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平成２９年度 第２回さいたま市社会福祉審議会 

児童福祉専門分科会 議事録 

日時：平成２９年１１月２日（木）１４：００～１５：２５ 

場所：市民会館うらわ ６階６０３・６０５集会室 

 次  第  

１ 開 会 

２ 議 事 

（１）「さいたま子ども・青少年のびのび希望（ゆめ）プラン」平成２８年度進行管理へ

の意見について 

（２）意見具申（案）について 

（３）「さいたま子ども・青少年のびのび希望（ゆめ）プラン」の中間年度の見直しにつ

いて 

（４）「さいたま市子どもの貧困対策推進計画」について 

３ 閉 会 

 資  料  

席次 

名簿 

次第 

資料１ 「さいたま子ども・青少年のびのび希望（ゆめ）プラン」平成２８年度進行管

理への意見について 

資料２ 平成２８年度事業実施状況・評価に対する意見書（案） 

資料３ 「さいたま子ども・青少年のびのび希望プラン」の中間年度の見直しについて

資料４ 「子どもの生活状況等に関する調査結果（速報）」について 

資料５ 「さいたま市子どもの貧困対策推進計画について」 

資料６ 意見記入用紙及び返信用封 

出席者・欠席者（敬称略）

【委員】 

出席委員・・・吉川はる奈（会長）、岩木晃、大野智子、小熊千代、笠原昭子、片柳

香子、勝田寿郎、久手仁美、佐久間由記、佐瀬弘恵、鈴木真由美、武

田ちあき、西田隆良、服部圓、武笠みどり、矢作修一 

欠席委員・・・石塚章夫、石山俊之、生形雅美、久世晴雅、坂本仁志、照沼香織、刀

根洋子、松本辰美、真野健、平川充保、横山美寿枝、渡辺裕 
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【事務局】さいたま市 

・子ども未来局 

子ども育成部：住谷部長／子育て支援政策課 小田嶋参事（兼）課長／子ども総合

センター開設準備室 鈴木参事（兼）室長／青少年育成課 岸課長／

児童相談所 町田参事（兼）所長／他 

幼児未来部：幼児政策課 柳田参事（兼）課長／のびのび安心子育て課 江幡課長／

保育課 齊藤参事（兼）課長／他 

総合療育センターひまわり学園：星次長（兼）総務課長 

・保健福祉局 

保健所：地域保健支援課 小林参事（兼）課長／他 

公開又は非公開の別

 公開 

問 合 せ 先   

子ども未来局 子ども育成部 子育て支援政策課 電話048-829-1909 

１ 開 会  

（事務局） 

（１）資料の確認 

（２）委員定数 2８人に対し過半数１６人の出席があり、「さいたま市社会福祉審議会

条例」の規定により児童福祉専門分科会成立の報告 

（３）傍聴希望者がいないことの報告 

２ 議 事  

（吉川会長） 

    こんにちは。１１月になりました。前回お会いしたときは暑かったなという記憶があ

ります。季節が変わって１１月になると、大人は、「ここから先は早いよな」と思ったり

して、年末まで駆け抜ける方も大分おられるのではないかと思います。 

子どもたちに関しては、園の方々は来年度の新入園児を迎える準備が始まったり、小

学校でも、新入学児の準備があったりと、新たな年度への始まりが少しずつ見えてくる

頃かなと思いますが、秋というのは、活動が深まるときと言われて、成長もすごく見え

る時期かなと思います。 

早速始めていきたいと思います。今日もいろいろな議題を準備してございますので、

活発な意見を出していただければと思います。御協力のほど、よろしくお願いいたしま

す。では、次第にしたがいまして議事を進めてまいりたいと思いますが、本日も時間の

目途を先にお伝えします。目標３時半、遅くとも４時には終了したいと思います。それ

では、議事（１）「さいたま子ども・青少年のびのび希望プラン」平成２８年度進行管理

への意見について、執行部より説明をお願いいたします。 

（子育て支援政策課長） 

 それでは、議題の（１）につきましては、子育て支援政策課長の小田嶋より説明させ
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ていだだきます。 

お手元の資料１「さいたま子ども・青少年のびのび希望プラン」平成２８年度進行管理

への意見について、をお願いいたします。こちらは、９月１日に開催させていただきまし

た「第１回分科会」にて委員の皆様よりいただきました御意見と、「分科会後」にいただき

ました御意見をまとめたものでございます。 

 まず１ページの分科会内における御意見ですが、「妊産婦・新生児訪問指導事業」と「ハ

ローエンゼル訪問事業」、「子育てヘルパー派遣事業」、さらには、「保育所の維持」につい

て、御意見をいただきました。まず「妊産婦・新生児訪問指導事業」と「ハローエンゼル

訪問事業」につきましては、なかなか会えない母親のフォローが課題であったため、この

事業を評価する。また、児童虐待の兆候の早期察知、専門家だけでなく子育て経験者が訪

問することも意義があるとの御意見をいただきました。さらに様々な年齢の方に訪問員と

なっていただくための負担軽減に努めるようにとの御意見もございました。 

  次に、「子育てヘルパー派遣事業」につきまして、利用者側から真に必要とされる内容を

１か所で行うことは重要であるとの御意見をいただきました。 

  次に「保育所」の関係ですが、待機児童対策のため保育所が増えることは良いことだが、

子どもの安全の確保とその将来のためにも、今後の維持方策について検討するようにとの

御意見をいただきました。 

  続きまして２ページをご覧ください。こちらは分科会後にいただきました御意見でござ

います。こちらにおきましても、「妊産婦・新生児訪問指導事業」と「ハローエンゼル訪問

事業」につきまして、分科会内にていただきました御意見と同様に、訪問員の努力に対す

る評価をいただいております。 

  説明は以上でございます。 

（吉川会長） 

  ありがとうございました。それではただ今の説明に対しまして、御意見や御質問等が

ありましたらお願いいたします。 はい、西田委員さん。 

（西田委員）  

前回の分科会内の意見なので、私も記憶が定かではないのですが、学童保育の待機児

童がゼロにならないという状況がありますので、そのことについては発言したかと思い

ます。保育園では、待機児童ゼロをめざしてということで、非常に頑張ってきているか

と思いますが、学童保育の待機児童は５００名前後をずっと維持している。もし、私が

意見を言い忘れたとすれば、内容の重大性からも、このことは付け加えていただきたい

と思います。さらには、処遇改善に関しても発言があったかと思う。保育園の保育士処

遇改善が十分ではないものの、行われている中で、学童保育の支援員の処遇改善も、確

かに行われているのですが、非常に微々たるもので、実際には２万円ぐらい足らないの

かなという感じはいたします。国の方の処遇改善が増えている中で、さいたま市がこの

まま手をこまねいていると、事業そのものの存続が危ぶまれてくるという状況ですので、

ぜひこの内容について追加して明記していただければと思います。 

（吉川会長） 

  はい、ありがとうございました。それでは執行部からお願いいたします。 

（子育て支援政策課長） 
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  ただいまのお話でございますが、こちらは御意見としてまとめさせていただいたもの

