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平成３０年度第７回調布市子ども・子育て会議議事録 

 

1 日時：平成 31 年 1 月 31 日（木）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 15 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 学校教育・保育施設の整備について 

 ・事務局より以下の資料について説明 

  次期調布っ子すこやかプラン（保育園施設整備）の方向性について（資料１８） 

 

○会長  ありがとうございました。前回の会議でいろいろ意見交換があった内容ではあ

りますけれども、最後に書いてあるのは、４月以降のこの会議で話し合っていきたい内容

として２つ挙がっています。全体を通してご質問等ありましたらどうぞよろしくお願いし

ます。 

○委員６  558人の定員拡大をするということなのですけれども、予測されている不足

人数をみると、500人にも満たないわけですよね。もちろん拡大していただくのに反対と

いう意味ではないのですけれども、なぜ558人もの拡大をするのか、もし理由があれば教

えていただきたいのです。 

○会長  お願いします。 

○事務局I  今558人というのは、計算としては認可保育園新設、ゼロから５歳のフルス

ペックが６園で１園当たり90人なので、90人掛ける６園で540人と、あとは先ほど申し上

げた小規模保育の認可化で定員が18人ふえますので、558人となります。今、待機児童は1

67人いますけれども、全てがゼロから２歳の低年齢児というところで、本来であれば、ゼ

ロから２歳までの低年齢児に特化した施設整備をすればというご意見も多々いただいてい

るところですが、これは前回もご案内しましたが、今のところ３歳児の受け皿がなかなか

ないというところになっています。そんな状況の中で現状だとゼロから２歳までの低年齢

児に特化した施設をつくっていくと３歳の待機児童が出てしまうかもしれないという懸念
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がありますので、まずはフルスペック、認可保育園をしっかりと整備していくというのが

事務局の大きな方向性になります。 

 一番下の31年度に検討していきたい待機児童対策で、既存の認可保育園を活用した年度

限定型保育事業と幼稚園の活用に向けた支援策の検討というところで、どちらももし３歳

児の受け皿がこういう事業、いわゆるソフト施策の中で拡大できるのであれば、ゼロから

２歳までの整備とセットで対策が打てるのかなと思っています。そのあたりについては、

この会議の中でもいろいろご議論、ご意見をいただきながら事務局でも検討していくとい

うところではあるのですが、現状では、今申し上げたように３歳以降の受け皿がないので、

そんな中でゼロから２歳までの低年齢児だけの施設を整備するというのは、我々行政側と

しても無責任だというところで事務局でも判断していますので、今トータル、フルスペッ

クで考えてしまうと558人というところになるのですが、今の懸案事項というか、課題は

我々もしっかり把握していますので、また今後、この会議も含めて検討していきたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○会長  いかがですか。 

○委員６  では、一番不足している１歳児、２歳児、そこの待機児童をゼロにしようと

思うと、このぐらい定員拡大が必要ということですか。 

○事務局I  今、資料に書いてあります括弧書きの１、２歳児180人の定員拡大について

は、この間の会議でお示しした１、２歳の不足数165人を解消する、要は確保するという

ことであると、今のところの想定だと１園当たり１、２歳が30人の定員確保になりますの

で、６園をつくることで180人確保できる。さらには、年度限定をやりながら、今、待機

児童が多い１、２歳をソフトとハードをあわせながら対策を打っていくというところで事

務局としては考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○会長  よろしいですか。ほかはいかがでしょうか。お願いします。 

○委員１  その年度限定型保育事業というのは、現在、１、２歳児のみでやっていたか

と思うのですが、それは今後も１、２歳児だけでやっていく予定になっていますか。 

○会長  お願いします。 

○事務局I  現状としては、まだ今後絶対やらないとは言い切れませんが、ゼロ歳児を

やっていない理由としては、毎年ゼロ歳児については全ての園で新規の確保数が確保でき
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るというところ、１歳、２歳は持ち上がりがありますので、新規枠が少ないというところ

