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令和元年度第４回調布市子ども・子育て会議事録 

 

1 日時：令和元年１０月２４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 1 人 子ども家庭課 1 人 

児童青少年課 3 人 健康推進課 3 人 

 (3) 傍聴者 1 人 

 

次第 1 調布っ子すこやかプラン実績報告（平成 30 年度）について 

・事務局より以下の資料について説明 

 平成30年度地域子ども・子育て支援事業一覧（資料10－1） 

 調布っ子すこやかプラン掲載事業実績一覧（資料10－2） 

 

○会長  ありがとうございました。きょうの段階では、今のご説明の中で気がついたと

ころや、もうちょっとここを説明してほしいというようなリクエストを上げていただきた

いと思っていますので、ぜひ積極的にご発言をよろしくお願いいたします。 

 まとめて質問を受けてしまっていいですか。10―１と10―２と両方、どちらからでも構

いませんので。委員1、お願いします。 

○委員1  量の見込みというのは、ニーズ調査の上でこの数字が出ているのでしたか。 

○事務局I 今13事業ご説明させていただきましたけれども、量の見込みをどう出すかと

いう手引が国から出ていまして、ニーズ調査にはそぐわないような事業もあったりします

ので、そういう場合には、過去４年、５年間ぐらいの実績値を適用して量の見込みにして

いるというケースもございます。例えば10―１の資料の利用者支援に関する事業のところ、

量の見込み４ヵ所と書いてありますが、国の手引によると中学校区で中学校２つの地域に

おいて１つぐらいをめどにということで、今、調布市内において４ヵ所にしている。あと

はニーズ調査の質問の聞き方でどうしてもニーズ量が過大に出てしまったり、過少に出て

しまったりということもありますので、そういったものは事務局のほうでも検討しまして、

そういう場合には実績値を使って、より正確な数値ということで、見込みの数字を出して
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いるという状況になっています。 

 以上です。 

○委員1  幼稚園の預かり保育の量の見込みが５年間ずっと同じ人数で、事業の実績が

それよりも２万人以上多かったり、１万3,000人だったり、時には３万人以上多いときも

あるにもかかわらず、先ほどの説明だと実績をみながらというところだったかと思うので

すが、これだけの差異があった中で、見込みが変わらないというのが私がちょっと落ちな

かったところで、そこがどうして。今、保育園が足りていないというところでの幼稚園の

預かりはすごく重要なところもあるのかなと思っていたので、ちょっとお伺いしたいと思

います。 

○事務局I  これは現行のすこやかプランのときの数字なのですけれども、この５万1,2

37人というのが、当時、計画をつくったときに平成24年から26年の３年間の平均値として

量の見込みを出しております。 

 実績値については、実際に使った方なのですけれども、幼稚園の預かり保育も園さんに

よって時間が違ったりというところもありまして、少なくとも待機児童対策ということで

はないと現状で我々は認識しているところです。 

 この事業実績というのは、それぞれ各年度で幼稚園の利用をされている方を集計した結

果ですので、今委員おっしゃったようにその差は３万人ぐらいですか、これは人日という

単位を使っていますので、同じ方が何度も使えばどんどんカウントされているというとこ

ろで、実数ではないところがあるかなと。実際の感覚としては、幼稚園の預かり保育が足

りていないというような性質のものではなくて、今、市内15園ある幼稚園さんにご協力い

ただきながら預かり保育をしていただいているという状況ですので、現状、預かり時間を

延長するとか、そういうことは今のところ我々としては当然考えておりませんので、また

その辺は園長会等々で必要性があれば、今後、検討していく余地はあるのかなと思います

が、現状としては、そこまで足りていないというような認識はもっていないという状況で

ございます。 

 以上です。 

○委員3  資料10―１の令和元年度10月から始まる項目12番の実費徴収に係る補足給付

を行う事業について、10月から私も保育園が無償化になりまして、先日、給食費を現金で

納めたのですけれども、要するに、そういったものを検討されていらっしゃるということ

なのですか。それとも全然考えていないけれども、今後そういういわゆる保育園の給食費
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はほかの近隣市町村では無償だったりするのですが、調布市では実費徴収があって、それ