でございますので、私どもの方でも議事録を再度拝見させていただいて、西田委員さん

のおっしゃる部分も確認次第付け加えさせていただきたいと思います。 

（吉川会長） 

  ありがとうございました。他にはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

  それでは次に進みたいと思います。議事（２）意見具申（案）について、説明をお願

いします。 

（子育て支援政策課長） 

  それでは、議事（２）に移らせていただきます。お手元の資料２をお願いいたします。

こちらは、本分科会における平成２８年度事業評価に対する意見としまして、市長へ具

申するものとなります。 

  ２ページを御欄ください。こちらは、先ほど議事（１）で御説明いたしました、分科

会における御意見をもとに作成したものでございます。 

  １につきましては、「妊産婦・新生児訪問事業」及び「ハローエンゼル訪問事業」につ

いて、でございます。一、二段落目は、この事業に対して評価いただきましたこと、三

段落目につきましては、訪問員の負担軽減について記しております。 

  ２につきましては、「子育てヘルパー派遣事業」について、でございます。一段落目は、

利用者側から必要とされる内容を１か所で実施することの意義について、また二段落目

は、内容の充実、極め細やかな対応に努めるよう記載しております。 

３につきましては、保育所、放課後児童クラブの維持について、でございます。一段

落目は、待機児童対策のための施設増の評価について、二段落目は、安全の確保と子ど

もの将来のためにも、職員の確保及び質の向上に努めるよう記しております。  

  以上３項目からなる意見書（案）を作成させていただきました。御審議のほど、よろ

しくお願いいたします。

（吉川会長） 

  それでは、この意見書を見ていただいて、御質問や御意見等がありますでしょうか。

よろしいでしょうか。先ほどの西田委員さんからの意見についても盛り込んでいる形で

すね。 

（西田委員） 

  そうですね。先ほどは、具体的にお話ししたのですけれど、具体的でない表現の方法

でいうと、このくらいにはあたるのかなと思う。ただし、何をもって質の改善なのかと

いうところが分からないというのであれば、先ほどのように処遇改善と明記した方がよ

ろしいのかなと思います。 

（吉川会長） 

  はい、他にはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。では、ここまでにいたします

が、今年度の計画の見直しを行っているという状況を鑑みまして、この意見書に、「市民

目線で事業を進められるように」ということばを追記させていただきたいと考えている

のですが、いかがでしょうか。とても大事なことで、子どもたちの、また、市民の幸せ

を願って事業を進めていくことのメッセージを入れた方が良いかなと思います。特にな

ければ、それを盛り込んで進めていただくようお願いいたします。 
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また、提言書の微修正と追記につきましては、こちらへ一任させていただきたいと思

うのですがよろしいでしょうか。それでは、今後の手続き等は、私の方で執り行いたい

と思います。 

それでは、（３）に進みます。「さいたま子ども・青少年のびのび希望（ゆめ）プラン」

の中間年度の見直しについて、執行部から説明をお願いいたします。 

（子育て支援政策課長） 

それでは、お手元の資料３「さいたま子ども・青少年のびのび希望プラン」の中間年

度の見直しについて、を御覧ください。 

まず始めに、今回の見直しにつきましては、平成 30 年度及び平成 31 年度の「量の

見込み」及び「確保方策」につきまして、現状と 10％以上のかい離があるものや、計

画を前倒しして実施したもの、さらには、市独自に見直しを実施するものとがございま

す。また、見直しの対象事業につきましては、資料３に掲載しております「計画必須記

載事業」が主なものとなります。本日は、この「計画必須記載事業」のうち、見直しを

行う事業と新規事業につきまして御説明いたします。 

資料を御覧いただく際の参考ですが、見直し後の文言や数値につきましては、赤い文

字で記載しております。また、事業名を黄色マークしてあります事業は、前回の分科会

にて見直しを行うとお示しした事業で、ピンク色マークしてあります事業は、前回の分

科会後に再度精査した結果、見直しをすることとした事業でございます。なお、「量の見

込み」につきましては、想定される利用人数等の数値であり、「確保方策」は、その利用

人数を受け入れるために提供する定員や施設数などの数値となり、この「確保方策」が

達成すべき目標値となります。 

 それでは、まず３ページ及び４ページをお願いします。事業番号２「保育所等（３～

５歳児）」につきましては、利用者数の見込み値である「量の見込み」及び、提供できる

人数である「確保方策」につきまして、認可保育所などの新設や定員増を前倒して実施

したことから、現状に則した見直しを行うものです。なお、平成 29 年４月に保育所等

待機児童ゼロを達成したことから、「待機児童が多く」の文言を削除いたします。 

次に５ページから 10 ページの、事業番号３「保育所等（０～２歳児）」におきまして

は、新設や定員増を進めた結果、利用定員の「量の見込み」及び、提供できる人数であ

る「確保方策」につきまして、当初計画と 10％以上の“増”という形になって、かい

離がみられたことから見直しを行うものです。なお、先ほどの事業番号２と同様に、平

成 29 年４月に保育所等待機児童ゼロを達成したことから、「待機児童が多く」の文言の

削除を行います。 

次に 11 ページ、12 ページの、事業番号９「放課後児童クラブ」につきましては、

民設放課後児童クラブの新設・増設などを実施し、計画を上回って定員の増加を図った

ことから、「量の見込み」・「確保方策」の両方を、現状に合わせ見直しを行うものです。 

次に 13 ページをお願いします。上段の、事業番号 10「時間外保育（延長保育）事

業」につきましては、計画の前倒しや 10％以上のかい離などはございませんが、市の

判断により、現状に合せるため「量の見込み」・「確保方策」の見直しを行うものです。 

続きまして、同じく 13 ページの下段、事業番号 12「トワイライトステイ事業」に

つきましては、前回の分科会後に再度精査した結果「量の見込み」である延べ利用者数
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の見込みにつきまして、見直しを行うものとした事業です。なお、受入れ施設数である