もあります。枠を確保するという意味で現状では１、２歳をやっています。 

 あとは保育士不足の中で、しっかりとお子さんの安全を確保するという観点で、やはり

ゼロ歳児はすごく密なケアが必要で、職員の配置もかなり厳しいところになっていますの

で、事業者様側でもなかなか受け入れが厳しいのかなと考えながら今１、２歳をやってい

るというところで、待機児の状況をみながら検討をしていかなければいけないと思ってい

ますけれども、現状では１、２歳を来年度も継続してやっていきたいと考えているところ

です。 

 以上です。 

○委員１  仮に１歳で限定型保育事業をやった場合に２歳になって入れなくなってしま

う子も出てくるということがあるのと、もう一点、今後、開設園が２、２、１、１となっ

ていくということで、園のふえ率が減っていく。そうなると空き部屋も減っていくという

ことも想定されて、その人数も計算されている。空き教室がなければ限定型保育はできな

いと思うのですけれども、空き教室が減っていくということを想定していながら１、２歳

も受け入れられるということはもうわかっているというのか、市としては想定していると

いうことでよろしいですか。 

○事務局I  実施園数は今でいうと、昨年４月にオープンした10園とかがあったりしま

すので、現状では７施設ぐらいの園で年度限定型を実施していますけれども、今後、４年

間で６園、１年当たりで２つか１つというところで、当然、委員おっしゃるように実施園

数は減っていきますが、我々側から強制で絶対受け入れてくださいということはまずした

くないと思っていまして、まずはお子さんの安全が第一と考えています。あと、空きスペ

ースを活用する事業ですので、その年度、その年度で通常の認可保育園の定員がどれだけ

入るかによっても実施できる定員数は変わってきますので、我々のスタンスとしては、安

全が確保できて少なくとも基準は必ず満たしているという環境で、どれだけ受け入れてい

ただくかというところを考えてやっていきたいと思っています。 

 現状では、多くの園さんが受けていただいていますので、新しい園、または開設２年目

の園が一定数、そんなに大きな人数になるわけではないと思っていますが、ある程度の数

の受け入れは確保できるのではないかというところで現状は見込んでいるところです。 

 以上でございます。 

○委員１  それだけ空き教室がある可能性があるということは、将来的に３歳児の待機
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児がふえる可能性と先ほどおっしゃっていたかと思うのですけれども、そんなに心配にな

るのですか。小規模をつくったことで、３歳児の定員以上の申し込みがふえるということ

はあり得そうなのですか。 

○事務局I  今、あきといっているのが、認可保育園の場合、初年度、２年目というの

が４歳、５歳の幼児さんがほとんど入らないという現状があります。大体４歳、５歳は合

同保育をしているということもありますので、その最初の年、もしくは２年目というのは

空き教室ができてくるのですが、３年目には、初年度の３歳のお子さんが５歳になります

ので、そういう意味では、３歳からはその保育園は定員が充足してくると考えていますの

で、２年目だけを対象にしているという形になります。そうなってくると持ち上がってし

まうので、その園の３歳児の新規枠はなくなってしまうというところで、現状だと３歳の

新規の確保枠はそこまで確保できないので、ゼロから２歳までのいわゆる低年齢児に特化

した施設整備はまだまだ環境としては乏しいと思っていますので、新たな受け皿、それは

既存でやっていただいている認可保育園の今の定員よりもさらにあきといいますか、余裕

があるところですとか、もし可能であれば、幼稚園さんのほうでも何かできるのであれば

というところで、これは今後の課題、検討になっていくと思うのですけれども、そういう

ところの展開も見据えながらやっていきたいと思っています。 

 以上です。 

○委員１  ありがとうございました。 

○事務局J  １点補足です。そのまま持ち上がりで入れないかもというのは確かに事実

なのですが、同じところは入れないのですけれども、点数が加点されるというところで、

次の年の認可保育園の選考に関しては一歩有利になるというところはほかの認可外と同じ

ような形になるのです。同じ園にそのまま入れるケースも今年度は見受けられたりしたの

で、そういうケースもありますし、また別の園に行かれるケースもある。単純に落ちてし

まうというだけではなくて、一応有利なポイントをもって、ほかの認可に申し込むことも

できるという形で。 

○会長  わかりました。そのほかいかがでしょう。――よろしいですか。 

 さっき申し上げたように、31年度も継続的に使っていくテーマになりますので、引き続

きよろしくお願いします。 

  

 



- 5 - 

 