を検討されていらっしゃるのか。 

 気になったのが、今までひとり親の方は全て無料だったと思うのですけれども、今回の

給食費はひとり親の方も徴収されているのか、そこは免除されているのか、そういった部

分を伺いたかったのですが。 

○事務局I  無償化、10月からスタートしましたけれども、給食費については、ある程

度国のほうから制度が示されています。今、委員からお話がありましたように、認可保育

園、あとは幼稚園でも新制度に移行している幼稚園、国制度の幼稚園と呼んでいますけれ

ども、そちらの幼稚園、認可保育園に通っている方については、給食費について、おかず

とおやつといわれている副食費のほうは実費徴収、おコメ代といわれている主食費という

ものはこれまでも保育料に含まれているという話でしたが、今後も継続して行政側で負担

するという整理になっています。 

 今お話があったように、副食費については、近隣の自治体で差があるということも我々

認識はしていて、調布市の場合は、毎月4,500円をお支払いいただいている状況です。自

治体さんによっては、お話がありましたけれども、特に区部さんですとか、26市でも２市

は無償にしていると把握しておりますし、あと額についても高いところだと7,500円ぐら

いのところもありますという状況で、自治体でまちまちになっているというところ自体は

我々もどうしたものかなというのが正直なところです。調布市としては、10月から副食費

4,500円を実費徴収するという制度で進めさせていただいています。 

 あと、お話がありましたひとり親の方ですとか、もともとの制度の中で、今までは主食

費、副食費というのは保育料に含まれていたという考え方でしたので、その保育料が無料

という方については、実費徴収分が給食費、副食費のほうが実費になるということで、最

近の新聞等々でも拝見しましたけれども、逆転現象が起きているというところも把握はし

ております。 

 今のところ国の制度にのっとってやっていますが、この実費徴収に係る補足給付を行う

事業というのは、今、調布市の4,500円の負担を無償にするかどうかという事業の検討で

はなくて、今、国のほうでは、年収ベースでいくと360万未満相当といっていますが、そ

れは世帯の状況によって年収が変わってくるので、相当という言い方をしていますけれど

も、360万未満相当の世帯については、副食費を補填するというようになっています。 

 認可保育園と先ほど申し上げた新制度の幼稚園というのは、施設は対象の方から給食費
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を徴収しないでくださいという連絡を市からさせていただいて、徴収はしないと。そのか

わり相当分を市から施設にお支払いするというスキームなのです。調布市内の幼稚園全て

に当てはまりますが、新制度に移行していない、いわゆる未移行幼稚園といっていますが、

未移行幼稚園に通われている方については、全ての方にまず一旦負担をしていただいてい

ます。各保護者、利用者の方に多分年度末あたりになると思うのですけれども、360万未

満相当の方は、いわゆる償還払いと呼んでいますが、よく医療費とかで医療証とかを忘れ

てしまった場合に一度負担していただいて、市の窓口に行くと返してもらうみたいなイメ

ージなのですが、償還払いをしますということでお知らせをします。その副食費を本来負

担しなくてよかった方に補足給付をする事業がこの12番の事業になりますので、どちらか

というと、何かを検討するというよりは、国の事業にのっとって、調布市としても着実に

事業を実施していくという意味合いになるということでご理解いただければと思います。 

 以上です。済みません、長々と。 

○会長  とすると、この12番の量の見込みのところの右側の文章…… 

○事務局I  ここは変えます。 

○会長  ですよね。 

○事務局I  昨年度まではこの表現でやっていくしかなかったのですが、急遽無償化の

スキームが出てきたものですから、このものは30年度の実績になりますので、30年度はま

だ無償化が始まっていないというところになりますから、実績報告ベースだと、令和元年

度の実績報告から表現を変えていくような形になると思いますので、そのタイミングで表

現を変えていきたいと思っています。 

 以上です。 

○会長  委員3、いいですか。 

○委員3  ありがとうございます。 

○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  10―１の資料の２ページ目のところの地域子育て支援拠点事業（子育てひろ

ば）のところの量の見込みがずっと同じで、それで事業実績がかなり多いのですけれども、

わざわざ30年度のところに特記事項で○○だったからというのが書いてありますが、なぜ

そこだけ特記事項があっても、前のときに比べてそれほど変わらない事業実績なのはどう

いうことなのか教えていただければと思います。 

○会長  大丈夫ですか。回答。 
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○事務局I  今委員のご質問は29年度と30年度の実績を比べてということでよろしいで

