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令和元年度第１回調布市子ども・子育て会議議事録 

 

1 日時：令和元年 5 月 24 日（金）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 1 人 児童青少年課 4 人  

健康推進課 3 人 

 (3) 傍聴者 0 人 

 

次第 1 委員自己紹介 

・各委員より自己紹介 

 令和元年度調布市子ども・子育て会議委員名簿（資料 1） 

 

次第 2 令和元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 

令和元年度調布市子ども・子育て会議の開催予定（資料2） 

 

次第 3 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（概要版）（資料3） 

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（本書）（資料4） 

 

○会長  ありがとうございました。ご質問ありますでしょうか。委員1さん、お願いし

ます。 

○委員1  ３ページの(2)の定期的に利用している教育・保育の事業のところのパーセン

テージなのですけれども、これはアンケートの結果ということですか。 

○事務局A  はい。 

○委員1  実際の調布の利用のパーセンテージの差異とかは結構ある？ 無作為に2,000

送った結果と実際に調布市のお子さんの保育園と幼稚園と預かり幼稚園の率は大体似た感
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じになっているのですか。実態というのか。 

○事務局I  こちらのほうで毎年保育園、幼稚園、どのくらいの方が通っていらっしゃ

るかというところは調査をかけているのですけれども、直近の数字でご報告しますと、今、

保育園に通っていらっしゃる方がパーセンテージでいくと大体45％で、幼稚園に行かれて

いる方もゼロ～５歳で考えると25％ぐらいになっています。なので、パイが全然違うもの

ですから、今回2,000人の無作為抽出なので一概にはいえないと思うのですけれども、保

育園のほうが多くてという傾向は変わりないと考えております。 

 以上です。 

○委員1  データとしては許容範囲内というか、正確性があると思って差し支えない。 

○事務局I  はい。 

○委員1  具体的な数字云々ではなくて割合的な問題としては大丈夫ということですか。 

○事務局I  一応傾向としては、今の実態を捉えていると考えております。 

 以上です。 

○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。――現時点ではよろし

いですか。今年度のすこやかプランを考えていくときの一番大きな資料となるのがこのニ

ーズ調査になりますので、分厚いですけれども、この本編のほうもおうちでごらんいただ

いて、次回の委員会のときにお気づきの点がもしおありになったら、ぜひ発言していただ

きたいと思います。 

 それから、今、委員1がおっしゃったことは確かにそうだなと思って聞いていて、実際

に明らかになっているデータと無作為でとったデータのずれというのは当然出てくる。大

きな方向性は同じであってもずれてきたときに、今後すこやかプランを考えるときにどっ

ちの方向を軸にみていくかというのは、その都度何か検討していくことが必要かと思いま

したので、貴重な意見をありがとうございました。 

 では、ほかはよろしいでしょうか。――ありがとうございました。 

  

次第4 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 

 

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

初めて聞いた方にとってはちょっと複雑に聞こえる部分があるかもしれませんが、何でも

よろしいですので、少しでもひっかかるところがおありでしたら……委員9さん、お願い
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します。 

○委員9  学童保育の27年度、28年度の確保数の具体的な場所、どこにつくられたのか

教えてほしいと思うのですけれども。 

○事務局G  後ほどご説明させていただきます。 

○委員9  ありがとうございます。 

○会長  そのほかいかがでしょうか。――どうしましょうか。次の議題が次期調布っ子

すこやかプランの目次構成案の説明があるのです。その目次構成案の説明のときにもう一

回これをぱらぱらみながらという流れになると思いますので、それとあわせて質問をする

ほうがいいかなという気がしますので、では、進めてください。 

 

次第5 次期調布っ子すこやかプランの目次構成案について 

・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の目次構成（案）（資料5） 

  

