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平成３０年度第２回調布市子ども・子育て会議及び 

第１回調布市次世代育成支援協議会議事録 

 

1 日時：平成 30 年 7 月 24 日（火）午後 6 時 30 分～午後 8 時 30 分 

2 場所：調布市文化会館たづくり西館 ２階予防接種室 

3 出席者 

 (1) 委員 14 人 

 (2) 事務局 子ども政策課 6 人 保育課 2 人 児童青少年課 2 人 

 (3) 傍聴者 0 人 

 

開会 

・事務局より調布市世代育成支援協議会について説明 

次第１ 調布市子育て支援活動助成事業について【調布市次世代育成支援協議会】 

・事務局より以下の資料について説明 

  資料１ 平成３０年度子育て支援活動事業申請一覧 

  資料２ 調布市子育て支援活動事業平成３０年度応募の手引き 

  資料３ 平成３０年度調布市子育て支援活動事業助成グループ等募集（チラシ） 

  資料４ 調布市子育て支援活動事業実施要綱 

  参考資料 助成金申請書の写し（会議終了後回収） 

  

○会長  ありがとうございました。 

 ご説明があったように、申請に関しては、ここでオーケー、NGを出すということではあ

りませんので、ご意見をいただくということになります。ただいまの説明に関しまして、

何かご意見とかご質問はありますでしょうか。 

○委員２  去年からいるということで、結果を若干知っているものだから、あえて質問

しますけれども、まず基金が２つ一緒になったことによって拡大した事業があるのかどう

かが１点です。 

 それから、今お話がありましたように、最後の方で我々がお話を聞きながら、こういう

ことをしたらどうかという提案をしたものが若干入っているようなのですけれども、それ

はこの基金の我々の報告の中にこれ以外には入ってこない。さっき言ったスポーツ振興に



- 2 - 

 

対して幾ら出すとかというのは資料化されてこないのですか。見せてもらえないのですか。

子育てについて見せてくれたけれども、基金に対する参考意見だとか、意見を述べるとい

う立場ではなくて、どこまでなのだろう。その辺のところも教えてもらえれば一番のいい

のかなと。 

○会長  ありがとうございました。いかがでしょうか。 

○事務局J  スポーツもある程度確定はしているのです。これと同じような形でさせて

いただくのですが、まだ整っていなかったので、今回のところではご報告できなかったの

です。やはり追加募集等もしなければいけないかなぐらいの部分もあるので、それを含め

て皆さんにご報告しようかなとは考えております。このタイミングで整わなかったという

のが申し訳ない部分だったのですけれども。 

○委員２  今のご説明だと、もう決まっているような感じで、何件申請が出てこうなっ

ていますということだったから、それだったら…… 

○事務局J  やる方向性としては、我々の中では……。実は今回、初めて新規事業でや

った部分もあって、決定するレベルに関しても、我々の中で議論しながらやっている部分

もあるので、ここでお出しすると、またごちゃっとしてしまうかなという部分もあったの

で、少し整った形にはなってしまうのですけれども、こちらでご意見いただいて、この子

に支給するのは変ではないかみたいなのをやる場ではないのですが、当然、Aさん、Bさん、

名前まで出すかどうかは別ですけれども、こういう子がいて、こういうことに関して助成

しますというのは、ほかのこれからやろうとしている項目に関しても、この場ではご報告

させていただいて、一応資料もお出しするつもりではあります。ただ、今回、揃わなかっ

たという部分ですので、大変申し訳ございませんでした。今回は、例年やっているような

２万円の事業だけお出しする形になってしまったのですけれども、次回以降、新規事業に

関してもお出しする。どこまで出すかというのはレベルがあるのですけれども、内容が内

容なので、これと同じように大っぴらに出すわけにはいかない部分もあったりするので、

どこまで出すかも含めてお出しするように考えております。 

○委員２  追加募集するというお話しですけれども、今、おっしゃった事業横断的に、

もうちょっと柔軟に対応して、ここは申請が少なかったけれども、学校関係のスポーツだ

とか何かに回すということは考え方としてはないのですか。 

○事務局J  考え方としては、横断的に、例えばスポーツの部分がいっぱいになってし

まいますと。だから、こっちから持ってくるというのもありなのですけれども、基本的に
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はスポーツはスポーツの足りなくなった部分は増やすという方向で、こっちはこっち、２

