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平成３０年度第３回調布市子ども・子育て会議議事録 

 

1 日時：平成 30 年 8 月 28 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 5 人 保育課 2 人 児童青少年課 2 人 

 (3) 傍聴者 0 人 

 

次第１ 子ども・子育て支援ニーズ調査について 

・事務局より以下の資料について説明 

資料７－１ 子ども・子育て支援ニーズ調査（就学前児童）設問項目（案） 

資料７－２ 子ども・子育て支援ニーズ調査（就学児童）設問項目（案） 

 

○会長  ありがとうございました。最後にご説明があったように、熟読して細かいご意

見を頂戴するのはメール等ということに多分なると思いますので、次回、決定の方向に向

けて進んでいくので、ぜひそこはよろしくお願いしたいと思います。ですので、きょうの

ところは今のご説明を聞いて、特にここが気になったとか、確認したいとか、気づかれた

点を出していただければと思いますので、よろしくお願いします。 

○委員１  まずは、就学児童のほうで、問30も含めてなのですけれども、学童クラブの

説明が21番には書いてあるのです。それに伴って、問30のユーフォーにあればいいと思う

ことはありますかというところで、そこら辺を含めて、おやつに関しては一切触れていな

いのには何か意味があるのかなと。学童は月5,000円プラスおやつ代がかかるのが実情だ

と思うのですけれども、そのことが一切触れていないのは何か。問30の中にも、ユーフォ

ーでおやつを出してほしいというのが出てもおかしくないのかなとか、ただ、問30、みん

な丸をつけてしまったら学童との違いは何だろうと思ったりとか、やはり学童5,000円、

ユーフォーはお金がかからないというところで、みんなユーフォーに流れ……これが通る

というわけではないのは前提としてわかっているのですけれども、学童とユーフォーの根

本の違いというところが、問30の内容によっては全く違いがなくなるようにとられてしま

うのかなというようなものをまず１点感じました。 
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 あと、就学前の問13、利用している方に伺います、無償になった場合はどれがいいです

かという13―２の選択肢は13個になっているのです。次のページの問14の選択肢は15個あ

るのです。その違いは何かなと思ったら、特に利用したいサービスがないというところが

１つと、小規模の保育施設が13には載っていないのです。小規模を載せていない理由は何

かあったのかなと。私、仕事柄、今、小規模にかかわっているもので、そこでちょっと気

になってしまったのです。13―２では、無償になった場合は小規模を選べないということ

があるのかな。ただ、14になると使っている、使っていない関係なく小規模が突然ぽんと

出てきているというところの意味は何かあるのかどうかというところが伺いたいところで

す。 

○会長  では、今２つ質問が出たので、順番どおりでいいですか。最初の質問からお願

いします。 

○事務局G  問30に関して、委員１がおっしゃったとおり、まず学童クラブに関する情

報量がこの諮問の中で不足しているというのはごもっともなご意見で、きょうはたたき台

としてお示ししたというところで、ぜひその部分についても今のようなご意見をいただい

て、次回に向けて修正していきたいと思っています。おやつだとか金額面の情報を意図的

に載せていないとかそういうのではなく、必要な情報はやはり載せるべきだと我々も考え

ておりますし、委員１がおっしゃったように全部丸をつけてしまうと、学童クラブとユー

フォーのそもそもの違いという部分がなくなってしまうので、我々も政策的にそういった

方向に流していこうというつもりは一切ありませんので、聞き方については、事前の情報

量の出し方も含めて改めて見直したいと思っております。 

○会長  １点目に関してはよろしいですか。 

○委員１  はい。 

○会長  では、２つ目のほう、お願いします。 

○事務局A  就学前の13の項目と14の項目の違いについてなのですけれども、追加させ

ていただきます。やはり統一したいと思うので、小規模を追加で対応します。以上です。 

○委員１  実際に、あるなしとかであれば、認定こども園は市内にはないはずなので、

ここに載っかっていたらまたおかしい状態になってしまうかなというのもあったので。 

○事務局A  認定こども園については、市内にはないのですけれども、市外で利用され

ている方もいらっしゃったりするので。 

○委員１  小規模園にも同じことがいえると思います。意外と保護者ニーズで入れたい
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のですといってくる方は多いので。 

○事務局I  小規模は今実際、調布市内にも１ヵ所ございますので、そういう意味では、

ここは13に載せていないのに14に載せたという特に深い意味はなくて、落丁なので、そこ

は合わせた形で表現させていただきたいと思います。 

○委員１  お願いします。 

○会長  ほかによろしいですか。 

○委員６  就学児童のほうのアンケートで、15ページ、問29―２でユーフォーを利用し

ていない理由を聞いているのですけれども、回答の項目が圧倒的に少ないと思っています。

例えばその前のページの28―３、学童を利用していない理由はこれだけあるのですけれど

も、先ほど委員１もおっしゃっていましたが、例えばおやつがないとか、そもそもの話と

して、ユーフォーと学童の役割の違い、子どもを育成してくれるかどうかというところに

おいても全く何も記載がないから、事務的な登録方法とか、内容がわからないとか、そう

いった話ではなくて、もう少し詳しいところを掘り下げていいのではないのかなと。 

 例えば、今学童に通っている親御さんたちに、ユーフォーになぜ行かないかという話を

聞くと、そもそも子どもがユーフォーに行きたがらない、ユーフォーに行っても一緒に遊

べるお友達がいないとか、いろいろな理由がかなりありまして、これ、全部その他に入っ

てしまうというのが、これをみた私の印象なので、もう少し質問項目を具体的にふやして

いただきたいと思いました。 

 もう１つ、就学児童と就学前と両方、最後に自由項目として意見があればということで

課題と改善策という欄があるのですけれども、書かない方は全く書かないと思うのですが、

ご意見がある方は相当ご意見があるのだろうと思うのです。これ、欄が小さ過ぎないかな

と思いまして、課題を３つも書く欄があるのであれば、もう少し欄を広げていただいたほ

うがいいのかなと思いました。 

 以上です。 

○会長  では、２点です。１点目、お願いします。 

○事務局G  ご意見ありがとうございます。おっしゃるとおり、回答項目が少ないので、

このあたりは何を答えてもらうかというのもあるのですけれども、毎年、学童クラブ、ユ

ーフォーの利用状況に関するアンケートも実施しておりますので、そのあたりも参考にし

ながら、回答項目については見直しを図っていきたいと思っております。 

 以上です。 
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○事務局I  もう一点、最後の自由記述のところは、我々としても自由記述でかなり貴