○会長  ありがとうございました。先ほどのもあわせまして、今の目次構成案について

ご質問はありますでしょうか。この章立て、目次構成案は何回ぐらいのところで大体はっ

きりさせる予定なのでしたか。お願いします。 

○事務局I 今お示しした目次構成案をきょうお出しした理由というのは、先ほど冒頭で、

今年度の会議の予定ということで、一表には書いてあるのですけれども、次回７月を予定

して、大体７月、８月で骨子案をまとめていきたいというご説明を資料２を用いてさせて

いただきました。骨子案というのが、今、事務局Aから説明のあった３章の４、施策の体

系までのことをいいます。なぜここまで前半でやりたいかというと、ここがいわゆる調布

市として調布の子どもたちをどう支えていくかというある意味大きな方向性を、まずは委

員の皆さんと一緒に考えていって、いわゆる進む道を間違えないようにやっていきたいと

いう気持ちで考えています。 

 現行の計画は必要なものを必要なだけ書いているということで、計画の道案内が余りで

きていないというか、どういう計画なのだというのが最初のところにないのを少し反省し

ておりまして、次期計画では、具体的な取り組みが調布市の施策体系としてどう捉えられ

ているのかというところをしっかりと第３章の４の施策体系というところで示していきた

いと考えています。 
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 なので、もしきょうこの場でご意見がなくても、例えばこういうものを入れたほうがい

いのではないかとか、漠然とした形でも構いませんので、この後、事務局にご意見をいた

だければ、まずは次回の会議のときに、この３章までの案、本当に骨子ということで、こ

ういう形で考えていますというものをお出ししていきたいと思っています。目次の構成プ

ラス、いわゆる３章の施策体系というところまでを前半戦の８月までで終えたいと考えて

います。 

 今のすこやかプランが母子保健計画や子供・若者計画ということで、生まれたばかりか

ら、子ども・若者までいくと39歳ということで、かなり幅広い層を支えていくという事業

展開になっていると思います。さらにはお母様の支援だとか、そういうものも幅広く出て

きますので、どういった形が一番みやすいのかというところとか、どういった事業を施策

ごとにぶら下げるのが一番いいのかとか、そういうところを考えながら計画をつくってい

きたいと考えています。また、きょうこの場でというとなかなか厳しいかもしれませんが、

今後、うちに持って帰っていただいて、何かご意見があれば、本当に素朴な疑問でも構い

ませんので、事務局までお問い合わせいただければ、ご回答させていただきたいと思って

います。よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○会長  今ご説明があったとおりなのですが、今の時点で何か聞いておきたいことがも

しおありの方がいらっしゃったらお願いしたいのですが、いかがでしょうか。委員4さん、

お願いします。 

○委員4  私が聞きそびれたのかもしれないのですが、今の説明の前の先ほどの説明で、

第４章のところに現行の５章、６章を入れると。７章はどこに行ってしまうのですか。そ

れも含めて全部…… 

○事務局A   済みません、５章、６章、７章まで全部入れ込みます。 

○委員4  いずれそこは細かくということですね。もうちょっと具体的に入ってくる形

になるのですね。５、６、７章。 

○事務局I  済みません、７章が当時、26年度に策定しているものですから、今からも

う５年前ということで、当時は７章、表題のとおりなのですけれども、新たな課題と調布

市の方向性ということで、課題を抽出して、こういうこともしていかないといけないとい

うような表現の仕方が多い章だったのですが、その後、この５年間にかなり具現化してき

ています。 
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 例えば、７章の１の妊娠・出産期からの安定的な支援というのは、今、調布市でも子ど

