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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３０年６月４日（月） 午後１時３０分～４時２０分

開催場所：市役所６階６０３会議室

出 席 者：鳫咲子部会長、松永安正委員、原田諭委員、湯川博美委員、金津清子委員

瀬川るり子委員、牧野美沙子委員

欠 席 者：なし

傍 聴 者：２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８・９に基づき説明。

イ ヒアリング

鳫部会長

１４１１・１４１２「教育扶助（小・中学校）」について、説明の中で生活保護の

対象外の要保護家庭にも就学援助としてこの扶助費を使っているとありましたが、そ

もそもなぜ生活保護の対象外という言い方になるのでしょうか。

学校教育課

修学旅行の費用についての説明です。生活保護を受けている家庭は生活保護の費用

から教育扶助が支給されております。ただ、修学旅行費については生活保護の支給対

象とならないことから、就学援助から支給をしております。

鳫部会長

１４１１の評価表で、修学旅行費４６名と記載してある部分のことでしょうか。

学校教育課

はい。小学生の４６名中、要保護のご家庭は３名。中学生の４４名中、要保護が３

名です。

鳫部会長

和光市内で生活保護を受けている小中学生のうち、修学旅行の学年の方が、３名ず

つということでよろしいでしょうか。

学校教育課

はい。

鳫部会長
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就学援助を受けている人数が小学生で３０２人、中学生で１５４人ということでし

たが、市内の小中学生に占める割合は対象率を見ればよいのでしょうか。

学校教育課

はい。

鳫部会長

平成２９年度の実績値は小学生は７．３％、中学生で８．７％ということですね。

これは全国的にみても、埼玉県の平均からみても、低いですよね。平成３０年度の見

込み値、目標値はどのように考えていらっしゃる数字なのでしょうか。

学校教育課

予算計上をしている割合で、６．３％のお子さんに援助をできるよう、予算を計上

しています。

鳫部会長

そうすると、昨年実績よりも割合が低くなりますが、予算は足りるのでしょうか。

学校教育課

予算が足りない場合には、別途補正予算の計上を検討していきます。ただ、２年前

から生活困窮者自立支援法が生活保護法と一体的にできています。和光市は県内所得

ランキングで大体５位くらいに入ります。生活保護の受給率も０．９くらいと、４市

の中で一番低いです。その中で生活困窮者自立支援法で行う就労支援、学習支援、中

間的就労という支援を困窮者の方にきちんとサービス提供して、自立をしていくとい

うことを行っています。このような状況があって、対象者も減少傾向となっています。

もちろん、いろんなことが起こってきますので、補正等の対応もあるかと思いますが、

基本的には困窮者の数が他市よりは低くなっていくというのが本市の予測です。

鳫部会長

小学生についてはご説明のとおり、平成３０年度見込み値が７．３から６．３％に

引き下げられていますが、中学生については、逆に引き上げていらっしゃいますよね。

これはどういうことですか。

学校教育課

小学生のお子さまを持つ世帯と中学生のお子様を持つ世帯とを比べると、生活困窮

者自立支援法の効果が効いてきているのが小学生の世帯だということです。準要保護

は相対的貧困の層ですが、和光市ではネウボラにより、早い段階から困窮世帯に生活

支援を行ってきています。お子さまが４歳、５歳くらいからです。支援を行ってきて

いる世帯のお子さまが今、小学生になってきていて、その層にはいろいろな効果が出

てきています。一方で、今の中学生はネウボラが始まったときにすでにお子さんが小

学生５年生６年生で、施策投入が少し遅れているのが現状です。そのため、小学生の

方が減少するだろうという予測となっております。

鳫部会長

就学援助の割合を評価するときに、他に使える指標としては、例えば給食費の未納

率がどのくらいなのかもありますが、この準要保護を認定するときの要件に児童扶養

手当を受給しているかという要件があります。その受給されている方と就学援助の対

象者は漏れがない状態になっているのでしょうか。

学校教育課
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児童扶養手当の申請や相談をされた方は、ネウボラ課の方から学校教育課にも就学