「確保方策」につきましては変更ございません。 

次に 14 ページをお願いします。上段、事業番号 13「子育て支援センター（単独

型）事業」につきましては、こちらも前回の分科会後に再度精査した結果、「量の見込み」

である延べ利用者数につきまして、10％以上“減”のかい離となる見込みとなったため、

見直しを行こととしました。 

次に、下段、事業番号 14「子育て支援センター（保育所併設型）事業」につきまし

ては、「量の見込み」である延べ利用者数において 10％以上“減”のかい離となる見込

みであるため、見直しを行うとともに、目標値である「確保方策」におきましても、計

画を上回り実施したことから見直しを行うものです。 

次に 15 ページをお願いいたします。上段の、事業番号 15「のびのびルーム事業」

につきましては、前回の分科会後に再度精査した結果、「量の見込み」である延べ利用者

数において 10％以上“減”のかい離となる見込みであり、また、「確保方策」である施

設数については、市の判断にて見直しを行うこととしました。 

次に下段の、事業番号 17「一時預かり事業（保育所）」につきましては、市の判断に

より見直しを行うものです。「量の見込み」である延べ利用者数を“減”、目標値である

「確保方策」である施設数の増を行います。 

次に 16 ページをお願いいたします。上段の、事業番号 18「一時預かり事業（単独

型子育て支援センター）」につきましては、目標値である「確保方策」の施設数において、

当初計画と 10％以上“減”のかい離となる見込みであるため、見直しを行うものです。 

また下段の、事業番号 19「病児保育事業」につきましては、延べ利用者数である「量

の見込み」において、当初計画と 10％以上“減”のかい離となる見込みであるため、

見直しを行うものです。 

次に 17 ページをお願いします。上段、事業番号 20「ファミリー・サポート・セン

ター運営事業」につきましては、延べ利用者数の「量の見込み」において、当初計画と

10％以上“減”のかい離となる見込みであり、目標値となる「確保方策」の提供会員数

については、市の判断にて見直しを行うものです。 

下段の事業番号 21「子育て緊急サポート事業」につきましては、延べ利用者数であ

る「量の見込み」において、こちらも当初計画と 10％以上“減”のかい離、目標値と 

なる「確保方策」のサポート会員数において、当初計画より 10％以上“増”のかい離

となる見込みであるため、見直しを行うものです。 

次に、１８ページをお願いします。上段、事業番号 24「子育て支援総合コーディネ

ーター事業」につきましては、箇所数である「量の見込み」、「確保方策」ともに、当初

計画と 10％以上“減”のかい離となる見込みであるため、見直しを行うものです。 

次に、中段、事業番号 25「保育コンシェルジュ事業」につきましては、当初計画で

は、平成 29 年４月の待機児童ゼロの達成をもって、事業の廃止を検討しておりました

が、今後も増々多様化する保育ニーズに対応するため、平成 29 年度以降も事業をして

いくこととし、保育コンシェルジュの人数である「量の見込み」及び「確保方策」につ

いて、現行の 10 人を継続し配置する見直しを行うものです。 

次に 19 ページをお願いいたします。上段、事業番号 29「妊産婦・新生児訪問指導
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事業」につきましては、前回の分科会後に再度精査した結果、訪問件数である「量の見

込み」におきまして、当初計画と 10％以上“増”のかい離となる見込みとなったため、

見直しを行うものです。 

次に、下段、事業番号 30「ハローエンゼル訪問事業」につきまして、実施件数であ

る「量の見込み」においては、市の判断により見直しを行うものです。また、実施体制

及び機関である「確保方策」におきまして、当初計画と 10％以上“増”のかい離とな

る見込みであるため、見直しを行うものです。 

次に 20 ページをお願いいたします。上段、事業番号 45「子育てヘルパー派遣事業」

につきましては、前回の分科会にて見直しを実施する予定でしたが、当初の計画の目標

である「確保方策」を維持し進めることとしました。よって、見直しは行わないことと

いたします。 

次に下段、事業番号 75「さいたま市放課後子ども総合プラン」につきましては、計

画を上回って実施したことから、見直しを行うものです。 

最後に 21 ページをお願いいたします。事業番号 91 番、「妊娠・出産包括支援センタ

ー（利用者支援事業・母子保健型）」につきましては、本年度の見直しにより、新規で追

加する事業となります。 

 大変雑駁ではございますが、説明は以上です。

（吉川会長） 

  それでは、ただ今の説明に対しまして、御意見、御質問はありますでしょうか。 

 何かございますか。西田委員さん 

（西田委員） 

  ３ページの保育園の話なのですけれど、待機児童という文言がなくなったということ

で、待機児童ゼロを達成したという話かと思いますけれど、各市町村でばらばらであっ

た待機児童の考え方を国が一元化した。それをもとにすると待機児童はまだまだたくさ

んいらっしゃると思います。とても待機児童ゼロを達成する状況にはない。まず、待機

児童の定義を国の定めたものに変えるか、変えないか。このままであると、（旧定義では）

待機児童ゼロは確かに達成しているのですけれど、それを待機児童ゼロと言っていいの

か疑問があるのですが、いかがでしょうか。 

（吉川会長） 

  執行部はよろしいでしょうか。 

（のびのび安心子育て課長） 

  のびのび安心子育て課長です。今の御質問ですが、国が示した基準は、おっしゃると

おり、平成２９年度当初に新たな基準が示されたところであります。例えば育児休業中

の方の取り扱いにつきましては、（復職）意思を確認できる場合は、待機児童とするとい

うことでございましたが、さいたま市の場合は、約３９０人の育休中の方がいらっしゃ

って、改正が急であったことから、その方々の意思が確認できなかったこともあり、今

回発表した待機児童ゼロは従前の定義によるものでございます。来年度、平成３０年度

につきましては、新定義のとおり、育休中の方の取り扱いについては、（復職の意思を確

認できる場合は）待機児童に含まれるという認識でございます。確かに、保育需要の多

い地域におきましては、保育所を利用したくても利用できない方がまだまだいらっしゃ
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るという認識はございます。この文言を変えたということも、（待機児童ゼロの）発表を

