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和光市総合振興計画審議会第２回会議（文教厚生部会）会議要旨

開 催 日：平成２９年５月２２日（月） 午後１時３０分～３時５０分

開催場所：市役所４階研修室

出 席 者：鳫咲子部会長、金津清子委員、川﨑真知委員、瀬川るり子委員、牧野美沙子委員

欠 席 者：山田春雄委員、原田諭委員

傍 聴 者：１名

次 第：１ 議事

外部評価(ヒアリング)

· 施策１４ 確かな学力の育成をめざした教育の推進【学校教育課】

· 施策２３ 充実した生涯学習機会の提供【生涯学習課】

· 施策３２ 多様な保育サービスの推進【保育サポート課・保育施設課】

· 施策３９ チャレンジドが安心できる障害福祉の推進【社会援護課】

２ その他

１ 議事

外部評価(ヒアリング)

① 施策１４ 確かな学力の育成をめざした教育の推進

ア 施策評価表に基づく施策概要の説明

所管課（学校教育課）が、資料１１・１２に基づき説明。

イ ヒアリング

鳫部会長

１４１２「教育扶助（中学校）」の課題に「制度について周知徹底を図ることが必

要」とありますが、どのように周知徹底するのでしょうか。

学校教育課

これまでは入学説明会で案内ちらしを配付し、４月の学校だより及び広報４月号に

掲載していましたが、周知を増やしたことにより補助件数も増えたことから、周知が

不十分であったと考えています。今後は学校だより及び広報の掲載回数を増やして、

必要な支援が行き届くようにしたいと考えています。

鳫部会長

修学旅行費助成の要保護・準要保護の内訳と、要保護者への制度の周知方法を教え

てください。なお、要保護は生活保護受給世帯、準要保護は教育委員会からの就学援

助だけを受けている世帯を指します。

学校教育課

６６人中、要保護６名、準要保護６０名です。要保護世帯へは、保健福祉部と連携

し、生活保護が認定された旨の連絡を受け、申請書を提出するように連絡をとり、手

続をしています。

鳫部会長

学用品費・通学用品費と学校給食費は同じ１６８人ですが、生徒会費は７８人とな

っています。なぜ違うのでしょうか。

学校教育課

生徒手帳代を生徒会費の一部として集めている学校と、教材費に組み込んでいる学
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校があるためです。