万円の部分はまたやるという方向で、全部を上げていくような形では考えているのです。

どうしても財政的にお金がないというのであれば、横断的にやりくりしなければいけない

ですが、今のところ基金の残高としては十分あるので、それぞれのメニューの中で予想を

上回るような応募があった場合には、当然我々も補正予算を含めて検討していくというよ

うに考えています。 

○委員２  今回、報告があった分というのは、去年もそうだけれども、なかなか数が足

りないので、他のことを考えようというのがそもそも始まりだったではないですか。それ

で、今度は開いてみたら、やはり少ないと。だったら、それを他に回した方が良いのでは

ないですか。あのときに大分意見が出て、もうちょっと他に回した方が良いという話にな

ったから。 

○事務局J  意見をいただいた中では、まるでやりたくないのみたいなご意見もいただ

いた中で、いや、決してそうではない、最初に拡大してしまうと、いっぱい来たときに閉

じるのは、市のやり方としては難しいというお話しだったので、慎重にちょっとずつ広げ

ていくというイメージだった。横のやりくりをするほどお金が足りないというわけではな

いので、応募が少なかったりというのであれば、お金の問題ではなくて、ではどういうと

ころまで範囲を、例えば今、非課税世帯になっているのをもう少し幅広にしようかという

ご意見をいただきながら、ちょっとずつ範囲を広げていこうかなと考えているのは事実で

す。 

 ご意見は、過去においてかなりいただいていて、まるで市はやりたくないのではないか

ぐらいにかしこまった状況だったのですが、ちょっとずつ見えてくるといいますか、この

ぐらいいらっしゃるのかなみたいな、顔も大分みえてきたので、次回以降、またご報告さ

せていただきながら、その裏側の経緯も含めてお話しさせていただく。今回資料がなくて、

初めて聞いた方は、耳で聞いていてわからないという部分があって大変申し訳なかったの

ですけれども、次回以降またお示しさせていただいて、一覧にしてお見せしようかなと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員２  よろしくお願いします。 

○会長  ありがとうございました。委員１５、お願いします。 

○委員１５  そもそも集めている部分、２万円というのは、余りに額が少なくて、申請

の手続の割にどうなのだろうというのも確か意見として出たようだったのですが、それは
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出ただけのことで継続して、２万は２万でずっとやっていくということなのでしょうか。 

○事務局J  それについて詳しく議論といいますか、上の者を含めてやっていないので

すが、この基金自体は、最初の立ち上げを支援する。例えば、子育てグループが集まって、

どのようにそのグループの活動をやっていったら良いかなという背中を押してあげるとい

う部分がそもそもの立ち上げで、逆に言うと、委員の方々からおっしゃっていただいたみ

たいに、どんとやった部分をもう少し額を大きくしてというのは、もしかすれば違うメニ

ューとして作るべきなのかと。 

 これ、逆に額を余り大きくすると、今度は少しハードルを上げなければいけなくなって

しまうかなというのが実は内部でもあって、３回分はある程度何でも通しやすいみたいに

する。額は小さいけれども、最初の立ち上げはぜひやってみましょうという部分の基金な

ものですから、もし委員の方々がおっしゃったように、もう少し額が大きくならないのと

なると、内容といいますか、少し質を問うような基金になってしまうかなと。余り額が大

きいのをいっぱい受けてしまうと、ほかの部分とのバランスが難しくなってしまうかなと

思うので、それについてはまた今後検討させてください。 

○会長  よろしいですか。 

○委員１５  はい。 

○会長  そのほか、いかがでしょうか。――では、さっきご意見があったように、次回

……。後半のところは、確かにこれまでの議論で割といろいろなやりとりがあった話です

ので、資料として出していただけると。よろしくお願いします。 

 では、次の議題に行ってよろしいでしょうか。――ありがとうございました。 

 

