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令和元年度第５回調布市子ども・子育て会議及び 

第２回調布市次世代育成支援協議会議録 

 

1 日時：令和元年１１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 17 人 

 (2) 事務局 子ども政策課 5 人 保育課 2 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 （仮称）調布市児童館の今後の在り方，運営に関する方針（案）に対するパブリ

ック・コメントの実施結果について【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 

・（仮称）調布市児童館の今後の在り方，運営に関する方針（案）に対するパブリッ

ク・コメントの実施結果について（資料２） 

 

○会長  ありがとうございました。ただいまのご説明について、何か質問、ご意見はあ

りますでしょうか。委員１さん、お願いします。 

○委員1  民間活力って今回よく使っている言葉なのですけれども、何の脈絡もなくぽ

んと出てきている。保育園の民間活力というと、お金の云々かんぬんが出ていてという筋

道が立って出てきたのがわかったのですけれども、パブコメの資料をみている限り、何で

ここで突然民間活力というのが出てきたのか。行く行く読んでいくと、民間活力すること

で新たな方向をうたっているのですが、民間活力をすることの理由がちょっとわからなか

ったのです。児童館はいいことをやっているなというのを16ページも読んでいて、ここで

いきなりぽんと出てきたのが強引な感じがしたというのが思いとしてはありました。 

○事務局L  方針案の流れ的には、そういった印象を受けられたことをご意見として受

けとめたいと思っています。 

 我々の方針案の中で、児童館の課題を解決するための方策ということで、一番は、保護

者や子どもたちの多様なニーズへの対応ですとか、子どもを取り巻く厳しい環境への対応
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を児童館としては今後果たしていかなければいけないという中で、実は児童館の現在の体

制が、平成５年を最後に専門職がいなくなっており、今後持続的な役割を果たしていくた

めには心配な状況になっています。特に数年以内に専門職で採用された職員が退職するよ

うな状況にあり、できるだけ早い時期に少しずつ民間のお力をかりて、児童館の果たすべ

き役割を引き継いでいきたいと考えています。市の大きな方針の変更ではありますが、民

間にお願いできる部分があるのではないかといったところからの方針案のご提示となって

おります。 

○委員1  民間事業者のノウハウとおっしゃっているのですけれども、この間の説明で、

４事業所に今学童を委託しているところをということなのですが、児童館のノウハウは４

つとももっていらっしゃるのですか。 

○事務局L  今、実績があるのは１ヵ所だけになります。そこは、都内での児童館の活

動の実績があるということになります。 

○委員1  となると、パブコメの中に「民間事業者のノウハウや専門的知識を活用し」

と書いてあるのですけれども、４つのうち１つしかノウハウをもっていないということに

ならないのですか。 

○事務局L そこを基幹型の児童館がサポートしていきたいと考えています。今現在、子

どもの健全育成という部分では、実際に学童クラブの運営委託をお願いしているという意

味では、現在、市の直営で、市の一般職での専門性は果たしてどうなのか。あるいは、一

般の異動の中で、数年でほかの職場に行ってしまうというところでは、まずは学童の事業

者さんを中心に考えたいということで、前回の会議の中でも少しお話はさせていただいて

いるのですけれども、同じ地域の子どもたちは、できれば同じ事業者さんにお願いしたい

というほうが強い思いとしてはあります。 

○委員1  児童館だとゼロから18歳までのお子さんの対応をしていかなくてはいけない

というところで、学童クラブだと最大６年生まで12歳、13歳、その後かなり多感な――○

○もあるとは思いますけれども、13歳から18歳の子に対するノウハウはどうなるのかとい

うのは、不安というか、どのようなお考えなのかなと思って読ませていただいたので、伝

えておきたいと思って話をしました。 

 あと、児童館の職員の資格は何かあるのですか。ゼロから18歳をみる中で、どういう資

格の人が子どもとかかわっているのですか。 

○事務局L  児童館の設備及び運営に関する基準の中で、児童館には児童厚生員を置く
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ということが書かれているのです。そこには、児童の遊びを指導する者ということで、該

