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令和元年度第３回調布市子ども・子育て会議 

及び令和元年度第１回調布市次世代育成支援協議会議事録 

 

1 日時：令和元年９月２日（月）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 5 人  

健康推進課 3 人 

 (3) 傍聴者 1 人 

 

次第１ 調布市児童館の今後の在り方，運営に関する方針（案）について 

【調布市次世代育成支援協議会】 

・事務局より以下の資料について説明 

調布市児童館の今後の在り方，運営に関する方針（案）について（資料１） 

 調布市次世代育成支援協議会について（参考資料） 

 

○会長  ありがとうございました。恐らく、まず３番の方針案のところに皆さん目が行

っていると思いますけれども、２番の主な課題というところは非常に大事なので、ここを

視点としてもちながら方針案が出ていると思うので、それを含めまして、ご意見ですとか

ご質問ですとか、多分おありになると思うので、遠慮なく出していただければと思います。

委員1、お願いします。 

○委員1  今回、穴あけパンチをしていただきましてありがとうございます。つづりや

すくなっていてありがとうございます。 

 郵送されたものをみて幾つか聞きたいこともあったのですけれども、地域のコーディネ

ートをする４館というのは、どこの予定になっているのかをまず伺いたいと思います。 

○会長  お願いします。 

○事務局O  複合的な施設が幾つかあるのです。児童館11館の中で、単独で児童館だけ

ぽんと建っているところと、そうでない図書館だとか公民館が一緒になっているところを

軸にしているので、今のところ、〇〇、〇〇児童館、〇〇児童館もしくは〇〇児童館、〇
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〇児童館といったところになります。〇〇児童館は単独なのですけれども、地域的に東西

南北をイメージしています。 

○委員1  そこは公設公営でやっていって、ほかの残った７つ、例えば〇〇であったり

とかというところが民間委託という感じということですか。 

○事務局O  はい。 

○委員1  最初に学童からというのは１館だけと。 

○事務局O  そうですね。 

○委員1  では、そこの施設は、最初は民と公の職員が同じ空間にどんといるという流

れで、徐々にじわじわっと。 

○事務局O  まず、いきなりどんとお願いしても、地域の関係ですとか児童館の事業も、

そこの児童館がどういう形でやっているかというのがなかなかわからないところもあるの

で、学童部分をお願いしながら、例えば地域とどんな取り組みをされているのかとか、児

童館の運営を外側からみながらサポートしていただくというところで、次の年に全てお願

いするというイメージです。 

○委員1  今、ほかの区だったり市だったり、民間委託をやっているところが多分多い

かと思っていて、いずれ調布市もそうなるのだろうというのは思ってはいたのですけれど

も、民間に全て委託することで、児童館の地域活動というのですか、児童館まつりであっ

たり、日曜日も開館したり、夜遅くまで体育館みたいなところを貸し出しとか、そういう

のは全部基本は継続で、今よりも下がることはなく、今よりも上げていく感じになるとい

うことなのですか。 

○事務局O  そうですね。 

○委員1  そこで今実際にシルバー人材の方だったりとかが多分入っているかと思うの

ですけれども、そういうところも調布市が間に入っていろいろと心配をしてくださるとい

う感じですか。 

○事務局O  そこは市がきちっとみていくのと、基幹型がそこをサポートしていくとい

うことです。 

○委員1  学童クラブに関しては、いずれ全学童クラブが民間委託になるということに

なりますか。 

○事務局O  基幹型の学童クラブはそのまま直営です。公設公営です。 

○委員1  とある人たちから、公設民営の学童クラブの保護者対応だったりとかの不満
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がなぜか入ってくることがありまして、学童クラブは監査とか、市の職員が入ってみるこ