重なご意見をいただく場合も多いかなと認識していますので、ご指摘のとおり、まだ余白

がございますので、余白は広げる方向で考えていきたいと思っております。 

 以上です。 

○会長  よろしいですか。ありがとうございました。ほか、いかがでしょうか。どうぞ。 

○委員１  これはカラーになるのですか。 

○株式会社ぎょうせい  本ちゃんは白黒になります。 

○委員１  カラーだと多分、目がちかちかするなと思ったり、字が見づらくなったり。 

○事務局I  前回、３年前の調査のとき、結構無機質ではないのですけれども、いわゆ

る行政のアンケートのような形で、今回は白黒ですが、例えばイラストが入っていたりと

かというのは、ぱっとみて、これ何だろうと思っていただけるような、お気軽にみていた

だけるようなということで、ぎょうせいさんのほうでイラストとして考えていただいてい

ますので、逆に白黒のほうが落ちついた色合いになると思いますので、本番は白黒という

ことでご理解いただければ。 

○委員１  カラー刷りだとお金もかかるだろうしと余計なことを。 

○事務局I  ありがとうございます。 

○会長  ありがとうございました。ほかは。お願いします。 

○委員１５  就学児のほうで、問21から出てくる放課後の過ごし方のところについて、

８番のその他（公民館、公園など）と、ここはわざわざ限定しなければいけないのかしら

と。ちょっと誘導されるかなと。その他だったら、その他のままで聞いたらいけないのか

しらというのを思ってしまったのです。だったら具体的に書かせるとか、やり方はあるか

なと。 

○会長  いかがでしょうか。 

○事務局G  ないほうがいいですか。限定しないほうが。 

○委員１５  わかりませんが、私はそんな印象をちょっと。 

○会長  逆に公民館をその他に入れたのは、社会教育施設としてはかなりのポジション

にいる施設だから、児童館、公民館みたいな感じのほうがしっくりはくる。その他に入れ

てしまうと、確かにそうかなという気はするはするのですけれども…… 

○事務局I   こういうものを入れるという例示で入れている意味合いもあるので、例

えば米印１がありますけれども、２のところにその他の例示みたいな感じで書くか、その
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他のところは括弧だけにしてしまって、皆さんそれぞれの居場所を書いてもらうか。 

○事務局G  逆に今、放課後の居場所として公園を利用している子がどれぐらいいるか

とか、その辺を把握する上でも、その他に入れないで特出しするとか、そういった方向性

も考える必要はあるかなと思いますので、項目の出し方については検討させていただきた

いと思います。 

○会長  いいですか。 

○委員１５  大丈夫です。 

○委員６  私も今みていて思ったのが、６番に学童クラブがありますけれども、民間の

学童クラブに通われているお子さんもいらっしゃるかなと思って、その方たちは８番にな

るのか、それとも６番を何となく無意識に選んでしまうのか、その辺もちょっと迷われる

かなと思うのです。 

○事務局G  ６番の放課後児童健全育成事業は、あくまでも児童福祉法上の我々が所管

している学童クラブなので、民間学童は民間学童で特出ししておいたほうがいいかなとは

思います。 

○委員１５  放課後の過ごし方で、例えばこういうところに行った後に、トワイライト

みたいなところを利用している人とか、放課後にハンディキャップのあるお子さんたちの

ところに行くのとかいろいろなケースがあるから、やはりその他は、くくりがないその他

にしてもいいのかなと。誘導されないようなのがいいかなと思います。 

○事務局G  我々が何を把握したいか、特出しするものは特出しして、その他は余り例

示しないほうがいいのかなと今ご意見を伺って思いましたので、もう一回整理させていた

だきたいと思います。 

○会長  お願いします。 

○委員１２  就学児童用の18ページで気づいたことを申し上げたいと思います。私、安

全教育が専門なので、そういう視点からなのですが、問34、⑥、⑦のところなのですが、

災害と緊急時について聞いていると思うのですけれども、⑥はお子さんの災害時のほうが

いいかなと思いました。緊急時はいろいろなことが想定されるので、避難路とかはない場

合が多いですよね。また、⑦については緊急時、災害時を一くくりにしているのですけれ

ども、それぞれ……⑦はいいのかな。⑥だけですね。ちょっと気づいたことを申し上げま

した。 

 以上です。 
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○会長  災害時と緊急時で、やはりニュアンスが異なるということですね。 

○委員１２  随分違いますよね。 

○会長  よろしいですか。検討をお願いします。 

○委員１７  まず、就学前児童のほうで、多分ミスだと思うのですけれども、該当しな

い方は問11へお進みくださいというのが問11に書かれていて、これは飛ぶところがもしか

したら違うのかなと思うのです。 

○事務局A  今、入れかえ入れかえでやっていたものなので、ミスなので、入れかえて

９月の段階ではしっかり確認して。 

○委員１７  わかりました。あと、９ページの問14なのですけれども、利用料を載せる

意味合いは何なのかなと思っていて、その前のページで、無償になった場合、利用したい

ものはありますかという問いがあるのに幾らですという金額を載せて、さらに下に備考で

金額は変わるかもしれませんと書かれるこの調査の目的は何なのかなと思うところがみて

いてあって、金額のことをいっているのか、それとも単純にこういうサポートを利用した

いというニーズの調査なのか。 

 正直、その前の問13―２も無償になった場合、利用しているものから変更したいと思う

ものはありますかと。この中に入っている全部が無償になるのかなというようにもとれた

りするので、例えば保育園に通わせていて、そこからファミサポさんに全て変更したいと

いう家庭は余りないかなと思って、このニーズ調査の意味合いも、受ける側としてはわか

りにくいかなと思ったりするのです。問14に関してもなのです。 

○会長  いかがでしょうか。 

○事務局I  ここにサービスと利用料を書いているのは、今こちらにいらっしゃる皆さ

んは、どういう施設か、サービスかというのは重々よくご存じかと思うのですが、今回、

就学前ということで、特にゼロ歳のお子さんとかで、まだサービスを使っていない方に対

して、こういうサービスはこのくらいの利用料がかかりますということで、現状の利用料

を書いているという意味合いが問14になります。 

 幼児教育無償化については、幼児教育という字のごとく、基本は３から５歳の保育料に

ついて無償化というところプラス、ゼロ～２歳の非課税世帯が無償化、認可外については

一定の金額まで所得制限がありますけれども、そこは無償化になります。これから検討し

ますが、幼児教育無償化が間違って伝わってはいけないのかなというところなのかなと思

いますので、ほかの設問でもありますけれども、制度の説明を入れているところがありま



- 7 - 

 