も生活部、実は３本柱ということで事業を進めていますけれども、その柱の１つ、切れ目

ない支援というのをやっていますが、その中で、子ども生活部が所管するすこやかと福祉

健康部健康推進課、いわゆる保健センターが連携して母子相談をしたり、具現化してきて

いる事業もございます。 

 また、２番、３番が関連しますけれども、子ども・若者総合支援事業ということで、学

習支援事業ですとか居場所事業、また、相談事業ということで総合的に事業を進めたりし

ていますので、今まで課題だったものが具現化されてきて、また新たに今だからこそ出て

くる課題も出てくるのかなと思っていますので、そういうものを今度の計画に取り入れて

いきたいと考えております。 

○会長  よろしいですか。 

○委員4  わかりました。 

○会長  ほかはいかがでしょうか。今、事務局Iさんのご説明があったとおり、とにか

く扱う範囲がすごく広いので、それらをだあっと並べていくと、すごく冗長なだらだらし

た章立てになってしまうので、そこを大事なものは大事だと示しながら、よりわかりやす

くコンパクトにまとめていくという作業が今回の章立て、目次構成のところに出てくると

思うので、その観点から検討していただいて、中身もそうですけれども、並べ方、順番の

ようなところももしお気づきの点があったらご指摘いただければと思います。これも先ほ

どと同じですが、次回の会に反映する形でもっていきたいと思うので、メール等で事務局

のほうにご意見を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。 

 それでは、その他です。その他と書いてあるのですが、結構ボリュームのあるその他で

すので、順番に行きたいと思います。よろしくお願いします。 

 

次第6 その他 

・事務局より以下の資料について説明 

平成31年４月１日保育園待機児童数状況（参考資料） 

 

○会長  ありがとうございました。では、この表の見方ですとか、表現の仕方等も含め

て構いませんので、何かご質問があったらよろしくお願いします。委員3さん、お願いし

ます。 
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○委員3  ゼロ歳児の空き枠があるということを前回伺ったのですけれども、現状を伺

いたいのです。 

○事務局F  現状も毎月選考しているのですけれども、最新だと５月１日以前の空き状

況なのですが、ゼロ歳が市内で19人まだ空いております。空きが１人というところが多い

のですが、複数空いているところが４園ありまして、合計で19人ということで、年度当初

の30オーバーというところからちょっとずつ改善はされているのですけれども、やはりま

だ多く空いている状況でございます。 

 ゼロ歳に関しましては、園の運営にもかなりかかわってくるというところは我々も承知

しておりまして、今後どのようにしていけばいいか、公立の運営も含めて考えていかない

といけないと考えております。 

 以上です。 

○委員3  近隣市町村の対策として、小金井市の状況なのですけれども、31年度、こと

しの４月１日入園の選考時から公立園５園のゼロ歳児を３名ずつ計15名減らして、ことし

は辛抱の年として、来年繰り上がる３名分を１歳児でふやすという対策をとっていました。

多分１歳児が足りない状況というのは今後もずっと続くかなと。なので、調布市さんでも

同様の対策であったり、ちょっと時代の先を読んだ対策が求められてくるかと思います。 

○事務局F  ありがとうございます。ゼロ歳に関しましては、今、委員3がおっしゃった

案件、あるいは近隣では先に私立を選考して２次から公立をやったりだとか、いろいろな

状況があるみたいなので、それらも踏まえてどういったことができるかというところを協

議していきたいと考えております。 

 以上です。 

○会長  ありがとうございました。ほかは。委員1さん。 

○委員1  ３歳児の空き状況というのはどんな感じ。ゼロ、１、２歳の園を仮につくっ

たら、３歳の待機児がふえてしまうという話が昨年度あったかと思うのですけれども、実

際、今は開いていない状況で、ゼロ、１、２歳の園をつくって、その受け皿が実際にある

のかどうかというのを。 

○事務局F  ３歳に関しましては、済みません、資料はもってきていないのですけれど

も、空きはあるにはあるのですが、やはり地域的な偏りがあります。いわゆるゼロ、１、

２歳の待機が多く発生しているところに例えば小規模の２歳までの保育園をつくったとし

ても、連携先として３歳を確保したとする、ちょっと地域が離れてしまうという可能性も
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ありますので、そこも慎重に考えないといけないかと思います。 

