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平成３０年度第１回調布市子ども・子育て会議議事録 

 

1 日時：平成 30 年 6 月 26 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 18 人 

 (2) 事務局 子ども政策課 4 人 保育課 2 人 児童青少年課 3 人 

 (3) 傍聴者 2 人 

 

開会 

・子ども生活部長 挨拶 

 

次第１ 委員自己紹介 

・各委員より自己紹介 

 

次第２ 会長及び副会長の選出 

 

次第３ 調布っ子すこやかプラン（調布市子ども・子育て支援事業計画）について 

・事務局より以下の資料について説明 

  本書 調布っ子すこやかプラン（調布市子ども・子育て支援事業計画） 

  資料３ 子ども・子育て支援ニーズ調査設問内容について 

  参考資料 学校教育・保育施設及び学童クラブ施設整備の時点修正結果について 

   

 

○会長  ありがとうございました。では、ただいまの説明に関しましてご質問等おあり

の委員はよろしくお願いいたします。いかがでしょうか。 

 調布っ子をごらんになっている委員の方と、すこやかプランをごらんになっている方と

２つに分かれているような感じですけれども、さっきご説明にあったニーズ調査に関して

ご意見のある方は事務局にというところはすごく大事なところなので、この場で出すとい

うのは難しいかもしれませんが、おうちに戻られてから、ぜひ出してください。 
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 すこやかプランを新しくつくるというのがある種のゴールなのですけれども、多分その

ゴールの手前の実態調査が物すごく大事になってくると思います。説明にもありましたけ

れども、前回の調査は国が決めた枠があって、その枠の中でやらざるを得ないというとこ

ろがあって、ちょっと身動きがとりにくいところもあったのですが、今回は比較的そこが

自由度を増していますので、調布の実態に合ったニーズ調査のあり方みたいなことが多分

できると思うので、ぜひよろしくお願いします。委員６、どうぞ。 

○委員６  まず、きょう配られたニーズ調査の素案に対する意見を７月何日までに事務

局に。 

○事務局Ａ  資料３といった形で、７月11日水曜日です。 

○委員６  はい。これは最終的に、ではこの内容で確定という最終決定は何月ぐらいを

予定されているのですか。 

○事務局Ｉ  これは、今回やろうとしている素案ではなくて、前回、25年度にやった調

査票がついております。今、会長からございましたとおり、前回は平成27年から子ども・

子育て支援新制度がスタートする前段のニーズ調査、計画策定というところでしたので、

我々事務局側としても初めてのことだらけでしたので、正直、国に右へ倣えではないです

けれども、余りオリジナルな部分を入れられなかったところも感じているところです。今

回、この５年間、計画期間１期が終わって、今度、第２期ということで、少しオリジナル

な部分も入れていきたいと事務局側でも考えていますが、この会議の委員の方からもいろ

いろなご意見をいただいて、アンケート調査をやっていきたいと思っております。 

 最終的な時期については、先ほど事務局Ａからご説明申し上げましたが、保育園、学童

の整備については、今年度、一定の方向性を出していかなければいけないというようにな

っていくと、当然、整備には予算が必要になってきます。それについては、予算編成の時

期に財政部門ともいろいろ調整をしていかなければいけないと考えておりますので、ニー

ズ調査自体は、先ほど申し上げた保育園、学童の整備と地域子ども・子育て支援事業とい

う法定13事業のさまざまな調査をかけます。これは前回のですけれども、基本的にはこう

いう形でニーズ調査報告書を来年３月末、いわゆる今年度に策定して報告書を発行すると

いうのが、まず今年度の最終目的なのですが、今申し上げた整備に関するところについて

は、予算編成が秋口以降、始まりますので、その編成の時期に間に合うようにニーズ調査

自体をやり、整備にかかわる部分は先にニーズ量を抽出して、この会議にお諮りしながら、

ご意見をいただいた上で財政部門と調整していきたいと思っていますので、アンケート調



- 3 - 

 

査実施は最短で９月ごろかなと思っています。 

 ただ、今の時点なので、今後変わってくると思いますので、そこは毎回の会議で、どこ

かのタイミングで、ある程度のスケジュールが確定した時点で改めて今後のスケジュール

ということでご案内をしたいと思っておりますが、大体は今申し上げたスケジュールで進

めていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員６  では、アンケートの実施は９月ごろということであれば、先ほど資料４で拝

見した第２回目、第３回目の子育て会議でもまだ検討をしたり、情報をいただいたりする

余地というか、余裕があるということでよろしいですか。 

○事務局Ｉ  もちろんでございます。後ほど、この後の次第でご案内しようと思ってい

ますが、資料４、冊子の一番最後にくっついていますが、ここにも記載させていただいた

とおり、この後、毎月１回を目途に、そのくらいのペースで開催していきたいと思ってい

ます。７、８、９、その後も10、11、12と書いてございますので、この間、どのタイミン

グでニーズ調査のご議論をいただくかというのは方向性を定めますけれども、基本的には

このスケジュールで、今後、毎月１回程度開催していきたいと思っています。例えば、７

月11日までに皆さんからご意見をいただいたものを事務局でまとめてお示しするとか、事

務局のほうで今後実施するアンケート調査票をある程度固めた時点でお示ししてご意見を

いただくとか、そういうキャッチボールをしていきたいと思っておりますので、その都度、

ご案内していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員６  それであるとすれば、７月11日が最終デッドラインではないという認識です