すから、どこまでボリュームがとれるかわからないのですが、誤解のないようにはしてい

きたいと思っています。 

 なので、問14は利用料がこうだからどうということを問いたいわけではなくて、このサ

ービス自体の詳細な説明ということで簡単なサービス内容と、そこには今このくらいお金

がかかりますという現状のサービス体系をお示ししているということでご理解いただけれ

ばと思います。 

 以上でございます。 

○会長  よろしいですか。次の質問はないですか。まずと最初におっしゃったから、２

つ、３つあるのかなと。 

○委員１７  まず最初は、誤字のような部分。 

○会長  そうか、誤字がありましたね。わかりました。その他、お願いします。 

○委員１１  ２点あります。１つが、就学児童のほうの問11、地域の教育環境を充実さ

せるために必要なことというところで幾つか項目があるのですけれども、学校のこととか

地域の施設の中、いろいろなことが書かれているのかなと思うのですが、６番の緊急時の

連絡体制確保等、学校安全対策の充実とあるのです。これは学校に求められていることな

のですか。どういう意味合いで、こういう項目なのかなというのがまず１点。 

 もう一個は、どちらにもかかわるのですけれども、就学前は問34で、就学は問35、満足

度が低い、高いの矢印で丸をつけるところがあるのですが、こういうときは５個あったら

真ん中につけますよね。だから私がいろいろなことをやるときには４段階にするのです。

というのは、より本音を聞くために４段階にしたほうが、その人が考えていることがより

分析できるというか、そういう意味で４段階のほうがいいのか、あえて５段階にされてい

るのかちょっとわからないですけれども、もし何かを掘り下げるというか、本音を聞きた

いのだったら４段階だろうと思いました。 

 以上です。 

○会長  ありがとうございました。では、１点目からお願いします。 

○事務局A  まず、問11なのですけれども、新規の設問となっております。学校の関連

の設問項目となっておりまして、こちらについては改めて設問の内容を確認して、確かに

６番は今現在みて、何にかかっているかわからないというのもあるとは思うので、入れる

としてもはっきりした形で入れさせていただくような形にさせていただきたいと思います

ので、ご理解ください。 
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 あと、最後の満足度の形なのですけれども、今５段階となっておりまして、４段階とし

て修正させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○会長  ありがとうございました。お願いします。 

○委員７  就学児童の問29―３、ユーフォーのところで、現在は通年で５時までという

注意書きがあるのですけれども、問26の学童クラブのところでは、現在通われているお子

さんだからというところで７時まで開設という注意書きがないのか、願望も含めて利用し

たい時間帯を記載するのかというところが質問です。 

○事務局G  24時間いつでも利用できる施設ではないので、そこはきちんと説明書きを

入れるように追記させていただきます。 

○会長  よろしいですか。 

○委員７  はい。 

○会長  ありがとうございます。どうぞ。 

○委員１７  両方、後ろのほうに児童虐待についての設問があると思うのですけれども、

自分が自分の子どもに対してしたことがあるかという質問内容で、正直、赤裸々に書くよ

うな部分になると思うのです。この下に児童相談所のダイヤルが書かれていると思うので

すけれども、ああ、自分が虐待しているなと思ったときに、なかなか自分でここにかけづ

らいかなと。ここに書いていただくのは、もし虐待を抑止するためにこういうのを載せる

のであれば、相談できる窓口のダイヤルを書いていただいたほうがいいのではないかなと

私は思うのですけれども、どうなのですか。 

○事務局A  まず、31―１の設問、どちらに通報しようと思いますかという形で、１つ

に丸をつけていただくところなのですけれども、どこにでも連絡していいですという形で

米印がかかっていて、32番の流れで下にみるというところでは確かに189にかける方もな

かなかいないのかなと思うのですが、特定の相談窓口がもしあるのであれば、189でもい

いですし、相談窓口の連絡先を記載していくことも検討していってもいいのかなと思いま

す。 

○会長  はい。 

○委員１５  というか、31―１のところに載っているのは、どこに通報してもいいわけ

で、全部が通報先であるわけなのです。だとしたら、下に書くところは身近な機関にご連

絡くださいというのではなく、どれでも当てはまるということがわかるようにすれば、書
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いた人の啓蒙にもなるかなと思うのです。だから、189を書かなくても、書く方がどれを

身近と思って選ぶかはわかる。だけれども、どれにしても間違いではなくて、どれでもい

いのだということがわかるように下の注意書きにあれば、お電話はそれぞれのを書かなく

てもいいのかしらと。 

○会長  こういう質問項目以外の情報を差し込むみたいなのは、ほかにもあったのでし

たっけ。 

○事務局A  ここだけです。 

○会長  ここだけ、やはり大事だから伝えたいということで。 

○事務局A  そうですね。 

○会長  だから、今おっしゃったように設問が並んでいるということと、設問の意味を

考えたときに、回答の邪魔をする可能性が出てきてしまうから、どこにかけてもいいのだ

けれども、それぞれの人が、どこが一番身近に感じているのかなというのを拾いたいとい

う趣旨であれば、これは離れたところにあったほうがむしろいいような気が。今のやりと

りを聞いていてちょっと思ったのです。 

○事務局I  とってしまうと乱暴ですか。 

○会長  別になくても、この全体の趣旨とはまた別の趣旨がここに入り込んでいるから、

これを伝えるのは大事だけれども、質問紙の中に入ってきてしまうと違和感があるという

ところかな。委員６、どうぞ。 

○委員６  実は私も32をみて、夫婦げんかを子どもの前で一、二回したことあるかもと

思うのです。下に虐待ダイヤルの番号を書かれると、それ、虐待ですよとすごいいわれて

いるような気がして、ちょっと違和感があって、でも厳密にいえば虐待かなとか、エスカ

レートすれば虐待だよなと思ったりもするので。 

 そもそも32番は何のために聞いているのかなと。特に個人を特定するものではないでは

ないですか。なので、具体的な解決にはつながらないけれども、どのくらいの人がこうい

うことをやっているのかを知って、では次に何ができるのかと考えたときに、32番をあえ

てここに入れる意図はどういったところなのだろうというのをお聞きしたいと思ったので

す。 

○委員１２  私も今、委員６がおっしゃったことはそのとおりかなと思いまして、市役

所が出す文書なので、やはり慎重にやっていかなければいけないかなと。夫婦げんかは虐

待ではないと思うのです。例えば、１番の必要以上に大声でしかったことがある、これも
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虐待かというとどうかなと思うし、しつけのためにたたいた、これも虐待かどうかという

