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平成３０年度第８回調布市子ども・子育て会議議事録 

 

1 日時：平成 31 年 3 月 28 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 ３階健康増進室 

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 3 人 

 (3) 傍聴者 0 人 

 

次第１ 子ども・子育て支援に関するニーズ調査結果報告書について 

 ・事務局より以下の資料について説明 

  調布市子ども・子育て支援に関するニーズ調査結果報告書（案）（資料２０） 

 

○会長  ありがとうございました。 

○事務局I  済みません、補足を。今ご説明したのが１ページになるのですけれども、

まだ子ども・若者意識調査のところが修正が入っていないので、調査時期が(2)に書いて

あるのですが、今30年10月から11月と書いてあります。これは当初の予定だったのですが、

この会議の中でもかなり細かな議論をいただきまして、実際には31年２月から３月になっ

ていますので、ここは修正ができていないということでご承知おきいただければと思いま

す。 

 若者意識調査の有効配布数も今2,000件になっていますが、今、手元に届いていまして、

2,000件が1,981件となりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

○会長  ありがとうございました。今お話があったように、まだ完成版というわけでは

ないのですけれども、加えて、ごらんいただければわかるとおり、一番シンプルな単純集

計が並んでいるという状況になっていますので、お持ち帰りいただいて、例えばクロスで、

こことここを掛けてみたらおもしろいのではないかとかというようなところが多分何点か

出てくると思うのです。そういうことはどんどん事務局のほうにメール等でお話ししてい

ただければと思いますが、今の時点で事務局に質問なさりたい方がもしいらっしゃったら

お願いいたします。 

○委員６  今ぱっとみただけなので、もしかしたらどこかに載っているかもしれないの
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ですけれども、59ページ、小学校就学後の放課後の過ごし方について。放課後の時間を過

ごさせたい場所とあるのですが、これは多分アンケートをとった全世帯の合計の数値かと

思うのですけれども、就業している家庭の数値と、ご両親のどちらかが自宅にいる家庭で

は過ごさせたい場所が明らかにはっきりと違うはずなので、これは両親ともに就業してい

る家庭と、そうでない家庭と分けてクロスの集計の結果を載せたほうがよいのではないか

と。これをみると、自宅で親と一緒に過ごさせたいが一番多いというように一見みえると

思うのですけれども、共働きの家庭においては必ずしもそうではないと思いますので、ご

検討をお願いいたします。 

○会長  お願いします。 

○事務局I  今委員おっしゃったように、こちらのほうは設問、単純集計になりますの

で、８ページをごらんいただきたいのですけれども、家族の状況についてというところ、

いわゆる属性を問うている部分がたくさんありまして、この中で働き方、いわゆる就労状

況というところも確認しています。まさにこの問いと、今委員がおっしゃった問いをクロ

スすれば、そういう傾向も出てくるのかなと思いますので、来年度、またすこやかプラン

を策定するというところで、またその辺のこういうクロスも必要なのではないかというご

意見を多々いただきながら、今回の各設問のデータは全て我々事務局にありますので、そ

こでクロスをかけながら、必要な情報はお示しして、議論のもとになっていけばいいのか

なと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○会長  そのほかいかがですか。お願いします。 

○委員１５  ７ページ目のところの地域についての２番の居住学区域のところにパーセ

ンテージが出ているのですけれども、これはその学区域のあたりに住むそれぞれの、無作

為抽出したとしても密度が違っていれば、抽出してくる割合も違ってくる。そうすると、

ここで数字を出しているものの何かもうちょっと丁寧な説明がないと、何となく私はわか

りにくかった。ぱっとみて、例えば染地小学校のところは1.4になっているけれども、染

地のところはすごく小さい子も少なかったりするはずだから、そういうあんばいが読み取

りにくい。中を読んでいけばわかるのかもしれないけれども、ちょっと何かあってもいい

かしらと思ったりしました。 

○会長  今のご指摘についてお答え願えますでしょうか。お願いします。 

○事務局B  こちら、エリアで母数が違ってきているのですけれども、無作為抽出する
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段階で、それぞれの居住地区ごとにお子さんが何人いるのかをデータで把握したうえで，