援助という制度があることをご案内させていただき、必ず就学援助のご相談に来てい

ただいています。

鳫部会長

それでは突合せもしていらっしゃるのですか。

学校教育課

ネウボラ課は母子保健やひとり親家庭の手当等を担当しており、そちらと連携をし

ているということです。

鳫部会長

一方しか受給していないという人はいないのですか。

学校教育課

ネウボラ課からの案内により、申請に基づき対応しております。

鳫部会長

海外からいらっしゃっている方も多いと伺っております。可能であればチェックし

ていただきたいと思います。給食費未納の方はどうですか。

学校教育課

給食費の未納は現在、学校でチェックをしていますが、早期発見が重要になります

ので、教育と福祉の連携も含めて漏れのないようにしていきたいと思います。

鳫部会長

今後、学校から給食費未納状況等の報告を受けていくことも予定しているというこ

とですね。ありがとうございます。

金津委員

活動概要のところで、『経済的に就学困難な児童の保護者からの申請に基づき』と

ありますが、制度を知らなくて申請していないという人はいないのでしょうか。

学校教育課

周知につきましては、毎年年度初めに学校からチラシを配付し、広報わこう、ホー

ムページでも周知しております。年度途中では、学校だよりに掲載をお願いし、入学

説明会等でも周知をしています。あわせてネウボラ課も含めて福祉の部門の職員から

もご案内しています。給食費の滞納という話もありましたが、学校事務の方から相談

が入り、制度のお話をすることもあります。

金津委員

それではほぼ漏れはないのですね。

学校教育課

生活困窮者自立支援法の場合には、滞納や、そのおそれがあった方に対し、この制

度を使うとこのような生活になりますよという様にこちらから声かけをしていきま

す。その中で子どもさんがいらっしゃる場合は小学校に就学援助がございますとご説

明していますので、漏れはなくなってくると思います。スティグマという場合には一

義的な扶助をして、そこからきちんと働いていけば、生活の自立ができますというこ

とをふまえてご利用いただいています。

鳫部会長

スティグマについて少しご説明いただけますか。
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学校教育課