次第２ 学童クラブの整備について 

 ・事務局より以下の資料について説明 

  学童クラブの整備について（資料１９） 

 

○会長  ありがとうございました。お話にもあったとおり、かなり厳しい財政状況の中

で、つくりたいといってもなかなかつくってくれないという中で、今回、一番具体的なご

提案が出ているような気がしております。ご意見、ご質問、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○委員６  低学年でもあふれてしまう小学校地域が７ヵ所あるけれども、この先５年間

の計画でつくるのは３ヵ所という認識でいいのかというまず確認です。 

○事務局G  低学年だけで超えてしまう地域が８ヵ所と申し上げましたけれども、いろ

いろと地域の状況だとかを勘案して、今後４年間については、３ヵ所整備するといった計

画の内容でございます。 

○委員６  財政が厳しくてつくれないという話なのであれば、ただ、入れなかった低学

年たちをこのまま放置してよいという話ではないと思うので、別の学童整備以外の方策を

何かしら検討すべきというのは思いました。 

○事務局G  説明の中でも申し上げましたけれども、施設整備以外の対策は以前から学

童連協さんをはじめ、さまざまな方面からご要望をいただいている内容がございます。ま

た、直近でこの４月に、ではどうするという状況も今ございますので、複数ある対策の中

で何が適切か、可能な対策は何かということで、まさに今検討している段階ですので、施

設整備以外の対策にも積極的に取り組んでいきたいと考えております。 

○会長  委員６、いかがですか。 

○委員６  もうこの４月に確実に入れない子たちがいるということはわかり切っている

かと思うので、４月までとなると本当に数ヵ月しかないのですけれども、４月からその子

どもたちが放課後、もしくは夏休みになれば放課後どころか丸１日、１ヵ月間をどうやっ

て安全に安心に過ごすことができるのかというのは、今ご検討はいただいているのでしょ

うが、果たして本当に２ヵ月で実施できるのかどうか。どんな案が今挙がっているのか、

あと、それに対して各方面との調整も必要になってくるかと思うのですけれども、ぜひ早

急に情報を開示していただきたいと思います。 

 ２月になると各家庭に学童に入会ができたのかできなかったのか通知が届くと思うので
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すけれども、入会保留ですという書類が届いたご家庭は、では４月１日からこの子どうし

ようというのを、２月の書類が届いたタイミングから何かしら対策を考えなければならな

いので、そこで対策が何も打ち出されないのであれば、各家庭でどうにかしてくださいと

いう話にどうしてもなってしまうと思うのです。 

 なので、そこでこういう別の方法があります。ユーフォーで放課後を過ごすことができ

ますとかというのも１つだと思うのですけれども、そこが５時までだったら５時を過ぎた

らどうするのか、１人で帰宅させるのかなども含めて、何かしらできること、市として用

意していることを１つでも２つでも提示していただけないかと思います。 

○事務局E  今おっしゃいましたユーフォーにおける出欠管理は少なくとも行っていき

たいと思っています。これは平成30年度も行っておりますので、それは行っていきたいと

思っております。 

 それ以上の取り組みとすると、これは工夫とか知恵のレベルになってきますので、現状

の各地域の状況をみながら、あらゆる可能性を探っていくというようなことは考えていき

たいと思っています。 

○委員６  例えば今全ての小学校にあるユーフォーの利用時間をこの４月から待機児に

限定して延長していただくとか、あとは設備の整備はお金がかかるにしても、臨時的に小

学校の空き教室を使わせていただくとか、何かしら知恵を絞っていかないと、まさにこの

４月から低学年の子どもたちが行き場がなくあふれる状況はかなり危機的だと思うので、

今までできれば施設整備がいいという方針でやってきたと思うのですけれども、今はそれ

をいっていられない状況かと思いますので、ぜひ子どもたちの安全を第一に対策を早急に

ご検討いただきたいと思います。 

○会長  そのほかいかがでしょうか。どうぞ。 

○委員１  学童クラブの施設整備の基本は、やはり今も学校から近いところというのは

変わらずなのでしょうか。 

○事務局G  保護者のご意向としても学校の中にある学童クラブのほうが安心・安全だ

ということで、数字をみても、やはり申請者数が多いのは、学校の中の学童クラブに集中

していますし、基本は学校の近傍、実際にお子さんが直接自分の足で歩いていける距離と

いうことを考えると、そこが基本線になるという認識でおります。 

○委員１  先ほど滝坂小と緑小の２つで１つというところは、どうしても学校の中とい

うわけにはいかないと思う。となると、例えば緑小の中にできたとすれば、滝坂小の子は
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緑小の中に入っていくということが出てくるだろうしというところで、確かにあそこら辺