とは恐らく今までなかったかと思うのです。書類上はあるかと思うのですけれども、中に

入って実際に対面で話したりとかチェックを入れるというのがなかったかと思うのです。

民間委託になって、そこのところも今後もしかしたら独断で走らないようにというのか、

私もきょう来るときに夕方６時ぐらいに子どもが集団で、恐らく学童帰りの子が子どもだ

けで帰っているのを何人もみかけたのですけれども、今の時期は６時だと大分暗くなって

きて、以前だと６時は集団でない学童が多かったかと思うのですが、それもサービスの１

つとしてやっていくのかとか、それが子どもの安全をちゃんと担保できているのかどうか

というところも含めてチェックしていただけると。今まで市が入るということはなかった

と思うのです。そういうのは今後、何か考えがおありになるかどうか聞いてほしいという

のがあって。 

○事務局O  基本的に、いいと思うところはどんどんやっていきたいと思っているので、

特に児童館の委託はこれまでやったこともないということと、４館は残っているので、そ

こに大きな差ができたり今より落ちるというようなことは想定していないのです。一緒に

足並みをそろえて行う全館事業は今後も継続してやっていくということもありますので、

そのあたりの事業の内容に関しては、ある程度きちっとバランスをとったりとか、国のほ

うでもガイドラインもありますし、児童青少年課としては健全育成の取り組みは児童館を

軸にこういう形でやっていくということをやっていきますので、そこに基本的な違いはな

いようにやっていこうと思います。 

○委員1  今後、単独学童の子が全館事業の交歓フェアだったりとかにも出やすくなる

というようなことになりますか。前、単独学童の子が学童として出ることができなかった

かと思ったのですけれども、今回、民間委託にするということで、そこがうまく融通がき

きやすくなるとかということですか。 

○事務局O  事業の状況とか、これまでの経過とかもあるので、そこはもちろん事業者

とうまく相談しながらやっていこうかなと思います。 

○委員1  ありがとうございます。 

○会長  よろしいですか。ありがとうございました。ほかはいかがでしょうか。委員10

さん。 

○委員10  今、事業者さんと一緒にというお話が出たのですけれども、このスケジュー

ルでいうと令和２年度、来年度から１館、先行で学童の委託が始まるということだと、秋
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口になってきて申し込みの時期もそう遠くはないので、気になるのは、皆さん、調布市と

しての理念であるとか方針を共有して、実際、現場を運営する事業者さんの選定はある程

度、目鼻がついているところなのでしょうかという質問をさせていただきます。 

○会長  よろしいですか。お願いします。 

○事務局O  今、学童クラブを４つの法人に委託しています。基本的にその４法人を軸

に児童館の運営をお願いしたいという考え方でいます。いろいろな事業者さん、もしかし

たらほかにやれるとか、やりたいとかというところもあるのかもしれないのですけれども、

今、学童クラブとユーフォーを４法人にお願いしているということでは、委託をお願いす

る児童館は、その地域の子どもたちを同じ法人がみるというスタイルでやっていきたいと

思っています。繰り返しになりますけれども、４法人を軸に考えています。 

○会長  というお答えでしたけれども、委員10さん、いかがですか。 

○委員10  今の４法人を軸というほうが、実績があるので安心は安心するので、あとは

先行学童はいつごろどこに白羽の矢が立って、もう内々お決めになっているのだろうと推

察はするのですけれども、例えば小学１年生を通わせている親御さんとかがいらっしゃる

わけで、いつごろ説明の機会を設けられるご予定なのかなというのも気になります。 

○事務局O  基本的には、この後パブリックコメントの予定もあるので、秋、もちろん

もう秋なのですけれども、年内に説明会などは開催したいと思っております。 

○委員10  パブリックコメントが先ですか。 

○事務局O  パブコメが先です。 

○会長  委員10さん、今の件、よろしいですか。 

○委員10  はい。 

○会長  ありがとうございました。委員4、お願いします。 

○委員4  教えてください。ハード面の整備というところと、中高生の居場所というこ

とを絡めた形で、ＣＡＰＳと離れている〇〇児童館を基幹館とする場合に、中高生の居場

所として、あそこの建物はホールのところでやっていて、使い勝手としてはどうなのかな

と思うのですけれども、そこのあたりに手を入れていくとか、そういうことは考えていら

っしゃるのでしょうか。 

○事務局O  やはりあそこの課題は残っているので、そこは何とかしたい。ただ、時期

ですとか、大きく建てかえることがいずれあるかという話もまだわからないですけれども、

老朽化という点では、あそこは一番古いので、当然課題に対して対応できるようにしてい
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きたいと思います。我々も中高生、ぜひ東側にというようにやりながらも、なかなか東側