当するものが幾つかありまして、まず教員の免許をもっている。そして、保育士、幼稚園

教員の免許がある。それから、教育学や体育学といった関連の学科を卒業した者というこ

とで、芸術ですとか、体育学だとか、そういった分野が幾つかある。あとは、社会福祉施

設の職員を養成する学校を卒業した者ですとか、その中に高校卒業以上で、児童福祉施設

または児童福祉事業に２年以上従事した経験のある者という規定になっています。 

○委員1  わかりました。ありがとうございます。 

○会長  ほかはいかがですか。委員4。 

○委員4  今のご説明を伺わせていただいて、平成５年度から専門職がいなくなってき

ているので、それを民間活力で、民間の専門職の方を活用ということですけれども、先ほ

どのお話だと、４つの基幹のところが民間の統合的になっていく中、コントロールといっ

たら言葉が過ぎるかもしれないけれども、していくといったときの、その４つの中には専

門職の方がいらっしゃらなくなっていく傾向にあって、どのようにやっていらっしゃる方

針をおもちなのか、教えてください。 

○事務局L  一度、児童館に配属された経験のある職員が戻ってきたりしています。そ

れは希望している場合が半数ぐらいいるのですが、その中で国が主催する研修会に出て資

格をとっている職員がまだ何人かいます。ただ、今後そういう形で続けられるかどうかと

いう課題もありますので、そこは人事サイドとも調整して、また児童館運営会議を回る中

でも同じようなご意見をいただいていますので、我々としても、ここはやはり肝だなと思

っています。今後も、同じように専門性が薄れてきてしまって、基幹型がもたないとなる

と、この方針そのものがどうかということになってしまいますので、ここは大事なところ

だと我々も認識しております。 

○会長  ほかはいかがでしょうか。特によろしいですか。今お２人のご意見は至極ごも

っともだと思うので、学童と児童館の似て非なるところとか、委員1から出た、専門職は

どういう人がいてみたいなところのわからなかったところが、これを機にわかるようにな

るというのは多分メリットだと思うので、その流れの中で、書いてあるものと実態のずれ

が一番気になってしまうところだと思うから、そこの説明を丁寧にしていく。ない袖は振

れないからできないことはできないというように、むしろ今はこのレベルだけれども、こ

こをこのように努力していきますみたいな文脈でもっていくと、前を向いているなという

印象になると思うので、そういう意味で貴重なお２人の意見だったかなと思いますので、
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よろしくお願いします。事務局L、何かありますか。 

○事務局L  今、地域を回っている中でいろいろなご意見をいただいています。実際に

うまくいっているという感触を地域の方がおもちになっていて、民間委託ということは有

料化になるのですかとか，今のままうまくいっているのだから民間委託しなくてもいいの

ではないのかというご意見もありました。この方針で示された形が持続していけるかどう

かという市への大きな不安とか、心配事があるということで，それに対してはひとつひと

つご説明をさせていただいていますが、様々なご意見もあるので、丁寧に説明させていた

だきたいと思っています。今後もご意見がありましたら、ぜひいただければと思います。 

○会長  ありがとうございました。 

  

次第2 調布市公立保育園における民間活力の活用に関する方針【公設民営保育園】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 

・調布市公立保育園における民間活力の活用に関する方針【公設民営保育園】（資料3-1） 

・（仮称）調布市公立保育園における民間活力の活用に関する方針【公設民営保育園】（素

案）に対するパブリック・コメントの実施結果（資料3-2） 

  

○会長  ありがとうございました。それでは、ただいまの説明に関しまして、質問、ご

意見をよろしくお願いいたします。委員１、お願いします。 

○委員1  メールでも送らせていただいたのですけれども、幾つかありました。 

 率直な感想から。私、暇ではないですが、読みながら、「民間活力の活用」という文字

をピンクのマーカーで全部引かせてもらったら、20個ぐらい出てきていました。21ページ

に関しては、見開きのページで、ピンクマーカーが10個ついているというのは、すり込み

に近い印象というのか、民間活力の活用というのがどんどん頭に残っていくような資料だ

ったなというのが最初に読んだときの率直な印象でした。 

 私がメールさせていただいたものの話になりますが、18ページの下の３つの表、公設公

営園と公設民営園と民設民営園の120定員の総収入に関してです。最終的に一番下を目指

しているということなのですけれども、ア、イに比べてウが661万9,000円少なく額が出て

いるということは、保育士の人件費で単純にいうと、１から1.5、もしくは２人分ぐらい

少ない収入になるのではないのかなということを感じました。それが質の低下に直結しな
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いかなというところ。過去、プロポーザル等でやらせていただいて、一番いじれるところ