は学童がない地域だと思うので、できるのはすごくありがたいし、どちらかが甲州街道を

越えていかなくてはいけないというところの安全性。そうなると、下に書いてあるソフト

面というのは、人が立つとかというところのソフト面なのかなとかいろいろ考えていたの

です。 

 そこはすごくありがたいのですが、私は前にもいったかと思うのです。入間町の子たち

というのは、若葉小学校区だと思うのですけれども、あそこというのが若葉小学校に通う

までに30分以上歩いて通っているお子さん、ほぼ成城学園の駅前ぐらいまで行っているお

子さんもいる中で、果たして学童が終わって、夕方５時に暗くなっている中、学童から入

間町に帰ったほうがいいのか、例えば入間町の中に学童があったとして、学校が終わって

明るいうちにそちらに移動していったほうが安全なのかというところ、どっちなのかなと

いうのは常に、そっちの若葉町、入間町のほうに私もかかわっていた人間としてはちょっ

と思っていて、５時に送迎で送っていって、職員が戻ってくるのが６時過ぎになるという

ことがざらにあったので、学校のそば、学校の中というのも基本はわかりつつも、地域的

にはそれが逆に危なくさせることがないのかどうかというのは検討課題の１つになるので

はないかとちょっと思いました。 

○会長  いかがですか。 

○事務局G  それぞれ学校の中にあることがいい面と外にあることがいい面と、それぞ

れいろいろな角度、見方があるかと思います。実際、緑ケ丘、滝坂地域についても具体的

な候補地が今現在あるわけではなく、学校の中に整備できるのが一番いいのかもしれませ

んが、それも現実的には難しいというような状況もありますので、適地については、これ

から候補地を探していくと。それについては、さまざまな観点、お子さんの安全第一とい

うところがあるとは思いますけれども、さまざまな視点をもって、候補地を探していきた

いと思っています。 

○会長  ほかいかがですか。お願いします。 

○委員１６  ユーフォーについてなのですけれども、ユーフォーは入学式が終わってか

らでないと使えないではないですか。例えば、今、私は３番目の長男を学童に申請を出し

ているのですけれども、もし入れませんでした、けれども、ユーフォーは入学式が終わっ

てからしか使えません。そうすると、幸か不幸か、ことしは４月１日が月曜日なのです。

月曜日から入学式の８日までの１週間１人で家で留守番をしなければいけないのですけれ
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ども、ユーフォーは何で１日から使えないのですか。そこが使えればお弁当をもって、せ