と怪しいなというところがあるので、これを虐待と定義づけしてしまうようなものになっ

てしまうことになるので、少し慎重に考えられたほうがいいかなと思いました。 

 以上です。 

○会長  ありがとうございます。ということなので、再考をお願いしたいというところ

で。 

○委員６  でも、ここに入っているということは、きっとお聞きになりたい意図はある

のですよね。 

○事務局I  どちらかというと、委員１５がおっしゃったように啓蒙的な意味合いが強

いのです。問31―１で、どこに通報しようと思いますか、ここで答えていただいた項目が、

すぐにその方が連絡しようとしてくれている場所なのかなというのが捉えられればよくて、

さらに189のほうに連絡をすると、お近くの児童相談所につながりますというのをＰＲで

はないのですけれども、啓蒙として載せています。委員１５がおっしゃったように、どこ

でも通報していいのですということをいいながらも問31―１が聞ければいいので、設問内

容に、どこでも通報してもいいです、その中でどこに連絡しますかというような聞き方で、

下の部分のボックスは削除してしまう方向でいければと思っております。よろしいですか。 

○委員９  この四角の中に８番で189を入れたらどうなのですか。９がその他。 

○事務局A  設問の中にですね。 

○委員１７  これを読んだ後に、ある程度、当てはまると私は思ったのです。多分、そ

う思う方は多いと思うのです。そのときに、その下に児童虐待という文字が来ると育児不

安になるというか、そこで相談窓口はここですよと書いてあったほうが、逆に虐待を防ぐ

ところにつながるかなと私は思うのです。そんな掘り下げる話でもないのです。 

○会長  どうぞ。 

○委員１  このアンケートをとったときのフィードバックはあるのですよね。むしろ集

計のところにこういう説明があったりとか、さっき地域の教育環境というところがあった

と思うのですけれども、恐らく学校ごとでいろいろな取り組みであったりとか、今、地区

協とかもあるではないですか。そういう取り組みが存在しているけれども、知らない人は

多分いっぱいいて、地区協なども地域の防災とか防犯とか見回りとかをやっていただいて

いる状況、よくグリーンのベストを着て見回りをされているではないですか。あの人たち

は何なのだろうと思われている方も、もしかしたらいるかもしれないし、先ほどの虐待に
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関する相談の結果を受けて、こういう場合は、こちらが連絡を受け付けますみたいなのも、

米印でもいいですしというやり方も１つ、アンケートを投げっ放しというわけではないで

しょうから、回答があって、それを集計して、集計したものを１冊にまとめるのであれば、

その中にもそういう地域の活動の説明であったりとか、私も地区協にはいろいろ入ってい

たので、結構頑張ってやっているのにとかと思ってしまったりとかして、だけれども実際

知られていないこと。チラシが入っていても、そのままマンションのごみ箱にぱっと入れ

てしまうとかということは、結構ごみ箱をみていると入っているので、アピールできる場

所が別にあっても。あと、集計のところに出すと関連性が出てくるのかなと今勝手に思っ

てしまったのです。 

○事務局I  189を入れるのであれば、設問の中に入れるかどうかとか、制度の説明をど

こかに入れるとか、その辺の見せ方を含めて、この部分は修正、検討を加えて９月の会議

に出したいと思いますので、ちょっとお時間をいただければと思います。 

○会長  よろしくお願いします。 

○委員６  もう一点だけよろしいですか。就学児童の18ページの問33、現在お子さんは

インターネットに接続できる機器のうち、どれをおもちですかという質問なのですけれど

も、ほかの質問は市が運営するいろいろな子育ての事業に関するものということで理解が

できるのですが、この33が入っている理由は何なのかなというのを聞かせていただきたい

のです。これを聞いてどうされるのか。 

○会長  質問の意図というところで。 

○事務局J  基本的に、クロス集計をかけるときに、年齢構成でどういった機材をもっ

ているかというときに役立つのかなというのが１つかなと思うのですけれども、直接的に

この質問でどういうことが導き出せるかというよりも、例えば何かほかの質問とクロス集

計するときに、小学生の低学年がもっている、そういう子がどういう状況とか、そういっ

たものを後でみるときには大変参考になるのかなという部分で生かせるかなと思うのです。

質問というよりは属性に近いところで引っかけるかなと思うのです。 

○委員６  意図があるという前提でいくと、どれをおもちですかとなったときに、子ど

もが所有しているものと、家にあって子どもも一緒に利用するものは結構あると思うので

すけれども、なかなか回答しづらいと個人的には思って。 

○事務局J  お子さんが利用している意味合いは、そんなに全部を小さい子が本当に自

分のものとしてもっているのは考えづらい。お父さんのタブレットを使っているとか、そ
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ういったこともあるのかなと思うので、その辺、質問を考えて。 

○委員６  そうすると、どれをおもちですかというよりは、どの機器をお子さんが使っ

ていますかみたいな聞き方にされたほうがまだよいのかなと。 

○会長  文言のところは対応をぜひお願いしたいと思います。 

 さて、というところで１時間ぐらいこれで、思いのほか、この短い時間にいろいろな方

から意見が出たのですけれども、残りは熟読された後で事務局にご連絡をよろしくお願い

したいと思います。今出たご意見をぜひ組み込んで、また９月までにお願いしたいと思い

ます。 

 

次第２ 調布っ子すこやかプラン実績報告（平成２９年度）について 

・事務局より以下の資料について説明 

  資料８ 調布っ子すこやかプラン実績報告【平成２９年度】（案） 

 