の居場所スペースに人が集まっていないというところは、いろいろな工夫のしようがある

ということで、ＣＡＰＳさんにはいろいろとお願いしているところですけれども、一緒に

考えて〇〇児童館や〇〇と一緒に取り組みをやっているところなのですが、活用はぜひし

たいと思っています。 

○委員4  よろしくお願いいたします。 

○会長  そのほかいかがでしょうか。先生、お願いします。 

○委員15  小学校校長会の委員15です。よろしくお願いします。 

 小学校の視点では知らないことも多いと思うので、指摘していただきたいのですけれど

も、先ほども安全・安心な遊び場という大切なフレーズが出ました。小学校も安全・安心

な小学校でありたいということで、例えばアレルギー対応訓練を年２回するとか、教員全

員が救急救命の資格をもっているとか、避難訓練等、地震が起きたときにどうするみたい

なことを特に調布市では非常に丁寧にやっているなという実感があるわけです。 

 翻って、ユーフォーであるとか児童館であるときに、先ほども児童の滞在時間が長くな

ってきているというお話がありましたけれども、それより地震が発災したとき、あるいは

アレルギー、子どもにアナフィラキシー的な症状が出たみたいなときに、安全・安心の担

保という話もありましたが、どのような施策がとれているかというのが我々には少なくと

もみえてこないというのがございます。そのあたり、安心というのは大切なキーワードだ

と思いますので、ぜひご検討いただければよいと思いますが、いかがですか。 

 それで、先ほど民間というようなお話も出ましたけれども、例えば公務員ですと全体の

奉仕者という発想があるので、機動力が発揮できたりするのですが、民間になってしまっ

たときに、そういう契約というか、子どもが帰るまではいてほしいとか、素人ですけれど

も、もっというと災害が発生したときにある意味、拠点的な役割が果たせるみたいな部分

というのも１つ考えていただいてもいいのかなという感じがしました。 

○事務局P  何より学校と同様に児童館のほうでも不審者対応訓練、それから防災のた

めの避難訓練は年に１回、もしくは２回実施しております。それから、アレルギー対策と

しましても子ども生活部全体でアレルギーの問題に対しての講習会、例えばエピペンの講

習会等々、全職員が受けるようにということで実施しているところです。 

○委員15  強みですよね。それはぜひアピールしていただいてもいいのではないですか。

安心して任せてくれということで。 
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○事務局P  プラス上級の救命講習も実施して、年に２回、３回という形で、全職員が