したということをもとに、「待機児童が多く」や「待機児童の解消を目指します」を削除

させていただきましたが、これを削除したから、保育所を利用できない方がいないとい

う認識は決して持っていません。平成３０年４月に向けては、今のところ、約１，５０

０人の定員確保を目指しているところでございます。引き続き待機児童対策を進めてま

いりたいと考えております。 

（吉川会長） 

  はい。ありがとうございました。それでは、他にはいらっしゃいますか。中間年度の

見直しということで、また今後に向けて考えていくというひとつのデータだと思います。

勝田委員さん、どうぞ。 

（勝田委員） 

   幼稚園協会の勝田です。１５ページ１６番の「預かり保育事業（幼稚園）」ですが、

厚労省が２歳までですかね、そして文科省は２歳児から幼稚園で預かり保育をしてく

ださいという通知が出たのですけれど、この通知に伴う人数はこの１６番の預かり保

育事業には参入・算定はされているのでしょうか、またこの２歳児の預かり保育の情

報は入っているのか、いつから始まるのかについて、お分かりになればお知らせいた

だきたい。 

（吉川会長） 

  ありがとうございます。執行部からお願いします。 

（幼児政策課長） 

  幼児政策課でございます。２歳児の幼稚園での受入れでございますが、まず、こちら

にお示ししてある数字には、２歳児については加味されておりません。市といたしまし

ても、国から通知が出ていることについては、重々承知しております。市の方針といた

しましては、２歳児の幼稚園の受入れについて、お願いしていいのか、どうなのか検討

している状況でございます。やはり、２歳までのお子さんと、３歳以上のお子さんは、

いろいろな意味で異なる面が多いと思っておりますので、これまで３歳以上を中心に幼

児教育をやっていただいている幼稚園さんに、２歳のお子さんをお願いするということ

は、幼稚園の方々とも慎重に協議していくべきものと考えております。 

（勝田委員） 

  国は２歳児の受入れで、一日を教育するようにとは言っていない。「一時預かり」とい

う名称を用いているので、その辺の文言が２歳児の「教育」を指すのか単なる「預かり」

を指すのかというところで、ことばが錯綜してしまう。国はあくまでも２歳児の「受入

れ」とうたっているので、受け取り方を間違えてしまうと「教育」になってしまう。関

係者のことばの取り違えが多いようですので、もし聞かれたら、内閣府ですかね、注意

して確認していただければと思います。 

（吉川会長） 

  はい、それではよろしいでしょうか。私は、新規ということで、「妊娠・出産包括支援

事業」があがっていましたが、妊娠期から出産・子育て期に渡って継続して長期に、丁

寧につながりを持ってサポートしていく事業が全国的に展開されている中で、さいたま
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市はどうなっていくのかと気にはなっていたところです。もちろん、これまでも多分関

連した事業が、いろいろな形でされていたのかなと要所要所で思います。事業がたくさ

んあれば華やかですが、一方で、整備をしながら新しいニーズに合わせた形に修正して

いくことが、これからは大事になってくるという思いで、期待を込めて見ていました。

今後もしっかりと取り組んでいただきたいと個人的には思っております。 

 他にはよろしいでしょうか。西田委員さん。 

（西田委員） 

  放課後児童クラブの量の見込みですが、どのように出したのか再度確認したいことと、

今、公立地域で５００名ぐらいの待機児童がいますが、今後もずっと待機児童を出し続

けるのか、減らす方向を考えているのかということ。さらに、国の示した１クラブ当た

り４０名という基準を守る気があるのか、ないのかということです。例えば、４０名だ

と約３００か所を超える施設が必要ですけれど、今は残念ながら２２０ぐらいしかない。

このことについて、この量の見込みは、それを勘案して入れているのかが疑問です。 

（吉川会長） 

  はい、お願いいたします。 

（青少年育成課長） 

  ただ今の、量の見込みの考え方ですけれど、学校ごとに、実際に入っている児童と待

機児童を合算した人数が学校のニーズになります。それを児童数で割り返すと、１校当

たりのニーズ率となります。平成２５年度から２９年度までの過去５年間で、２７年度

に制度が変わっていて平準化したデータが取れませんので、その年を除いた４か年のニ

ーズの伸びを見まして、それに対し学校ごとにいる生徒の見込み数に掛けてはじき出し

た数字が今回の積み上げ数字になります。そうしますと、理論上は、待機児童はゼロに

なる形にはなります。ただ、その形になりますと、既存で定員をオーバーした施設も含

めてしまいますので、（待機児童数が）ゼロになっていても、定員超過気味のところも恐

らくあるだろうと思います。今後、定員超過率も考えていくことになると思います。

（西田委員） 

  ありがとうございます。この計画は２年半ほど前につくられて、計画の量の見込みが、

現実的には大体でかい離があった。そのかい離の部分は、保育園と学童保育の量の拡充

の差です。保育園をたくさんつくっていても、学童保育がこれに追い付いていないとい

う現実があるので、その部分がどうしても待機児童になる。これは当たり前の話なので、

保育園をたくさんつくるのであれば、それに見合った学童保育をつくらなければならな

いというのが道理だと思いますので、そこのところを勘案してほしい。確かに児童数は

減っているが、学童保育を利用したいという家庭は増えておりますので、そこの部分を

勘案した数字を出すように、確認していただければと思います。こちらも読み込んでい

きたいと思います。 

（吉川会長） 

  はい、お願いします。 

（青少年育成課長） 

  計画ということで、数字での理論上の計算の話になります。理論上はこれで(待機児童

数)ゼロになるはずなのですけれど、おっしゃったように、生徒数が減っているのに、放
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課後児童クラブに入っている数はむしろ増えている状況が学校ごとに出ています。そう