○会長  ありがとうございました。９月中旬までにご意見をということでしたので、そ

ちらのほうはお願いしたいのですが、先ほどと同じです。今の時点で何かコメントがおあ

りの方がいらっしゃったらよろしくお願いします。 

○委員１  延長保育について、19時までと20時までと22時までと３段階に分かれて人数

が書いてあったかと思うのですが、１時間延びただけで価格が8,500円もふえているのは

何でなのと。私は内情を知っているからあれなのだけれども、この価格設定の内訳という

のか、補食が出るからとか、夕食が出るからとか、果たして光熱費なのかとか、１時間延

長と２時間延長と４時間延長との価格の違いが何なのと、もし全然知らないていでみたら

思ってしまうかなと思ったのが１点。 

 保育士を集めて家賃補助云々というのがあるかと思うのですけれども、家賃補助は結構、

もろ刃の剣というのかな、来年度でしたっけ。 

○事務局F  32年度です。 

○委員１  32年度までというのとか、ちょっと話がずれてしまうかもしれないのですけ

れども、それを受けたときに翌年の社保がはね上がるというのが多分出てくるので、私と

してはウエルカムな雰囲気で出すと、過去の私の経験上、それで詐欺じゃないかといわれ

たこともあった施設はみたことがあるので、それを大々的に出すと結構怖いかななんて。 

 ここの内容とは全然話が違うのだけれども、それを売りにしてしまうというのは結構裏
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の話もあったりとかする上で――８万何ぼは収入に入るのですよね。違いましたっけ。収

入に入る分、翌年の税金であったりとか社保の料金とかにはね返ってくるということがあ

るはずなのですけれども、ウエルカムだけして、お金を出すよ、だけれども税金はちゃん

と払ってねとか、31年度で終わってしまったら、後は自分で全部家賃を払うのだよとか、

そういうところも含めて話していらっしゃるのかなとふと思ったので、それはこれとは関

係ない疑問というか心配事でした。 

○会長  では、２つ。 

○事務局I  先に延長保育のところ、いいですか。一応、市内の全認可保育園は、今こ

ちらの３段階、19時、20時、22時ということで、22時は１園のみですけれども、19時、20

時の違いというのは、委員１がおっしゃったように、3,500円、19時までの間は補食代が

込まれています。プラスその時間の保育料というところなのですけれども、20時延長は夕

食も出しますので、その差額分ということで捉えていただければと思います。20時から22

時の延長というところについては、食事の関係で差額はありませんので、その間の保育時

間、いわゆる人件費相当になってくると思うのですけれども、その差と捉えていただけれ

ばと思います。よろしいですか。 

○委員１  これをもし今、子どもがおなかにいるお母さんがみて、この差は何なのだろ

うと思ったときに、その説明がないのはちょっとわかりづらいかなと。 

○事務局I  そうしたら、今、下の短時間認定の場合はとかと書いてある米印のところ

で制度の説明をするような形。 

○委員１  というのもあって、保育料の違いがみえてくるかなと。 

○事務局I  わかりました。 

○会長  では、２点目のほう、お願いします。 

○事務局F  もう１つの家賃補助の件、おっしゃるとおり８万2,000円で平成32年度まで

と明言されていて、それ以降はまだ方針が出されていないので、我々としても何ともいえ

ない状況ではあります。 

 また、おっしゃるとおり８万2,000円、事業者が借りた物件に保育士を住まわす場合に、

事業者に対してお支払いする制度なのです。８万2,000円を事業者が負担するのですけれ

ども、８万2,000円を保育士に対して利益供与したというところで、所得税などにはね返

るとは聞いているのですが、それらについては各施設、または個人で税務署に確認してく

ださいというようにお答えしていて、実際、どれぐらいはね上がるかというのは我々のほ
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うでは確認ができていない状況です。 

 いいわけみたいにはなるのですけれども、もともと国と東京都の制度ではあるので、そ

の辺の情報提供もしてほしいというように質問したことはあるのですが、それについては

使う側で確認してもらうように指導してほしいということだったので、そのようにしてお

ります。 

 以上です。 

○委員１  地方の方を集めるための方策だとは思うのですけれども、やはり東京に夢を

みてという方も私の知っている方の中にはいて、８万幾ら出るから十何万のところに住ん

でしまったのだが、それがなくなった場合、保育士の給料はたかが知れているので、収入

の半分以上を家賃にもっていかれてしまうことになるのかもと後々で気づくとかというこ

とがあったので、それで保育士確保というのは、あくまで瞬間の保育士確保であって、こ

れからの課題で、どう継続的に保育士の人材育成をしていきながら魅力ある保育園をつく

って、人材も子どもも育っていくということが重要になってくるのであれば、それを単発

で各事業者にお任せしてというのが、私は乱暴なところが感じられなくはないかなと。家

賃８万2,000円を出すと、確かにその瞬間は集まると思うのです。ごめんなさい、本当に

話が全然違うことになってしまったのだけれども。というところが１点気になって、私の

中の疑問がずっとあったので、ここで憂さ晴らしではないのですけれども、ちょっといわ

せていただいてしまいまして済みません。 

○会長  よろしいですか。委員６、お願いします。 

○委員６  30ページを拝見すると、学童クラブとユーフォーについて、それぞれの機能

を生かし、同一事業者に運営を委託することにより、一体的な運営を行いましたというよ

うにあるのです。他の自治体さんでは、ユーフォーとは呼ばないこともありますけれども、

放課後子供教室事業と学童を本当に一体化、合体させてしまっている自治体もある中で、

こういう表記をすると、とても誤解を招くのではないのかなと心配になりまして、次のペ

ージもみますと、一体型、連携型というように、あたかも２種類あるかのような感じで書

かれていて、調布市としては、ユーフォーはユーフォー、学童は学童として、それぞれに

機能しているという実態なので、ここは表現の方法を見直したほうがいいのではないかと

いうのが私の意見なのです。 

 もう１つ、12ページをみますと、保育園では調布市の待機児童対策と現状ということで、

これまでの推移であるとか、かなり詳しく載っているのですけれども、学童に関しては入
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会保留児童が年々ふえている状況なのですが、30ページをみますと、参考という表の中に