よね。 

○事務局Ｉ  はい。 

○委員６  ということであれば、先ほど事務局Ｉもおっしゃっていましたけれども、保

育園の整備であるとか学童の整備であるとか、そういったものにすごく大きな影響を及ぼ

す調査だと思うのですが、多分いらっしゃった方は記憶にあると思うのですが、前回の調

査は、ふたをあけてみたら、これは余り現実的ではないみたいな数字が出てしまったとい

う私の記憶があるのです。 

 今回、同じことにならないように、前回、なぜそういう調査結果が出たのか、その反省

を踏まえて、調査のやり方だったのかもしれないし、聞き方の問題、文言の問題だったの
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かもしれないし、もしくは出てきた調査結果をどう集計するかというところの集計方法の

問題だったのかもしれないですけれども、そういったことがないように、前回の原因とい

うか、結果がどうしてそういう数字になったのかというのをぜひこの会議の場で教えてい

ただけたらと思います。正直、私も何であの数字が出たのか、いまだに把握し切れていな

い、理解し切れていないところがありますので、多分、調布市だけではなくて全国的にそ

うだったと思うのです。それは多分、何かしらのその後の検証が進んでいることと思いま

すので、ぜひそこをみんなに共有していただけるとありがたいのかなと思います。 

○事務局Ｉ  今、委員６がおっしゃったように、そのときいらっしゃらなかった方は何

のことだというところだと思いますので、細かな分析は改めてお示ししたいと思います。 

 今せっかく調査票をおもちなので、例えば10ページをお開きいただいてよろしいですか。

問15があります。全ての方に伺いますということで、現在使っている、使っていないにか

かわらず、何を使いたいかお答えくださいと。ここは結局、その方の就労の状況がどうだ

とか所得の状況、保育料も書いていますけれども、そういう状況を問わずに何を使いたい

ですかという調査をしたのが、非常に大きな現実的ではない数字が出たと当時は分析して

おります。いろいろそのほかの理由もあると思いますけれども、その辺はまた改めてご案

内したいと思います。 

 我々もそこから数年、いろいろ待機児対策をしてまいりまして、やはり認可保育園は短

時間認定、標準時間認定という認定があるのですけれども、短時間の方でも８時間使える、

標準時間だと11時間使えるという権利をもっているのですが、前回は就労の形態がどうい

う方かにとらわれず、認可保育園を使いたいですかという質問があったかなと思っていま

す。我々が今の時点で考えているのは、今、働き方改革等で就労形態も多様化しておりま

すので、そういう形態に合ったいろいろな施設、保育サービスをどうニーズ量として捉え

ていくのかというところが今回のキーかなと思っていますので、そういう観点で皆さんか

もご意見をいただきたいですし、我々事務局でも考えていきたいと思っていますので、改

めて詳細についてはご案内させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○会長  ありがとうございました。そのほかいかがでしょうか。委員４、お願いします。 

○委員４  基本的な質問なのですけれども、調査の規模はどのぐらいのことをやられる

予定なのですか。 

○事務局Ｉ  前回の調査での実績にはなってしまいますけれども、前回は就学前児童、

要は小学校に上がる前のお子さんをおもちの世帯に対して2,200件ちょっとぐらい配布し
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ております。あとは、小学生のお子様がいらっしゃる家庭にも1,615世帯にアンケートを

配布しております。前回は中高生ご本人に対しても1,447件配布しております。それぞれ

回収率としては、就学前児童の世帯からは61.5％、小学生の保護者の方からは56.9％、中

高生ご本人からは44.9％ということで回答をいただいております。 

 これからニーズ調査、この会議の運営支援をしていただく事業者をプロポーザル、公募

という形で選定させていただきますが、その中で詳細については詰めていきますが、基本

的には今申し上げた同規模ぐらいのアンケートをとっていきたいと思っております。 

 前回は今申し上げた就学前児童の保護者、小学生児童の保護者、中高生本人という形で

３種類やっていますけれども、そこも含めて今回はどのようにやっていくかというところ

はまた検討して、確定した時点でこの会議でもお示ししていきたいと思っております。よ

ろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○会長  よろしいですか。ありがとうございました。ほかにいかがですか。委員１７、