中には福祉のお世話にはなりたくないという方がいらっしゃいます。それでも、一

義的に使わなければ生活が成り立たないという方もいらっしゃいます。そのときには、

ずっとではなく、今、ここのところを使って、就労支援やお子さんの学習支援をし、

福祉的な措置を講じていけば、自立していけるということをご説明し、スティグマを

解消しています。少し前はそういうことが多かったのですが、今はだいぶ少なくなっ

てきていると思います。

鳫部会長

公の支援を受けることが恥ずかしいということから抵抗があるのはどの世帯でも

あることかもしれません。

松永委員

施策の概要で、平成２３年度の状況の中で、学習に対する関心が低くなっている傾

向があると記載されていますが、施策指標の①で学習への関心度は実績９８％となっ

ており、それほど低くないように見えます。学習に対する関心度はどのように測定さ

れているのでしょうか。またどのように評価をされているのでしょうか。もう１点は

取組内容の未達成事項として、コンピュータ教育を推進するための環境整備と指導を

行う人材の育成と書かれているがどのようなことなのでしょうか。

鳫部会長

１点目の学習への関心度について、今、お答えいただくのは難しいでしょうか。後

ほどご回答いただくということでよろしいですか。

事務局

平成２９年度の実績９５％の算定根拠を示していただければよいかと思います。

学校教育課

算定根拠については後ほど回答させていただきます。

松永委員

もう少しあるのですがよろしいですか。

鳫部会長

２点目の未達成事項についてはいかがでしょうか。前回、事務事業を選んだ際に、

コンピュータ教育の推進については選ばなかったものですから、ご担当の方がいらっ

しゃらないという理解でよろしいですか。選ばなかった事業に関する質問になります

が、後ほどお答えいただくことは可能でしょうか。

学校教育課

コンピュータはだいぶ学校に導入されてきていますが、今、学校にどのくらい整備

されているのかということについては後でお答えできます。指導を行う人材育成につ

いては、外部のいろんな提案をしていただける市民団体からのコンピュータ教育をモ

デル的に受け入れているところで、文部科学省や県とオリジナリティをどこまで出せ

るのかについて研究検討段階です。このような状況を含めて後ほどお答えいたします。

瀬川委員

１４０３「英語教育推進」について、小学３，４年生から始まるということですが、

少子高齢化、グローバル化が進んでいる現在、和光市の駅でも外国人をたくさん見か

けるようになってきている中で、３，４年生からでは遅いのではないでしょうか。ま
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た、現在の英語教育事情はよく分かりませんが、昔はよく日本人は文法から入るとい

われていました。授業に入ったとたん英語という形で、英語の授業のときは日本語は

使えないくらいの改革をしていかないといけないのではないでしょうか。

学校教育課

ありがとうございます。とても具体的で分かりやすかったです。おっしゃるとおり

で、これからグローバル社会を生きていく子どもたちに重要な教育の１つとして、英

語教育というのが大きな改革の目玉になっていると思います。ただ先ほども申し上げ

たとおり、平成３２年度から実施される新学習指導要領、こういうことを学校で学び

なさいという国で定められた学習の決まり、それが３、４年生からが適していますよ

というお達しなのですが、総合的な学習の時間の中で、国際理解教育という分野がご

ざいます。そこの中で、外国の方々と交わることを学んだり、英語というものをたし

なむ、親しむという授業も十分検討できるのではないかなと思っております。カリキ

ュラム、授業については今後検討しなければなりませんが、総合的な学習の中身につ

いては検討の余地があると思います。

文科省の指導要領に加え、市がどのようにオリジナリティを出すかということは総

合教育会議で展開していくことになると思います。すでに保育園が多国籍化しており、

３、４、５歳から英語が標準語のような感覚は、今後ますます増えていくと感じてい

ます。和光市のオリジナリティを追求していく必要があると考えております。

原田委員

今、公立小学校の教師の中でネイティブスピーカーの教師はどのくらいいらっしゃ

るのですか。

学校教育課

ネイティブというと英語圏の方ですね。中学校３校はすべてネイティブです。イギ

リス、アメリカです。６名中３人ですから半分です。小学校３名は英語を第２外国語

として使われている方を採用しています。ただ、英語が公用語として使われている国

の方ですので、なんら問題はないと考えております。補足して申し上げますと、半分、

５０％と申し上げましたが、他市のＡＬＴの配置と比べても、和光市のネイティブの

割合は高いほうだと思います。

原田委員

高いですね。分かりました。

鳫部会長

今、多国籍化しているというお話ですが、先ほどの就学援助について、外国語版の

お知らせは作成されていますか。

学校教育課

外国語版の文書の作成はしていないので、相談があったときには、外国語の話せる

職員に協力をしてもらい、対応しています。

鳫部会長

２３区内では英語版や他の言語のお知らせを作成しているところもあります。あと

はフリガナをふっているところもあります。それから給食費の未納データは、まだ学

校にとどまっているということでしたが、小中学校１２校分の未納データの提出をお

願いしてもよろしいですか。それではどうもありがとうございました。お疲れ様でし
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た。