入会保留者数ということで、単年、この４月の１年分の人数が載っているだけということ

なので、ここをもう少し丁寧に詳しく、年々ふえている現状であるとか、そういったもの

を記したほうがいいのかなとは思います。 

○会長  ありがとうございました。では、お願いします。 

○事務局G  まず、１点目の一体的という表現についてですけれども、平成27年度来、

この表現は結構使っていて、実際、国の放課後子ども総合プランでも一体型と連携型とい

うことで表現を使っております。あくまでも学校の敷地の中に学童クラブと放課後子供教

室が両方存在している場合に一体型という表現をしているというところで、学校の敷地の

中にユーフォーがあって、外に学童があるというのを連携型というのですけれども、その

辺の使い分けはこれまでもしてきているのです。 

 一体型という表現については、委員６がおっしゃるとおりに、都内ではそういった全児

童対策ということで、学童クラブとユーフォーを統合して運営しているという実態はあり

ますけれども、我々としては、放課後子ども総合プランに沿った形での表現、表記をこれ

までもしてきて、実際、紛らわしいというご意見もあると思うのですが、同じ学校の子ど

もたちが分け隔てなく交流できるといった部分での一体的という表現でもありますし、そ

のあたりをどう表現するかという部分はあると思うのですけれども、あくまでも放課後子

ども総合プランに沿った表現を今までしてきているというところでご理解いただければと

思っております。 

 ２点目は、実態に合わせて、そのあたりの数字の見せ方については工夫して表記してい

きたいと思います。 

○会長  保育所に比べて、説明が少しざっくりというところでしたよね。 

○委員６  これまでのここ数年の推移とか、どんどんふえているという現状とかは市民

の皆さんにも知っていただいたほうがいいのかなと思います。 

○事務局G  経年比較みたいなグラフとか、そういったもので…… 

○委員６  そうですね。まさに保育園のほうの12ページにあるような、こんなに平成14

年までさかのぼることはないと思いますけれども、ここ数年、少なくともこの事業計画が

できてからの推移は必要かなと思います。表現方法として、これまでもずっとこの表現で

通してきたということであれば、どこかに何か注釈とかが必要かなとは思います。 

○会長  余り脚注が多くなると逆に読みにくくなってしまうのだけれども、表現として
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はいろいろな解釈が出てしまうから、調布市としては一体という言葉をこのように考えて

いますというのが１行あっていいかもしれないですね。 

○委員６  学校と同一敷地内に隣接するものを一体型と呼んでいますとか、そういった

１行が必要かなと。 

○会長  よろしいですか。 

○事務局G  はい。 

○会長  委員１、どうぞ。 

○委員１  学童のほうの待機のお子さんの数は、おおむね10歳からという文言がとれた

後に急にふえたのでしたっけ。子ども・子育てのあれで、おおむね10歳という表現が消え

たではないですか。入会保留児の数がそれからふえた……。グラフにすると、それの説明

があると。なぜ急にここでぽんとふえたのだろう、何かあったのかな、子どもがふえたの

かなとかと思わせてしまうこともあるので、小学生、全校の子どもが対象に変更されてか

ら入会保留児がふえたのでしたっけ。そこが私の中でちょっとまだ曖昧なところなのだけ

れども…… 

○委員６  ただ、実態としては小学校３年生でもこれだけの人数の入会保留がいるので、

別に６年生まで受け入れをしたから３年生が追い出されたというわけではないと思うので

す。 

○委員１  ３年生がではなくて、６年生でも５年生でも４年生でも保留児になった方が、

実数としてはふえていると思うのです。今、３年生ですら入れない状況がある中で…… 

○委員６  そもそも入会保留は、小３までの受け入れをしていたときはなかったですよ

ね。 

○事務局G  なかったですね。27年度は小３までは全入し、以降は、経年でふえてきて

いますけれども、そのあたりも母数が６年生までふえて、申請者数もふえてきているとい

うところで、見せ方についても先ほどの部分で工夫はしたいと思っています。 

○委員１  ただただ手を抜いてふえたわけではないというところも含め、すごく一生懸

命やられているのを知っているからこそ、そういう何かがあってもいいのかなと思ってし

まったので。 

○会長  ありがとうございます。さて、もう８時になってしまって、その他の案件で重

いのがあるので、では残りは９月の半ばまでにご意見をお寄せください。 
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次第４ その他 

 ・事務局より以下の資料について説明 

   参考資料 調布市年度限定型保育事業の追加募集について 

 

○会長  何かご質問はありますでしょうか。 

○委員１７  現時点、応募はあったのですか。 

○事務局A  申請については、市民の方が直接事業者様に申請する仕組みとなっており

ます。問い合わせは複数来ているという話はしておりますので、これから事業者と連携を

とって把握していきたいと思っております。 

 以上です。 

○会長  ほかはよろしいですか。――ありがとうございました。 

 では、次です。これはちょっと時間をかけたいと思います。引き続きお願いします。 

 

 ・事務局より以下の資料について説明 

   参考資料 公立保育園における民間活力の活用について 

 

○会長  ありがとうございました。とても重要な案件で、きょうは入り口のところのご

説明だったわけですけれども、何か今のご説明に関してご意見、ご質問おありでしたらよ

ろしくお願いします。 

○委員６  お聞きしたかったのが、公設公営園は建物の老朽化が多分、保護者の方から

も相当にご意見が上がっていて、今、これだけ保育園を新たにふやしていく中で、なかな

か既存の園の建てかえとかまでは予算等もあって難しいという話を以前お聞きしたかと思

うのですけれども、例えばこの施策を実行することによって、今、相当な老朽化がある建

物とかが新しくなったりはされるのですか。そのご予定はありますか。 

○事務局I  委員おっしゃったように、かなり古い園、６園ぐらいは昭和40年築だと思

いますけれども、今、直営でやっているもの、公設、市が所有している建物の場合には、

もし建てかえたり大規模修繕をする場合は全額市の負担となって、なかなか厳しい状況が

続いています。 

 今回、公私連携を使う意図としては、民設民営園になりますとご紹介しましたけれども、

今、いわゆる民間さんがやっていらっしゃる民設の保育園については、国、東京都がかな
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り手厚い補助金のメニューをそろえています。それについては、建てかえですとか大規模