次第２ 子ども・子育て支援ニーズ調査について【調布市子ども・子育て会議】 

 ・事務局より以下の資料について説明 

   資料５－１ 子ども・子育て支援ニーズ調査設問項目について 

   資料５－２ 子ども・子育て支援ニーズ調査（就学前）設問項目一覧 

   資料５－３ 子ども・子育て支援ニーズ調査（小学生）設問項目一覧 

  

○会長  ありがとうございました。 

 前回の調査項目と質問に対する事務局からの回答と併せてのところでご意見、ご質問を

受けたいと思いますので、何かありますでしょうか。質問した当事者の方も多分ここにい
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らっしゃると思いますので、回答に関してもっとここを聞きたいとか、詳しく知りたいこ

とがある方はご発言ください。 

○委員１４  保育園の量が拡大しているという議論が数年前にあったときに、同時に質

の担保もキーワードとして出ていたと思うのです。質がどうなのかという懸念が保護者か

ら上がっていると書かれているのですけれども、保護者は何がどうだと質が高いと感じる

のか。質ということがすごく漠然としていて、例えば保育業界側の考える質と保護者が考

える質とギャップがあったりすることもあると思うので、その辺はどういう項目に沿って

質が高いとか低いとかという判断をしているのかなというところが興味があるのです。 

○会長  大変貴重なご意見だと思うので、現在のところまでで、事務局で質というのは

このように捉えているみたいなのがもしあればお答えを。 

○事務局I  保育側で考えれば、まずは保育指針という指針がありますので、それに則

っている形で保育をしているかということで、我々指導検査についても保育内容は確認し

ています。 

 一方で、保護者の方の要望に全て応えることが、もしかしたら質が高いと思っていらっ

しゃる保護者もいらっしゃるのではないかということも少し感じていますので、その辺の

設問でどういう形、なかなかダイレクトでは聞けないと思うのですけれども、その辺を今

すごく貴重なご意見をいただきましたので、どうにかして、何かしらの形でそういうこと

を聞ければ良いのかなと思いました。 

○会長  今の件で何かご意見のある委員の方はいらっしゃらないですか。委員６、お願

いします。 

○委員６  質というのはやはり漠然とし過ぎているので、質問の仕方として、○○など

は毎年アンケートを取られていると思うのですけれども、既に保育園やそういったところ

にお子さんを預けていらっしゃる方や、日常保育の様子を見ていて、保育士の人数が足り

ないと感じたとか、日常保育の様子を見ていて、危険と感じるようなことがあったかなか

ったかとか、そういった具体的な質問が良いのではないですか。 

 保護者のニーズに常に応えてくれているかという開き方になってしまうのはまずいと思

うので、具体的に一般的に質と呼ばれるようなものというところで質問を設定するのが良

いのではないかと。 

○会長  ありがとうございました。 

○委員１４  保育指針に則っているかどうかという観点はもちろんそうなのですけれど
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も、幼稚園が幼児教育にしても、成果として見えるところはすごく少ないというか、すご