○委員1  世田谷区だと思うのですが、ゼロ、１、２歳で入っていたお子さんで、３歳

で行き場がなくなってしまったということが実際にあって、自分はそういう状況を知らな

い中で昨年度そういうものをつくったらなどと安易にいってしまったら、ふたをあけたら

びっくりしてしまったのだけれども、そこら辺を慎重にしながらも３歳の空きがある状況

の地域性もみながら、ゼロ、１、２のあくまで小規模、少ない人数をその地域なりにうま

く振り分けられれば、行き場をうまく。まだ連携園で確実に設定しなくてはいけない期間

は終わったはずなのだけれども、まだ国はあれでしたか。 

○事務局F  猶予期間があります。 

○委員1  猶予期間中なのですよね。というのが怖いところになるかなと思うので。 

○事務局I  今、連携園の経過措置の話だと思うのですけれども、５年間は経過措置で

国が出していたので、調布市のほうも条例で定めています。５年間の経過措置は我々も適

用したというところなのですが、国のほうはさらに５年、経過措置を延長したのですけれ

ども、現状では調布市としては３歳の受け皿がなくなるという状態をつくるというのは行

政としてどうなのかというところで、これまで再三、いろいろご意見をいただいたのです

が、そういうこともあるので、ゼロ～５歳のフルスペックをつくりますという答弁をさせ

ていただいていたと思うのです。 

 今回、飛田給に小規模保育事業というのが１ヵ所あります。それがまさに連携園が必要

な施設になるのですけれども、昨年度の最後のほうに今年度の整備計画ということでご説

明させていただいたかと思うのですが、そこを認可保育園へ移行させるという取り組みを

今年度実施します。何でこれをやるかというと、まさに今おっしゃったように、連携園が

ないのであれば、たまたま１階でやっていた小規模保育園が２階にテナントがあいたとい

うところで、ゼロ～５歳のフルスペック、単独で解決できるように、要はゼロから５歳ま

で接続できるように認可保育園へ移行するという取り組みを今年度実施しています。 

 なので、基本的に委員1がおっしゃったように、３歳児の受け皿があるような状況がつ

くれれば、我々としてもゼロ～２歳の低年齢児、待機児が今１、２歳児ですから、そうい

うものは有効だと思っていますけれども、まさに今そういう課題がありますので、逆にそ

ういう受け皿がつくれないかというところも含めながら、今後、打開策を検討していかな

ければいけないのかなと考えているところです。 

○委員1  やはり運営側からみると、３歳以上児になったときにあきをつくりたくない
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というところで、２歳から３歳に定員をふやさずに、極端にいうと１歳から５歳まで同じ

定員でわあっといっているというところは、今までの説明の資料とかをみせてもらうと特

に新しい園は多いので、３歳以上を受け入れる園、連携園を設定するのは、経営を考える

となかなか難しいのだろうと思いつつも、やはりそういうところのことも考えていかない

とゼロ、１、２歳、ゼロは今年度はゼロになったとはいえ、今後はわからないことだと思

うので、そこもひとつ何かいいアイデアがあればありがたいと思っています。法人を超え

て、違う法人の保育園と連携園になっても構わないわけなのですよね。 

○事務局F  構わないです。そこはもう園同士の契約となります。 

○委員1  その間に調布市が入ってくれるとか。 

○事務局F  調整はします。 

○委員1  していくような感じですかね。わかりました。ありがとうございます。 

○会長  ありがとうございました。この問題は毎年知恵を絞りまくりながら対応してい

ってもなかなか追いつかないという現状が続いているのですけれども、問題の傾向は何と

なくつかめているのですよね。だから、ちょっとでも去年よりもことし、ことしよりも来

年という形で何か手を打っていければと思いますので、この会議でもぜひ何でもいいので、

アイデアが浮かんだらご発言をお願いしたいと思います。 

 ちなみに、この新定義除外要件ですとか、ここに書いてある細かい事柄は委員の皆様は

全員おわかりという前提でいいのですか。ちょっと思ったのは、例えば不承諾希望者とか、

このあたりのことをちょっと簡単にご説明していただくと、待機の現状というのがみえる。 

○事務局F  待機児童の出し方としまして、まず最初、表のところで、1,728人という申

し込みから、その下の(2)の入所児童数、これがいわゆる認可保育園に入った方なのです。

これを引いた数が502で、これが俗にいう旧定義の待機児童数といわれてます。ここから

さらに厚労省から新定義除外要件という各項目に関して引いていってもいいというような

通知が出ておりますので、それらについて引いたものが今世間でいわれている待機児童と

いうことになります。具体的には(4)から(10)なのですけれども、認証保育所だとか家庭

福祉員、いわゆる保育ママだとか年度限定、企業主導型などと契約して入っている方に関

しましては、預け先があるというところで除外させていただいています。 

 第一希望保育所及び不承諾希望者というところは、厚労省の通知でほかに空きがあるの

に、特定の保育所しか希望していないという方に関しては除外をしてもいいといわれてい

るので、除外しています。 
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 まず、第一希望保育所というのは、調布の場合、６園希望を書けるのですけれども、１