お願いします。 

○委員１７  前回、このお話があった際に、ほかの委員から、文章の中でこの言葉はち

ょっとみたいなお話が何回か出ていたと思うのですけれども、そういうことを考えるので

はなく、この設問自体をこう変えてほしいとかということを検討すればいいのですか。 

○事務局Ｉ  言葉の意味とかではなくてということですね。 

○委員１７  前回、身障者保護者の会の前任の方が、この言葉が私にはひっかかるわと

かというお話を結構細かくピックアップされていて、でもそういうことを考えるのではな

くて、例えばこの文章がすごくわかりづらいだったりとか、この設問の狙いが余り的確で

ないとかというところを考えたほうがいいのか、それとも、もっと文を読み込んで、こう

いう設問にしたほうがいいのではないですかということを考えるのか、渡された宿題が余

りにもざっくりとしていて、どの辺を考えればいいかなと。 

○事務局Ｉ  大変失礼いたしました。これは前回の調査票なので、このとおりに構成す

るつもりもないですし、迷ったのですが、これをお渡ししてしまうと、これが頭に強く残

ってしまうかなとは思っていたのです。一応前回こういう内容を聞いている、あくまでも

参考にしていただいて、今委員がおっしゃったように、市民目線でこの言葉はわかりづら

いとか、こういう表現にしてもらいたいというのは、すごく重要な部分だと思っています

ので、そういう部分もお手間でなければぜひいただいて、プラスこういう内容を聞いたほ
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うがいいというのを設問方式にしなくても、何となくこんなことを聞いたらというのでも

構いませんので、我々事務局にいただければそしゃくして、この会議でお示しして、そう

いう意味ではないといえば、そこで軌道修正してもらえればいいかなと思っています。 

 今おっしゃっていただいた、こういう言葉、見せ方も含め、設問内容も含めて、きょう

お配りして、みせておいてなんなのですが、余り参考にしなくても構いません。この内容

のものを修正とかではなくて、一から考えていただいても構わないかなと思っていますの

で、いろいろないただいた意見をまず事務局で一通りアンケート票にして、いただいた意

見にそごがないかというところは、この後の機会に確認させていただいて進めていくとい

う形をとれればと思っています。よろしいでしょうか。 

○委員１７  ありがとうございます。 

○会長  そのほかいかがでしょうか。委員１、お願いします。 

○委員１  先ほどの話だと、要は対象も全部ひっくるめて考えてもいいということです

か。今は就学前と小学生と中高生と。例えば、その先の若者とかも含めるとか、小学校も

低学年と高学年と２つに分けるということとかも、よりいいのかというところも意見とし

ては出していいのかということと、きょういただいて、恐らくこれをみないと調布市独自

のものはわからない。ほかの情報もなければ、これは調布独自のものとわからないかもし

れないのですけれども、これをみた上での、調布市ならではのというのか、ここあであっ

たりとか、ああいうのとかも含めて設問に挙げたほうがいいのではないのとかということ

の意見でいいということですか。 

○事務局Ｅ  まず、中高生のほうは今回あえて前回のものを出していない狙いというの

は、やはりここあの部分とか、意識をもっているところですので、我々のほうで素案をつ

くった上でみていただいたほうがいいのかなと思っていますので、それはまたお示しした

いと思います。 

○委員１  前回の中高生のときに結構重たいアンケート、自殺を考えたことがあります

かみたいなのとかも結構あったかなと思っていて、自殺者数は減っているとはいいつつも

数多くいるというところもいろいろあると思うのですが、多分、調布市としてはその先の

ところ、今回、子ども・子育て支援となるとそこはどうなのかなというところもひっかか

ってきてしまうところもあると思うので、若者支援というところになると、子ども・子育

て支援ニーズという題名も含めて考えてしまってもいいですか。 

○会長  お願いします。 
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○事務局Ｇ  実は調布っ子すこやかプランの中に子ども・若者計画というのも入ってお