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８・９に基づき説明。

イ ヒアリング

鳫部会長

アンケートを行った結果、公民館を利用されない方の理由として何か分かったこと

はありますか。

生涯学習課

いろいろありますが、市内に３館ある公民館をいずれも知らなかった方が２５％、

４人に１人が地域にある公民館を知らなかったという結果があり、こちらが一番大き

な課題だと思っています。

瀬川委員

知らないという年齢層に違いはありましたか。

生涯学習課

回答した年齢層は分かっているのですが、クロス集計まではできていないので分か

らないです。回答者の年齢層は１０代が０．３％、２０代が６．９％、４０代が２３．

４％と一番多くなっています。

鳫部会長

少し話を整理します。アンケート全体の回収率は１，０００件配ってどのくらいだ

ったのでしょうか。

生涯学習課

３４．６％でした。

鳫部会長

得られた回答の方の年齢別割合が今の数字だったということですね。クロス集計は

今後される予定ですか。

生涯学習課

図書館とデータが別々になってしまったため、クロス集計ができず、全体として見

ることしかできない状況です。

鳫部会長

クロス集計ができないと対策が立てられないのではないでしょうか。図書館と別々

になってしまったからクロス集計ができないというのはどういう意味でしょうか。

生涯学習課

切り離して入力をしてしまったということです。

金津委員

公民館を知らない割合が２５％というのは高いですね。これは人口の流出、入れ替

わりが多いからでしょうか。一部の方だけが公民館を利用しているということですね。

生涯学習課

働いている方もいらっしゃるので地域を知らない方も多いのだと思いますが、そも
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そも公民館って何をやっているのかという周知が足りないのではないかと思います。

牧野委員

アンケートはどういう方法で行ったのですか。

生涯学習課

無作為抽出の文書による郵送方式です。

金津委員

和光市は公共施設を利用しやすい地域としにくい地域がはっきりしています。その

地域別ではなく、全地域でアンケートを行ったのでしょうか。

生涯学習課

全地域です。

金津委員

公民館を知らない割合について特に地域で偏りが見られたのでしょうか。

生涯学習課

中央公民館を知っている方が５７％いらっしゃいますので、中央公民館については

認知されているのかなと思います。

松永委員

地域課題懇談会というのを平成２８年度に行ったと書いてありますが、これは継続

して行われているものですか。

生涯学習課

地域課題懇談会は、平成２８年度に行われた会議であり、そこでの意見をもとに、

地域課題講座については、平成２８年度から実施しており、平成２９年度も実施し、

平成３０年度も実施予定です。

松永委員

懇談会で出たテーマを学習のテーマにするのですか。例えば、環境問題、自然保護、

防犯といった、地域に密着したテーマにすると参加者がもう少し増えるのではないで

しょうか。あるいは懇談会や学習会を行った結果をフィードバックしていくなど、学

習の方法が一般的な教養番組より地域と一緒になって、和光市全体を考えていくよう

なテーマを選んでいったらどうでしょうか。和光市の住民と生涯学習というのがつな

がっていくような気がします。

生涯学習課

中央エリアには西大和団地など、高齢者の割合が高い地域が含まれていることから、

地域課題懇談会で高齢者の問題を取り上げてみようということで、平成２８年度から

実施しています。地域の方から出された課題です。

松永委員

和光市では緑化とか自然保護といった問題がないがしろにされているような話を

聞いたことがあるが、和光市の自然はほとんど消滅しつつあるので、自然環境に関す

る学習は重要ではないのかなという気がします。課題の選定の方法はどのように行っ

ているのでしょうか。

生涯学習課

利用者からのアンケートで意見が出され、公民館利用団体や市内小中学校教頭会、

福祉関係団体から選出された委員で構成される地域懇談会で検討され、その後、講座
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の内容が決定します。