は人件費になるかと思うのです。そうすると、人件費をどう安くするか、それこそ人数を

減らすとかというのが一番直結するとなると、それはすなわち質の低下につながりかねな

いのではないかと思ったのが１点。 

 民生費を保育でかなり使っているということなのですけれども、ほかの使っているとこ

ろはどのような努力をされているのかというのが聞きたかったなと思った点です。 

 23ページの公立園の意義というところで、「意義をより明確にしていくことが必要で

す」と書いてある。令和２年度から公設民営は４園民間にして、公立を４つ残す。意義が

わかっていないのに、なぜ４つ残すという意味が読めなかったところです。 

 最後のページに、「約２億円の財源確保が見込まれます」と書いてあるのですけれども、

この資料の中の保育園の数を数えたら、62園あったかと思うのです。単純に62園で割ると、

１園当たり322万5,806円の額になる。となると、２億円というと大きく聞こえるのですけ

れども、それを一園一園に渡したとして、どこまで保育の質を担保できる計画をおもちな

のかを聞きたいと思ってきょうは来ました。 

○会長  ４点あったかと思うのですが、順番にお答えを。 

○事務局G  １点目のご質問ですけれども、18ページの運営費の試算というか、シミュ

レーションのところ、公設公営保育園と民設民営保育園では600万ほどの差があるのでは

ないかと。その差が人件費で考えると、質の確保は担保できるのかというご質問でよろし

いですか。 

○委員1  はい。 

○事務局G  まず前提として、認可保育園というのは、公立であろうが、私立であろう

が、必要な職員配置数は決まっているところです。現状として、確かに民営保育園より公

設公営保育園のほうが職員配置は手厚いというところは事実となっています。その上で、

我々は指導検査をさせていただいていますけれども、何か質が落ちているとか、そういう

ことは全く感じておりません。なので、同等の保育サービスを確認させていただいている

という言い方をしています。であれば、人が手厚い公営保育園は何ができるのかというと

ころはしっかりと議論をしていくべきだと思っています。 

 そういう意味で、今後の方針策定というところで、公立保育園と書いてありますけれど

も、特に公設公営保育園、公務員の保育士が何をするべきかというところの視点でしっか

り考えていかなければいけない。なぜ公立である必要があるのかというところは、当然現
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場の保育士たちにもさまざまな考えがあると思いますので、我々事務局だけで決めること

はなく、現場の意見も取り上げながら、しっかりと方針を策定していきたいと思っていま

す。これが１点目です。 

 ２点目は、民生費の件です。詳細なところまでは承知はしていないのですけれども、民

生費といっても、我々児童福祉の部分と、高齢福祉ですとか、障害福祉だとか、市役所で

いえば、主に福祉健康部と子ども生活部で構成しているところです。 

 11ページをごらんいただけますでしょうか。ここにまさに民生費の状況ということで書

かせていただきました。保育園の部分は、児童福祉施策費と保育園経費というところで、

我々のところは保育園だけではない、例えば児童手当だとか、そういう手当もありますし、

学童クラブもありますので、そういった意味で、児童福祉費が全体の構成の表でいくと45.

3％となっています。 

 そのほかにも、社会福祉費とありますけれども、これは国民健康保険ですとか、高齢福

祉の世界、特別養護老人ホームだとか、介護の施設とか、そういうところの運営費。あと

は生活保護費というところ、これは扶助費といっていまして、必ず必要経費というところ

で支出されますので、感覚としては、民生費というのは扶助費が多いのかなと。必要な経

費が多いというところで、今後も右肩上がりになっていく。 

 そんな中で、児童福祉の分野では、我々多くの施策を展開していきたいと思っています

けれども、自助努力といいますか、財源は確保しながらやっていく必要がある。そのため

には、民間さんにお力をいただくところはおかりしながらやっていくというところがベー

スの考え方となっています。 

 ３点目が公立の役割です。委員１がおっしゃったように、今回まだ公設公営の方針がで

きていない中でというところなのですが、重複しますけれども、主には公設公営保育園の

あり方というところを、今多くなってきました民設民営保育園さんとどう連携しながら、

調布の子どもたちを育てていくのかという視点で、特に公立の存在意義、公立にしかでき

ないことを中心に考えていかなければいけないところで、ここは拙速には決められないの

で、まずは公設民営を先行してつくらせていただいたと。 

 なぜ先行してつくらせていただいたかというと、今、民間活力の活用の前提としては、

お子さんに影響がないことが一番重要だと思っています。例えば、先生方がかわられたり

だとか、生活をする場所が変わってしまうというのは、お子さんの環境の変化が大きくて、

非常に負担がかかりますので、公設公営保育園については、そういう手法も含めて今後検
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討していかなければいけないと思っていますが、民営保育園は、もう既に民間の運営法人