りますので、それも含めた形でのニーズ調査を予定しているというところで、ご意見とし

てぜひ調査対象、その理由もぜひ沿えてご意見をいただければと思います。 

○委員１  子ども・子育て支援となってしまうと、若者がどこまでかかわってくるのか。

タイトル自体、これで若者がかかわるというところが入ってきてしまっていいのかなと。

39歳でしたっけ、若者というところがあったと思うので、それだと子ども・子育て支援と

はまた別のものになってしまうのかな。 

○事務局Ｉ  すこやかプランの３ページをごらんいただくと、計画の位置づけイメージ

図をビジュアルで載せさせていただいているのです。左上の調布っ子すこやかプラン、調

布市子ども・子育て支援事業計画という名前は、子ども・子育て支援法に載っているもの

ですから、いわゆる法定の計画ということで、この名称を変えることは難しいと思います。 

 矢印がその下に２つあって、左側は基本理念の継承と書いてあるのですけれども、右側

に包含する事業計画が点線のボックスで載っているかと思います。現行の計画は母子保健

計画ですとか、母子家庭等及び寡婦自立促進計画ですとか、放課後子ども総合プラン、そ

れで今、委員１がおっしゃった若者というところは、子ども・若者計画というのがこのす

こやかプランの中に包含されている形になっております。基本的には、今後の次期計画も

同じ枠組みで行きたいとは思っているのですが、今委員がおっしゃったようなその辺の若

者の支援についての質問があったほうがいいのではないかというところは、既に包含され

ていると考えれば普通にご意見をいただいて大丈夫な部分かなと思っております。 

 内容についてはいろいろな忌憚のないご意見をいただきながら、例えばご意見として内

容ではない部分で、今、スマートフォンが普及しているからスマートフォンでアンケート

をやったらとかというのは、なかなか行政側の課題もありまして、紙媒体で調査をすると

いうところになるかと思います。 

 例えば、先ほど委員４もおっしゃったように、どのくらいの規模でやるのかとか、アン

ケート調査票の配布の仕方、回答の仕方というところは、平成25年にやりました前回調査

と変わらない方法でやりつつ、内容についてご意見をいただきながら少し改良していけれ

ばと思っておりますので、ご意見をどしどしいただければと思います。よろしくお願いい

たします。 

○会長  ありがとうございました。ほかはよろしいですか。――では、宿題のような雰

囲気にはなってしまっているのですけれども、さっき事務局Ｉがおっしゃったように、前
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回のものを添削するというイメージではないので、新たにつけ加えたいもの、もう一つは、

添削するわけではないのだけれども、前回のをみて、ここが気になるというようなところ

がありましたら、どんどん迷わずに事務局のほうに意見を出していただければと思います。 

 委員１から出なければ私からいおうと思ったのですけれども、子どもの射程圏内を余り

狭く捉えないで、さっき若者は39歳というお話が出ましたが、やはり調布市の全ての子ど

もというのが大前提にある世界ですので、ぜひ広い枠組みでお考えになって、事務局のほ

うにご意見をお寄せください。よろしくお願いいたします。 

 

次第４ 平成３０年度の会議開催予定について 

・事務局より以下の資料について説明 

  資料４ 平成３０年度調布市子ども・子育て会議の開催予定 

 

○会長  ありがとうございました。会議開催予定についてでしたが、ご質問等あります

でしょうか。よろしいですか。――ありがとうございました。 

 

次第５ その他 

・事務局より以下の資料について説明 

  参考資料 平成３０年４月１日保育園待機児童数状況 

   

○会長  ありがとうございました。ただいまの件、ご質問ありますでしょうか。委員１、

お願いします。 

○委員１  前回、もしかして聞いたかもしれないのですけれども、裏面の10地域の分け

方は、同じ町なのに何丁目で分かれていたりとかという線の引き方は何か決まり事があっ

たりするのですか。学校の学区とかそういうことですか。 

○事務局Ｄ  学校の学区とも違います。 

○事務局Ｉ  基本的には10地域というのが、高齢者施策のほうにある福祉圏域という福

祉の施策を分析というか何かするときに、これまで10地域という分け方がありまして、そ

の福祉圏域というものを使って我々も待機児童対策、それぞれ地域ごとに分析をしていか

なければいけないというのもあって、この10地域を使ってきています。 

 ただ、今、福祉圏域自体が見直しをかけまして、今年度から８圏域という形になってい
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るのですけれども、我々も今後どういう圏域で分析をしていくか、これから検討していか

なければいけない部分もあるのですが、これまでこの10地域でいろいろ地域的な傾向です

とか特徴を分析してきましたので、基本的には30年４月時点の待機児童数についても昨年

度までの10地域というものを使ってこのような形で分けさせていただいているという状況

でございます。（※10地域の考え方については、誤りがあったため、７月２４日開催の平成３０年

度第２回調布市子ども・子育て会議にて、説明を修正しています。） 

○委員１  では、第１、第２、第３、それぞれ人口が全部一緒とかというわけではない

ですか。 

○事務局Ｉ  ではないです。 

○委員１  では、人数を出していても、もしかしたら割合では全然違ってくる可能性も

出てくるということですか。 

○事務局Ｄ  幹線道路や地理的条件などそういったのを加味しながら、市としての10地

域という区分けをした中で、いろいろな考え方を整理する上で、基礎的な生活圏域として

設定した地域になります。ですので、地番の途中で切れていたり、道路であるとか高低差

があるとか線路が通っているとか、そういったところを踏まえた上で設定させていただい

ている地域という形になります。また，人口については地域ごとにばらつきはあるものと

考えています。以上です。 

○委員１  人口の割合の差とかはどのぐらいのというのは出たりするのですか。 

○事務局Ｄ  今、手元に資料をもっておりませんので、もしよろしければ次回、その辺

も含めてお示しさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○会長  よろしいですか。 

○委員１  変なことを聞いて済みません。 

○会長  いえいえ、私もこれを当たり前のように受けとめていたけれども、この区域、

知りませんでした。 

 そのほかいかがでしょうか。委員６、お願いします。 

○委員６  ことし、新定義の入所待機児童数167名ということでお示しいただいていま

すが、旧定義の入所待機児童数は351名。毎年この話を聞いて申しわけないのですけれど

も、新しく委員になられた方もいらっしゃると思うので、新旧の定義の違いについて簡単

にご説明いただきたいと思います。 

○事務局Ｄ  それでは、表面の表をごらんいただければと思います。まず、総数の欄を



- 10 - 

 