く見えにくいものが非常に多いので、保育指針に則ってちゃんと保育が運営されているの

かとか、その辺を探るのはすごく難しいことなのではないかと私の立場としては感じます。

なので、何をもって指針に則っているのかという見方もある程度ちゃんと統一しておかな

いと、その人の主観によって決まってしまうことも多分にあるのではないかと考えます。 

○委員２  保育園を経営している立場から言いますと、今言われた保育指針というのは、

あくまでも大ざっぱなところを決めてある中で、それをどのようにやっていくかというの

は、まさしく保育園に任されている。何年か前に保育園は競争の時代に入ると言われたと

きに、そういう指針に沿って、自分たちは何をやりたいかというのを保育園が出しなさい

という時期があったのです。今の話からいくと、こういうことをやりなさいという護送船

団方式なものを市で決めて、その中にみんな入ってしまいなさいということになると、質

の競争はなくなるということが懸念としてあるわけです。皆さんが言っている、どこまで

を並ばせなければいけないのかというと、安全対策はここまでにしなさいという部分だろ

うと思うのです。だから、設問の部分についてその辺を議論しながら決めていけば良いの

ではないかという気がするのです。 

 内容まで言いますと、例えば幼稚園の例からいくと、今、増えてきていますけれども、

外部委託してスポーツをやらせたりというのはいろいろあります。そこまでやることが本

当に子どもたちにとって良いのだとすれば、簡単に言えば、国がお金を出しなさいよとい

うことになるのです。だけれども、保育園だとか幼稚園という幼児教育をそこまでやるか

どうかということの議論がまだ具体的に明確になっていない中で、保護者からそういう要

望を出されたときに、それに沿ってやらなくてはいけないという指導検査の指摘になると

困ってしまうということにもなりますので、その辺のところは、設問の項目を出すときに

十分検討していただければ良いのかなという気がします。 

○委員１４  我々の業界としても、幼児教育と考えたときに、要するに就学前に初等教

育を先取りするような内容が教育なのだと履き違えている方も正直いるのです。でも、幼

児教育と突き詰めるとそうではなくて、もっと大事な部分、漠然というと遊びを通してと

いうところがまず一番大事なところなのです。なので、より一層見えにくい部分でもある

のかなと。保育指針もそれに似たようなところが多分にあると思うので、その辺をどう見

ていくかというところはすごく慎重に考えていかないと、質というものがひとり歩きして

しまう可能性があるのではないかと私はちょっと懸念している。 
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○事務局J  今みたいなのも含めて質問するというのは、例えば質をどう捉えますかと

いう質問で、先進的な、かなり初等教育に近いことをやるというのを考える保護者が多い

のか、それとも必要最低限、要は子どもの育ちを重視するようなものにするのはどうなの

ですか。逆に、設問の中で流動的にするのか。いいか悪いかは別にしてなのです。ただ、

ニーズとしていい機会なので、実はそういう保護者が多いのだというのも、１つの参考値

としてあってもおかしくないのか。良いとは我々も思わないです。必ずしも質の確保の質

として我々が目指しているのはそこではない。もちろんそれを踏まえてやってくれる分に

は構わないのですけれども、そこは求めていないのです。 

 ただ、実際として、調布市の未就学児の保護者は、実はこういうことを考えているのだ

というのを出す意味としては、そういう設問を出す意味はあるのかどうか。それとも、余

り出してしまうと、逆に対応しなければいけないから大変だという意味では、その辺は逆

に言うとどうですか。 

○委員１４  ちょっと外れるかもしれないのですけれども、入園説明会をする段階で、

まず幼稚園と保育園の違いをわかっていない保護者が正直たくさんいるのです。なので、

うちの幼稚園がどうかと説明する前に、幼稚園と保育園はこういうものです。幼稚園は学

校教育法に則ってこういう教育要領があって、ここに則ってやっていて、それを踏まえて

我々の幼稚園はという話からするので、どういうことが質なのか、何を求めているのかと

いうことを調査するのは、ある意味、何かの取っ掛かりになるのかなと私は思います。提

供する側と求める側とギャップが多分あると思うので。 

○事務局J  逆に、それを踏まえた上で調査報告書に載せるのか、それとも設問の部分

でいってしまうのか、どちらが先なのかは別ですが、市ではこういうのを保育の質と考え

ていますが、どのように考えますかという設問にすれば、逆にギャップがあるのか、ない

のかというのが見えてくるのかなと思うのです。 

○会長  質を市がどう考えているかともし語るのであれば、あえて抽象度を上げた、そ

れこそ指針でも教育要領でも良いのだけれども、そのレベルのところに留めておかないと、

かなり混乱を招く可能性があるので、ニーズ調査という枠組みの中の議論だから、先生方

がおっしゃったように、いろいろな要求があったり、いろいろな理解があるというのが事

実だから、それが実際のところどうなのだというのを把握することそのものに意味がある

と思うので、それにそれぞれ対応する、一対一対応していくというわけではないという捉

え方でいいのではないかと思うのです。 
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 市の基準としては、言い換えると生命の保持と情緒の安定と学びの保証なのです。これ