めて１週間ユーフォーをお願いしてとかできる。最悪１日に登録して、その次の日から使

えるという手段は難しいのでしょうか。 

○事務局G  実際、そういったご意見は少なからずいただいておりますが、１年生だけ

は、入学式の翌日から利用できて、ほかの２年生以上は１日から使えるのが現状です。ど

うしてそうしているかといいますと、１年生というのは下校指導期間がありまして、学校

が始まると家に帰る子、学童クラブに行く子、ユーフォーに行く子ということで、実際に

並ばせるのです。学童クラブに登録がある子、ユーフォーに登録がある子というリストを

学校側に提供した上で、学校側も下校指導期間の準備をする。それが例えば４月１日を越

えた時点で、その都度、この子が入りましたということで追加になっていくと学校側も対

応し切れず混乱してしまうというところで、学校との取り決めで入学式の翌日以降という

形にしていますので、そこを変えるとなると、学校側のご協力、ご理解も必要になってく

るかなという状況です。 

○委員１６  例えばそこは学校側とではなく、ユーフォーと直接というのも難しいので

すか。ユーフォーさんは結構委託されているところもあるではないですか。 

○事務局G  結局、下校指導というのは学校側の対応なので、実際、お子さんを並ばせ

るというのも学校側の対応になるのです。そうすると、そちらに迷惑がかからないように

というところもありますし、保護者目線で考えるとより早くという部分はあるのでしょう

けれども、現場の対応としてというところがあるので、今までそういった対応をしている

と。 

○委員１６  わかりましたというか、わからないというか。納得がいかないというか。 

○委員６  ことしの入会の希望の中で、１年生ですら入れないなどというケースはあっ

たりするのですか。 

○事務局G  昨年度は１年生の保留児童が何名かいたのですが、その子はどういうお子

さんかというと、基本的に保護者の就労状況によって点数をつけさせていただくのですけ

れども。 

○委員６  就労時間が短いとか、そういうケースですね。 

○事務局G  そうです。ハローワークへ行ってお仕事を探しているという方が一番点数

が低いのですけれども、昨年度はそういう方が１年生で保留となってしまったというのは

ありましたが、１年生は基本的に学年指数がありますので、保留となるケースは余り多く



- 9 - 

 

ないかと。 

○委員６  今の話を聞いて、１年生ですらもう入れないということを心配しなければい

けないのかなとちょっと不安になったので。去年はそういうケースがまれに２、３人、保

護者が就労していないケースで入れなかったケースはあったけれどもということですが、

ことしの見込みはどうですか。１年生、４月１日から入れなければ困るというケースに該

当しそうなお子さんが果たしているのかどうか。 

○事務局G  まだ審査中なので、はっきりとは申し上げられないですけれども、１年生

に関しては例年どおりだと思っています。 

○事務局E  補足ですが、ただ、１年生優先ということで今やっていますので、学童ク

ラブによっては１年生が半分以上を占める状況は出てきています。学童クラブは異年齢の

中で育っていくよさもあると思うのですけれども、１年生優先ということで、そこら辺が

ちょっとそがれてしまっているという部分も現状では出てきているところです。 

○委員６  それに関連してなのですけれども、先ほどユーフォーは５時までしか預かる

ことができないという話でいくと、１年生で優先があるので、例えば５時ぐらいにはもう

家に帰ってくるような保護者のいるご家庭の１年生は学童に入れました、そのかわり夜７

時過ぎないと家に帰ってこない、就労時間の長いようなご家庭の２年生、３年生が入れま

せんというようなケースもやはり逆転現象としてあるのですよね。なので、１年生優先と

いうのはもちろんそうしてあげたいという気持ちは物すごくあるのですけれども、では、

果たして保護者の就労時間の長い２年生、３年生は入れなくてもいいのかというと、そこ

の指数とかの見直しももしかしたら今後は必要になってくるのかなというのはちょっと思

っています。 

 もう１つ、前々から話に出ているエリア分けの話なのですけれども、やはり１年生優先

ということで、学校に近い学童が人気があるというのが現状なので、例えば同じような地

域で幾つか選べる学童がありますと。ただ、なかなか家と反対方向まで行って、子どもの

足で通って、また夜遅くに１人で自宅まで帰ってくるのは難しいということで、そちらの

学童にあきがあったとしても諦めているという保護者の方はやはりいらっしゃるのです。

特に３年生ぐらいになってくると結構いらっしゃいます。 

 １年生なのだけれども、実はそちらのエリアにとても家が近いとなると、１年生があい

ているそっちのエリアのほうに入っていただければ、遠くて通い切れない３年生がこちら

の学童には入れるのにというようなケースもあったりして、たしか小金井市とかでは、定
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員をオーバーしているような、満員の地域に限定してエリア分けをされているというのを