鳫部会長

よく給食費未納をきっかけに就学援助を受けると聞きますが、給食費の未納状況は

分かりますか。

学校教育課

給食費は、正確な数字ではありませんが、約９９．６％支払われています。未納を

きっかけに学校から就学援助のちらしを渡すこともあります。また、未納分について

は児童手当から差し引く場合もあります。

鳫部会長

給食費未納開始から何ヶ月で対応するのですか。また、児童手当から差し引く同意

を得ていますか。

学校教育課

各学校が１、２ヵ月で保護者と連絡を取り、３ヶ月目頃にどのような計画で支払い

が可能か具体的な相談をしていますが、ケースバイケースです。対応は、子どもあん

しん部と連携して話し合って進めています。

鳫部会長

児童手当から差し引いた件数を教えてください。

学校教育課

件数は、子どもあんしん部で管理しているため、把握していません。

鳫部会長

それでは、追加質問として提出します。

瀬川委員

年度により予算額が違いますが、どのように計画されるのですか。

学校教育課

前年度の実績を基に算出しますが、予算要望は減額されることがあるため、年度中

に増額補正しています。なお、平成２８年度から平成２９年度は国から予算単価の変

更が通知され、中学校の新入学学用品費が２３，５５０円から４７，４００円に上が

ったため、その分を増額しています。

鳫部会長

新入学学用品費の支給は何月ですか。

学校教育課

６月です。

鳫部会長

家庭で支払いを立て替える必要があります。他の自治体ではもっと早く支給してい

るところもあるようです。

学校教育課

中学校に関しては、概ね小学校６年生で対象者を把握できますので、３月に支給す

る試みを検討しています。

川﨑委員

就学援助費は保護者の口座に振り込まれるのでしょうか。それとも、直接充当され

るのでしょうか。
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学校教育課

原則は、口座に振り込まれます。

川﨑委員

援助を受けていることは、他の生徒に分からないようになっているのですか。

学校教育課

はい。

鳫部会長

児童扶養手当を受けている家庭は和光市の就学援助費受給基準に含まれますか。

学校教育課

就学援助費受給基準は、「１.経済的にお困りで、申請者と生計を同じくする世帯全

員の合計所得金額が認定基準の範囲内の方。２.生活保護が停止又は廃止された方。

３.市民税が非課税又は減免の方。４.個人事業税又は固定資産税が減免の方。５.国

民年金の保険料(国民年金法第８９条及び９０条に該当する場合)又は国民健康保険

の保険税が減免の方。６.児童扶養手当を受けている方。７.生活福祉資金の貸付を受

けている方。」となります。

鳫部会長

児童扶養手当を受けている方が対象になるのであれば、就学援助費の申請も自動的

にされたものとして扱っていいのではないでしょうか。

学校教育課

保護者からの申請に基づき審査を行っておりますので、児童扶養手当の手続後に４

階学校教育課で手続するように案内しています。

鳫部会長

児童扶養手当を受けていれば就学援助費も支給する自治体もあります。

学校教育課

和光市の場合、就学援助の趣旨により経済的な理由により就学が困難とする状況を

確認するため必ず課税台帳の確認を行っています。

鳫部会長

所得がないという申告が必要な場合もあり、申請者に負担がかかります。件数は、

児童扶養手当を受けていることを先に確認することにより半数になる自治体もあり

ます。せっかくですから、一度支給漏れがないかチェックしてみるのも良いと思いま

す。

金津委員

１４０３「英語教育推進」について、国際社会人を育てるため、早期に英会話に取

り組む計画はありませんか。

学校教育課

英語については、５年生から学習指導要領に位置付けられていますが、和光市では、

小学校１年生から４年生もＡＬＴと担任教師による英語の表現に慣れ親しむ授業を

行っています。

金津委員

それはいわゆる「英会話」の授業ではないと思います。積極的な家庭は０歳から英

会話に通わせるが、困窮世帯は塾に通わせることができません。平等な世界のため、
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英会話を通してコミュニケーションができるように、公共機関として学校の現場で考

えていかなくてはいけないと思います。

学校教育課

現状では、学習指導要領に位置付けのないものを学校に指示することはできません

し、英語の指導ができる教師もいないため、ＡＬＴとの活動ができる範囲の対応にな

ります。平成３１年度からの新学習指導要領では、３年生から外国語活動を行うこと

になりますので、今までの国際理解よりも、英語に触れる機会が増えると考えていま

す。

② 施策２３ 充実した生涯学習機会の提供

ア 施策評価表に基づく施策概要の説明

所管課（生涯学習課）が、資料１１・１２に基づき説明。

イ ヒアリング

鳫部会長

２３０１「生涯学習講座」の総合評価に、「国の機関等と連携した講座や地域課題

に対応した講座を開催する」とありますが、具体的にはどのような内容ですか。

生涯学習課

例えば、中央公民館では、課題として本町や西大和団地に住む市民の高齢化があり、

介護の仕組みと福祉施設見学の講座を開催しました。その他の地域でも高齢化に対す

る関心はありますので、埼玉病院や理化学研究所の協力を得て認知症や睡眠と生活習

慣の講座も開催しています。

鳫部会長

今後の方向性として、新たな考えはありますか。

生涯学習課

地域課題と講座のマッチングをしたいと考えています。

金津委員

地域課題を公民館に要望すれば、オーダーに応えてくださるのでしょうか。

生涯学習課

昨年度はアンケート調査後に、地域懇談会を３回～４回開催して、坂下公民館では

災害時の共助の講座、南公民館では１人暮らしの高齢者に外に出てきていただくよう

に写真講座を開催しました。

瀬川委員

平成２９年度予算は平成２８年度予算の１/３程度の約２０万円となっていますが、

なぜ減ったのですか。

生涯学習課

昨年度まで開催していた現地歴史講座では、バス代として約２０万円、謝礼として

約６万円計上していましたが、今年度は開催しないために予算を減額しています。

瀬川委員

たった２０万円の事業を、わざわざ市民を集めて、税金をかけて審議する必要があ

るのでしょうか。私は認知症の母の介護をしていますが、今後の少子高齢化を考える

と、必要な講座は、少ない予算でもできる栄養学の指導であると思います。今、外を
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歩ける人はバスに乗って出かけられるから問題ありません。それよりも介護する人・