松永委員

市としてこういう風にリードしていこう、こういう方向性で学習を提供しようとい

うようなことはやっていないのですか。

生涯学習課

地域課題の他にも例えば、身近な地元の自然に親しむため親子対象事業では和光湧

き水観察教室というものを開催しています。

湯川委員

中央公民館と坂下公民館を利用しているのですが、一番市民が公民館を知る機会が

あるのは市民祭と公民館祭だと思います。ところが中央公民館で公民館祭を行ってい

ても、前を通った人が気づかない、中に入って初めて分かる状況です。以前は幟が立

ち、駐車場に食べ物のお店が出ていたが、今は外から見てもお祭りを開催しているこ

とが分からないのです。もっと派手にやっている雰囲気を出さないと。お祭りの日が

一番大事だと思うのですが、いかがでしょうか。

生涯学習課

以前はお祭りとして開催していましたが、平成２７年度から中央公民館は文化祭と

いう形に変わっています。実行委員会の中で、中央公民館利用団体の日頃の成果、作

品の発表の場であり、お祭りではなく文化祭だろうということになったという経緯が

あります。

鳫部会長

せっかくの周知の機会がなくなってしまったという問題はどうしましょうか。

生涯学習課

以前は駐車場を使ってフリーマーケットを実施し、その日は第三小のグラウンドを

駐車場としてお借りしていましたが、グラウンドの利用状況に問題があったことや、

小学校から中央公民館への移動に歩道橋を渡らなければならない点が不便であった

ことから、中央公民館の駐車場ではフリーマーケット等を行わなくなっております。

金津委員

高齢者対象事業について、７回実施して５７人の参加というのは１回あたりの参加

者が少ないと思います。高齢者が中央公民館まで行くことを考えたとき、例えば事業

の時間に市内循環バスが通っていないなどの問題があるのではないでしょうか。もう

少し回数を減らして、その分、送迎について予算で見てもらうなどやり方を工夫して

みてはいかがでしょうか。

生涯学習課

高齢者対象事業について、平成２８年度は健康体操のみの講座を全７回行い、参加

者は１２１人でしたが、平成２９年度は健康体操だけでなく、手話や水墨画講座を企

画したところ、健康体操だけの方が人気があり、申込み人数が多かったという結果に

なっています。

鳫部会長

今年はどうされますか。

金津委員

バラエティに富んでいても人数が少ないのでは意味がないのではないでしょうか。
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鳫部会長

時間も限られておりますので、先にご質問を伺います。

瀬川委員

近所の高齢者の方からどこでどんな事業が行われているのか分からないし、参加し

たくても歩いていくことができないという意見を聞いています。歩いていける人は掲

示板等を見ることもできますが、もっといろんな企画を教えてほしいということです。

利便性の確保と企画の周知を工夫してほしいと思います。

２３０２の予算について、約７５万円の予算で事業は７０回とすると、１回１万円

を使っていることになりますが、主に何に使っているのでしょうか。

生涯学習課

主に、講師の謝礼の支払いです。

瀬川委員

少しずつ減っていますが、中央公民館の事業は減らしていくということですか。

生涯学習課

そういうわけではないです。必ずしもすべての講師の方に謝礼をお支払いするわけ

ではないですし、これまでの実績から平成３０年度はこれくらいだろうと見込んだ結

果この金額になっただけで、減らしていく方向性というわけではありません。

鳫部会長

決算額が予算額より少ないので、次年度は予算額が少なくなったという感じでしょ

うか。

質問はよろしいでしょうか。

先ほど話が途中になってしまった平成３０年度の高齢者対象事業の内容について

は質問シートにて質問させていただきます。

瀬川委員

高齢者対象事業について、健康で動けるようになるためには栄養を摂ることが必要

です。何を食べたらよいか分からないという意見もありますので、栄養に関する講座

を企画してほしいです。

鳫部会長

アンケートでは高齢者の方から講座の希望を聞いていなかったのでしょうか。

生涯学習課

趣味や教養の講座を期待する声が多かったです。食育という観点では、少年・親子

対象事業の中で親子料理講座を３回、一般対象事業で料理教室を５回実施しています。

ただ、高齢者対象事業ではないです。

瀬川委員

歩けない人はご自身で料理もできません。アンケートが来てもポストにも行けない

ですから、アンケートに答えていないのではないでしょうか。スーパーや駅で直接ア

ンケートに答えてもらうなど工夫をしてほしいです。

鳫部会長

アンケートのクロス集計ができないのであれば、高齢者の方からの意見かどうかは

分からないのですよね。声があるのに活用できないのは問題です。もう一度紐付けし

て、年代や地域とのクロス集計をするべきだと思います。せっかく時間をかけてお答
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えいただいたご意見をフィードバックしてほしいと思います。