ごらんいただければと思います。 

 まず、総数の欄を１つ下に下がっていただきますと、４月１日入所新規申込児童数1,76

5、入所児童数1,414の差、351というのが旧定義という形になってございます。 

 一方、最近ではよく新定義という言い方をします。こちらが先ほど申し上げました167

という形になりますが、この差は351と167の間にいろいろ数字が入っていると思うのです

が、認証保育所に入っていらっしゃる77名だとか、年度限定の保育施設に入っていらっし

ゃる21人であるとか、第１希望、特定の保育所のみを選んでいらっしゃって、結果的に保

育園に入れなかった方、ここでいうと38名になりますが、こういった方々を差し引かせて

いただいた数字が今いう新定義167名といった数字になっております。基本的には厚生労

働省のほうでこの考え方を示しておりますので、各市ともこの考え方にのっとって数字は

出されているものと認識しております。 

 以上でございます。 

○委員６  ちょっと追加で質問なのですが、ここにある年度限定の保育園に入れた21名

というのは、調布市の認可保育園で実施している３、４歳以上の空き件数の定員に満たな

いところをゼロ、１、２で待機になってしまったお子さんが入園した人数とイコールとい

うことでよろしいでしょうか。 

○事務局Ｉ  今、委員おっしゃったように、この４月に認可保育園新園10園をつくらせ

ていただきました。その空きスペース、開設初年度と２年目については特に４歳、５歳児

があくという傾向もございまして、これまではやってこなかったのですが、やはり待機児

童が多いという状況で、本当に緊急的な対策として空きスペースを使った年度限定型保育

と。その字のごとく、１年度限定という形ではございますけれども、今、待機児童が多い

１歳、２歳児を対象にしてこの事業を創設したというのが経緯となります。 

 今、委員おっしゃったように、新園と２年目の園が対象なのですけれども、その施設で

あいているスペースを使った部分に入所されたお子さんが21人ということで書かせていた

だいていますので、その人数イコールと考えていただいて結構でございます。 

 以上でございます。 

○委員６  わかりました。21名の方が、今まででしたらば、もしかしたらどこにも入れ

なかったかもしれないけれども、年度限定という形であったとしても、こうやって保育が

利用できているというのは１つ大きな一歩だと思うのです。 

 一方、先ほど新定義と旧定義の違いをご説明いただきましたけれども、これだけみると
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待機児童167人なのだな、大分減ったなというような印象をどうしても受けてしまうので

すが、実は希望していても入れない、認可保育園に入れなかったから、保育料が家計にと

ってとても負担であったとしても認証保育所を選んでいる人ですとか、もしくはそのほか

の選択肢をされている方もいらっしゃって、希望どおりに入れていない方がまだ351人い

るというのは私たちも認識しておかなければならないのかなと思います。 

 もちろん、認証保育所がだめという話では全くなく、本当にすばらしい保育をされてい

る園もあります。ただ、明らかに所得に応じて保育料が決められている認可保育園と比べ

ると保育料が相当に高いというのは現実問題としてありますし、企業主導型など、そのほ

か制度として認可保育園に比べると基準が若干緩いといったら失礼なのですけれども、そ

ういった保育所もありますので、本当であれば認可保育園に入れたいと考えているご家庭

がまだまだいらっしゃるということをぜひ委員の皆様にも共有したいと思います。 

○会長  ありがとうございました。そのほかいかがでしょうか。どうぞ。委員１。 

○委員１  年度限定というのは、定期利用保育と同義ということですか。また別のもの

ですか。 

○事務局Ｉ  今おっしゃったように、定期利用保育事業というのがベースとなっている

事業になります。我々でも既にやっている他自治体の事例も参考にしながら、調布市とし

て創設した事業ですので、利用料の考え方だとか、その辺はベースになっているのは東京

都の定期利用保育事業となっています。 

○委員１  では、今回、待機児童の中で21名利用者が出て待機児が減ったとあるのです

けれども、先ほどの説明の中で、１年目、もしくは２年目の空き保育室を使ってという言

葉があったかと思うのですが、現在、それをみると29年度、30年度で11園開設しているか

と思うのですが、来年度の予定をみると認可園１園しか開園しないとなると、定期利用と

いうのか、年度限定という保育の受け入れが減る可能性があるということですか。 

○事務局Ｉ  年度限定と書いてございます。その字のごとく、これを打ち出した当時が

平成29年度でしたので、30年度の実施は未定ですというアナウンスをしてきています。あ

くまでも年度限定、１年限定のお子様に積極的に受け皿を用意するというのは行政として

はどうなのかという意見もありつつ、とはいっても待機児童が多いという状況で、本当に

緊急的に対応した事業ですので、今の時点では来年４月に向けて年度限定型保育事業を実

施するかというのは、まだ決定はしていない状況になります。 

 ただ、対象施設としては、先ほど申し上げた開設初年度、２年目ということですので、
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必然的にことしオープンした10園と来年予定しています１園が対象となってきますけれど