たしか以前ホームページで拝見したことがあって、これだけの状況になってくると、エリ

ア分けというのも１つ視野に入れざるを得ないのかなと思います。 

 小学校も今まで保育園や幼稚園で一緒に通っていたお子さん、仲のいい友達同士が地域

によって学区が分かれるということは当然あるわけで、以前、この会議の場でご質問をし

たときに、やはりお友達同士の関係性もあるし、１年生が第一希望の学童に入れるように

というようなご回答だったと思うのですけれども、とはいえ、２年生が入れなくていいの

かというところももう一度見直していく必要があるのかなと思いました。 

○会長  ありがとうございました。何かありますか。 

○事務局G  学年指数については、やはり両てんびんという状況があって、１年生を優

先すると、やはりどうしても学年バランスに偏りが出てしまう。とはいっても、やはり同

じ場所で継続して育成する。子どもの成長を支援するという意味合いでは、２年生、３年

生になっても継続して同じ場所で同じ仲間、一緒に過ごすということは、その子にとって

はいいことなのだろうと。ただ、どうしても両てんびんというところで、こっちを優先す

れば、こっちが立たずという状況にもなってしまう。これは前々から議論している内容で

すけれども、非常に難しい。 

 １年生の学年指数をなくしてしまうと、大きなランドセルを背負って遠くの学童に通わ

ざるを得なくなり、実際、１年生が通えるかということにもなってきますので、我々の立

場としては小１の壁などという話もありますけれども、１年生優先という考え方をもって

現状の制度運営をしているというような状況です。ご意見はご意見として承りたいと思い

ます。 

○会長  ほかは。委員１７。 

○委員１７  前に委員２から、マイクロバスみたいなもので多い地域から少ない地域に

定期便を走らせるというお話があったと思うのです。私もことし新１年生になる子の親な

のです。国領小は学童に通っている人数がすごく少ないではないですか。実際、私は○○

エリアで多い地域なのですけれども、もしバスが走っていれば他の学童でもいいなとずっ

と思っていて、それはハードをつくる予算がないという状況においてすごくいい案だと思

っているのです。例えば同じ小学校の子が通う学童に行かせたほうがいいとかいろいろな

考え方はあると思うのですけれども、学童は学童で１つの環境で生活があると思うので、

そこまで考えずに多い地域から少ない地域に走るマイクロバスみたいなものを、例えば保
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育園でいう年度型限定保育のように年度型限定という形で、この小学校とこの小学校を結

びますというのをやってくれると、もしかしたらいい結果が出るのかなと。 

 その学童が例えば駅前に近い学童であればなおさら、親は迎えに行きやすかったりする

のかなと思うので、それも１つの案として考えていただけたらいいかなと思います。 

○事務局G  予算面の話もありますけれども、１つの考え方としてあるかなと思ってい

ますが、お子さん目線で考えたときに友達関係とか、最初は行くけれども、その後続くか

とういう心配な面も考えているところもあります。 

 実際、夏休みの対策で、定員に空のある学童クラブならどこでも選んでいいですよとい

うような形をとりましたけれども、実際はやはり希望者が少なくて、なぜかというと距離

が遠い、友達もいないところには行きたくないといったご意見が多かったので、それも踏

まえて検討しなければいけないと思っています。 

○委員６  夏休み限定学童に申し込まなかった理由は、学童連協でも聞いたのですけれ

ども、知り合いがいないというのももちろんそうなのですが、基本親の送り迎えが必要な

のです。しかも、それは自転車を使ってはいけないというかなりハードなハードルがあっ

て、それで利用したくても利用できないというお話でした。なので、それも別に友達がい

ないからという理由ではなく、ほかにもいろいろな原因が実はこの夏休み限定学童にはあ

ったりします。 

○委員１７  あと一つ、スタートするのは４月１日という、みんなと一緒にその環境が

始まるという大前提があってほしいのです。多分今回は間に合わないと思うので、万が一

年度の途中からそうなりますよといわれても、では、そちらに移りますとは手を挙げない

と思うのですけれども、もしスタートの時点でその選択肢があったら悩んだと思います。

という意味では、１ヵ所に集中させないという１つの選択肢にはなるかと思うのです。 

○委員１  現場にいた人間として、バスというのは確かに夏休みなどはいいと思うのだ

けれども、実際にいて思ったのが、学校は居残り勉強であったり、授業が終わったからす

ぐに学童に来るという子どもが案外少なくて、時間がばらばらなことがあるというのは、

待っているほうとしても結構やきもきして待っていたというのが印象ではあって、そうな

ると、先ほど事務局Gからもあったのですが、予算面云々、マイクロバスを回して実際に

は誰も乗っていないで回る可能性もあるだろうし、１人だけで回ることもあるだろうし、

20人で回ることもあるだろうし。時間というのはやりようなのだと思うのですけれども、

実際に今までの現場での考えでいうと、居残り勉強１つあるだけで、学校に電話をして、
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○○が来ていないのですが、今学校にいますかといったら、居残り勉強をしていますとい