各地区の児童人口比率に応じて配布数を決めています。そのため、相対的にお子さんの少

ない地域についてはアンケート票を送る数も少なくなっており、その辺でパーセンテージ

に影響が出てきているというのはあるかと思います。 

○委員１５  ということは、回答率というか、参加してくれた割合ではなくてというこ

とですよね。 

○事務局B  そうです。 

○委員１５  それはみた方がわかるような感じになっているのでしょうか。 

○事務局I  あと、１ページをごらんください。１ページの下段のところに、２、本調

査報告書の基本的な事項ということで、今、委員おっしゃったように、例えば①とかは、

少し足していくと合計が100％を超えたり、減ったりすることもあるよということで、ま

ず注釈をつけています。なので、少しそういうご不安というか、これはどうなのだろうと

いう今の点とかは、ここに追記をするということも必要かと思って、そのような対応をさ

せていただくということでよろしいですか。――では、そのように対応させていただきま

す。 

○会長  よろしくお願いします。ほかはいかがでしょうか。――よろしいですか。そう

したら、先ほど申し上げましたが、中をしっかりお読みいただいて、お気づきの点、まさ

にさっき委員６がおっしゃったようなイメージなのですけれども、こことここを掛けてみ

るとおもしろそうだみたいなことをどんどんご意見として出していただければと思います。

ありがとうございました。 

 

次第２ 保育園・学童の申込状況について 

 ・事務局より以下の資料について説明 

  平成３１年度保育所等入所申込等の状況（資料２１） 

  平成３１年度学童クラブ入会承認等の状況（資料２２） 

 

○会長  ありがとうございました。では、ご意見等、お願いいたします。いかがでしょ

うか。傾向としては、調布だけではなくて、比較的どこの自治体でもよくみられるような

数の散らばり方というような印象はあるのですが。 

○委員６  ちょっと小耳に挟んだのは、ことしゼロ歳児でも定員のあきが出た保育園が
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あると聞いて、そんなことがあるのかなとちょっとびっくりしたのですけれども、実際、

どういう原因なのか。地域が偏っていて、実はこの地域は意外とあきが出るような状態だ

ったのか、それとも何か別の原因があったのか。あと、あきがあるということは、多分保

育園さん、運営上は困るだろうなと思うので、実際、最終的に４月からのそこの枠は埋ま

ったのかどうかというのがちょっと気になっていたのです。 

○会長  そのあたり、いかがですか。 

○事務局D  現状のお話をさせていただきますと、おっしゃるとおりでございまして、

ゼロ歳児につきましては、不承諾児童数100名の方がいらっしゃる一方、あきが出ている

園もございます。その傾向なのですけれども、まだ詳しく分析はしていませんが、地域的

なところもあるのだろうという印象は受けております。ですので、そういったところの分

析も含めて、今後のソフト面であるとか、今度募集のところを各保育園さんとも意見交換

する必要が出てくるのかなと思っているところでございます。 

 そういったところを含めて、あいてしまっている現状があるので、その傾向をつかみつ

つ、保育園の方々と意見交換をしながら、また５月以降の応募の状況も見定めながら対応

を図っていく必要があるかと思っ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。 

○委員６  はい。 

○会長  ゼロにあきが出てしまったというのは、今回初めてですか。去年もあった……。 

○事務局F  全体で40弱ぐらいあいているのですけれども、ここまで多く出たのはここ

数年ではことしが初めて。 

○会長  少ない数ではないのですね。割と…… 

○事務局D  多い。 

○会長  そうなのですか。それはぜひ原因究明というか、やっていただきたいと思いま

す。どうぞ、委員１７。 

○委員１７  ゼロ歳児が多く出たというのは、私の周りのお母さんの友達でも、やはり

夏生まれ以降の子は大体１歳児クラスから入れようとしていて、育休期間が２歳まで延び

たというところで、もうゼロで入れる気がそもそもない方が多いのです。１歳から入れる

と。職場の状況にもよるのですけれども、多くいらして、近隣市町村をみると、１歳児か

らしか枠を設けていないところも多くて、今後調布市でも、例えば保育士さんの人手が足



- 5 - 

 