その研修は受けているところです。 

○委員15  ありがとうございます。安心しました。――発災したときの防災拠点的な。 

○事務局P  3.11のときもそうだったのですけれども、当時も学童クラブを委託させて

いただいておりました。そのときも帰宅困難者等がございまして、最終的に全員が引き取

りをするまで残っていただいたりとか、もしくは本当に帰れない場合については職員がと

まっていただいたりしておりますところは、市の方向性を委託のほうと共有しながら実施

しているところです。 

○事務局E  補足なのですけれども、喫緊の課題としては、我々のほうでも不審者対応

が非常に課題を抱えているところでございます。児童館の会議ですとかユーフォーの施設

長会議ですとか、さまざまな場面で我々の会議の中でお話をさせていただいておりますけ

れども、不審者対応というものだけは、まずは基本の連絡体制、あるいは緊急な対策があ

るのですが、発生した時間ですとか場所とかによって臨機応変な対応が非常に求められる

ところかなと感じております。そのためにも、今度民活になったときは、民間だからここ

までとかというのではなく、民間だからこそできる知識と経験、加えて今までも地域の学

童、ユーフォーを経験している団体様にお願いしようかという案でございますので、その

辺はより丁寧に、密に安全対策は行っていこうかなと考えております。 

 以上です。 

○会長  ありがとうございました。そのほかはいかがでしょうか。どうぞ。 

○委員1  次の議題になると思う、すこやかプランの14ページに、放課後に過ごしてい

る場所の９位、9.4％が児童館を利用していると。その下に放課後に過ごさせたい場所、

低学年だと７番目、高学年になるとそれがなくなってしまう。児童館の利用年齢は18歳未

満ということで、私も児童館と幾つかかかわりをもっていたことがあったので、すごくい

い場所であるし、地域にとっては、かかわればかかわるほど地域に入っていける施設だと

思っているのですけれども、高学年では全く出てこないというのは、高学年は使う必要が

ないというイメージも出てきているのかなという感じがしていました。 

 中高生になるとＣＡＰＳがあるというイメージがどうしても強かったと思うので、児童

館はすごくいいところだというアピール、先ほどの安全性もそうですけれども、せっかく

こうするのであれば、建物もかなり不安というか、ひびが入っていたりとかというところ

が結構あるかと思うので、ハード面でというのも先ほどあったかと思うので、そういうと
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ころも見直しつつ、児童館のよさはどうすれば伝わるのかなというのがずっと課題で、過

去のこの会議でも出ていたかと思うのですけれども、地域のお年寄りまでかかわっている

ことが多いことだと思うのです。そこら辺も含めて伝わるようなことをしていただければ

活力になるというのか、働く人も気持ちよく働けるのかなと思いました。 

○事務局E  民間の活力という点では、我々、児童に対しての育成の質を非常に高めた

いと思うところと、基幹型といったところで、ずっと地域の歴史がある中で、当然職員は

いろいろかわるにしろ、専門の職員の館長は長くそこの職場でいるにせよ、かなりの歴史

の蓄積はあるわけなのです。そういったものをあわせて、公設公営だけではない民の力、

新しい発想ですとか柔軟な考え方を我々はより活用させていただきながら、そのエッセン

スを大切にして、児童館というのはこういうものなのだ、ここに来るとこういうことが楽

しい、こういうことが学べる、遊べる、仲間ができるといったイメージをどんどん膨らま

せていきたいと考えておりますので、今お話しいただきましたとおり、これから高学年の

児童の方にも児童館の魅力もまた新たな視点で我々はアピールできるのではないかと考え

ておりますので、ぜひ積極的に展開してまいりたいと思っております。 

○委員1  公立の方も頑張っていらっしゃると思うので、民間が民間がといわれると働

く意欲がなくなってしまうような気もするので、今聞いていて、余りそこばかりいうと私

はいかがなものかと思いました。もし自分が職員だったら気がそがれると思ったので。 

○事務局E  失礼いたしました。民間は民間なのですけれども、やはり培ってきた歴史

と我々のやってきた児童館運営という貴重な財産がございますので、我々も今後はそこを

生かしていくためにも基幹型の児童館を残したところですので、その辺はしっかりとやっ

ていきたいと思っております。ありがとうございます。 

○会長  ありがとうございました。ほかはいかがですか。この話は次回の会議でも出ま

すので、次までの間に委員お一人お一人考えていただいて、アイデアがいろいろ出たら、

その場でもう一度、ご発言をお願いしたいと思っているのですが、きょうのところの印象

だと、３の(1)、(2)に関して基本的な方向に関しては委員の皆様から大きな反対はなかっ

た。ただ、健全育成の質を維持及びむしろ向上させるという方向での新しいステップだと

いうお考えかなと受けとめました。 

 委員1がさっきおっしゃったように、これは民間に全部丸投げという話ではなくて、公

と民が共同してよりいいものをつくっていくというストーリーだと思うので、それに向け

て、もしいろいろなお考えがこれから次の会議までに出ましたら、ぜひご発言していただ
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きたいと思います。 