すか。 

○委員4  いえ、それまでのところも…… 

○事務局I  そんなに変わらないのにということですか。 

○委員4  それで実際に、量の実績がそれほどそんなに変わっていないというか、見込

みに比べてずっと多いわけだけれども、わざわざ30年度のときに特記で数字が挙がってい

る。それはどういう意味なのかなと思いまして。上回った理由。毎年のことならこんなこ

となくても、わざわざ書いているからすごく意味があることなのかしらとちょっと思った

ので、教えてください。 

○事務局I  済みません、状況を確認させていただいて、今委員おっしゃったとおりだ

と思いますので、もう一回確認なのですけれども、資料10―１の７番の地域子育て支援拠

点事業のところでよろしいですか。 

○委員4  そうです。 

○事務局I  27年度、28年度実績とそこまで変わらないのに特記があるのはなぜかとい

うようなご趣旨でよろしいですか。 

○委員4  そうです。 

○事務局I  即答できずに申しわけないのですが、ちょっと整理して、もし修正するな

り削除するならもう一回調整したいと思います。よろしくお願いいたします。 

○会長  わかりました。そのほかはいかがでしょうか。 

○事務局J  保育園全園でやっているわけではなくて、児童館は基本的にやっているの

ですけれども、多分、保育園はどこでやっているのだということで、特記というか、備考

というか、そういうことではないかと思うのですが、ちょっと確認します。 

○会長  よろしくお願いいたします。ほかはいかがでしょうか。委員3、お願いします。 

○委員3  病児保育について、以前からも閑散期と忙しい冬の時期とニーズが違うので

はないかというのがあって、この数字からはそこが読めないので、そのあたりは足りてい

るのか、足りていないのかというのがもう少しわかるような数字を出してほしいというこ

とをほかの委員さんからもいわれていたかと思うのですけれども、新しい資料を出される

際に、そういったヒアリングが進んでいるのかどうかと、そういう数字が出てくるのかと

いうのを教えていただきたいのですが。 

○事務局I  後ほど次第の２のほうで、次期のすこやかプランのご説明をさせていただ
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くときに触れると思いますけれども、病児保育のところについては、現行の計画では今そ

ういう文言はないのですが、今後の計画では、今委員おっしゃったように閑散期と特に冬

場のこれからの季節、インフルエンザですとか、ノロだとかという感染症の流行時期には

稼働率がかなり高くなって、回り切っていないという状況も認識しています。 

 ニーズ調査の設問の仕方では、閑散期と流行期、繁忙期の区別がなかなかつけられない

というところで、今のところ次期計画の文章のところには、感染症の流行する時期には稼

働率は高まっているということと、定員を上回っているという課題がありますという表現

は新たに書かせていただいています。 

 何施設つくれるかというところまでは計画上位置づけるのはなかなか厳しいかもしれま

せんが、課題としてはありますと、行政としては認識しているというところは、しっかり

と書かせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○会長  よろしいですか。 

○委員3  はい。ありがとうございます。 

○会長  ほかはいかがでしょうか。委員13、お願いします。 

○委員13  やはり10―１の資料なのですけれども、一覧ということなのですが、この中

で中高生に当たる事業はどれでしょうか。わからなかったので。もしここに載っていない

とすると、やっていないというような形なのですか。 

○事務局I  今ご質問があった件ですが、これは子ども・子育て支援法で決まっている

事業ですので、今後の次期すこやかプランの中には、中高生の部分について当然触れてい

こうと思っていますが、この13事業の中には、強いていえば児童館というのが入ってくる

のですけれども、こちらは今11ヵ所と書いてあるというところで、中高生に当たる事業は

含まれていないという状況になります。 

 なので、この13事業の中で対象が中高生という事業はこの中にはないとご認識いただけ

ればと思います。 

 以上です。 

○委員13  今後は追加されるという認識でよろしいのでしょうか。 

○事務局I  この地域子ども・子育て支援事業自体は法定事業になりますので、ここに

ついては、次期計画についても法定事業としてはこのままになると思います。また、その

ほかの部分で各種事業のところで、計画の中で触れていきたいと考えています。 
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 以上です。 