いった面では、理論どおりいくとは限りませんので、計画はありますけれど、常に待機

児童の動向を見ながら、しっかりと対応していきたいと思います。 

（吉川会長） 

  ありがとうございました。それでは、ここまでといたしたいと思います。 

  それでは、議事の（４）に行きたいと思います。「さいたま市子どもの貧困対策推進計

画」について、執行部から説明をお願いいたします。 

（子育て支援政策課長補佐） 

議事（４）につきましては、子育て支援政策課の私、松尾と神原で説明をさせていた

だきます。２０分程の説明時間をいただきます。 

それでは、議事（４）「さいたま市子どもの貧困対策推進計画について」説明させてい

ただきます。前回でも説明させていただきましたとおり、さいたま市では、今年度末ま

でに子どもの貧困対策推進計画を策定することとし、子どもの貧困に関する実態調査の

実施、また計画内容の検討を進めてまいりました。本日は、委員の皆様に調査結果の速

報と計画の素案をお示しし、御意見をいただきたいと考えておりますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

それでは、まず資料４「子どもの生活状況等に関する調査結果」（Ａ４判横）をご覧く

ださい。８月に実施しました、子育て家庭の実態を把握するためのアンケート調査の結

果がとりあえずの形でまとまりましたので、この資料に沿って説明させていただきます。 

時間の都合もありますので、いくつかの項目を絞っての説明となりますが、よろしくお

願いいたします。 

それでは表紙を御覧ください。「１ 調査対象」ですが、本調査は、一般調査と支援利

用者調査の２区分で行いました。一般調査は、住民基本台帳からの無作為抽出で、資料

にありますとおり、子どもの年齢ごとに４つの区分で実施しています。支援利用者調査

は、生活保護、児童扶養手当、就学援助受給世帯を対象に、資料の２区分で実施してい

ます。資料の右側を御覧ください。「５ 回収率」でございますが、保護者につきまして

は全体で３１％、子どもにつきましては全体で約２５％の方から回答をいただきました。 

１枚めくって、１ページ目を御覧ください。本資料の構成ですが、右下にページを記

載してございます。最初が「保護者」で２４ページまで、次に「小学生」で９ページ、

最後に「中学生以上」の子どもの回答を集計したものが１０ページまでとなっています。

また、それぞれの表は、一般調査と支援利用者調査を比べる形となっており、ポイント

となるような気になる部分には網かけをして、右側にコメントを付けています。 

まず、最初の問１を御覧ください。この調査結果を見る上での前提となりますが、保

護者の回答は一般、支援利用者ともに「母親」が８割以上となっています。調査は、宛

名を「子どもの名前とその保護者様」として郵送し、保護者は父・母親のどちらが回答

しても構わないとしましたが、結果として、ほとんどが「母親」による回答でございま

した。 

次に、１枚めくっていただき、下側の３ページを御覧ください。問４で、「ひとり親世

帯」であるかどうかを尋ねる設問ですが、一般調査ではひとり親世帯に「該当しない」

が９５％、一方、支援利用者ではひとり親世帯に「該当しない」が２６．９％と、支援
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利用者の回答者は「ひとり親世帯」が７割以上となっています。これについては、支援

利用者のアンケート対象者を抽出する際、生活保護や就学援助受給世帯の子どもの人数

が割合として少なく、ひとり親世帯等を対象とする児童扶養手当の受給者の割合を高く

して調査を行ったことによるものでございます。以上２点、保護者の回答は一般・支援

利用者ともに「母親」が多いこと、そして一般の回答では「ひとり親世帯ではない」が

多く、支援利用者のほうは「ひとり親世帯」からの回答が多くなっていること。この２

点を前提に、御覧いただきたいと思います。全体の結果としては、やはり支援利用者は

一般と比較して、生活状況や学習の面等に問題があるケースが見られます。これからい

くつかを御紹介いたしますが、細かくは後ほど、御覧いただきたいと思います。 

それでは次に、３枚めくっていただき、上の８ページ目を御覧ください。中段の問１

１で、子どもの学習の理解度についての設問ですが、支援利用者のほうが一般と比べて

「あまり理解していない」との回答割合が多いなど、学習の理解度がやや低い傾向が見

られました。 

次にその下の９ページ、問１３を御覧ください。子どもの進学希望についての設問で

すが、一般・支援利用者とも「大学」を希望との回答が多くなっていますが、一般の７

２．７％に対し、支援利用者では５２．９％と低く、一方で「高等学校」などの回答割

合が一般と比べて高くなっています。また、その下、問１４の「実際にはどこまで進む

と思うか」について、支援利用者では「大学」が３５．１％と下がり、「高等学校」や「専

門学校等」の回答割合が一般と比べて高くなっています。その下、問１５で希望と現実

のギャップの理由を訊いていますが、支援利用者では「経済的な余裕がない」との回答

が４７．５％と高くなっています。 

次に１枚めくって、下の１１ページを御覧ください。問１７で、子どものことで悩ん

でいることを訊いていますが、支援利用者では、教育費のことや進学・受験のことが心

配という回答割合が特に高く、その他、就職のことや基本的な生活習慣等についての悩

みも一般と比べて高くなっています。 

次に１枚めくって、下の１３ページを御覧ください。問２１になります。保護者の就

業状況についての設問ですが、上下に２つ並んでいます。上段が「あなた」、つまり「回

答者」です。最初に説明したとおり、ここは主に「母親」、下段が「配偶者」で主に父親

の割合が高いという前提となっています。ここでは下段の配偶者、主に父親になるかと

思いますが、回答に大きな差が見られました。一般では「正社員」が７６．３％である

のに対し、支援利用者では４７．９％と低い状況です。しかも、支援利用者の回答はひ

とり親世帯が７割以上と最初に説明しましたが、その世帯では配偶者の回答はありませ

ん。そうすると上段のあなたつまり主には母親の仕事のみで家計をやりくりしているこ

とになりますが、支援利用者では「正社員」が２７．９％しかありません。 

ここで３枚めくってください。下の１９ページになります。中段の問２９で、世帯全

体の可処分所得について訊いています。一般では 667.4 万円、支援利用者では 244.8

万円と大きく差がありますが、ひとり親世帯であるかどうか、またその就業形態が影響

していると考えられます。 

また１枚めくってください。上の２０ページ、問３２を御覧ください。「過去１年間に

経済的な理由で次のような経験をしたことがありますか」、という設問ですが、「家族が
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希望しているのに旅行に行くことができなかった」、「子どもが希望しているのに塾や習