 こんな感じのキャッチボールでどうですか。きょうは、とにかくいろいろな意見を出し

ていただきたいというところがあったので、よろしいですか。――では、また継続という

ことで、次回、話題にしたいと思います。ありがとうございました。 

○事務局A  所用のため児童青少年課はこちらで退席をさせていただきます。申しわけ

ありません。 

 

次第２ 第２期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）骨子案に

ついて【調布市子ども・子育て会議】 

・事務局より以下の資料について説明 

 第２期調布っ子すこやかプラン（子ども・子育て支援事業計画）骨子案（資料８） 

 第２期調布っ子すこやかプラン施策体系検討案について（資料９） 

 

○会長  ありがとうございました。個々の委員から出たご意見に対するリアクションも

含めてご説明があったと思いますので、骨子です。肉づけはこの次のステージでやってい

くので、一番大枠のところの方向性として、できればきょう固めたいということですので、

ご意見がありましたらぜひよろしくお願いいたします。委員16、お願いします。 

○委員16  前回のご説明で、もしかしたらそういうお話もあったかもしれないので、申

しわけないのですけれども、今回つくっていただいた表で、基本目標の３点があるところ

で、一番上の「妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援の充実」というところだけが

３ヵ所から矢印が来ているのです。ほかは全部４ヵ所矢印が来ているのですけれども、逆

にいえばここだけなぜ３ヵ所になっているというのは何か特別なあれがあるのでしたっけ。

個々の矢印は強さ弱さみたいなのはあってもいいのかなと思うのですけれども、基本的に

ないという根拠は何かあるのでしょうか。 

○会長  お願いします。 

○事務局I  「妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援の充実」というのが、福祉

健康部の健康推進課と子ども生活部が連携しながら、いわゆる母子支援というところを中

心とした事業がここからぶら下がっていくかなというところで、特に「地域全体で支援す

る視点」ですとか「子育て家庭の支援を充実する視点」と。「一人一人の子どもを尊重す

る」というのは大前提ですので、これで３つというところなのですが、今お話があったよ
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うに、母子支援というところはお子さんあっての母子支援というところもありますので、

もう一度預からせていただいて、基本的に４つ目を引かないというつもりは全くないので、

一応全体的な理論構成というか、そこを整理しながら、次回以降、この骨子も含めて計画

の案に入ってきますので、その中でお示しをしたいと思います。特段３本でなければいけ

ないというところでやっているわけではないので、関係部署とも少し調整しながら、次回

お示ししたいと思います。 

 以上です。 

○会長  よろしいですか。 

○委員16  もう一点、どうしても小さいお子さんとか、子育てをしている家庭に対する

支援が多いと思うのですけれども、若者への支援、年齢層が上のお子さんへのサービスが

右側の取り組みのところに余りないのは、ほかの計画との関係の中で、ここの中では余り

入れていないような印象を受けてしまうのですが、そういうことはあるのでしょうか。 

○事務局I  今、委員からお話があったように、ここの場でもご説明したかもしれない、

ちょうど所管が帰ってしまったのであれなのですが、若者という定義が、おおむね39歳ま

での方を対象とした支援ということで、無業者の方ですとか引きこもりの方等々を支援し

ていきましょうと。 

 資料８、冊子の４ページをごらんください｡こちらに計画の位置づけということで、今

お話があったように、すこやかプランだけといいますか、子ども・子育て支援事業計画と

いう子ども・子育て支援法に基づく計画だけではなくて、一番下のボックスの母子保健計

画と書いてあるところで、今のところ５つの計画を包含していこうと考えています。 

 その中の４つ目に、子ども・若者計画というものがございまして、確かにＡ３の資料９

の取り組み内容にはそこまで直接的な若者支援という文言はないところなのですが、我々

事務局側としては、子ども・若者計画はこの中に包含して、別で計画を位置づけようと思

っていますので、我々子ども生活部としては若者支援もかなり力を入れて取り組んでいる

事業ですので、その辺は子ども・若者計画を策定して、しっかり取り組み事業をぶら下げ

ていきたいと思っていますので、次回の会議の中では、その辺のぶら下がり方といいます

か、どういう事業があるのかというところはお示しできると思いますので、またそちらの

ほうでご意見をいただければと思っております。 

 以上です。 

○会長  よろしいですか。ありがとうございます。そのほかいかがでしょうか。どうぞ。 
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○委員3  骨子ということで、肉づけをすれば、なるほどとなる可能性もあるので、一