○会長  ある場面では18歳未満までだという話もあるから、それとこれをみたときに、

やはり抜けているようにみえてしまうというのもある程度仕方がないから、この事業の射

程範囲はこうだというのを逆に示してあげたほうが、中高生に向けては、中高生に向けて

ちゃんとやっているというようにしておいたほうが、やはり載っていない感が出てきてし

まうのかなというのは率直に思ったところです。地域子ども・子育て支援事業は固有名詞

ですよね。 

○事務局I  法定名称ですね。 

○会長  ほかはいかがでしょうか。なので、共通していえるのは、数字が載っているだ

けだと、ちょっと解釈が難しいところがあるから、それを備考欄なり、オプション的な文

章なりで補っていく必要があるのかなという印象はちょっと。委員1が最初にいった幼稚

園の預かりのところも、数字だけをみると、あれっと思いがちなところだから、それを補

完するようなものが入ってくるというのが必要なのかもしれないですね。 

 この件については、ほかはよろしいですか。 

 では、次第の２番に移ります。第２期調布っ子すこやかプラン（原案）について、引き

続き、よろしくお願いします。 

 

次第2 第2期調布っ子すこやかプラン（原案）について 

・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（原案）（資料11） 

 

○会長  ありがとうございました。この件も先ほどと一緒で次回議題に上がっています

ので、こっちこそ80ページ近い内容ですので、細かい質問は次回になると思いますが、今

のご説明を踏まえて、現段階でご質問、ご意見がおありの方がいらっしゃったら、よろし

くお願いいたします。どうでしょう。皆さん、スムーズに落ちていったでしょうか。逆に

事務局から、きょうぜひこのあたりについてご意見が欲しいみたいなエリアがもしあれば。 

○事務局I  まず、この膨大な資料が当日の資料になってしまって本当に大変申しわけ

ございません。前回の会議までに第３章、ページでいくと30、31ページの施策の体系は、

前回、前々回とご議論をいただいて、方向性としてはご了承いただいたかなというところ

で、その体系に基づいて肉づけをしてきています。先ほど事務局Aが申し上げましたけれ
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ども、まだ学校側の支援、いわゆる教育委員会との調整、協議ですとか、あとは特に子ど

もの貧困対策計画にかかわりますが、福祉健康部の生活福祉分野の部署ともまだ協議でき

ていませんので、まだ不十分なところが多々あると思います。 

 基本的にはさまざまな部署が連携して全庁横断的に調布の子どもたちを支えていく。そ

のために多くの計画を包含しているというところの大きな方向性は、この会議でも総意だ

ったのかなと感じていますので、この部分をというよりは、またじっくりお読みいただい

て、次回、あと次々回ということで、12月の会議までご議論いただこうかなということで

進めてまいりたいと思います。またお時間がないところ恐縮ですけれども、熟読をいただ

いて、こういう視点が足りないのではないか、こういった事業が必要だ、こういう表現が

いいのではないかといった細かいところでも構いませんので、また次回の会議で細かな部

分も含めてこの会議で活発なご議論をいただければ幸いです。 

 以上です。 

○会長  わかりました。だから、大きな方向性に関しては不一致ないと思いますので、

今、事務局Iがおっしゃったとおり、ちょっと申しわけないのですけれども、テキストの

ような感じでお持ち帰りいただいて、読んでいただいて、ご自身の関心のあるところを中

心にで全然構いませんので、次回ご意見をいただくということでよろしくお願いします。 

 

次第3 その他 

・事務局より以下の資料について説明 

 学童クラブ施設整備について（参考資料） 

 

○会長  ありがとうございました。学童とユーフォーについての報告でしたけれども、

ご質問等ありますでしょうか。委員3、お願いします。 

○委員3  この学童クラブ、障害児を15人受け入れるところについて、これは調布市民

の障害児、調布市に住民票をもつ子だけを受け入れるのですか。肢体不自由児というのは、

調布の特別支援学校は知的の子しかいないと思うのですけれども、どういった子が対象に

なっているのか伺いたいのですか。 

○事務局G  対象児童はほかの既存学童クラブと同じです。市内在住のお子さんという

形になります。ただ、通う学校については、実際、調布市内に〇〇支援学校があり、市外

になりますけれども、府中の〇〇があるということで、市内在住であれば、学校まで車で
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のお迎えを予定しております。 