りないというような問題もあるので、１歳児の園をつくってみるのもいいのかなと思うの

です。国の助成金等の問題も聞いてはいるのですけれども、やはり状況的にゼロがあいて

１がぱんぱんで入れないというのは、結構お母さんたちの悩みでもあるので、そこもあわ

せて今後検討していただきたいとは思っています。 

○事務局D  今回の傾向を詳しくみていく中で、今後もそういった傾向が続くのかであ

るとか、地域的にどうなのか、そこの地域では足りているのかどうか。それがまた１年だ

けだと対応もなかなか難しいところがありますが、そういったところを見定めた上で、募

集枠のところについては、検討の１つの材料になってくるかなと思っております。 

 以上です。 

○会長  よろしいですか。 

○委員１７  はい。 

○会長  ありがとうございました。ほかいかがでしょうか。 

○委員１４  ゼロ歳児のところで、募集枠が550ですけれども、内定が503ですよね。こ

の差異は何なのですか。 

○会長  お答えお願いします。 

○事務局F  ＡとＣの関係ということですよね。 

○委員１４  そうですね。 

○事務局F  なので、単純にこの分だけでも当時47のあきがあったというところで。 

○委員１４  辞退したということですか。 

○事務局F  辞退も中にはあるのですけれども、そもそも…… 

○委員１４  603申し込んでいますよね。 

○事務局F  そういう意味では、希望のミスマッチというのですか、重なるところは重

なるのですけれども、全く希望がない園もあって、その結果、募集枠に対して内定児童数

のほうが47低くなってしまった。 

○委員１４  行きたい園に行けないからということですか。 

○事務局F  はい。一次、二次と通常あっせんというところまでやるのですが、その後

もまだあきがあったので、二次までにお申し込みになった方で待機になっている方に関し

て、もう一度、ゼロ歳の方は、今、こういうあきがあるのだけれどもというところで電話

させていただいたところ、若干ですが、希望される方がいたので、それでもまだ30～40ぐ

らいあいている現状でございます。 
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○委員１４  ありがとうございました。 

○会長  ありがとうございました。ほかの年齢でも同じことがいえているわけですよね。

今のゼロの話と同じようなことがほかの年齢でも。 

○事務局F  希望する園が集中するという傾向はやはりどこの年齢でも。 

○会長  マッチングの問題でそうなってしまうというのはあるのですよね。 

○事務局F  特に３歳以降に関してはそうです。行きたい園がかなり絞られてきている

ので、空きはあるのですけれども、空きはずっと１年間空きのままということが多かった

りしますので。 

○会長  ほかはいかがでしょうか。――よろしいですか。これから計画を立てていくと

きの多分一番根っこの情報として大事なデータだと思いますので、ぜひ頭の中に置いてお

いていただきたいと思います。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 

  平成３１年度学童クラブ入会承認等の状況（資料２２） 

 

○会長  ありがとうございました。ご質問とご意見よろしくお願いします。 

○委員６  先ほど施設によっては定員以上の受け入れを行ったということだったのです

けれども、具体的にどちらとどちらの学童かというのと、あと、３年生はそれなりに待機

というか、入会保留の子たちが出るだろうというのは想定していたのですが、２年生でお

２人、定員を超えて受け入れをしている学童が市内にあるのだとしたら、この２人だけで

もせめて入れてあげられないのかなと単純に疑問として思ったのです。 

○事務局G  まず、定員を超過して受け入れを行った施設は、全部で６ヵ所あります。

具体的にはまた次回以降の会議で細かく学童クラブ別の人数だとかをお示ししますので、

そのときにお伝えしたいと思いますが、先ほど委員６からお話のありました２年生の２名

の方は、実は保護者の方がフルタイム勤務の方なのですが、第１希望だけしか書いていな

くて、近隣の学童クラブを希望していただければ入会可能な状況にはあったのですけれど

も、保護者の方にも再度電話連絡などをさせていただきましたが、第１希望の学童クラブ

を利用したいということで、現在、保留といった状況になっております。 

 以上です。 

○会長  いかがですか。 
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○委員６  第２希望を選択しない理由がきっとおありになるのだろうなと思うのです。