がちゃんとどこの園でもされているかというレベルに留めておけば、一くくりになってま

とめられることができる。 

 たしか、何年か前に調布市で、私も絡んでいたから覚えているのだけれども、保育園を

選ぶときに何を基準に選びますかという調査を調布市内の認証保育所も認可外も全て含め

てやったときに、保育内容とか保育方法が実はあまり上のほうに行かなかったのです。交

通至便とか入れればオーケーというところが上に来ていて、こんなに内容を見ていないの

だと受け止めたのですけれども、実はもしかしたらそれは本音ではないのかもしれなくて、

質を問えるのであればもっと問うのだけれども、問うているような状態ではないから、前

回はあまり上に来なかっただけで、本当はこういうことを幼稚園、保育園に望んでいると

いうのを実は調べていないから、それを調べるというのはすごく意味があると思うし、そ

もそもこの会議自体が、そろそろ質の議論をしようよというのをずっと言い続けていたか

ら、ニーズ調査という枠を超えて、保育の質とは何だろうねみたいなことをやりとりする

というのは、どこかで必要なのではないかと今聞いていてすごく……。だから、ようやく

これが出てきたというところがあるので。 

 だから、ニーズ調査の中の質の議論と、もう少し自由なところでする質の議論をちょっ

と切り分けないと、多分ニーズ調査が混乱してしまうところが出てきてしまうかもしれな

いです。 

○事務局J  そこを埋められないのかという話になってしまうわけですね。ギャップが

あって、要はすごい最先端の保育を望んでいる。市はそれに対して何もしないのかと言わ

れて、そうではないのだよというのでは、調査した意味がなくなってしまいますから。 

 わかりました。その辺については慎重に。 

○会長  よろしくお願いします。 

○委員２  話題として提供すると、国の指導もあって、今、感染症があるから小さいの

はプールに入れるなということになったのです。それは、人数を増やせばいいし、プール

に入れるのだったら監視員を置きなさいということになってきているのです。幼稚園もそ

うだと思うのです。そのためのニーズをどうするかというと、国の指導は、いない限りは

プールをやるなということです。 

 そういう中で、プールはやはり入れてほしいというのが親の希望で、そういうアンケー

トが出てきたときにどうするかというと、どうしても人を増やしなさいという要求につな
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がってしまうのです。それはどこに行くかというと、市に行くのです。幼稚園は個々の経

営だから、人を増やすにしても補助金としてもらうかどうかです。保育園としては委託費

の中に含めてくるか、市の補助金でもらうかいろいろ財源の問題もあるから、そんなこと

も個々で、それこそ親の要求を満たすためにはどうしたら良いかというのはすごく難しい

ところだということです。個々で項目は見ていかないとだめだと。 

○委員１４  幼稚園は、全員に満額出ないので、規模によって補助が何人までと決まっ

ているので、人を増やすというのはすごく厳しいといえば厳しいです。 

○会長  ありがとうございました。 

 

次第３ 調布っ子すこやかプラン実績報告（平成２９年度）について【調布市子ども・子

育て会議】 

・事務局より以下の資料について説明 

  資料６－１ 平成２９年度地域子ども・子育て支援事業一覧 

  資料６－２ 調布っ子すこやかプラン掲載事業実績一覧 

 

○会長  ありがとうございました。 

 では、ご質問、ご意見よろしくお願いします。 

○委員６  資料６―１の見方についてお伺いしたいのですけれども、人数の方がわかり

やすいと思うので、２番、時間外保育事業確保（延長保育事業）というところを見ますと、

量の見込みが平成27年度だと3,845人、事業実績が１万7,044人、量の見込みというのは、

ニーズ調査を行って、このぐらい必要かなと見込んだ人数ということでよろしいですか。 

○事務局A  はい、そうです。 

○委員６  事業実績というのは実際に利用した方の人数ということですか。 

○事務局A  そうです。 

○委員６  というと、見込みよりも相当使っていらっしゃるということですよね。ニー

ズ調査との間に乖離がある。 

○事務局I  ニーズ調査は対象人数の母数がそもそも違うので、その中での見込みが出

ているのですけれども、どうしても実績というと、今、延長保育を市内でやっている、す

なわち認可保育園の数が増えれば増えるほど、実際在籍されている方が１時間延長になり

２時間延長を使うということで、総体は調査をした母数をはるかに超えてしまっていると
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いうのが実績に出ているので、いわゆる乖離というよりは、調査方法のときの母数が違う