される人の健康が大切です。

鳫部会長

２３０１「生涯学習講座」の予算は約２０万円と少ないですが、施策評価表では今

後の方向性の優先度をＡとしています。これは担当課の判断ですか。

生涯学習課

はい。各公民館の予算は別でありますが、この事業を生涯学習課のメイン事業とし

て位置付けてＡとしています。予算が少ない理由として、国の機関の講師に職務とし

て協力を得て、報酬をお支払いしていない場合があります。

川﨑委員

他の自治体から講座の依頼を受けることがあるのですが、和光市の公民館と比較す

ると人の出入りも盛んで、様々な講座があります。予算規模を見ても、公民館活動が

活発でないことに納得しました。予算が低くなると、講師への謝礼も少なくなり、公

民館の活動が縮小されてしまうのではないかと心配です。

金津委員

公民館の利用はサークルが主体の活動が多く、さらに会費や謝礼がかかると、ごく

一部の利用になってしまいます。また、私は自転車に乗れるので自由に動けますが、

中央公民館への市内循環バスは１時間に１本か２本です。本数を増やし、さらに無料

パスを発行するなど、高齢者がひきこもって孤立しないように、もっと予算を確保し

て、気軽に利用できるようにしてほしいです。

瀬川委員

減額した予算を他の下水などの事業に当てるのはもったいないと思います。アンケ

ートを行ったとのことですが、公民館の利用者に調査するのではなく、公民館に行け

ない人を対象とすべきだと思います。優先度Ａとするのであれば、プラスで予算を組

み市民が喜ぶことを実施してほしいです。

鳫部会長

予算を抑えていく方向ではなく、サークルでも費用負担のない形でサークル以外の

講座と同じように参加しやすいように改善し、地域の皆さんの活動を推進していただ

きたいと思います。

牧野委員

メールマガジンなどで生涯学習に関する情報を提供しているとのことですが、都合

が悪く行けない人向けにレジュメの配布やオンデマンドで見られる機会はあります

か。

生涯学習課

現在は行っていません。

牧野委員

そのようなサービスがあれば、生涯学習に対する市民の意欲向上につながると思い

ます。

生涯学習課

実施後に内容や参加者の意見を情報提供するということでしょうか。

瀬川委員
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ホームページなどで紹介すると良いと思います。

鳫部会長

生涯学習は市民の関心の高い分野だと思いますので、本日の意見を踏まえてこれか

らも盛り上げていってください。

③ 施策３２ 多様な保育サービスの推進

ア 施策評価表に基づく施策概要の説明

所管課（保育サポート課・保育施設課）が、資料１１・１２に基づき説明。

イ ヒアリング

鳫部会長

３２１０「保育クラブ管理運営」では、待機児童の解消を図るために民間保育クラ

ブを整備したとのことですが、公設保育クラブと利用料に差はありますか。

保育施設課

民間保育クラブは月額１万円、公設保育クラブは０円から９，１００円の６階層に

分けて設定しています。

鳫部会長

民間保育クラブは高いですね。おやつ代や夏休みの昼食はどのようになっています

か。

保育施設課

公設保育クラブは、おやつ代を利用料に含みます。夏休みの昼食は、お弁当を持参

もしくは指定管理者が契約する弁当業者に注文します。民間保育クラブは２施設あり、

おやつ代は月額２，５００円と日額１５０円です。夏休みの昼食は、１食４００円で

併設されている保育園の温かい給食を提供しています。

鳫部会長

民間保育クラブ利用者の費用負担が高いのが気になります。公設保育クラブ水準に