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８・９に基づき説明。

イ ヒアリング

鳫部会長

保育園について、１歳児を中心に待機児童が発生しており、小規模保育事業所を増

やして対応しているというご説明でしたが、中間見直しにおいて小規模保育事業所数

の目標値を３２から２５ヵ所へ下げられています。これはなぜですか。

保育施設課

０歳児から２歳児の認定児童数について、中間見直しの中で平成２７、２８年度の

実績値が見込み値ほどの伸びがなかったためです。

鳫部会長

伸びはなくても、現在でも１歳児を中心に待機児童があるんですよね。

保育サポート課

施設整備により、毎年待機児童数は減少しています。昨年４月１日時点の６２人か

ら今年は５４人へ減少しています。ただ部会長のおっしゃるとおり、年齢別の内訳で

は１歳児を中心に発生している状況です。小規模保育事業所の目標施設数は下方修正

していますが、０歳から５歳までのいわゆる保育園については１３から上方修正し、

１６としています。これは、和光市で小規模保育事業所を急速に設置した結果、小規

模保育事業卒園後の受け皿の確保が深刻な問題になっており、それらに対応するため

にも小規模保育事業所の設置スピードを緩めて、０歳から５歳までの保育園の設置を

重視させていただきたいということです。

松永委員

多様な保育サービスという表現の「多様」はどういう意味でしょうか。

保育サポート課

ぶら下がりの事務事業として公設公営、公設民営、民設民営などの保育園があるこ

とはご説明させていただきましたが、その他、認可外の家庭保育室や、通常の保育と

は別の一時保育なども含めて、たくさんのメニューがある中で、利用者のニーズにあ

ったサービスを提供したいという意味です。

松永委員

多様な保育ニーズに対応するというのもいろんな施設を利用する側のニーズに対

応するという意味でしょうか。分かりました。お話を聞いている限りでは、よく見通

しを立てられて、また状況に応じた対応をされているように感心いたしました。

原田委員

保育所の増加に伴い、保育士の数も増えているのでしょうか。

保育サポート課

保育士の数は国の基準で定められています。０歳は３人に１人、１，２歳は６人に
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１人以上などと決まっています。当然、配置基準は満たしておりますが、民間事業所

