5に基づいて説明 

市としては国の方針に基づきたい意向 

今井委員：幼稚園もこの条例に基づくことになるのですか。 

事 務 局：新しい制度に乗る場合はそのようになります。 

今井委員：１の②に「特定教育・保育の提供の開始について利用者の同意を得なければならない。」

とありますが、この解釈がよくわからないので教えてください。 
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事務局(課長)：新たな制度に乗る場合は、この運営に関する基準に基づいているか行政が確認し、施

設側は移行するにあたって、利用者つまり保護者に説明をして同意をもらってから認可を受

けるということになります。 

今井委員：現在利用している方と新たな申込者に対して説明をするということですね。 

事 務 局：新制度に基づくとなると、支給を受ける関係もありますので、利用者の方に同意をいただ

いてから、次の段階に進むという形になります。 

吉田委員：事業者への市からの説明をまだ何も受けていません。そろそろそのような時期かと思いま

すが、どのようになっているのでしょうか。 

事務局(課長)：国の方も予定が大分ずれておりまして、この条例案もようやく出てきたところであり、

子ども課としても、資料を集めて対応している状況です。この制度自体が新しいものなので、

基本的に国の示すところに基づいて進めていきたいと考えております。他の自治体について

も、国の示すところから大きく変更をかけているところはないようです。 

今井委員：１号、２号、３号という認定は非常に分かりづらいので、この辺りをもう少し分かりやす

く説明をしていただきたいと思います。 

事務局(課長)：現状に基づいて説明をすると、１号は幼稚園に通われる３歳以上のお子さんになりま

す。２号は３歳以上の保育園の利用者、３号は３歳未満の保育園の利用者となります。この

制度に基づくと、保護者は申請書を提出すると就労状況などから認定が決定されます。保護

者はこの認定書を持って、希望する幼稚園あるいは保育園に申し込んでいただく流れになり

ます。保護者の中には保育園に預けられる要件は満たしているものの、幼稚園を希望する方

もいらっしゃいます。そうした方には１号認定という形で、希望に沿うことも可能です。２

号、３号の認定を受けたから、幼稚園に行けないということではありません。その辺りのこ

とは、改めて事業者さん等にもよく説明をさせていただき、混乱のないようにしたいと思い

ます。 

今村委員：認定を受けてから施設利用の申し込みをするのですか。 

事務局(課長)：今年度については、支給認定と申し込みの手続きは同時進行でやっていくことを考え

ております。支給認定を申し込みいただいて、市からの認定書を持って希望施設への申し込

みというのが本来の流れですが、今年度は国の状況なども踏まえると同時並行的に対応させ

ていただくこととなると思います。今後、広報やホームページなどでお知らせしていきたい

と考えております。8月の広報では、今までの形で募集させていただきますが、10月以降は

新制度に基づく対応とさせていただきます。 

今井委員：募集をかけるにあたって一番困るのは、保育料などが示せないことです。今までは 9月頃

の募集時期に入園料や保育料などを示せていましたが、それが示せない状況です。東横野幼

稚園は新しい制度に乗らない方向なので、現状どおりの対応となりますが、移行するところ

はそうはいかなくなる。移行される事業者さんは困っている状況です。 
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事務局(課長)：幼稚園が施設型給付に移行する場合は、これまでの保育園と同じような形となり、市

町村が利用者負担を決定し、給付費が市町村経由で施設に支払われることとなります。運営

形態が変わってくることとなりますので、説明をしていきたいと思います。また、施設型給

付への移行はいつでもできるものなので、今回は見送られたとしても、状況をみて制度が落

ち着いたところで移行されることも可能ですので、今後、移行について手を挙げていただけ

ればなと思います。 

保護者の方も選択する幼稚園によって手続きが変わってくるので、市としてもできるだけ早

く情報を整理して周知を図っていきたいと思います。 

今村委員：認定についてですが、先ほどのお話ですと、子どもよりも保護者の生活時間が影響してく

るようですが、障がいのあるお子さんなどは、短時間、長時間では決められないように思い

ます。子どもの生活リズムもあるので、保育の要件がこども主体に考えていけるようにして

いただけると良いと思います。 

事務局(課長)：子どもと保護者とでは異なるところもあると思います。延長保育を考えると、長く預

かることが子どもにとって良いのか、就労形態が複雑化し、多様化するなかで、様々なニー

ズにこたえていくとなると、24時間保育園を開かなければならなくなりますし、全てのニー

ズにはこたえられない現状があります。国は保護者の生活様式の多様化も踏まえた中で考え

ているようですが、現場の中には、子どもの目線で考えるとどうなのかという意見もあるよ

うです。皆さんも色々な立場で参加されていますので、色々な角度から考えていただければ

と思います。 

今村委員：子どもの事情を加味して、単純に保護者の状況だけをみていくということではないように

していただきたいです。 

事務局(課長)：新しい制度の中には、保育の必要性については、ＤＶなども含めて、今までよりも広

がりがあります。今は骨組みの段階ですが、今後検討していく中で、優先すべき事項などに

ついてもご意見をうかがっていきたいと思います。 

今村委員：以前いただいた資料にも、子どもが主体である、子どもが主人公であると書いてありまし

た。私は、子どもにとって保育という環境をどう作っていくのかが大事だと思いますし、こ

うした会議で検討していけると良いと思います。周りには、安定した収入が得られなくなっ

た、あるいは収入が少なくなると心配されている方もいらっしゃいます。私はそうしたこと

も気になりますし、子どもを中心とした社会的なフォローみたいなものもできると良いかな

と思っています。 

事務局(課長)：子育て支援、保護者の支援、子どものことも踏まえた上での様々な支援を考えていき

たいと思います。これから施策を検討していく中で、皆さんのご意見をいただきながら、反

映をさせていきたいと思います。 

会  長：その他に質問等がなければ、国の示すところに基づくということでよろしいでしょうか。 
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（全員、異議なく承認） 

 

（３）安中市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準について 

事務局から資料 6に基づいて説明 

今井委員：事業所内保育に限定されるものですか。 

事 務 局：安中市の現状で該当するのは、事業所内保育となりますが、今のところ、希望している事

業者さんは把握していません。待機児童のいるような自治体では、こうした小規模の 3歳未

満児を預かる保育施設が今後出てくるかと思います。 

会  長：その他に質問等がなければ、国の示すところに基づくということでよろしいでしょうか。 

（全員、異議なく承認） 

 

（４）次世代育成支援対策推進法に基づく「行動計画策定指針」について 

事務局より資料 8に基づいて説明 

（質疑なし） 

 

（５）安中市子ども･子育て支援事業計画の｢基本理念｣(案)について 

前回の会議での基本理念のご意見の有無についての確認 

（質疑なし） 

 

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 5回の子ども・子育

て会議を終わらせていただきます。 

 