○委員3  その施設の方がお迎えに行ってくださる。 

○事務局G  そうです。 

○委員3  わかりました。ありがとうございます。 

○会長  ほかはいかがでしょう。 

○委員9  〇〇学童クラブの移転先なのですけれども、もう決まったことではあるので

すが、学童クラブに入る子どもたちの、家から近い学童クラブに入れるのかなと私は思っ

ていたので、余りにも〇〇の学童クラブと〇〇学童クラブが近いというのは、どうなのか

なと思って。今まで〇〇学童クラブに家から近いお子さんが遠くなるわけで、移転先を決

めるのはすごく難しいとは思うのですけれども、隣合って、子どものことを考えると行き

づらくなるというか、あるのではないかと思ったのですが、いかがでしょうか。 

○事務局G  実際、〇〇学童にご自宅が近いお子さんにとっては、ちょっと離れてしま

うという状況になってしまいますが、基本的には〇〇小学校のお子さんをメインに考えて

いますので、学校が終わった後、放課後ということで、学校から距離も近いところで今回

判断させていただきました。それから〇〇小のお子さんも実はこの〇〇学童クラブに通っ

ているといったような状況もあり、〇〇小のお子さんは〇〇学童が家に近いのでという理

由の方が多いのですけれども、実際、〇〇小のお子さんは〇〇小の中の学童と、この地図

の左上の〇〇学童クラブと両方選択できる形にはなっていますので、どちらかを選択して

いただくといったことでお願いできればと思っております。 

○委員9  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。ほかは。委員1、お願いします。 

○委員1  〇〇学童クラブについてなのですけれども、健常児とされている子が25人、

障害児とされている子が15人ということなのですが、職員配置はどのような感じで。現状、

学童はたしか正規職員３人だったと思うのですけれども、それは子どもが何人であっても

その人数だったかと思うのですが、今回、健常児とされている子が25人というので、職員

配置の基準みたいなものがあるのかというところと、やはり障害児とされている子の送迎

事業は、有償でほかの学童と同じように行うということ。〇〇だったらバス停まで迎えに

いくとか、そういうことになるのですか。 

○事務局G  まず職員配置なのですけれども、基準は条例ないし、我々児童青少年課の

ほうで示したガイドラインがございまして、例えば児童が40人に対して大人が２人とか、
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民営さんのガイドライン上は、職員５人配置とかいろいろ基準はある中で、ベースはそれ

に準じる形になると思います。 

 ただ、障害児の対応というところでは，実際、既存の学童クラブでは、障害児の受け入

れに対して、大人を１人マンツーマンでつけていますが、実際、利用者数がどれぐらいに

なるのか、それから大人の配置に関しても、どうしても予算が伴いますので、そういった

部分で１対１のマンツーマンでつけるのか、それとも２対１にするのか、その辺はこれか

ら流動的になってくるかなと。次年度の予算編成作業の中で、これから調整していくとい

ったような状況です。 

 あと、車両の送迎に関しては、今現在、特別支援学校のお子さんも既存の学童クラブを

利用されているお子さんもいらっしゃって，そういったお子さんはスクールバスで近くの

バス停まで来て、そのバス停まで職員が迎えに行っていますけれども、今回の〇〇学童ク

ラブに関しては、車での送迎ということで、学校まで直接迎えに行くといったことを予定

しております。 

 以上です。 

○委員1  施設内は健常児とされている子と障害児とされている子は分けるのですか。

一緒の空間で生活するのですか。 

○事務局G  健常児のスペース、肢体不自由児のスペース、知的障害児のスペースとい

うことで、基本分けてはいるのですけれども、例えば健常児のスペースと肢体不自由児の

スペース、これは１階で同じフロアなのですが、そこは稼働式のパーテーション、間仕切

りを設置する予定にしておりますので、状況に応じて開閉、あけたり閉めたりするような

ことができます。 

 また、２階が知的障害児さんのスペースなのですけれども、そうすると、どうしても隔

離するようなイメージをもたれる方もいらっしゃると思いますが、可能な限りほかのお子

さんとも交流できるような運営体制をとっていきたいと思っております。 

 もう一点、送迎の料金なのですけれども、今のところ有料を予定しておりまして、現在、

既存の学童クラブを利用する障害児は、学童クラブの職員が例えば学校までお迎えに行く

のに１回200円いただいています。それを勘案して、今のところ車での送迎を利用する場

合については、１回につき300円いただくことを予定しております。ただ、300円といって

も減免減額制度がございますので、要件に該当される方は無料あるいは、半額の150円に

もなるといった状況でございますので，周知を図って参りたいと考えております。 
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○委員1  車というのは、〇〇の車が行く。 