さんに運営していただいております。民営というところは変わりません。ただ、公私連携

になるか民設民営だということではなくて、我々市の所有する土地建物を使って運営いた

だくというところで、一定の市の関与はありますけれども、公私連携も含めて公立の役割

というよりは、まずは直営８園の公立の役割を今後最優先で検討していく必要があると感

じています。 

 最後、２億円については、割っていただくと数百万でしたけれども、少し誤解があるの

かもしれないのです。そのお金を運営経費で充当するといっていますけれども、どちらか

というと、少しでも財源を確保したほうがいいという措置は、そういう意味合いが強いの

です。30ページの一番下のボックスになるのですけれども、新たな子育て支援ニーズの対

応というほうが、我々としては、民間活力の活用の意義は強くあるのかなと思っています。 

 これから、まだまだお子さんやその家庭を取り巻く環境は大きく変わってきていますの

で、これからまた議題で出るすこやかプランの話にも直結すると思うのですけれども、さ

まざまな子育て施策、ニーズがこれからも出てくると思っています。そういったところに、

我々子ども生活部としては対応できるように財源を確保していきたいというところですの

で、先ほど申し上げた扶助費のような形で、運営経費というのはお子さんに係る費用です

ので、何か削るとか、そういうことは全く考えていません。基本的に運営経費にはこの名

のとおり一部充当していくという意味合いですが、どちらかというと、今後新たに多様化

するニーズに対応していきたい、そのために財源を確保しているというところで、ここの

30ページは書かせていただいていますので、ご理解いただければと思います。 

 以上でよろしいですか。 

○委員1  公立保育園の意義は、いつまでに検討される計画があるのか。公設民営園の

移管は、令和２年度から矢印が始まっているかと思うのですけれども。 

○事務局G  先ほど申し上げたように、公設民営の保育園さんは順次取り組みを進めさ

せていただきたい。現状は変わらないというところも丁寧にご説明しながらになりますけ

れども、やっていきたいと思っています。令和２年度というのは、公設民営保育園の公私

連携型保育所の移行の時期になりますので、これとは全く別物として公設公営保育園のあ

り方については検討していくという状況です。 

○事務局O  先ほどもお話がありましたが、公設公営については、職員等とお子さんに

余り影響がないような手法をとりたいと考えている中で、職員の処遇の部分にもかかわる
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ところでありますので、現在も協議を行っているところです。そういった中で、公設公営