う回答がその場であるというぐらいなので、定期便の定期が定期になり得ないところがす

ごくあるのだろうなと。そこら辺がうまくがちっとはまればすごく安全面という点で守ら

れるだろうしとは思うのです。 

 あとは予算の問題というのは、以前、障害児送迎というのが、バスで各学童に回るとい

うのを何年か前にやっていましたよね。だけれども、それももろもろの事情でたしかなく

なって、職員が学校まで行くというような制度に変わっていったかと思うのです。そこら

辺の学校との調整というのが恐らく出てくるので、そこは問題点があれば、解決方法もみ

つかる可能性があるので、すぐにはできないにしても、現場から何かしら問題を上げてい

ってというのはいけるかもしれないと思います。 

○会長  委員２。 

○委員２  本当によくわからなくなってきたのだけれども、子育て支援で教育委員会は

入っていないの。入っていますよね。 

○会長  入っています。 

○委員２  だとすれば、教育委員会が調布市の市長のもとにユーフォーももう少し時間

を延ばしたり何かするという発想にはなれないの。ここに教育委員会の人がいないから。

そこに並んでいる人は。いるの。いるのなら答えてほしい。要するに、今まで幾ら議論し

たって、教育委員会は別物だといったら絶対に接点などとりようがないですよ。去年まで

の段階でもユーフォーとの接点を求めますということは大分話の中で回答が出ていたのだ

けれども、それが進んでいないということになると、幾ら今議論したとしても進まないと

思うのです。 

 だから、教育委員会はなぜだめなのかということをもう一度はっきりこの会議のときに

いってもらって、それを改善できるものは何かないかということをみんなで検討するとい

うことも必要なのではないか。だって、今一番あいているのが、子どももふえてきたけれ

ども、小学校の教室が多摩小は増築したが、そのほかのところはそんなにふえていないと

すれば、うまく家を使ったりだってできるのではないかという気もするし、そういう発想

の転換をしないと進んでいかないのではないのと私は思うのですが、教育委員会は何か問

題があるのですか。 

○会長  返答可能ですか。――簡単ではないということは伝わってきます。 

○委員２  簡単ではないかもわからないけれども、どこかでできるところから、例えば
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保育園なども昔は子どもは長時間預かれませんといっていたのだが、今は親が仕事をする