も、その園で実施するかどうかは今後検討させていただいて、決定次第、この会議でもご

報告させていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員１  私が前に勤めていたところで定期利用をやっていたところが結構あったので、

入ったときはほっとされた顔だけれども、年度が終わりに近づいてくるたびに、すごく不

安になってくる顔に変わっているのが手にとるようにわかって、次年度、また同じ園で定

期利用をやってくれるのですかという質問とかも結構受けたりとかしていたもので。年度

利用も刹那なときのあれはいいのですけれども、その後の翌年の優先といってはあれです

が、指数が高くなるとかというのはあるのですか。 

○事務局Ｉ  今、調布でいうと認証保育所、家庭福祉員、いわゆる保育ママ、あとはグ

ループ型保育というのが認可外保育施設としてあります。認可保育園の場合、世帯の状況

によって指数化していますけれども、６ヵ月以上、認可外保育施設へ在籍されている方は

１点の加点があります。１年以上だと２点という加点があるのですけれども、今回、年度

限定型という名前はついていますが、認可外保育施設という扱いにもなっておりますので、

基本的には同等に６ヵ月以上は１点、１年以上は２点という加点を調整指数としてつけて、

今の状態でいうと、今、年度限定で入られている方、この４月から１年間入られていれば、

来年４月の入園選考のときにはプラス２点をつけて選考させていただくという形ですので、

ほかの認可外施設と何か特段不利になることもないですし、年度限定だからといって、特

にすごく優先というのも、ほかとの整合も図れなくなりますので、あくまでも市としては

認可外施設としてこれまでどおりやっている調整指数をつけさせていただいている状況で

ございます。 

 以上でございます。 

○会長  そのほかよろしいでしょうか。委員４、お願いします。 

○委員４  ちょっと教えていただきたいのは、先ほどの説明で第１希望保育所の38名と

いうのは、保育所には入れてはいるのですか。入れていないという…… 

○会長  お願いします。 

○事務局Ｄ  これは入れていない方です。身近にほかにも入れる可能性があるような保

育所があったにもかかわらず、特定の園だけを選択したことによって入れなかったといっ

た方について差し引かせていただいているといった状況です。 
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○委員４  わかりました。 

○会長  そのほかいかがでしょうか。委員１７、お願いします。 

○委員１７  その他というのは何を。 

○会長  お願いします。 

○事務局Ｆ  その他というのは、先ほどの第１希望と同じような考え方で、３歳から５

歳のところは空き枠が非常に多く残っていますが、そこを希望しなかったことにより結果

として待機となってしまった方などです。 

○委員１７  ついていけなかったです。済みません。相殺というのが…… 

○事務局Ｆ  例えば３歳から５歳で実際入れなかった方が、３歳が３人、４歳が５人、

５歳が１人いるのですけれども、それ以上に３歳から５歳の空き枠がそれぞれあるのです。

なので、ほかの園を希望したら本来は入れたのですけれども、希望しなかったというとこ

ろで、その数を打ち消すというと変なのですが、消していったというところです。 

○委員１７  わかりました。 

○委員４  そうすると、その他の中の一部の方と、第１希望保育所の方というのは、実

際は保育園には行けなかったという方なのですね。 

○事務局Ｆ  そうです。ここにいる方は実際行けなかった方々です。 

○会長  行かなかったという感じなのでしょうね。 

○委員４  選択しなかったということですね。 

○事務局Ｆ  これらについては、このような方々に関しては新定義の待機児童を出すに

当たって、カウントから除いていいというような厚労省の通知が出ておりまして、それに

従って計算しております。 

○会長  お願いします。 

○事務局Ｄ  351人の不承諾通知を送った昨年の状況と比べまして、ことしの状況は随

分違っていると考えております。また、今回の167名については保育課の職員で分担して、

状況の確認の電話を入れさせていただいております。そうした中で，感覚的にも昨年度の

状況とは随分変わっているかなと思っています。 

 また、認証保育所の状況をみますと、昨年と違ってあきが出ている園も随分出ておりま

す。電話での得られた結果であるとか、現在の認証保育所の状況も含めて、先ほど来、来

年度以降の話が出ていると思うのですが、そういった状況も踏まえつつ、来年度に向けた

待機児童対策については検討していく必要があるかなと考えているところでございます。 
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 以上です。 