との意見交換においては、やはり保育士の確保が大変だと聞いています。特に和光市

は東京２３区と隣接していて、賃金や補助の面で差異があり、集まりにくいという話

も聞きます。それらを解消するために、民間事業所に補助金等を支給して、保育士を

確保していただいています。

鳫部会長

年度当初の学童クラブの待機児童は何名くらいいますか。

保育施設課

年々増えている状況で、平成２９年度は５２名だったものが、平成３０年５月１日

現在は８１名となっています。特に南エリアの第五小学校で、新１年生の申込みが急

激に増えている状況です。例年学童の申込みは１年生の３０％くらいですが、今年は

５０％近くの申込みがありました。非常事態と認識しており、６月議会で上程してい

ますが、第五小学校に新しい放課後子ども拠点施設を整備するための費用を計上して

おります。

鳫部会長

一年生のうち、半分が希望するということですね。多いですね。それが急激な伸び

とのことでは大変ですね。成果の説明で分からなかったのですが、平成２８年度まで

に民間学童クラブを２施設整備し、利用が５人というのはどういうことですか。２つ

合わせて４５人の定員のところ、５人しか利用がない、その原因は何ですか。

保育施設課

平成２９年度末現在で、１つの施設に５人、１施設については利用者がいないとい

う状況です。利用のなかった学童につきましては学校の敷地から少し離れていること

も原因のひとつですが、保育園に併設している場所で事業を展開しており、小学校の

お友達と遊びたい、生活の中心が小学校になっている小学生が、民間学童の利用を希

望しなかったことが原因だと考えられます。民間学童としても、送迎サービスの案内

をするなどしていますが、なかなか利用に結びつかなったものです。

鳫部会長

学童が足りないからと民間学童を作っても、利用者が増えないという話は昨年もあ

りましたね。

保育施設課

もう１つの施設については学校のすぐ隣の敷地で、学校の中から行くことができま

す。今年度初めは１０名以上の利用者があり、今後、夏休みもあるので、定員近くま

で利用者が伸びることを想定しています。

鳫部会長

民間と公設では費用が違うのでしょうか。

保育施設課

公設学童は現在、最高の第６階層で９，１００円となっております。ただ、３月議

会で利用料の見直しをし、第６階層で１１，７００円へ値上げをしています。公設学

童の利用者の７０％近くの方に第６階層の金額をお支払いいただいております。民間

は段階がなく、一律１万円です。

原田委員
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第五小学校の５０％は多いと思います。新しいマンションができているなど突発的

な事情があるのでしょうか。

保育施設課

南エリアでは、南大和団地の前の越後山の区画整理が進んでいることに加えて、数

年前に白子１丁目にマンションができており、マンションのお子さんが１年生になっ

て入ってきていると認識しています。

原田委員

駅から遠い場所なので習い事なども難しい場所であることも関係しているかもし

れません。分かりました。

保育施設課

南の学童クラブは南児童館と併設になっており、児童館のスペースを活用しながら

運営していますが、やはり子どもたちがリラックスして過ごせるスペースを確保する

必要があると認識しており、児童館に借りている面積で、１人当たりに必要な面積を

確保できる人数までの受け入れをしています。

金津委員

今までは民間と公設の費用面で差があり、公設の方が人気があったのかもしれませ

んが、費用が変わることによりその差がなくなるということですね。場所は公設の方

が利用しやすい状況ですが、支援員の質に違いはあるのでしょうか。

保育施設課

質は確保しなければならないと思っています。保育士あるいは学校の先生の免許を

持っている人に支援員の研修を受講していただいた上で支援員として配置しており、

公設民営でも民間でも質は確保してもらえるようにしています。

鳫部会長

時間もありますので、学童において障害のある子どもの受入れがどうなっているの

かについては質問シートで提出いたします。

最後にこれは質問ではありませんが、指定管理は社会福祉協議会だと思いますが、

指定管理制度だと、次の指定管理を取れるかということもある中で、受託側は人材育

成をするのはなかなか厳しいかと思います。その点も少し考えていただけたらと思い

ます。お疲れさまでした。

瀬川委員

民間保育園はいくつありますか。また公定価格はどこを見れば分かるのでしょうか。

年間どれくらいの補助金を出しているのか教えてもらいたいです。

保育サポート課

民間保育園は平成２９年４月現在で３４です。

瀬川委員

３４社に対して２７億円が支払われるのですか。

保育サポート課

全てが施設型給付費、地域型給付費というわけではありませんが、大部分、９割以

上が給付費として支払われます。質の確保のための保育士研修を実施していることは

記載してあるとおりです。その他、実地指導や研修会等も行っており、それらの講師

や専門家に対する謝礼等も一部含まれています。
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公定価格ということで、保育園については委託料、小規模保育事業所については負