い事に行かせることができなかった」との回答割合が支援利用者で高く、その他「電気

料金の未払い」や「税金の滞納」等についても一般と比べて高い状況にあります。次の

問３３で、暮らしについての実感を訊いていますが、支援利用者では「やや苦しい」、「大

変苦しい」の回答割合が高くなっています。 

次に１枚めくっていただき、下側の２３ページを御覧ください。問３８で「相談でき

る人がいるか」尋ねたところ、「相談相手がいる」との回答が多いのですが、一般と比べ

ると支援利用者では「相談相手がいない」との回答割合が高くなっています。 

最後、１枚めくってください。上の２４ページになります。問 40 で、必要と思う支

援策について尋ねたところ、支援利用者では「子どもの就学に係る費用の軽減」や「無

料・低額の学習支援」に関する回答割合が高くなっています。 

保護者の調査結果については以上ですが、支援利用者、回答者はひとり親世帯が多い

のですが、その暮らしの状況等をある程度把握することができたと考えております。 

時間の関係もございますので、小学生、中学生以上の子どもの調査結果の説明は省略

させていただきますが、一般、支援利用者の子どもは、どちらも自己肯定感に関する設

問をはじめ、全般的にプラスの回答が多くあったように感じています。しかし、支援利

用者の子どもは、学習状況や進学希望など様々な設問で、一般と比べるとややマイナス

の回答割合が多いという傾向が見られました。ぜひ、この次に続く子どもの回答結果、

また、保護者の回答の他のところについても、後ほど目を通していただければと思いま

す。 

なお、調査結果については別冊資料としてまとめ、計画書には「学習状況」、「暮らし

の状況」、「悩んでいること等」の３つの観点から調査結果を抜粋して掲載したいと考え

ております。 

（子育て支援政策課主査） 

続きまして、資料５（Ａ４判縦）を御覧ください。ここからは、子育て支援政策課の

神原が説明いたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、「さいたま市子どもの貧困対策推進計画（素案）について」説明させていた

だきます。表紙をめくっていただき、目次を御覧ください。本市の子どもの貧困対策推

進計画は、子ども・青少年の健全育成に関わる基本計画であります「さいたま子ども・

青少年のびのび希望(ゆめ)プラン」と深く関係するものであり、これと一体的に進める

ため、同プランに新たに第６章を設け、策定してまいります。 

続いて、１１２ページを御覧ください。子どもの貧困対策の背景として、１１２ペー

ジから１２１ページにかけて、前回説明させていただきました、子どもの貧困対策の推

進に関する法律、子どもの貧困対策に関する大綱等の国の動き及び県の動きを掲載して

おります。 

続きまして、１２２ページを御覧ください。本市の状況として、１２２ページから１

４２ページにかけて、こちらも前回説明させていただきました、統計データ及び実態調

査結果を掲載しております。１２２ページから１２４ページにかけては、「20 歳未満生

活保護受給者数の推移」、「児童扶養手当受給者数の推移」、「就学援助認定者数の推移」

といった統計データをお示しております。 
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続きまして、１２５ページを御覧ください。国の大綱に示されている子どもの貧困に

関する指標のうち、本市が示すことができる数値を表にしてまとめております。さいた

ま市の列を御覧ください。空欄は現在確認中でございます。上から見ていただきますと、

児童養護施設の子供の進学率及び就職率（高等学校卒業後）の欄につきましては、進学

や就職を希望する高校３年生がそれぞれ１人であったため１００％となっております。 

続いて中ほどになりますが、スクールソーシャルワーカーの配置人数は２０人、スクー

ルソーシャルワーカー及びスクールカウンセラーの配置率は１００％、就学援助制度の

周知につきましては、入学時及び進級時に全児童生徒に書類を配付しております。さら

に、朝食欠食児童・生徒の割合については、小学校６年生においては３．３％、中学校

３年生においては５．４％と、全国に比べ低くなっております。 

続きまして、１２６ページを御覧ください。１２６ページから１３９ページにかけて、

子どもの生活状況等に関するアンケート調査結果を掲載しております。アンケート調査

結果概要につきましては、先ほど説明させていただいたものをグラフや表を交えて掲載

しておりますので、後ほど御覧いただければと思います。 

続きまして、１４０ページを御覧ください。１４０ページから１４２ページにかけて、

様々な困難を抱えている子どもやその保護者に対し、支援を行っている方へのアンケー

ト調査及びヒアリング調査の概要を掲載しております。まず、支援者アンケート調査で

ございますが、調査対象は、区役所、相談機関等で、「保護者や子どもの特徴・抱えてい

る課題」、「支援・連携等に関する課題」、「今後、必要な支援・施策」についてアンケー

ト調査を実施いたしました。 

主な回答といたしましては、 

(ｱ)「困難を抱える家庭の背景について」ですが、保護者については、非正規雇用など

就労・収入が不安定であるほか、疾患や障害、離婚等様々な困難を抱えていたり、保護

者自身が経済的困窮や虐待等、困難な環境で育ったことが背景にある。また、子どもに

ついては、病気や障害を持っていたり、引きこもりや不登校の経験をしているケースが

みられるとの回答がありました。 

(ｲ)の「生活の様子、子どもの学習状況や性格等について」ですが、保護者については、

生活習慣の乱れ、金銭管理の問題等のほか、周りに頼る人がいない、頼ることができな

い等、孤立状態にある。また、子どもについては、生活習慣や食生活の乱れ、衛生上の

問題を抱え、学習習慣・意欲・学力に問題があり、自己肯定感や向上心が低い、コミュ

ニケーションや感情のコントロールが苦手であるとの回答がありました。 

(ｳ)の「保護者と子どもの関わり方について」ですが、保護者の子どもへの関わり方に

ついて、子どもへの関心が薄い、あるいは過保護、過干渉等の傾向があるほか、ときに

は子どもへの暴言や暴力といったことも見られ、また、子どもから保護者への関わり方

について、関わりが薄く、愛着形成が弱い、また、保護者に本音を言えない、要求をぶ

つける、保護者に依存、保護者に頼れない等のケースがみられるとの回答がありました。 

続きまして、１４１ページを御覧ください。(ｴ)の「支援を行う上での課題について」

ですが、支援を必要としている人が拒否反応を示す、支援制度を知らない、あるいは、

知ろうとしない、また、支援の狭間にあり、現状の把握が難しく支援が届かないこと、

そして、支援を求めてこない家庭へのアプローチについて、支援策の周知、地道な訪問
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による丁寧な説明が必要との回答がありました。 