なので一概にはいえませんが、２人だけならどうなのだろうと。 

○会長  数をみるとそう思いますよね。 

○委員６  でも、例えば第１希望しか書かなかったご家庭がそちらに入れて、第２希望

をやむなく書いたご家庭がそちらに入れないとなると、またそこに不公平感も生じるだろ

うなというのは思うので、そういうご判断だろうとは思います。 

○会長  よろしいですか。 

○事務局G  はい。 

○会長  ほかはいかがでしょうか。委員４、お願いします。 

○委員４  この選択可能施設を全て記入した児童が今回88人というのは、昨年に比べて

倍になっているというのは、要するに全てを書いても入れないお子さんがふえたというこ

とで、状況的には悪化しているというような判断をしているということなのですか。 

○事務局G  やはり地域に偏りがありまして、複数選択しても結局入れないといった状

況の方が増えているという状況はいい方向ではないなと。そこはやはり重点的に施設を新

しくつくるなり、何らかの対策が必要だと考えています。 

○会長  というコメントはこの表にはつけたいところですよね。悪化していますという

ことを示している表であることは間違いないから。 

 ほかいかがですか。委員１。 

○委員１  定員を超える人数を受け入れている学童クラブが幾つかあるということなの

ですけれども、現場としては、それに対して安全対策とか設置基準というのはクリアされ

た上での定員オーバーということなのでしょうか。 

○会長  お願いします。 

○事務局G  運営上の基準を条例で定めておりますので、条例を遵守するというのがベ

ースには当然ありまして、その上で各学童クラブさんのほうにお願いしているといった内

容と、児童１人当たりの面積が1.65㎡という基準がありますので、面積の範囲内で現状定

員の１割増だとか、そのあたりで受け入れをお願いしているといった状況でございます。 

 ただ、例外はありまして、児童館は幾つか今回、定員の１割増で受け入れていただくお

願いをしているのですけれども、児童館はもともと1.65㎡をクリアしていないのですが、

単独の学童クラブ施設より部屋数が多いというところもあり、そのあたりは頭を下げてお

願いしたといった状況です。 



- 8 - 

 

○委員１  1.65㎡というあれはテーブルとかの面積を除いて、含めてでしたか。 

○事務局G  机やロッカーは除きます。 

○委員１  では、テーブルもそこの人数を割る中には入っていない。 

○事務局G  入っていません。 

○委員１  1.65㎡は畳半畳だと座っておしまいぐらいな状況で、本当に湘南の海辺みた

いなものがあるのではないかと思ってしまうので、それで子どもで、特に小学１年生から

２年生、３年生、動きが活発な中でトラブルが起きないために、大人、指導員、放課後児

童支援員はどのような育成を心がけているのかというのが私も現場にいた人間として苦労

がよくわかるので、絶対に肩を触れ合っただけでけんかが起こるではないですか。ゼロ、

１、２とは違って、かみつきとかはさすがにないですけれども、学童クラブのけがはけが

が大きいと思うのです。私もいたときに十何針のけがとかというのも経験しているのです

けれども、そういうので、そこの定員をふやせばというところを安易にいえないところも

あるのか。安全を守る、子どもの情緒も守る。落ちついて暮らしていくためには、やはり

ある程度の空間も必要になってくると思うのです。確かにその２名のためというのもわか

るのですけれども、今いる子の安全も同時進行で考えていく必要はやはりあるのではない

かというのは思いましたので、そこも考えていただければと思っています。 

○事務局G  そのあたり、我々のほうもやはり一定の面積基準をクリアしていない施設

については、定員１割増だとか、そういったお願いは現状しておりませんので、あくまで

も面積に余裕のある施設について、定員増をお願いしたといった今回の対策になっており

ます。当然現場のご意見もお伺いしながら、お子さんの安全第一というところで、運営し

ていきたいと思っております。 

○委員１  ごめんなさい、1.65㎡は畳１畳ですね。済みません、半畳といってしまった。 

○会長  それでも狭いですよね。この会議としては定員増という事実を万歳という感じ

ではなくて、やむなくそうなってしまっているということはわかりつつ、できれば、さっ

きの悪化しているという話の延長線がこの話だと思うので、根本的なところの解決に向け

て何とかならないかみたいなメッセージを市に対して出していくというようなトーンなの

ではないかと思うので、多分担当されている方もそういう思いだと思うのですけれども、

定員増は委員１がおっしゃったように、不安も火をつけてしまうというところがあるから、

その辺の対応をぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 ほかはいかがでしょうか。――よろしいですか。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 