な修繕にも対応する補助メニューになっていますので、公私連携方式として、例えば建物

を譲渡する場合を想定した場合には民間さんが建物をもつということで、一度、譲渡を受

けて、法人さんが法人さんのご判断で、普通の民設民営園と同じように建てかえをすると

いうようなことになっていけば、そのときの市の予算の状況もあると思うのですけれども、

基本的には市が100％出資というか、お金を出さずに、国、東京都のかなり手厚い補助を

受けながら整備することができるので、このまま公設公営園でやっているよりは老朽化対

策に対応しやすい制度になっているかなと考えています。 

○委員６  これだけ公設公営園が市内にあるということで、利用者としては安心という

か、何かあっても公設で勤務されているベテランの保育士さんがいらっしゃったりとか、

市内で民営でやられている民間の事業者さん、市のほうでも最初に誘致する段階ではきち

んといろいろな面を検討された上で来ていただいていると思うのですけれども、万が一に

も撤退とかということがあった場合に、では、果たしてそこで生活している子どもたちは

どうするのかとか、いろいろな不安がある中、公設だったら絶対なくならないという安心

もあったと思うのですが、そのあたりの保障というのですか、リスクがふえたりとか、実

際預けていらっしゃるご家庭に不安が残ったりするようなことはできれば避けたいと思う

ので、そのあたりのお考えとかはありますか。 

○事務局I  公設であれば、行政が運営しているので最後まで潰れないだろうというご

意見は多々いただくのですけれども、今回、委員おっしゃったような市の関与を残すため

に、裏のイメージをみていただければと思うのですが、市と公私連携法人の間で協定を結

びます。協定を結ぶというのは、法人の理事長、代表取締役社長と調布市長が結ぶ協定と

なっていて、勝手なことはできないというか、ある程度、準公立ということで、公な方向

性でやっていただく、市の考え方に沿ってやっていただくということで指定するという形

ですので、その辺の一定の関与をすることで担保ができると考えています。 

 あとは、公私連携方式で、もう１つ、よくご指摘いただくのは、公立のベテランの先生

の経験値等は安心感がある、ベテランのスキルをどんどん出して若手に伝えてほしいみた

いなご意見も多々いただくのです。監理団体を活用するということで、職員の同意が前提

ですけれども、派遣ができれば、同じ保育所、同じ建物の中で、同じ職員が公私連携法人

に出向という形にはなりますが、その先生方のスキルをそのまま生かすことができるとい

う方式になっています。 
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 これまでの民間委託方式が、例えば仙川保育園の場合は１年間、引き継ぎ保育をやった

りしました。結局、最後は民間法人さんの職員になるということになっていたのですけれ

ども、平成27年４月にできた制度は、当時、調布市において民営化した時点はなかったも

のですから、今このタイミングで改めて検討して、新たな制度を使って、先ほど冒頭に申

し上げましたが、お子さんの環境の変化による負担を最小限にするということで、監理団

体を使って、職員もかわらず、建物も変わらず、お子さんにとって何も変わらないという

状況でやっていきたいということで、この方式をとっていきたいと考えていますので、そ

の辺は問題ないかなと考えています。 

 以上です。 

○委員６  もう１つ追加で、職員の方、最初は市から今いる保育士の方を派遣する方法

だと思うのですけれども、例えばそういった方たちがご事情により退職されたりとか、定

年を迎えられたりした場合、新たな保育士の方の補充も市側でやるというイメージなのか、

それとも欠員が生じた場合の欠員の部分は運営を任せているほうでお願いしますという形

なのか。 

○事務局D  先ほどの公設公営の場合の民間活力活用のケースで申し上げますと、派遣

した職員、公設公営のところで働いていた職員は、派遣の同意をいただければその監理団

体に派遣させていただくという形で、順繰り順繰り派遣していただいてという形で考えて

おります。そういった中で、定年退職であるとか、そういった部分の退職者の補充につい

ては、監理団体のほうで補充の職員を採用していただきたいと考えています。ただ、その

スパンに関しましても、今、定年退職で考えていくと、全て入れかわるまでは長いスパン

になってくるということがまず１点あります。 

 また、監理団体の補足説明になりますが、監理団体というのは市の派遣が受けられるで

あるとか、市からの財政的支援があるですとか、市の関与がかなり高い団体になっていま

す。 

 また、福祉分野においては、監理団体において独自事業としてかなりの公共サービスを

担っているといった部分があり、監理団体というのは、ほかの団体と違い公共性の高い団

体でありますので、そういったところの中でプロパー職員として雇われた方についても、

またその団体についても、かなり信頼性が高い団体でありますので、これまでの運営形態

を引き継いだ中での運営がなされるものというところで考えているところでございます。 

 以上でございます。 
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○会長  委員６、納得されましたか。 

○委員６  大丈夫です。ありがとうございます。 

○会長  では、委員１６、お願いします。 

○委員１６  私、イメージが湧かないのですけれども、市の関与がかなり入るといわれ

ているのですが、名前は私立○○保育園になるのですよね。 

○事務局I  そうです。 

○委員１６  では、例えば園長先生はどなたがなるのですか。市の派遣された方が園長

になるのですか。 

○事務局I  公設公営園のことでよろしいですか。 

○委員１６  はい。 

○事務局I  まだそこも今後どういう形になっていくかというところもあるのですけれ

ども、武蔵野市さんとかは既にこういう方式、公私連携方式ではないのですが、市の監理

団体、武蔵野市さんでいうと財政援助団体と呼んでいるみたいなのですが、子ども協会さ

んという法人さんに職員を派遣してやっていると。そこの子ども協会さんは、それまで子

育て支援で子育てひろばはやっていたのですけれども、保育園の実績はなかったというと

ころで、やってから６年、７年たっているのですが、今も園長先生は市の職員がずっと継

続しているという形になります。 

○委員１６  そこは約束ではないのですか。例えば、園長は必ず市から派遣された人が

なるとかという約束…… 

○事務局I  移行する場合は、移行する当初は基本的には職員はかわらないということ

で保護者の方にも説明していきますので、基本的には衣がえではないですけれども、全職

員が派遣で行ってもらう、これが前提なのです。 

 今後、先ほど申し上げた退職者でプロパー職員さんを補填するというところと同じよう

に、十分な運営ができるようになるという判断であれば、園長先生、主任先生も含めて、

もしかしたらプロパーになっていくかもしれない。ただ、それは相当長いスパンで考えて

いく話になっていくと思うので、移行後何年かですぐにかわってしまうということは、今

の時点では想定していないです。 

○委員１６  イメージが湧きました。ありがとうございます。 

○会長  委員１、どうぞ。 

○委員１  私、個人的に二十何年か前に委託のときの引き継ぎ職員のほうでやっていた
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経験があるのです。市内のとある保育園としておきますが…… 