(ｵ)の「今後、必要な支援策について」は、関係者や関係機関との連携、それぞれが持

つ情報や支援内容等の共有と横断的で切れ目のない支援、各種支援の充実が必要との回

答がありました。 

この、支援者アンケート調査を参考に、自立援助ホーム、学習支援教室、子ども食堂

の３団体をピックアップしてヒアリング調査を実施いたしました。１４１ページ中に、

ヒアリング結果概要を掲載しております。 

主な意見といたしまして、子どもについては、家庭環境から大人に対する不信感を持

つ子どもが多いが、まず、大人に対する信頼関係を再構築すること、そして、子ども自

身が他者から認められるような多様な経験を得ること、多様な価値観を学ぶことで、自

信を持ち、自立への気づき・意識を促すことが大切。 

また、保護者については、相談機関を探したり、相談する時間がない等の状況がある

ため、アウトリーチや支援につなげる仕組みや、ほどよい距離感でつらい思いを含めて

話ができるような、寄り添って共感してくれる人・機会・場所が必要との意見をいただ

きました。 

続きまして、１４３ページ上段を御覧ください。ここから、本市の「子どもの貧困対

策の基本的な考え方」を掲載しております。 

子どもの貧困は、経済的に生活が制限されるだけでなく、子どもの人生の長期間にわ

たり影響を及ぼします。また、「貧困の連鎖」への対策も必要です。 

このことから、現在、貧困に陥っている子ども・青少年・家庭に対する支援、そして

次世代の子ども・青少年・家庭が貧困に陥ることを防ぐため、短期的・長期的の両方の

視点に立った、幅広い分野での取組が必要です。 

そこで、「さいたま子ども・青少年のびのび希望プラン」の基本理念であります、「子

ども・青少年の幸せと命の尊さを第一に考える地域社会」の実現と、計画の視点として

掲げた「子ども・青少年の視点」、「すべての子ども・青少年・子育て家庭への支援の視

点」、「社会全体による支援の視点」の３つを踏まえ、 

▢「子ども・青少年の個性が尊重され、健やかに成長するための環境をつくる」 

▢「子ども・青少年の心身ともに健やかな成長と希望を育む」 

▢「地域社会全体で子ども・青少年を育て、見守り、支える」 

の３つを子どもの貧困対策の基本的な考え方として、施策を推進してまいります。 

１４３ページ下段を御覧ください。１４３ページから１５０ページにかけて、施策体

系と基本目標を掲載しております。本市の子どもの貧困対策は、子ども・青少年・家庭

の困難を乗り越える力を育み、それを社会全体で支えていくように、すべての子ども・

青少年・家庭・地域社会を対象とした、「子どもの貧困対策を支える基盤づくり」と、困

難を抱えている子ども・青少年・家庭に気づき、継続的に支援を行い、困難な状況が次

世代へ連鎖をしないよう、様々な困難を抱えている子ども・青少年・家庭を対象とした、

「子どもの貧困対策における施策の柱」の２本立てで施策を展開してまいります。 

恐れ入ります、最終ページにあるＡ３横の図を御覧ください。基本目標は、こちらの

施策体系図で説明させていただきます。 

「子どもの貧困対策を支える基盤づくり」は、 
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基本目標Ⅰ 子ども・青少年の人権と個性が尊重される社会の実現を目指す 

基本目標Ⅱ 次代を担う子ども・青少年の成長と希望を育み、自立を支援する 

基本目標Ⅲ 子ども・青少年が健やかに成長するための環境づくりを推進する 

基本目標Ⅳ 社会全体で子育て・青少年育成を理解し、支える 

の４つの基本目標とそれぞれに基本施策を掲げ、幅広い分野で取り組んでまいります。 

三角形の上にある「子どもの貧困対策における施策の柱」は、現在、貧困に陥ってい

る子ども・青少年・家庭に対して、 

基本目標１ 保護者の生活を支える 

基本目標２ 子ども・青少年の心身の健康と成長を守り、自立を支援する 

基本目標３ 気づきから支援へつなぐ 

の３つの基本目標とし、それぞれに基本施策を掲げ、取り組んでまいります。 

１５２ページを御覧ください。「基盤づくり」及び「施策の柱」の具体的な事業につき

ましては、１５２ページから掲載しております。また、「さいたま子ども・青少年のび

のび希望プラン」に既に掲載されている事業につきましては、「再掲」事業として掲載

しております。 

１５２ページから１６１ページにかけて、「基盤づくり」の事業を掲載しておりますが、

「基盤づくり」はすそ野が広いため、本市の各分野別計画から基本目標・基本施策に合

致する多くの事業の一部を例示しております。 

１６２ページを御覧ください。１６２ページから１７１ページにかけて、「施策の柱」

として、様々な困難を抱えている家庭に支援が確実に届くよう、また、困難な状況が次

代に連鎖しないよう以下の事業を実施してまいります。事業内容につきましては、後ほ

ど御覧いただければと思います。 

委員の皆様には、計画素案を御覧いただき、御意見をお寄せいただきますようお願い

します。今後につきましては、１２月に議会報告、１月にパブリック・コメント、３月

末に計画決定というスケジュールとなっております。タイトなスケジュールでの計画策

定ということもあり、委員の皆様を始め、さまざまな方からの御意見をいただきながら、

よりよい計画をつくり上げてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。説明は以上です。 

（吉川会長） 

  はい、ありがとうございました。アンケート結果の速報とそれに伴う説明をいただき

ました。まだ見切れていない部分があると思いますが、御意見や御質問等がありました

らお願いしたいと思います。 

矢作委員さん、学校の現場でいろいろ見ていらっしゃること、感じていらっしゃるこ

と等があるかと思いますが、いかがでしょうか。 

（矢作委員） 

  大谷場中学校の矢作です。ひとり親家庭であり、収入の面でもかなり厳しいという状

況の子どもを見ますと、説明のあった、この統計資料にもありますけれど、学習習慣が

なかなか定着しなかったり、あるいは早寝、早起き、朝ご飯と、教育委員会ではキャン

ペーンをうって家庭での子育てについて、ひとつの目安を立てていますけれど、朝食を

食べないといった食生活そのものがかなり厳しい家庭があります。給食が、三食の中で
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唯一大きな割合を占めるという実態もあります。今後、やはり学校だけでなく、家庭、