平成３１年度調布市子ども・子育て会議及び調布市次世代育成支援協議会の開催予定（参考資料） 

   

○会長  ありがとうございました。今の説明については特によろしいですね。また引き

続き事務局でお願いします。 

 

・事務局より以下の資料について説明 

 平成３０年度調布市子ども・若者基金活用事業実績報告について（参考資料） 

 

○会長  ありがとうございました。この件、ご質問、ご意見、もしあればお願いいたし

ます。 

○委員６  実績でまだなかなか申し込みの数もさほど、想定したよりも若干少ないとい

う話もあったかと思うのですが、この事業をどこで周知しているのかというので、市報に

載せるとかは当然やられているでしょうけれども、例えば学校とかで配布したりとか、ほ

かにもっとダイレクトにその対象者に届くような方法がないものか。口コミで広げていく

には限界があるだろうと思うので、何かしら、どういう方法でやっているのかというのと、

あと、こういう方法があるのではないかというのを、ここでみんなで話してもいいのかな

と思うのです。 

○事務局J  大学在住者は変な話、２つの学園になってしまっているので、当然周知は

しているので、わかっているということで、スポーツとか、その部分かなと思うのです。

ほかのひとり親の部分に関しては、家庭課の窓口で、いわゆる国がやるレベルのものは当

然ご案内して、それ以外のものという部分なので、対象者に対しては常に周知をしている

状況なので、ある程度足りているかなと。芸術文化・スポーツ活動は、委員ご意見をいた

だいたように学校にやるのが多分一番いいのかなと思うのですけれども、全体の生徒数か

らみた対象になる方が実に少ないということを考えるとどうなのか。学校と相談しながら

かなと思うのですが、もっと何か……。では、正直これをどうやってみつけたのかという

と、結構ピンポイントで成績いい子がいたな、あの子どうなのみたいな形で捕まえて給付

申請してよみたいな形でやったので、まずはハードルとして、レベルが高い成績を残さな
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ければいけないというのもあって、かつ非課税世帯というところもあるので、おっしゃっ

たように学校全部に配付するとわかっていいのかなという部分もありつつ、学校側さんと

相談しながら、逆にそういうところから、学校の生徒もそうですが、むしろ先生かなとい

う気もしていて、そういった部分のアプローチを今後検討していきたい。 

 もう１つは、先ほど申し上げたようにパンフレットということで、一般の方からこうい

うものを知ってもらえればというところの両方からやっていったほうがいい、やはり学校

全部にお配りしたほうが……。 

○事務局C  校長会にはいきました 

○事務局J  そうですね。校長会ではいっているのですけれども、先生は多分ある程度

……ただ、全部の先生が知っているかどうかはなかなか難しいですよね。ただでさえ対象

者が限られているので、効果的にできればと思うので、もしおっしゃったように周知とい

う形があれば。ただ、これだけを周知するというのは難しいので、何かのタイミングで一

緒にできたらというように今後検討していきたいと思います。 

○会長  ぜひよろしくお願いします。何か妙案がある委員の方、今もしいらっしゃった

ら。――お願いします。 

○委員９  就学援助の申請書類を入学の最初のときに配りますよね。あのときにあの内

容を担任をもたれる先生が本当に知っているかといったら、知らないことが多いのです。

それなので、そこを担任の先生たちにまずは説明文というか、しっかり読んで、子どもた

ちに声がけをお願いしますということをするときに一緒にあったらいいなと。先生たちは

本当に業務が大変なので、スルーしていってしまうのですけれども、そこをしっかりやっ

てくれたら、子どもにチャンスがありますよということを伝えていただけたらいいなと思

います。 

○事務局J  ちょっと学校と。 

○会長  そうですね。よろしくお願いします。 

 ほかはよろしいでしょうか。ありがとうございました。 

 それでは、以上をもちまして第８回子ども・子育て会議を閉会とさせていただきます。

きょうはお疲れさまでした。 

 

                                 ――了―― 

 