○会長  ありがとうございました。委員６、どうぞ。 

○委員６  昨年と状況が大分違うとおっしゃったのは、つまり単純にいうと、どうして

も入れないと困るのですというような人が減ったという話ですか。 

○事務局Ｆ  例えば、窓口におきましても審査請求、異議申し立てだとかというのは毎

年出てきたのですけれども、今回に限っては１件もなかったというところ。本当に私の感

覚なのですけれども、窓口で大分強い意見をいただく場合も例年あったのですが、もちろ

ん諦めて、もういわなかった方もいらっしゃるとは思うのですけれども、窓口においても

そういうところがなかったというところ。また、あわせて電話で聞いても、育休が延長で

きたからいいやという声があったりだとかというところで、例年より若干差し迫った雰囲

気が緩んだのかなという印象はあります。 

 以上です。 

○委員６  恐らく法改正があって、例えば子どもが１歳になるときに保育園に入れなか

った方は１歳半になるまで育休を延長できますけれども、これが２歳まで延長できるとい

うことになったので、何が何でもゼロ歳の４月に入らなくても、とりあえず来年、もう一

回ワンチャンスある、そこまで会社を首にならなくて済むというところで、労働者側に気

持ちの余裕が生まれたのかなとは思います。 

 ただ、その間、普通に働くよりも収入が減るというのは事実ですし、また、育休をとっ

ている方にとってはその間のキャリアを諦めなければなければならないというような問題

も当然ありますので、緩くなったからオーケーという話では決してないと思うのですけれ

ども、国も大分制度を変えてきたということが理由ですかね。 

○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  すごく根本的な質問なのですけれども、先ほどのその他のところの２つを

相殺してということは、入らなかったわけだから、相殺した分はあきがあるということで

すか。 

○事務局Ｆ  そうです。あきがあったので、その分については…… 

○委員１５  待機児童とカウントしないけれども、現実として今もあきがあるというこ

とですか。 

○事務局Ｆ  いえ、その分については５月以降の選考で、３、４、５歳については埋ま

っていないところはあるのですけれども、乳児のところ、ゼロ、１、２に関しては基本的
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には埋まっております。毎月出たり入ったりというところはありますが、４月１日のあき

については、ゼロから２についてはどこかの段階では解消しております。 

 以上です。 

○会長  委員１５、よろしいですか。 

○委員１５  はい。 

○会長  ほかはいかがでしょうか。では、この件、よろしいですか。――ありがとうご

ざいました。 

 

・事務局より以下の資料について説明 

  参考資料 学童クラブ在籍児童数等の状況及び施設整備について 

  参考資料 夏休み居場所事業の概要 

  参考資料 ユーフォーの登録状況・利用状況 

 

○会長  ありがとうございました。では、ご質問ありましたらよろしくお願いします。 

○委員６  いろいろな件に口を出しまして済みません。まず、30年度のクラブ入会保留

者数等一覧をみると、緑ケ丘さんとかは多分１ヵ所ぐらいしか選べないと思うのですけれ

ども、学区ごとに申し込みできる学童がある。その中で、利用を希望する学童を申し込む

というところかと思うのですけれども、全て申し込んだのだが、どれにも外れたという方

がいる学童クラブに網かけをしているというお話で、確かにここは緊急度が高いというの

はもちろん認識しているのです。 

 では、網かけがないところは緊急度が低いのかというと決してそうではなくて、家から

遠いということで断念されている方もいます。学区外で、子どもを１人で通わせなければ

ならない。夜遅く、親が迎えに行ければいいですけれども、小学校にもなるといろいろな

企業も時短とか、会社の子育て支援の制度はなかなか受けられないところがほとんどで、

私もそうですが、定時で６時に退社したとしても、学童までたどり着くまでに７時のお迎

えに間に合わないなどというケースはざらにあるので、そうすると子ども１人で帰ってき

なさいと、どうしてもなってしまう。そうすると、子どもの安全を考えると、遠い学童に

１人で行かせるのが果たして安全かというところで、ではあきが出るまで待ちますという

ことで学区外の児童館を辞退したというような話もあります。 

 網かけがないところが必ずしも緊急度が低いというわけではなく、また、近くないから
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通わせたくないという変な家庭のわがままといった話でも決してなく、各家庭とも子ども