地域、そして行政と連携しながら、こういった困っている家庭のお子さん達をどう支援

していくかというネットワークづくりが大事かなと思います。特に学校は、いろいろな

事案に直面してどうするか悩むのですが、一番困りますのは、行政に相談するとやはり

縦割りの回答が非常に多いです。それぞれのお立場で回答は寄せられるのですけれど、

それをつなぐネットワークがなかなかないところが、全体的には大きなテーマになると

考えております。 

今後、総合教育相談室とかの新しい施策、あるいは施設等を充実させて、支援策をと

っていくという市のスタンスも分かるのですけれど、ぜひ現場の声を行政の中でくみと

っていただいて、共有しながら、どう課題を解決していくかというところを、今後もさ

いたま市として御助力いただけるとありがたい。 

（吉川会長） 

  はい、ありがとうございました。学校も含めて、ネットワークをしっかり見えるよう

につくっていくことはとても大事かなと思います。 

久手委員さんは、普段の診療の場で何か感じていらっしゃいますか。 

（久手委員） 

  くでこどもクリニック副委員長の久手です。診療の場では、中学生までは公費負担に

なりますので、またひとり親世帯の方も助成が受けられる状況なので、さほど困ってい

る様子は見られないのですが、気になるのは、小学校高学年から思春期ぐらいになると

いじめの問題があります。女の子であると無視されるとか、コスメティックな部分では

少し太っていると友達から太ったと言われて摂食障害が起きる。男の子では、やはり友

達とのことが多いと思うのですが、勉強の関係で有利な立場と不利な立場で仲間分けが

あったりして、それが頭痛とか腹痛とかに表れているお子さんたちがいる。そういうと

きに、学校との連携をもう少しとれたらいいかなと思います。父兄との連携だけで、な

かなか学校との連携が取れないので、そういったときに、行政と学校との連携ができる

ような窓口を御父兄に紹介できるようなシステムがあればと思います。 

（吉川会長） 

  はい、ありがとうございました。勝手に指名してしまいましたが、全員の方に順に御

意見をお聞きするには時間がありませんので、何かお気づきの点がありましたらお願い

いたします。はい、武田委員さん。 

（武田委員） 

  教育委員の武田でございます。資料の４について質問をさせていただきたいと思いま

す。子どもの生活状況等に関する調査結果についておまとめいただきましたものですが、

大変意義のある調査かなと思います。概ね（の回答）は、普通に考えたら多分そうだろ

うなと予測がつくようなことが、実際の数字のデータとして裏付けになることで十分意

義があるかと思うのですけれど、今回の調査結果で、これは意外であったとか、初めて

発見できたとか、そういったことがもしありましたら、お知らせいただきたい。 

（吉川会長） 

  ありがとうございます。執行部からお願いします。 

（子育て支援政策課長補佐） 
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  資料５の計画書１３６ページを御覧ください。子どものアンケートの自己肯定感につ

いての（１）から（６）の設問で、（１）自信を持って行動したり、人と関わることが

できる、（２）自分の考えをはっきり相手に伝えることができる、などについて、小学

生また中学生以上の子ども自身に「そう思う」、「そう思わない」等を尋ねた質問になり

ます。一般、支援利用者ともに肯定的な意見で、「そう思う」や「どちらかというとそ

う思う」という回答が多く、一部の設問では、支援利用者の方が良い数字が出ていると

ころもあり、（アンケートを）行う時点では、支援利用者の子どもの方がもっとマイナ

ス面が多く出るのかなと思っていました。子どもの方は、前向きで、肯定的な回答をい

ただいたところです。 

（武田委員） 

  ありがとうございます。お話を伺い、夢のある子どもをつくろうという、さいたま市

の動きが形になっているという一つのデータなのかと思いました。 

私自身が、予想と違っていたと思いましたのは、（資料４の）最後のページで、問２３

（２）になります。問２３から連続したもので、「家や学校以外の場所で過ごせる場所が

あれば利用したいか」との設問で、（２）の「利用したいと思わない理由を教えてくださ

い」のところで、一般も支援利用者も大半のお子さんが、「自分の家で過ごすのが好きだ

から」と答えている。私たち行政の方からしますと、家庭が大変であればそれに代わる

場所を提供することが行政の責務なのかと思ったりするのですが、子ども自身は自分の

家庭を充実させる、自分の家庭で楽しく過ごすことを一番望んでいるのかなということ

も少し感じられました。もちろん他の場所を提供することが、とても大事なことには変

わりないのですが、やはり子どもの気持ちに寄り添っていくには、今後どのような方策

をたてていったらいいかは、短期的な話ではなくて、中長期的な話でじっくり考えてい

かなければならないことです。 

今回の調査は、回収率は高くはないかもしれないですが、大変意義のある調査だった

と思います。ですので、短期的な目標としては、今回の「第６章 子どもの貧困対策」

についてというものを編集することだと思うのですが、こういったいろいろな結果をじ

っくり精査していただきまして、中長期的な政策をつくる上で糧にしていただけたらい

いと思います。 

（吉川会長） 

  ありがとうございました。回収率が少ない中でも、ある程度の数字であり、なかなか

実施できない調査かなと思いますので、それをしっかり活用していくようにという御意

見であると思いますので、よろしくお願いいたします。 

  他にもいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それではないようですので、ここま

でとします。 

  次に進みます。委員の皆様から何かありますでしょうか。 

 事務局からは何かありますでしょうか。 

（事務局） 

 特にございません。 

（吉川会長） 

  それでは、以上をもちまして、本日の議事はすべて終了いたしました。進行に御協力
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いただきましてありがとうございました。それでは、進行を事務局にお返しいたします。 

３ 閉 会 

（事務局） 

  吉川会長並びに委員の皆様、長時間にわたる御審議、誠にありがとうございました。 

  なお、次回、第３回を年明け１月に、第４回を３月に開催する予定となっております。

会長と日程を調整いたしまして、後日、皆様にお知らせいたしますので、その際には御

出席くださいますようよろしくお願いいたします。 

  それでは、以上をもちまして、平成２９年度第２回さいたま市社会福祉審議会 児童

福祉専門分科会「地方版子ども・子育て会議」を終了いたします。 