保育園のあり方などについても職員と共有を図っていきたい、認識を深めていきたいと考

えているところでございます。 

 以上です。 

○委員1  私自身も公設民営で働いていた経験もあったりとか、現在も現場にいる人間

として、先ほど600万円の差があっても、監査上では質の低下はみられないとおっしゃら

れていましたけれども、その600万円の差を埋めるために、現場の保育士がどれだけ身を

粉にして働いているかというところは、もっと訴えてもらいたいなというのが正直ありま

す。 

 タイムカード上と実際の時間が違うところは恐らくいっぱいあるだろうと。それは監査

ではいえない、みせられないところなのかもしれない、そこはわからないです。だけれど

も、そういうのもあるし、現場の保育士は疲弊し切っているかなとすごく思うのです。保

育園に限らずなのですけれども。その600万で質の低下がみられないからとおっしゃいま

したけれども、その裏には血を吐いている人もいると思うのです。そこはわかった上で、

そういう発言をされているならば安心なのですけれども、そうではなく、監査をした上で

のただの印象だったら悲しくなるので。 

 現場の子どもは大事です。よくわかります。でも、子どもをみる職員も同じく大事にし

てもらえればなという思いです。 

○事務局G  軽はずみな発言に聞こえたかもしれないですが、そんなことは全くなくて、

私は全園回らせていただいているので、こういう言い方をするのですけれども、特に私は

保育の内容をみるパートをよく担当します。先生方の実情、民営保育園であっても、職員

がすごく手厚い保育園と、毎月のシフトを組むのもぎりぎりで、いろいろ工面されながら、

工夫をしながら保育の質を落とさずにやっていただいているところは、園長だけではなく

て、現場の先生、担任の先生からもお話を伺いながら、実情としては十分理解しているつ

もりであります。 

 我々、指導検査の立場なのですけれども、基準に照らし合わせたすごくドライな検査を

してはいなくて、実情をいろいろ伺いながら、例えば先ほどありました人件費のところに

ついても、今、国や東京都で処遇改善やキャリアアップ補助金が出ています。それが本部

からきちっと職員におりているのかとか、タイムカードはシフトの確認をさせていただく

ときに、どういう時間で出勤、退勤されているのか。タイムカードも全て拝見させていた
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だきますし、しっかりと時間外がついているのかも含めて、労務管理の面からもしっかり

とみさせていただいているというところで、少し誤解があったかもしれないのですけれど

も、そういうバックグランドがあって発言させていただきましたので、ご理解いただけれ

ばと思います。 

 以上です。 

○会長  どうぞ。 

○委員15  小学校なのですけれども、一応保育園や幼稚園の子たちを受けとめる側とし

て、質という中に、どんな子どもたちを育てるのかというところで、ご存じだと思うので

すが、数年前に「10の姿」というのが出まして、内閣府と文科省と厚生労働省がみんなで

寄ってそういう方向が出たわけです。このように保育園と幼稚園が一体化して、子どもた

ちにどんな力をということになっているわけですけれども、そういったものが引き続きち

ゃんと担保されているかというところもちゃんとみていっていただきたい、そのあたりの

お話がなかったので、人数はいるのでしょう。そういう法的な面は充足しているかもしれ

ないけれども、そういった面での質の低下は、市民としては心配なのかなというところな

ので、チェックの内容にももちろん入っていると思うのですが、そういったところもしっ

かりアピールしていただければと思います。 

○事務局G  今、委員おっしゃったように、保育の内容について、平成29年３月に保育

所保育指針が改正されまして、「育っていってほしい10の姿」というものが、保育園から

小学校に接続するに当たって、どういう姿になってほしいかというところがしっかりと指

針に位置づけられました。 

 我々は事務職なので、頭でっかちにならないように、指針の内容をしっかりとかみ砕き

ながら理解して、実際に中をみさせていただきながら、例えばそういう主体性だとか、環

境構成ができているのかとか、そういう視点で検査をさせていただいています。ただ、

我々は今申し上げた事務職なので、一方で、実際には公立保育園の園長をやっていた保育

アドバイザーが今保育課に２人配置されていますけれども、そちらは巡回指導という形で、

本当に専門的な観点から、検査ではなくて、午前中は保育に入らせていただきながら、実

際にやりながら、例えば若い先生からわからないことがあれば聞きたいというところで、

検査と巡回指導両方の観点で、調布の保育園の方たちと密にコミュニケーションをとりな

がらやっていきますので、今後も引き続きそういう視点を大事にしながらやっていきたい

と思っております。 
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○委員15  そういう点では、調布市がイニシアチブを握っていると判断して問題ないで