なるように、財政的な支援制度は検討されていますか。

保育施設課

現状では、民間保育クラブでもメリットはあると考え、民間事業者に頑張って質の

高いサービスを提供してもらっていると考えています。

鳫部会長

公設保育クラブで利用料９，１００円となる世帯の所得はいくらですか。

保育施設課

前年度の所得税額が１５万円以上の世帯です。なお、利用者の７０％が利用料９，

１００円の第６階層に該当します。

鳫部会長

そうではない世帯が３０％存在するということは、かなりの所得がある世帯とシン

グルマザーなどの世帯で二極分化しているのではないかと思います。せめて１万円で

はなく９，１００円にしてほしいと思います。

鳫部会長

３２０９「民間保育所等基盤整備」の事業の方向性に「ニーズ調査と実績との乖離」

とありますが、具体的にはどのような乖離ですか。
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保育サポート課

子ども・子育て支援事業計画では、人口推計を基に保育サービスの提供量を試算し

ましたが、必ずしも実績と一致していないため、現在、見直しを行っています。平成

２９年度に消防署横の国有地に定員１００人規模の認定こども園を整備する予定で

したが、様々な制約、関東財務局や全体の計画との調整に課題があり遅れています。

また、当初は０歳児増加の見込みでしたが、育児休業の取得が増え、想定よりニーズ

は低くなり、一方で１歳児や３歳児の待機児童が生じています。保育の必要な世帯に

サービスが行き届くよう、柔軟に対応していきたいと考えています。

鳫部会長

活動概要にある「地域包括ケアの視点が重要」とはどういう意味ですか。

保育施設課・保育サポート課

地域包括ケアは、行政の縦割りをなくして、支援するという考え方です。支援の必

要な子どもの問題を保育だけではなく福祉や医療など多角的に捉え、一人一人への対

応を様々な職種が参加するコミュニティケア会議のこども部会で検討の上、保育園と

連携して、質の高いサービスを提供しています。

鳫部会長

全員ではなく、特に支援の必要な子どもに対してサポートしているということです

ね。

鳫部会長

３２１０「保育クラブ管理運営」に戻りますが、常勤より非常勤の指導員が多いよ

うです。保育園に比べて、保育クラブは不安定な職場という印象を受けますが、指定

管理は何年の契約ですか。

保育施設課

指定管理は５年間の契約です。保育クラブも子ども・子育て支援事業の一環として、

子どもの最善の利益確保を目指して、子どもに不安のないように常勤、非常勤を問わ

ず丁寧に指導するようにしています。

鳫部会長

５年後の自身の雇用に不安を抱える非常勤の指導員が、子どもに適切な指導ができ

るのかと心配です。

瀬川委員

保育クラブの課題を伺います。

保育施設課

１番の課題は待機児童です。施設整備は難しいため、保育クラブだけで解消するの

ではなく、教育委員会のわこうっこクラブや放課後子ども教室も選択肢の一つとして

周知して、児童の健全な放課後の過ごし方を模索していきたいと思います。

瀬川委員

もっと具体的に考えなければいけないと思います。この事業に施策の約１０％もの

予算をかけています。それだけ費やすのであれば、英語だけの保育クラブを作るなど、

子どもがわくわくするような、親が通わせたいと思える、テレビで取り上げられるよ

うな取組をしてほしいです。

鳫部会長
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予算額に、民間保育クラブのＰＲ費用や施設の利用料は含まれていますか。