の安全を考えて複数のところを申し込んだか申し込まないか、家からの距離などをいろい

ろ考えた上で、一緒に通えるお友達がいるかどうかも考えた上での結論かなと思います。

なので、複数の学童を申し込まなかったイコール緊急度が低いというのは必ずしもいえな

いというのは、ここでお伝えしたいと思います。 

 あと、夏休みの緊急対応策、昨年から実施していただいておりまして、すごくありがた

いお話だと思うのですけれども、やはりエリアの地図をみますと、待機児童が多いと思わ

れる地域に受け入れられるあきのある学童がないのです。例えば、仙川駅を利用するよう

な家庭のエリア、若葉小ですとか緑ケ丘小、結局受け入れができないということになるか

と思います。 

 実はこれ、それぞれの家庭が保育園と同じように送り迎えをするということが前提にな

っていますので、朝、時短などの制度もないような保護者が学童まで子どもを送り届けて、

また迎えに行かなければならない。近くにないから入れていないのに、遠くの学童に通お

うと思うと今度は送り迎えもしなければならないということで、かなり利用しづらいとい

うのが現状かなと思います。遠方なので、自転車で送り迎えができるといいという話も出

たりしていたのですが、やはり自転車は危険性が高いということで禁止されていたりした。

夏休み中、あいている学童に行っていいですといわれても、利用したくてもなかなかでき

ないという現状もあったりして、そうなると夏休み限定で構わないので、小学校内の学童

クラブとかに定員をふやしていただくとかという対応がどうしても必要になってくるのか

なと思います。 

 これをみると、調布の西側と東側それぞれで空白地帯ができてしまっていて、この地域

にお住まいで学童に通えていないお子さんがいる家庭は、平日はともかくとして、夏休み

中は朝から晩までずっと子どもを１人で置かなければならないというところで、本当に皆

さん迷っていらっしゃる、困っていらっしゃると思うので、夏休み限定学童、小学校の空

き教室を使わせていただけないかなというのが学童連協の保護者の間からもよく上がる話

で、ことしはもう難しいと思うのですけれども、ぜひ来年に向けてご検討いただけるとす

ごくありがたいと思います。 

○会長  ありがとうございました。児童青少年課のほうで何かコメントありますか。 

○事務局Ｇ  いろいろとご意見をいただき、いつもありがとうございます。 

 まず、施設ごとの保留者というところで、我々も決して網かけしていないところが緊急
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度が低いという捉え方をしているわけではなく、次回以降、今後の施設整備をどのように

進めていくか、具体的な候補地も含めて我々のほうでシミュレーションしたものをお示し

していくことになるかと思います。その際に優先度をどのように考えるかといったところ

でも、１つしか選択できない地域も実際存在していますし、第２希望、第３希望を選べる

形はとっていますけれども、委員６がおっしゃったように距離が遠いとか、いろいろ状況

がありますので、その点も踏まえて優先度をどう考えていくかというのは、その際にいろ

いろご意見をいただきながら検討していきたいと思っております。 

 もう１つ、夏休みの対策という形で、今年度も昨年度と同様の取り組みを打ち出したと

いう状況になっています。昨年度と内容的には同じですけれども、○○ともお話をする中

で、アナウンスを早めてほしいということで、先週、正式な通知を発送しましたが、こう

いった取り組みを行う予定ですというような前段のアナウンスはさせていただいておりま

す。 

 そのような状況の中で、実際、この区域を外した形での受け入れという形でありますけ

れども、どの程度希望者がいるか。実際、意向調査的な内容も同封しておりまして、利用

しない場合の理由などもお伺いする内容としておりますので、その結果も踏まえながら、

来年度の対策、小学校内に学童をというのは例規上の課題があったりとか、様々ハードル

がありますので、総合的に判断していきたいと思っています。 

 以上です。 

○会長  ありがとうございました。委員６、よろしいですか。はい。 

○委員６  ちなみに参考までに、今、１つしか選べない学区が緑ケ丘小だと思うのです

けれども、ほかに選択肢がないという意味では、緊急度で考えるとここが一番緊急度が高

いのかなと思っていたのです。ただ、昨年度とかは一緒の学区内のしもふだにあきがある

のに、かみふだにできたのは何でなのだろうと実は思っていまして、そこは緊急度の高い

ところから順次つくるという原則でいいのですよねという確認をさせていただきたいと思

ったのです。 

○事務局Ｇ  我々の学童クラブの施設整備の考え方ですけれども、基本的には学校区単

位で検討を進めております。しもふだについては、今は定員に空きがありますが、八雲台

小学校地域というところで、第一小学校地域で捉えたときには、今後、児童数、学童クラ

ブニーズがかなり増えていくというような見込みがある中で、我々としては第一小学校地

域に新しい学童クラブが必要だということで、100人規模の施設を整備しました。今は実
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際、空きが相当数ありますけれども、今後２、３年、何年後というところで見据えると、

児童数がかなり増えてくるというような見込みを立てておりますので、そういった状況の

中で計画したところです。 

○委員６  現状ではなく、将来的な見込み数でご検討されているということですね。 

○事務局Ｇ  そうですね。新しく整備する際は、将来的な見込み数も踏まえた定員設定

をしているというところでご認識いただければと思います。 

○委員６  はい。 

○会長  ありがとうございました。では、予定の時間を過ぎてしまったので、ここで締

めてよろしいですか。――ありがとうございました。 

 では、引き続き事務連絡をお願いいたします。 

○事務局Ａ  その他ということで、事務連絡をお伝えさせていただきます。先ほどの日

程の資料４にもございますけれども、７月の会議の日程について調整させていただければ

と思います。第２回目の会議につきましては、７月24日火曜日を候補として、時間は本日

と同じ６時半から２時間程度を予定しております。会長、いかがでしょうか。 

○会長  委員の皆様、いかがですか。よろしいですか。――では、その日程で進めてく

ださい。それでは、長時間になりましたが、第１回子ども・子育て会議をこれにて終了と

させていただきます。来月もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

                                 ――了―― 

 

 