概にこれはおかしいとはいえないのですけれども、右側の上の段に「妊娠期から子育て期

にわたる切れ目ない支援の充実」の引っ張られたところに「外国人支援」とあると思うの

です。これは下の「特別な支援を必要とする子ども・若者や家庭への支援の充実」という

ところに含めたほうが、国籍問わず、妊娠期から子育て期に関しては支援していくのが当

然だと思うので、「外国人支援」を上に入れるよりも、下のほうに入れるのがいいのでは

ないのかなと思ったのですけれども、何か理由があったりするのですか。 

○事務局I  今、委員3からお話があった外国人の方、今それぞれのステージでかなり多

くなってきているというところで、しっかりと外国人の方を支援していくというところは

大事な視点だと考えています。 

 今、お話があった切れ目ない支援、妊娠してから出産するまでは当然、まず最初のステ

ージで、外国人、日本人問わず支援していくということ。基本目標でいくと「特別な支援

を必要とする」というところにかなり多くぶら下がっていますけれども、下から４つ目に

「多様な文化を持った子どもや家庭への支援」というところで、同じようにそういう方が

保育園や学童、小学校、中学校、高校、大学等に入っていく中で、この間の会議でも児童

青少年課長が申し上げましたが、かなり多くなってきているというような現状もあります

ので、ここは委員おっしゃったようにつくらせていただいて、どちらにぶら下げる、もし

くは再掲という形で、どのステージでも切れ目ないといいますか、区別をしない取り組み

が当然必要だと思っていますので、そういう見せ方を含めて、一度、案をつくらせていた

だくので、そこでまたご意見をいただければと思っています。 

 以上です。 

○会長  ほかいかがでしょうか。――骨子としてはこの方向で委員の皆さん、基本的に

はよろしいという意見ですかね。ありがとうございました。では、この件はこれで終了に

したいと思います。 

 

次第3 その他 

  

○事務局I  引き続き、私から少しだけお時間いただきます。資料はないので、お耳だ

けお貸しいただければと思います。 

 先ほど次世代育成支援協議会のほうで児童館の民間活力の活用という議題がありました
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けれども、今、子ども政策課と保育課のほうで公立保育園の民間活力の活用について検討