つしか希望を書かない場合、この保育園にしか行かないというように申し込みをいただい

ている方に関しましては、特定の保育園しか希望していないので、待機児童から除いてい

いという厚労省からの項目に合致するというところで除いています。 

 不承諾希望者に関しましても、昨今、また話題になっている育休延長のためにとりあえ

ず保育園に申し込んでおいて、入る気はないけれども、不承諾という通知が欲しいという

方に関しましても、しっかり調査をすれば除いてもいいというような厚労省からの通知が

ありましたので、そちらについて除きました。 

 その下のその他につきましては、これも先ほどの特定の保育園しか希望していないとこ

ろの１つになるのですけれども、４月１日時点の各年齢の空き枠に関しまして、待機して

いる方の数と相殺していっていいというような項目もありますので、空いているのに行か

なかったというような考え方で、空き枠と相殺させていただき待機児童を出しています。 

 その結果、認可保育園に入れなかった方、(3)の502名から(11)のそれらもろもろを足し

た320人を引いたところ182人となりまして、これがいわゆる調布の待機児童数ということ

になります。 

 これに関しましては、数年前に自治体でかなり差があるというように問題にはなったの

ですけれども、以前も厚労省からの通知はあったのですが、29年３月のところで、通知の

内容をより詳細にして、各自治体で大きく差が出ないような形に直近ではなっていると考

えております。 

 以上です。 

○会長  ありがとうございました。複雑な要素が組み込まれていながらのここの数字と

ご理解していただければと思います。 

 では、この件はよろしいでしょうか。――では、その他の続きになります。お願いしま

す。 

 

・事務局より以下の資料について説明 

 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） 

 ユーフォーの登録状況・利用状況（参考資料） 
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○会長  ありがとうございました。先ほどの委員9さんの質問とも絡んでいたのですけ