というところで、実績を出すにはどうしても利用実績を出さなければいけないので、今の

園でどれだけ延長保育を使われているかで数字を出すしかないというところの差でご理解

いただきたいと。 

○委員６  量の見込みは、ニーズを調査をしたときに保育園の数が少なかったので、調

査対象はもちろんもっと少ないでしょうけれども、今の保育園の人数が保育されていると

いう前提ではなく、もっと少ない人数しか保育ができないという前提での人数と。 

○事務局I  そうです。 

○委員６  とすると、どんどん拡大していった暁には、本当は補正をしていかなければ

ならないということですよね。 

○事務局I  一応、量の見込みを実績が超えているというところなので、ここで確保策

のところにも書かせていただいていますけれども、「認可保育園の定員拡大に伴う」とい

う書き方がちょっと言葉足らずかもしれないのですが、保育園がなければそもそも延長保

育事業はできませんので、実際に認可保育園が新規開設されて、法人さんによって７時ま

での延長、８時までの延長、それ以上かというところは違いますけれども、延長保育事業

は、基本的には市内の保育園でやっていただいています。先ほど事務局Ｂが申し上げまし

たが、例えば来年４月にオープンするところも延長保育をすれば、その枠はできていくと

いうところでどんどん増えていくのですけれども、足りなくなることはない。 

○委員６  足りなくなることではないから、特に必要ないと。 

○事務局I  そうです。そういう認識です。 

○委員６  引き続きなのですが、３番目は学童とユーフォーかと思うのですけれども、

量の見込みがニーズ調査から見込まれた量、つまり、これだけの申し込みがあるであろう

という数字ということですね。それに対して、実績が実際に学童、もしくはユーフォーに

入会できた、もしくは利用できた方の人数ということでよろしいのですか。 

 何が言いたいかというと、これを見ると、見込みと実績と確保策はあるのですけれども、

どのくらい不足したかがどこに表示されるのかが全くわからなくて、どこに不足の数と人

数が表示されますかというのをお聞きしたかったのです。 

○事務局G  この資料の中では、何人ぐらい不足したかというのは数字としては出てこ

ないです。なので、量の見込みも26年度の際にシミュレーションした数字を載せています

けれども、当時は４年生以上を受け入れていなかったので、ニーズ調査から算出した数字
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ということで、実際、実績を見ていただくと、見込みの算出の仕方としては多かったとい