を進めております。きょうは、この場で公立保育園の民間活力の活用について、ご報告と

１点お願いをさせていただきたいと思います。 

 具体的なお話に入る前に、これまでの公立保育園の民間活力の活用に関する経緯を簡単

にご説明させていただきます。市では、平成24年６月に施設整備計画や保育園運営業務の

効率化などについて、今後の調布市における保育のあり方を定めた調布市保育総合計画を

策定して、その中で公設民営園を含む公立保育園12園の運営主体の見直しの方向性を示し

ております。 

 調布市保育総合計画に定めた民間活力の活用に関しては、先ほど児童青少年課からもあ

りました行革プラン2015というものに位置づけていまして、その取り組みを進めるという

ことにしていましたが、その後、市の最重要施策の１つである待機児童対策、いわゆる保

育園の整備に注力することを最優先する必要があったことから、取り組みにおくれが生じ

たことを踏まえて、平成29年度に行革プラン、年度別計画の見直しを行いました。見直し

後においては、近隣市での民間活力活用の手法などを参考にしながら、今年度からの新た

な行革プラン2019への位置づけを見据えて、公立保育園における民間活力の活用に関する

方針の策定検討を行ってまいりました。 

 児童館のほうでもありましたが、我々も平成29年度、一昨年度から公立保育園の園長や

保育士で構成する公立保育園のあり方検討委員会などを設置して議論を進めてまいりまし

た。この検討経過については、昨年８月にこちらの次世代育成支援協議会のほうでもご説

明させていただいているところです。 

 現状としましては、市が業務委託している公設民営園が４園と市が直接運営しています

公設公営園８園がありますが、同じ公立保育園ですけれども、検討が必要な事項が異なる

ということから、現時点では公設民営園と公設公営園を分けて民間活力の活用方針を策定

していきたいと考えております。 

 現時点なのですが、この方針については最終的な内部調整をしている状況で、きょう、

こちらの場で資料をおみせしてご説明することができずに心苦しいのですけれども、調整

が完了後、保育園もパブリックコメントを実施したいと考えています。 

 ここからはお願いなのですけれども、方針のパブリックコメントの開始の時点で、委員

の皆様に方針の案をぜひ送付させていただきたいと考えております。お忙しい中、大変恐

縮なのですが、ぜひお目通しいただいて、意見等を頂戴できるとありがたいと考えており
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ます。 

 パブリックコメント手続というのは、ご案内のとおりかもしれないのですが、メールと

か地域福祉センター、公民館等々の公共施設で意見箱を設置していて、そこに投函する方

法もあるのですけれども、パブリックコメントの手続にのっとってご意見をいただくこと

もできるのですが、今回、ぜひ子ども・子育て会議、次世代育成支援協議会のご意見とし

ていただきたいと思っておりますので、ぜひ忌憚のないご意見をいただければと思ってお

ります。 

 長くなりましたが、説明は以上となります。 

○会長  ありがとうございました。現段階の今の事務局Iさんのご説明に関して、ご質

問とかご意見とかがもしおありであればお願いいたします。 

○事務局J  補足なのですけれども、昨年度からの委員の方は、その辺についてはまだ

具体的に進んでいないとお感じの方もいらっしゃると思うのですけれども、初めての方も

いらっしゃるので。 

 我々としては、平成24年に掲げた保育総合計画の中で、12園ある公設公営と公設民営を

含めた公立園についてやるという中で、事務局Iが申し上げたように、直近29年度から新

たな方向性を考えて、他市の事例等もみながら、ある程度の方向性、具体的にどういうこ

とかというと、今まで公立の看板を背負っているとお金が全く入らなかったのを公私連携

型保育所にすると市と民間さんとの間で協定を結ぶことで、普通の民間さんよりはかなり

公的な部分の関係性を保ったまま補助金が入るということで、そういった仕組みをできる

だけ利用していきたいという方向性は昨年度からできていて、ただ、そうはいっても、申

し上げたように公設公営と公設民営だと、いっせいのせで同じような形でやるのはなかな

か難しいということで、内部でもかなり議論されている中で、今回、できるだけ早く歳入

が入るのであればやりたいということで、本来であれば一緒にやりたかったところなので

すけれども、まず公設民営から先に方針を策定して、４園から手をつけていこうというこ

とで、今までの経緯がわからない方は何で急にパブコメだけ来てびっくりみたいな形にな

ってしまう。 

 そういうことで、従来の流れの中で、少し先に進めるものをやりたいということで、今

回別々にやるという流れの中でのお願いですので、ぱっとみてパブリックコメントの方針

の中でちょっとわからないということがおありの方もいらっしゃると思うので、メールで

もお電話でも結構ですので、もしくは１から説明してほしいなどという場合でも結構です
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ので、我々にご連絡いただければ。一見すると、スケジュールの関係でちょっと乱暴にな