のだという前提になってくると変わってくるのです。変わらざるを得ない。子どものこと

を思ったら長時間保育というのは余りよくないのだけれども、やはりやらなければいけな

い時代になってきたのと同じように、その流れで子育てとして学校が終わった子どもたち

を預かるのだとすれば、調布市として何ができるかというのは、この会議で考えることで

すよね。それをもうちょっと進めていったほうがいいのではないかという気がするのだけ

れども、できません、できませんでは進まないと思うのです。だから、何ができないかと

いうのを教えてもらって、それにはさっきいったバスもあるでしょうし、これだけの人た

ちがいるのだから、多分いい案も出てくるのではないかと思う。 

○会長  お願いします。 

○事務局E  ユーフォーに関しては、５時以降の受け入れということで、個別に各学校

に入ることはやはりご相談することはあります。そのときに全くだめだということはいわ

ず、検討できるとする学校もあります。ただ、根本的な考え方としまして、ユーフォーは

今は安全・安心な遊び場という位置づけでやっていますので、そこを入会保留児対策とし

てやることがユーフォーの本来目的と合致するのでしょうかという議論もあるのです。そ

うしたときに、ユーフォーそのもののあり方を変えないと全市的にはちょっと対応してい

けないのではないかというような課題はもっていると認識しています。 

○会長  まさに委員２がいおうとしたのはそこです。根本的なあり方を見直さないと進

まないというご指摘だと多分思うので、委員６がさっきいったお金がないのはしようがな

いから、知恵を絞らなければいけないという話のくくりの中でずっと進んでいて、知恵を

絞るという中の一番ど真ん中にいそうなのがユーフォーだから、そこをどう活用するかと

いうところで、やはりある程度踏み込んでいかないと難しいというのはあるかもしれない

から、話のもっていき方で、できる範囲でやれそうなことを提案していますよというもっ

ていき方。お金の話ではなくてというところで意見をどんどん。この時間内だけでも結構

私は聞いていていっぱい出るなと思ったのです。さっきのバスの話もそうだけれども、例

えばおうちへ帰って、お風呂の中でもいいのですが、こうしたらいいのではないかみたい

な知恵がぱっと浮かんだら、どんどん個別にメッセージを出していただいて、それを何か

集約して、実現可能性のありそうなものと、何年かたたないと難しいものといろいろある

と思うけれども、やはり出してみないとあれですよね。 

 ユーフォーは、私もここまでずっと出ていたのですけれども、ここに座っている以上な
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かなかいえないので、委員２がいってくれたのであれなのですが、あそこに手をつけると

いうところなのではないかというのはあるのです。表情から察するになかなか難しいとい

うのが伝わってくるのでいいにくいのだけれども、でも何とかこの会議の意味としては、

別に決定機関ではないし、かなりすごいエネルギーでみんながいっていたというのが議事

録に残るだけでも違うと思うので、何とか光をみるように頑張っていただきたい。――お

願いします。 

○委員１１  私は緑ケ丘小学校ですけれども、例えばユーフォーの部屋。うちは子ども

たちの様子をみていると、例えば校庭とか体育館を使ったりしますけれども、正直少ない

のです。これだったら私はふつうに子どもに開放したいというぐらいなのです。本当は地

域の人たちに、これだけ広いグラウンドで、ユーフォーの３、４人の子どもたちが外で遊

んでいるという姿をみると、ちょっとどうなのかなと。 

 そこはそれとしても、各学校の空き教室というお話がありましたけれども、緑ケ丘小学

校は子ども自体は大きくないのです。２クラスずつです。子どもは357人しかいないので、

そんなに大きくないですけれども、教室はないのです。正直いって足りないです。ただ、

ほかの学校をみたときに、うちの学校の子どもの人数で、下から２番目ですよね。染地の

次に少ないのです。それでも部屋があるのかみたいなところは正直ちょっとあります。ほ

かの学校の実情はわからないので、何ともいえないですけれども、安易に学校に空き教室

があるのではないかというのは、きちんと見極めたほうがいいというか、なかなか難しい

ところも実情としてはあるのかなと思いました。うちも本当はもっと部屋が欲しくて、そ

れでも足りないという感じなので、そこは正直なところであります。 

○会長  ありがとうございます。今みたいな感じで、やれそうだな、でも、難しいとこ

ろがありそうだみたいな議論をしていかないと多分進まないと思うのです。だから、さっ

きの保育所のときに幼稚園の有効活用は31年度からといろいろあったではないですか。そ

んな同じレベルで学童のほうも31年度からこれについてみんなで話し合っていきましょう

みたいなものが出てくると、多分いっぱい意見が出るような気がするので、それをもって

市のほうに訴えかけていくみたいなことは必要ではないですか。 

 あと、どなたか。よろしいですか。大丈夫そうですか。――では、ありがとうございま

した。 
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次第３ その他 

 ・事務局より以下の資料について説明 

  調布市子ども・若者意識調査の実施について（参考資料） 

 

○会長  ありがとうございました。ご質問いかがでしょうか。 

○事務局I  補足なのですけれども、全体的なスケジュール感のお話で今ご説明があっ

たように、全体的には今年度末に以前も調査をさせていただいています就学前児童と就学

児童のアンケートの集計は既に今並行して行っていますので、そこに子ども・若者意識調

査の結果を踏まえながら、次年度の１回目の会議には冊子でお渡ししたいと思っています。

後でお諮りしますが、３月に実施予定のこの会議、または次年度の１回目の会議のほうで

詳細についてはご説明差し上げて、来年度の計画策定に生かす基礎資料となりますので、

その辺はまた次年度以降、ニーズ調査の結果を活用しながら計画を策定できればと思って

おります。 

 以上です。 

○髙橋会長  いかがでしょうか。スケジュールの件も含めてご質問があったらお願いい

たします。――特によろしいですか。大丈夫そうですか。では、ありがとうございました。 

次回もよろしくお願いします。インフルエンザ等、どうぞお気をつけになってください。

それでは、お疲れさまでした。 

                                 ――了―― 