○事務局I  二十数年前ですか。 

○委員２  21年前かな。そのときに、私は受けるほうだったのです。２万以上の反対署

名の中で、新聞沙汰にもなり、お迎えに来たお母さんはフルフェイスのヘルメットをとっ

てもくれない、挨拶しても全然相手にしてくれないということを経験してきているので、

職員がかわらないというのは、恐らく保護者にとって、子どもにとって、すごくいいこと

なのだろうと思うのですが、仮にあの人、ふだんの態度がちょっとねと。以前の次世代の

ときに、職員で熱量が感じられない人がいるという話がたしか出ていたと思うのです。そ

ういうときに会社の経営側の保育感と、ベテランとされている方の保育感と、すごくばち

ばちがあったときには、かなり園としてのダメージは想定できるのではないかと感じるこ

とがあって、過去、練馬区だったかな、それは民間委託なのですけれども、１ヵ月、２ヵ

月で職員の半分以上、派閥でやめてしまって、運営がにっちもさっちもいかなくなったと

いうことも聞いたことがあって、職員が残るというのはいいことだとすごく思うのですが、

そこの運営の側とのつなぎ役というのは、すごく丁寧にやっていただく必要があるのでは

ないか。働きにくい職場になってしまったら、恐らく子どもにも影響は出てきますので、

そこの間に市の方が入ってやっていく中で、そこはうまく間に入ってもらえると、より安

心感が増せるのかな。やはり日ごろの顔を子どもは読み取ってしまうので、社長と仲が悪

いとなってしまった園長がということはゼロではないかなと思われるので、そこをうまく

やっていただければと思っています。 

○事務局D  私からお答えさせていただきたいと思います。先ほど申したとおり、今、

保育園で働いている職員の納得が大事だと思っていますので、そういったところについて

は十分やりとりしていく必要があるかなというのは、まず１つ思っております。 

 また、先ほどいった派遣先の団体とのあつれきというか、そういった部分については、

一方では新しい職場で新しい風を吹き込んでほしいという思いも１つはあります。一方で、

あつれきの部分もあるかもしれません。そういったところについては、事務局職員の派遣

も、もしかしたら検討する必要が出るかもしれませんし、また、ないとしましても、事務

局側、子ども生活部の職員がパイプ役になっていく、そういった役割はかなり重要になっ

てくるかなと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員１  職員の処遇に関しては、現状キープなのか、そこの新しい法人だったり株式
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だったりの給与表に合わせるかでかなり差が出てくる可能性があると思うのですが、そこ

はどのようにお考えで。 

○事務局D  基本的に、保育園以外でもこういった団体に市の職員はこれまで派遣して

きているところです。それに倣いますと、基本的には処遇は変わらずといった形の中での

派遣が前提になってくるのだろうと思っています。また、臨時職員さんについても引き続

き働いていただけるような形でのやりとりがこれから出てくるのだろうというところは想

定しているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員１  人事院勧告であったりとかは、市のほうでは影響が結構強いかと思うのです

が、民間だと、特に賞与に関してはすごく差が出てきかねないというところかと思うので

す。4.幾つ出ているところが、株式に行ったら１しか出ないとなった場合、人は多分続け

られない、生活レベルは下げられないだろうと思うので、財政面の補充も多分出てきてし

まうのかな。そうなると、果たして民間に委託する意味合いが出てくるのかどうかという

ところも、建物以外に関してはあるのではないかというのが率直に思ったところです。 

○会長  もう時間が８時半になってしまったのですけれども、これ、今度の次世代の会

議のときのメインの話題としてまた出てくるのですよね。 

○事務局I  今度、最短で９月だと思っていますが、出せる状況になれば９月、もしく

は10月の次世代育成支援協議会のほうで、今これは骨子みたいなものですが、方針案とし

て今回のすこやかプランぐらい分厚くないですけれども、冊子という形で案でお示しして、

もうちょっと詳しく、今回、具体的な園名がまだ出ていませんので、それも含めて職員説

明を丁寧にして、同意といいますか、いろいろ協議をしてから皆さんにお示ししなければ

いけないと思っていますので、最短で９月という認識をおもちいただければと思います。 

○会長  ということですので、きょうまだご発言されなかった委員の方も、もう一回問

い直しをいろいろされて準備していただきたいと思います。 

 

・事務局より以下の資料について説明 

  参考資料 調布市子ども・若者基金の活用状況について 

 

○会長  ご質問ありますか。 

○委員１５  ②のステップアップは、先輩がこういうのをやって、すごくよかったとい
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うのがそこの学園の中で広がって、もっと拡大…… 

○事務局J  学園の先生からも、とにかくステップアップもそうですけれども…… 

○委員１５  そうしたときには、どこまで、何人まで広げていく計画がありますか。 

○事務局J  現状では、いけるところまでという言い方は変ですけれども、応募があっ

たら受けていきたいというのが正直なところです。２億円あったわけですから、１年や２

年でなくなるわけはないということで、支援させていただいて、一方ではこういったこと

をやっているということを市民の方にもお伝えして、寄附文化をつくっていきたいという

部分があるので、まずは全員がやっていれば、それはそれでハッピーなことだなと。バッ

クグラウンドがない若者たちが、ああいう養護施設を出た後に、学校とバイトだけできゅ

うきゅうになって終わってしまうというのもまた１つおかしいのかなと考えているので、

ぜひ支援できるところまでしていきたいなと。ちょっと曖昧な答えで申しわけないのです

が。 

○委員１５  それがいいなと思いますので、よろしくお願いします。 

○会長  時間を超過してしまいました。申しわけありませんでしたが、これにて第３回

子ども・子育て会議を終了とさせていただきます。お疲れさまでした。 

 

                                 ――了―― 

 