保育施設課

国庫補助金の子ども・子育て支援交付金を含む事業費運営補助は含まれています。

鳫部会長

補助を支給して、結果、民間保育クラブの利用料が１万円ということですね。

金津委員

公設保育クラブの利用料６階層の利用料を詳しく教えてください。

保育施設課

第１階層０円、第２階層１，８００円、第３階層３，６００円、第４階層５，４０

０円、第５階層７，２００円、第６階層９，１００円です。

④ 施策３９ チャレンジドが安心できる障害福祉の推進

ア 施策評価表に基づく施策概要の説明

所管課（社会援護課）が、資料１に基づき説明。

イ ヒアリング

鳫部会長

３９１３「障害者医療支援」について、更生医療と育成医療の違いを伺います。

社会援護課

更生医療は、１８歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方を対象とした、主に永続的

な障害の手術や治療を受けるための助成です。例えば、人工透析などの医療です。育

成医療は、１８歳未満の将来このままにしておくと疾患が残る障害について、確実な

治療効果を期待できる方を対象としており、１回の支給で終了する場合もあります。

例えば、そしゃく機能の治療があります。

鳫部会長

申請はどのように行うのですか。育成医療は身体障害者手帳を持っていなくても対

象になるようですが、制度の周知はどのようにされていますか。

社会援護課

当市は乳幼児医療で支給される場合もあり、さらにほとんどのケースが通院後に手

術となるため、医者から申請してくださいと案内されることが多いです。手術を受け

る前に申請を行い、受給者証を病院に提出して自己負担が１割負担になります。ただ

し、所得により上限額があります。

鳫部会長

病院に行けば分かるのでしょうが、制度が複雑で難しいですね。育成医療の対象は

そしゃく機能が多いのでしょうか。

社会援護課

そしゃく、聴覚、音声機能の障害が多いです。

鳫部会長

３９１４「障害者相談支援」について、施策評価表では、相談件数が非常に多い１

１，２９０件とありますが、内容を分析されていますか。

社会援護課

約５，８００件が福祉サービスの利用についてです。相談の結果ヘルパーを利用し
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たり、専門機関を紹介して支援しています。次に、不安解消が約１，２００件、就労

関係が８５０件あります。その他は、社会参加、保育、家庭内の人間関係などです。

鳫部会長

どのような場所で誰が相談を受けるのですか。

社会援護課

市内５箇所に相談支援事業所があり、うち２箇所に一般相談の委託をしており、相

談支援専門員が対応しています。委託は社会福祉協議会等にしています。

鳫部会長

事業の方向性に「今後、北エリアの設置を目指し」と記載しているということは、

相談事業所の地域バランスが悪いということですか。

社会援護課

現在、南に２箇所、中央に１箇所、新倉に２箇所の相談支援事務所を設置して適切

なサービスを提供しています。市内全体に配置していますが、相談件数が多く一般相

談を委託している相談支援事務所が北エリアにないため追加の整備を予定していま

す。

鳫部会長

相談件数１１，２９０件に対して、サービス等利用計画書作成数は５０１件と少な

いのはなぜですか。

社会援護課

障害者手帳取得者は約２，３００名おり、サービスを利用している方の実人数が５

０１人です。相談件数は延べ件数になります。

鳫部会長

施策評価表において、外部評価対象である「障害者医療支援」と「障害者相談支援」

の優先度をＢとしています。なぜＡではないのですか。

社会援護課

「障害者医療支援」と「障害者相談支援」は、障害者支援として分かりやすいと考

え、本日外部評価対象事務事業としてご説明いたしました。優先度は、施策の全事業

での順位付けで、「在宅障害者支援」は障害者サービスにかかる金額が大きいため、

また、「和光市障害者計画・和光市生涯福祉計画」は今年度策定するため、Ａとしま

した。

瀬川委員

インターネット上でサービス利用者が相談し合う場所はありますか。

社会援護課

市内にはいくつかの障害者団体があり、そこで交流されています。

瀬川委員

後見人がいる方はどのくらいの人数ですか。

社会援護課

後見人については、親族で申し立てをされている方もいるため、市で全体の人数は

把握していませんが、市が申し立てを行った人数は、過去３年で８人です。
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２ その他

追加質問について

追加質問がある場合は、５月２９日（月）までに事務局にご提出ください。追加質問に

対する回答は、情報共有のため、全員に送付する。

外部評価表について

評価は、６月１６日（金）までに事務局にご提出ください。

次回会議について

第３回会議は、６月２１日（水）午前９時３０分から６０３会議室で開催する。

以上