う状況は見てとれるかと思います。実際、今、実績に対してどれだけ不足しているか、要

は保留児童が何人いるかとか、それはまた次期すこやかプランを計画する際の参考資料と

しては、この会議の場でお示ししていきたいと思います。 

○委員６  不足数、どれくらい足りなかったかという結果については、ここに表示され

ないということですね。 

○事務局G  そうですね。 

○委員６  とりあえずわかりました。 

○会長  では、委員１。 

○委員１  ３番の学童とユーフォーのところなのですけれども、学童は定員があるのは

わかるのですけれども、ユーフォーは基本的に定員はないかと思うのです。下のところに

確保量（定員数）と書いてあるのは、ユーフォーにも定員があるという誤解を生じないの

かなというところ。事業名のところで学童とユーフォーという２つの事業名、全く別のも

のが入っているというのがちょっと乱暴ではないかなと思って、確保方策、確保量も、ユ

ーフォーは小学校内に基本的に整備する。特に第四中などは別個かもしれないですけれど

も、原則そういうところかなと私の中では認識していて、ユーフォーがこれ以上増えるこ

とは基本的にはないと思っていたのです。そうなると、この確保量のところで１ヵ所、２

ヵ所とユーフォーも増えるのかもしれないと思わせかねないかなというところが見ていて

思っていたので、３番を１つにくくってしまうのはちょっと無理があるのかなと思います。 

○事務局G  資料の左側に記載されている子ども・子育て支援事業は、法的に位置づけ

られている、13事業のことで、その中では放課後児童健全育成事業という位置づけにはな

っておりますけれども、この資料では、すこやかプラン上の項目に応じた記載になってい

るのだと思います。委員１がおっしゃったように、ここに定員がないユーフォーが入って

いると、紛らわしく捉えられかねないので、そのあたりは検討します。 

○事務局I  法定事業と言われているものは、確かに放課後児童健全育成事業、学童ク

ラブだけなのですけれども、当時、国の指針でも、うちでいえば放課後遊び場対策事業と

一体的な運営ということで、すこやかプランにもちょっと載せているのですが、放課後子

ども総合プランというのも一緒に盛り込みなさいという指針があったものですから、調布

はちょうどそのときに学童とユーフォーの一体的な運営ということですこやかプランに書

かせてもらっています。このすこやかプランの中にも、ユーフォーの整備計画というのは
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全小学校20校内に整備済みという表現になっていますので、どうしてもこの概要がすこや

かプランの各メニューの標記になっていますので、今ここにもユーフォーが一緒に入って

いるのですけれども、ここの確保量については、学童クラブだけの定員数という見せ方で、

そこの表現が次期のすこやかプランのときにどうするかというところは別途検討かなと思

っています。 

○委員１  もう１ついいですか。時間外保育事業、延長保育は今、調布市は６時１分か

らでしたか。６時１分の子も20時ぴったりの子もそれぞれ数えてこの人数ということです

か。 

○事務局I  そうです。一緒です。 

○委員１  何時間延長が何人とかという細かな分析とかはないですか。 

○事務局I  ないですね。延長保育は時間ごとではなくて、保育サービス…… 

○委員１  ６時１分以降の人数がこの人数。 

○事務局I  そうです。 

○委員１  園によっても幅がありますね。今、一番遅いところは何時まででしたか（「1

0時」の声あり）。４時間の幅がある場合があるということですか。 

○事務局I  そうです。 

○委員１７  ３ページ目の幼稚園の預かり保育の一番右側の備考欄に、「東京都による

調査の利用者算定基準が変更された」と記載があるのですけれども、どのように算定基準

が変更されたのか教えていただきたいのです。 

○事務局B  計算の仕方としては、幼稚園の開所時間以外の部分で預かっている方とい

うのを算出しているのですけれども、こちらについては、お子さんを何人預かっていて、

預かりをした日数が何日という形で、掛け合わせで計算していたのですが、前回までの調

査だと、掛け合わせの日数が幼稚園の開所日数そのままを入れ込んでいました。今年度に

ついては、そうではなくて、開所している中でも預かり保育をしている日としていない日

を区別して、より詳細に調べるという形になったので、その面で差が出てきたというか、

減ったという形になります。 

○委員１７  前回までは概算だったという感じですね。 

○事務局B  東京都でこの調査がありまして、その回答内容を転記したものなのですけ

れども、そちらは東京都の調査の基準が変わったというところで減ったという形になって

おります。 
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○会長  ほかにどうでしょうか。委員６、どうぞ。 