ってしまっているのですけれども、本来の流れから大きく変わることはないのですが、ち

ょっと急ぐということで今回パブリックコメントを別々に出すという流れになっておりま

すので、ご了解いただければと思います。 

 以上です。 

○会長  ありがとうございました。という補足説明を踏まえて何かございますでしょう

か。よろしいですか。これからの動きについて、心の準備をして対応してくださいという

ことだと思いますので、きょうの会議の前半は児童館の公と民の関係の話でしたけれども、

保育のほうも同じような動きで、同じように質は下げずに、むしろ向上というところは大

前提の取り組みが始まるということですので、よろしいですか。 

○委員1  今度、どこかにメールアドレスを書いておいていただけると。 

○事務局I  通知のどこかに電話番号とメールアドレスを書かせていただきます。失礼

しました。 

○委員1  公設民営の建物とかを全部委ねて、修繕費とかも全部そちらに任せますとい

うようなものでしたっけ。 

○事務局I  今、制度としては、市の財産、土地建物を公設民営園さんには委託という

ことで業務委託の中でやっていただいていますけれども、公私連携型保育所にするには譲

渡する、もしくは賃貸する、有償譲渡、無償譲渡、有償賃貸、無償賃貸ということで、ど

の手法をとってもそういう手法に移行できるという形です。 

 これは各園さんと丁寧なご説明をしながらやっていかなければいけないですし、在園児

の方にも当然説明をしなければいけないというところはありますけれども、もともと今児

童館であった公設公営が民営というよりも、公設民営が民営のまま公私連携型になります

ので、保護者の方、お子さんの影響は少ない手法なのかなと考えていますが、丁寧な説明

をしていく中で、財産の形態についても、そこは実際に公私連携型に移すタイミングでは

園ごとに細かな説明をしていかなければいけないかなと。現時点だと検討段階です。 

 以上です。 

○委員1  うまみと実際出ていくものとのバランスがどうなるのかなと。収入がふえる

ような説明だけではなくて、出ていくこともふえるということもあわせて考えていかない

と、建物自体、古いところは古いではないですか。都立だったところなども昭和50年ぐら

いだと思うのです。ぼちぼち、それを譲ったらすぐ改修となり得るかもしれないので…… 
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○事務局J  その辺はもともとの議論で、今のまま市の持ち物だとなかなか改修ができ

ないというところですので、民間さんに譲渡する場合は、当然ある程度の持ち出しはある

にせよ、大半が補助金が出ることが可能だと考えているので、このままだと古い建物を何

とか続けてとやるところをできるというメリットを出せるのかな。ただ、いろいろな法人

さんのお考えですとか、今お借りしているところの考えとかもありますので、そこは次の

ステップとして考えて、まずは運営の部分から、今の賃対という形をとるのかというとこ

ろで、そこからステップとして入っていくというのも我々は今考えているところですので、

その辺を含めてご意見いただければと。行く行く将来的には法人さんにも新しい建物にな

るというメリットがないといけないかなと我々も考えているので。 

○委員1  夏にエアコンが壊れるとたまったものではないですから。 

○事務局J  保育園は運営しながら建てかえるというのがなかなか難しいところなので、

その辺も含めてというところなので、パズルのようにやっていかなければいけないかもし

れない。 

○事務局I  今、お話があった、もし賃貸させていただくと市の所有のままになります

ので、エアコンが最優先になるのかあれですけれども、市の建物だと全体的な維持保全と

いう考え方の中で、計画的に修繕をやらなければいけないという中で、もし譲渡させてい

ただいた場合には法人さんに所有権が移りますので、正式に法人さんの建物になります。

そうなると毎年必要な運営経費を市からお支払いさせていただいていますので、その中で

修繕時の積立金ですとか、そういうものに適当なというか、正しい会計ルールの中で一定

程度積み立てていただくというルールもありますので、そういう中では事業者さんの柔軟

な運用ができるのですけれども、今のところ市の業務委託とかになると、当然委託ですの

で、かかったお金で、余ったら戻してくださいという契約なので、そこを事業者さんがど

う捉えられるかというところもあるので、そのあたりも含めて丁寧に協議をしていきたい

と思っています。 

○会長  ありがとうございました。 

○事務局I  方針案を皆さんにお配りしますが、資料としては改めてお示ししたいと思

っています。 

○会長  ありがとうございました。 

  では、以上で第３回の子ども・子育て会議と１回目の次世代育成支援協議会終了とな

ります。どうもお疲れさまでした。 
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                                 ――了―― 

 