れども、どうでしょう。お答えになっていたでしょうか。 

○委員9  大丈夫です。 

○会長  では、そのほか、今のご説明に関して、ご質問がおありの方はよろしくお願い

します。委員4さん、お願いします。 

○委員4  教えていただきたいと思いまして、令和２年の開設予定の○○学童クラブで

すけれども、これは多分普通の学童クラブと随分違ういろいろな設備だとか、人員だとか、

送迎のことだとか、くっついてくるものがたくさんあると思うのですが、そういうことも

含めた形で整備をして、市内全部から送迎つきで行けるようになるのでしょうか。それと

また、学童クラブが終わった、卒業した後も、そのように普通の方たちよりも手がかかる

ような状態にあるお子さんたちは、多分放課後デイサービスをそのままお使いになるかと

思うのですが、放課後デイサービス自体も割とタイトな状態だと思うけれども、そこのと

ころの連携というか、次に行くときのステップとか、そのあたりのことについてはどのよ

うな配慮がなされているのか教えていただければと思います。 

○事務局G  まず、運営内容については、やはりさまざまな状態のお子さんたちを受け

入れるという想定から、これまでも親の会の皆さんを初め、運営委託を予定している事業

者さんとも密に連携させていただいて、意見交換を重ねて今までも進めてきたという中で、

もともとこの学童クラブは今度の７月に開設予定だったのです。ただ、昨年度、申し込み

を受け付けたところ、申し込みの数が少なかったということで、開設時期を今度の４月に

先延ばししたという経緯があります。 

 なぜ申し込みの数が少なかったかというと、やはり委員4がおっしゃったように、運営

の中身が余り具体的に我々からお伝えできなかった、不透明な部分があったということと、

年度途中の開設ということで、障害児の親御さんはより慎重にご判断されるというところ

もありますので、特に送迎の面に関して、学校までのお迎えだけではなく、終わった後、

学童クラブからご自宅にも車で送迎してほしいという要望はいただいております。ただ、

予算との兼ね合いがありますので、庁内、行政経営部とも調整しながら、申し込みの受け

付け前には、具体的方向性が打ち出せるように今後検討していきたいと思っています。 

 それからあと、放課後デイとの連携といった部分についても、ステップをどう考えるか

というところ、難しいところはあると思うのですけれども、やはり放課後デイと学童クラ

ブの違いというものがありますので、その辺、連携もしつつ、きっちりと違いを保護者の
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方にもご理解いただけるように、ただ、併用ということは可能ですので、学童クラブは週

３日利用という条件があります。そこは条件をクリアしていただかなければいけないので

すけれども、残りの２日は放課後デイに通うとか、そういったところで、保護者の方には

よりわかりやすく説明はしていきたいと思います。 

 以上です。 

○会長  ほかはいかがでしょうか。お願いします。 

○委員9  さっきの話の続きで、今後この学童クラブが成功というか、うまく軌道に乗

れば、またほかにもそういう状態の学童クラブをつくっていかれるということですか。 

○事務局G  まずは１つつくってみてというところはあります。全国的にもかなり珍し

い施設にはなるかと思います。本来であれば、全ての施設でそういったお子さんたちを受

け入れる必要があると思いますけれども、なかなか設備的に難しい、あと人員体制の面で

も難しいという状況がありますので、まずは１つつくって、その状況を見定めるというと

ころだと思います。 

○委員9  わかりました。ありがとうございます。 

○会長  お願いします。 

○委員12  学童クラブで今後施設整備のために施設を増設する予定という記載がありま

すが、一方で、ニーズ結果の調査のほうにも保護者の方が新たに高学年まで利用したいと

いう希望のご家庭がふえているようで、そうなりますと、校内の学童クラブが割と低学年

が中心で、校外が高学年中心という異年齢の放課後の交流場所という学童クラブの指針か

ら少しずれてきてしまっているという現状が新しく課題として生まれてきていると思いま

すので、そのあたりも含めてご検討していただければと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。 

○事務局G  委員12がおっしゃったように、学童クラブによっては、どうしても学年指

数というところで、より学年が低い子のほうが優先して希望する学童クラブに入会できる

という制度上の仕組みになっていますので、学童クラブによっては、ほとんど１年生だけ

といった状況も実際ありますので、運営側は非常にご苦労されていると思います。ただ、

１年生と異学年との交流といった部分は、以前からもどちらを優先するかというようなと

ころもありますので、そこは状況も確認しつつ、現場の意見も聞きながら、制度変更する

のかどうするのかといった部分はまた検討していきたいと思います。 

○会長  やはり委員12がいわれたことは絶対外してはいけないはずの事柄だということ
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は多分皆さんおわかりの上でやっていると思うのですけれども、そのあたりの綱引きのさ

じ加減の難しさみたいなものはあると思うのですが、まず今の時期にこれをやり、それを

できたら次はというところで、ぜひ今のご意見を実現化できるようにしていただきたいと

思います。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。ありがとうございました。では、その

他の最後になるのかな。よろしくお願いします。 

 

・事務局より以下の資料について説明 

 令和元年度調布市子ども・若者基金活用事業実施予定（参考資料） 

 

○会長  ありがとうございました。ご質問等ありますでしょうか。――この件につきま

しては、特によろしいですか。では、ありがとうございました。  

途中でも申し上げましたけれども、きょうの資料を御自宅でごらんいただいて、お気づ

きの点がありましたら、次回の会議までに事務局のほうに意見をどんどんお寄せいただけ

ればと思いますので、その点、よろしくお願いいたします。 

 それでは、以上をもちまして、令和元年度第１回調布市子ども・子育て会議を閉会とさ

せていただきます。どうもお疲れさまでした。 

 

                                 ――了―― 

 

 