担金という形で支払っています。年度ごとに公定価格は違いますが、例えば定員１９

人の小規模保育事業所で定員どおりの保育を行った場合、月額３００万円、年間で３，

０００万円後半から４，０００万円くらいです。地域型給付費ですので負担金として

支払っています。

鳫部会長

よろしいでしょうか。何かありましたら質問シートに書いてください。

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８・９に基づき説明。

イ ヒアリング

鳫部会長

グループホームへの家賃助成ですが、いくらぐらい助成するのですか。

社会援護課

月額上限１万円です。１万円以下の家賃ということはあまりないと思いますが、例

えば３万４千円の家賃の方なら、残りの２万４千円を自己負担していただくというこ

とです。

鳫部会長

市外のグループホームに入居されている方がいらっしゃいますが、具体的にどちら

のグループホームに入居されているのですか。また住民票は和光に置いたまま、入居

されているということですか。

社会援護課

川越、坂戸、秩父、遠い方だと長野のグループホームに入居されている方もいらっ

しゃいます。住民票は移しているのですが、最終住所地が援護地となることから、和

光市が援護を行っています。

鳫部会長

和光市内に適当な施設がなかったということですか。

社会援護課

ご家族や相談員との話し合いの中で決められています。市内に３施設ありますが、

利用者の環境等を考慮し、市外の施設を利用される方もいらっしゃいます。

鳫部会長

家賃補助以外にグループホームの整備に対する支援はないのでしょうか。

社会援護課

２９年度の基盤整備でグループホームが１つ増えました。来年度以降、新たに第５

次の障害者計画を作っており、新たなグループホームを整備していく計画になってい

ます。

鳫部会長

今回の施策の中に入っている事業ではないのでしょうか。施設支援になるのでしょ

うか。
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社会援護課

計画の中に位置付けられた基盤整備であり、設置を計画し誘致は行いますが、具体

的な施策の中で事業として位置付けられているわけではなく、市の予算として支出す

るものはありません。

松永委員

相談件数の意味について、病院への相談ですか。またいくつも相談される方がいる

ということですか。

社会援護課

そういうこともあると思いますが、病院ではなく相談支援事業所に対する相談件数

です。相談支援事業所は市内３エリアでの設置を目指していますが、現在南と中央に

２ヵ所あります。北エリアは設置に向けて協議中です。

松永委員

障害者の方が自主的に訪れて相談を受けた件数ということですね。それでは相談を

受けにいけない方は対象とはならないのでしょうか。

社会援護課

ご家族の方からの相談やケアマネージャーを通しての相談も含まれています。

松永委員

件数の他に、満足度という調査がされていたようですが、これは何の調査ですか。

社会援護課

総合振興計画策定時に行った満足度調査の項目の１つです。事業計画に対する満足

度ではありません。

松永委員

成果が見えづらい気がします。ただ件数が上がっているように見えるだけで。

鳫部会長

そうですね。個々の事業で見れば改善しているものもあるのかもしれませんが。

社会援護課

おっしゃるとおり件数が上がればいいというわけではありません。相談せずともう

まくいっている方がいいという考え方もあります。指標の考え方ですね、他の施策に

も言えることですが、どういうところを伸ばしていくべきかというところを捉えて指

標を設定しなければいけないと思います。

松永委員

件数の増加は人口の増加と比例しているのでしょうか。

社会援護課

人口の増加に加えて、高齢化により障害者が増加しています。また相談しやすくな

ったこともあります。さらに先ほどお話しましたが統合型の相談支援事業所ができ、

課題が見えやすくなったところもあります。

松永委員

部会長、この施策は評価が難しいです。

鳫部会長

そうですね。事務事業はすべて「このまま継続」となっておりますし、例えばグル

ープホームの事業については、ＰＲの課題もあるということですから「改善して継続」
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なのかなとも思います。

障害のあるお子さんの放課後デイサービスの事業はこちらの施策に入るのでしょ

うか。障害のあるお子さんの学童保育というのが各地で始まっていますが、和光市は

どうなのでしょうか。追加質問シートで記入します。

鳫部会長

そもそもどう評価したらよいかという難しいお話もありましたが、他の方はどうで

しょうか。よろしいですか。ではご説明ありがとうございました。お疲れ様でした。

２ その他

追加質問について

追加質問がある場合は、６月７日（木）までに事務局にご提出ください。質問の提出は

任意だが、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１９日（火）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（木）午後１時３０分から５０２会議室で開催する。

以上