○委員６  同じ資料の４ページ目、10番なのですが、病児保育事業は、量の見込みは1,

000人弱で、確保量としては、平成29年度ですとほぼ2,000人で倍の人数の定員を確保でき

ているということなのですが、これだけ見ると、一見、病児保育が十分足りているように

見えると思うのですけれども、実際はやはりインフルエンザが流行する時期などにはお断

りしている人数も相当あるかと思うのです。 

 なので、先ほどの不足量のところとも関連するのですけれども、量の見込みと確保量だ

けを単純比較してしまうと、あたかも不足しているかのような印象がどうしても出てしま

うので、せめて備考欄に年間で満員でお断りした人数とか、待機になっている子どもの人

数とか、何かしらの補足は必要なのではないかと個人的には思うのです。 

○事務局F  現状、お断りした人数を取っていないので、その辺が把握できるかどうか

というのは検討していきます。おっしゃるとおり、実際インフルエンザの時期というのが

多くて、年間でならしてしまうと利用量は50％になってしまうのですけれども、時期によ

っては100％以上の希望があったりするので、ここが何らか表せる方法があるかどうかと

いうのは検討します。 

○会長  これ、どこかのタイミングで公表すると申し合わせたのですよね。お話を伺っ

ていると、備考欄の充実というか、読み取りを容易にしていただける工夫と、誤解されな

いような注意書きみたいなものが必要なのかなと。さっきの学童、ユーフォーの話もそう

なのですけれども、その辺は工夫は可能ですか。 

○事務局E  ユーフォーの記載の部分、項目ではユーフォーが出ていますけれども、学

童クラブの確保方策ですので、ユーフォーはとったほうが誤解を生じないのかなと考えて

います。 

○会長  ほかはよろしいですか。 

○事務局I  病児保育のところの、例えば今、事務局Fが申し上げたように、感染症の時

期はインフルエンザ、ノロウイルス、嘔吐、下痢とか、その時期は空いていないというと

ころは市として認識しているのですけれども、そういうことを認識していますというのを

書くだけでも全然違いますか。 

○会長  それはそうだと思います。読んだ人が、あの時期は足りていなかったではない

かという反応がかなり高い確率で予想されるのだとしたら。 

○事務局I  今のこの表現で不足していますというのはなかなか書けないので、今、委
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員６がおっしゃったように、こういう現状があるよ、市としてはわかっていますよと。表

記の仕方については検討させていただければと。 

 どっちみち、次回もう一度冊子の形でお示しするので、またそこで見ていただいて、ま

たご意見等頂戴できればと思います。 

○会長  よろしいでしょうか。――ありがとうございました。  

 

次第４ その他 

 

 では、次です。その他、事務局から前回の会議内容に関して補足があるそうですので、

よろしくお願いします。 

○事務局D  前回、保育課から待機児童数を報告させていただいたときに、10地域ごと

に待機児童数がこうなっていますというお話をさせていただいた中で、10地域ごとの人口

はどうなっているのというご質問をいただき、今回の宿題とさせていただいておりました。

こちらについて補足で説明させていただければと思います。 

 まず、10地域の考え方ですけれども、主として大人の徒歩圏による生活行動領域に相当

するという形でまず10地域を設定しているといった経過がございます。そういった中で、

徒歩圏内というところでの制約をまず地域ごとでしているものですから、人口で見るとか

なりばらつきが出ているといったところが現状であります。例えば、一番少ない地域で言

いますと１万1,000人程度、一番多いところでいうと３万4,000人程度といったところでば

らつきが生じている。ですので、エリアの広さなどを定めた中で基本的な主眼を置いた中

で地域を定めているところがございまして、人口的にはばらつきがあるといったところが

現状であります。 

 説明は以上でございます。 

○会長  ありがとうございました。 

 ただいまのご回答に関して、さらに何か確認したい方はいらっしゃいますか。――これ、

ご質問されたのはどなたでしたか。委員１、今のご回答でどうですか。 

○委員１  飛行場あたりはでかいですよね。あれを徒歩圏内にしてしまうのも頑張らな

いといけないなと思ったのです。 

○事務局D ただ、飛行場のあたりは10地域の中ではかなり広く設定されている形にはな

っています。生活地区というのは、学区域で相当する地区のおおよそ２から３区域を包含
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するような圏内で10地域というのを設定させていただいたといったところがこれまでの経

過としてあります。そういった中で、例えば面積的にも、先ほどいった基地跡地があるよ

うな地域だとかなり広く設定されていたりしていますが、人口的にはばらつきが生じてい

るといったところはございます。 

 以上でございます。 

○会長  ご説明ありがとうございました。ほかはよろしいですか。――ありがとうござ

いました。それでは、以上をもちまして、第２回子ども・子育て会議、第１回次世代育成

支援協議会を閉会とさせていただきます。本日はお疲れさまでした。 

 

                                 ――了―― 

 