○事務局G  それも今はまだ検討段階でございまして、実際、市のほうで購入するのか、

あるいはリースでそういった業者のほうにお願いするのか。それもまだ具体的にはこれか

らといった状況です。 

○委員4  今のことで帰りもおうちまで送っていくのですよね。 

○事務局G  はい。 

○委員4  そうすると、市内から最大この人数が集まったときに、市内の端から端まで

点在しているわけだから、時間が結構かかりますね。そうしたら帰る時間を早目にして出

発するのか、それともみんなと一緒までいて、送り届けはそこからなのか、そういうこと

はこれからですか。 

○事務局G  まずは申請状況をみさせていただいて、まだ車の台数ですとか、出発時間

もこの時間というのが決まっていないので、これからになろうかと思います。送迎に関し

ては費用的にもかかりますので、その辺の状況もこれからです。 

 この〇〇の学童クラブは、車での送迎もし、これだけ多くの障害児も受け入れ、将来的

には医療的ケアの必要なお子さんも視野に入れていますので、こういう施設というのは、

恐らく全国的にみてもなかなかない施設だと思いますので、我々も経験がない中で運用し

始めるというところで、〇〇さんも実績があるとはいえ、こういった施設は初めてだと思

いますので、走りながらといいますか、保護者の方のご意見もよく聞きながら進めてまい

りたいと考えております。 

○会長  ほかにいかがでしょうか。――ちょっと私から１個質問というか、今の話にの

っかっているのですけれども、〇〇、障害をもった方々へのケアはしてきているから、そ

こである程度のノウハウをもった職員さんが何割かは入っていくみたいな多分イメージか

と思うのですが、障害児に対する知識をもった職員さんが必要だよみたいなことを市から

〇〇にリクエストというか、どこまでできるのでしたか。 

○事務局G  日々〇〇とのやりとりはしています。今までずっとやりとりをさせていた

だいてる中で，〇〇もそういった認識をもっていると思います。 

○会長  であれば、こういう会議で出たご意見を、子ども・子育て会議の意見としてだ

けれども、このようにやると保護者の方々は安心するので、ぜひお願いみたいなことをい

っていただくというようにしておくのが何かいいのかなという気がします。 

 ほかはよろしいですか。――ありがとうございました。 



- 12 - 

 

 児童青少年課から、前回の会議のときに、児童館の今後のあり方、運営指針に関して話

を進めていくという話があって、その進捗をきょうちょっとお伺いしたい。事務局O、お

願いします。 

○事務局O  前回、９月２日に方針（案）の内容をお話しさせていただいていますので、

きょうは資料なしでお願いします。９月は議会がありまして、一般質問をいただきました。

その後、職員団体への説明会を実施する場面がありました。また、委託する事業者はどう

いった事業者を予定していますか、というようなご質問を前回いただいたかと思います。

現在、学童クラブを委託している法人を軸に考えているということで、法人との意見交換

の場をもっております。 

 一番大きなところとしましては、9月20日からパブリックコメントを実施しております。

10月21日が締め切りで、現在集計中ですが今のところ約15件のご意見をいただいておりま

す。パブリックコメントの内容、精査はこれからですが、ざっと拝見したところ、現状分

析や課題の整理について、おおむねよく検討されているが、民間委託の手法についてのご

意見・ご質問は多かったかと思います。 

 これまでの50年近くやってきた児童館の活動については、ある程度評価をいただいた上

で、今後、これまでのものをしっかり継承してほしいという意見や、直営で残す児童館の

質の担保についてご意見をいただいており、パブリックコメントに対する市の考え方につ

いては、12月に公表を予定しております。 

 また、市内各児童館には運営会議を設置しており，これには健全育成団体やＰＴＡ、学

童クラブ父母会や、利用者の方々が委員になっていて、年２回から３回の運営会議を行っ

ております。11月から12月上旬の間に各児童館の運営会議を臨時的に開いていただいて、

方針（案）について委員の方々と意見交換をする場をつくる予定になっております。 

 進捗については以上です。 

○会長  ありがとうございました。 

 それでは、以上で令和元年４回目の調布市子ども・子育て会議を閉会とさせていただき

ます。 

 

                                 ――了―― 

 