すよね。丸投げして終わりということではないよということですね。 

○事務局G  もちろんです。 

○委員15  ありがとうございます。 

○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。委員3さん、お願い

します。 

○委員3  結局、公設公営園がいつ公私連携型になるかというのは、そのこと自体が未

定と受けとめていっていいのか、それとも日程をある程度決めて動かれているのか、そこ

が知りたいのと、先ほど委員1からあった、この資料の中では、公設公営園を今後どのよ

うにつくり上げていくのかをまだ煮詰めていないというお話が書かれていて、いつまでに

決める予定なのですかというお話があったと思うのです。先ほどお話があった、人が手厚

い公設公営ができることの中に、主幹とする４園を残す、その主幹とする４園が何を担う

のかというのがすごく重要な部分かなと思っているのですけれども、例えばこの間あった

台風のときとか、ああいった有事の際に、４園が担わなくてはいけない部分が大きいのか

なと思っていて、60園以上ある保育園が有事の際に全て開いていると、川下の園とかは何

か起きるかもしれないというときに、その園の園長が責任をとるのではなくて、調布市が

責任をもって、どこの園を閉めて、どこの園が動くのかというのを決めないと、責任転嫁

になってしまうと思うのです。そういうことも含めて、いつまでに公設公営が公私連携型

に変わるのか、その期限を決めているのか、決めていないのか、そういったところを聞き

たいのです。 

○会長  お願いします。 

○事務局O  今、台風のお話も出たので、それも触れながらお話しさせていただいても

よろしいでしょうか。 

 台風19号が10月12日に来ました。この件については、保育園の園長先生からもいろいろ

ご意見をいただいていますので、ここの中で少し触れさせてもらえればと思っています。 

 まず、調布市としましては、市内の認可保育園に対しまして、台風が接近した10月12日

土曜日の保育については、前日に対応方針を示しております。その内容としましては、安

全確保の観点から、自宅で過ごすことへ保護者の方に協力を事前に呼びかけて、その上で、

どうしても当日保育の利用が必要な方については、その人数を把握し、保育をしてくださ

いといったところ。また、利用希望者がいない場合であっても、緊急な保育要望に対応す
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るために、当日午前10時までに開園してほしいといった旨の通知をさせていただいており

ます。 

 先ほど11時といったのですが、当日私どもも出勤しておりまして、台風の状況であると

か河川の状況などを、ライブカメラであるとか、ここと防災メールでやるといった部分で

あるとか、テレビ報道とかをみた中で、台風の前の雲がかなり雨を降らしていたと認識し

ておりますので、午前10時ではなくて、９時に変更させていただいているといったような

状況です。 

 そうした中で、当日の保育の状況としましては、市内８園において17人を保育しました。

最終的に降園されたのが市内で17時50分といった形です。中にはご両親がどうしてもお仕

事されてなくてはいけないような状況があって、他県から祖父母の方がお迎えに来て、途

中で降園された方もいらっしゃったと聞いております。また一方で、事前に利用希望をと

ったわけですけれども、当日、急にお預かりした方はいらっしゃらなかったと把握してお

ります。 

 こうした中で、私どもとしては、多摩地域26市の課長からなる会議等にも出席しており

ますので、そこでも情報交換しております。多摩26市の状況としましては、事前に全園休

園を決定した市もございました。一方で、全て通常開園といった形で対応された市もあり

ました。また、公立保育園ではこういう方向にしますが、私立保育園については、各園の

判断としますといった対応をされた市もありました。そのような状況で、さまざまにあっ

たといった状況です。 

 特に、事前に全園休園とした市の課長さんにお話を聞きましたところ、大きな混乱はな

かったですよという形ではおっしゃっていたのですけれども、一方で、認可がお休みだっ

たので、認可外保育施設に預ける方がふえてしまったといった情報が寄せられたといった

課長さんからの話もありました。 

 保育園の休園については、特段臨時に休園をするといったような基準は、国や東京都か

らは示されておりません。そうした中で、これまで調布としては、特段こういった災害の

危険があるところの指示というか、こうしなさいという形での方針を示したことは多分な

かったのだろうなと認識しております。そういった中でも、こういった状況は、最近の豪

雨であるとかといった中では起こり得るところでありますので、今回の各市の対応である

とか、延長先生方のお話などを踏まえつつ、今後の対応について検討していく必要がある

のだろうなと考えているところであります。 
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 また、こうした中で、公立保育園が果たすべき役割などについても意見をいただいてい

るところでございますので、そういったところについても、あわせて検討していく必要が

あるかなと思っているところです。 

 また、公立保育園のあり方であるとか、そういったところの期限につきましては、特段

いついつまでにというのは決まっているものではございませんが、引き続き公立保育園の

保育士等々と民間活力の活用については意見交換をしていくところは継続しているところ

でございますので、そういったところについては、継続的に行っていくといったような状

況でございます。 

 以上です。 

○事務局G  １点だけ済みません。公私連携にするのかというところなのですけれども、

そこも含めて公私連携型保育所の制度を活用するのか、またそのほかの民間活力の手法を

するのかも含めて、そこからのスタートになってくるかなと思っていますので、またそち

らの公設公営については、こちらの協議会でも、随時状況についてはご報告させていただ

きながら、またご意見をいただきながら進めさせてもらえればと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 以上です。 

○会長  ほかはいかがでしょうか。委員2、お願いします。 

○委員2  台風のことが出たので、ちょっとお伺いしたいのですけれども、実際、私、

その日に17名中２名を保育していました。最初１時まで預かっていたのですけれども、前

日の段階で保育はいませんという保育園もあったわけではないですか。調布市は、それで

もなお９時まではあけなさいと。その根拠は何なのかというのが知りたいのと、近場にお

いては、○○市だったり、○○市は全園休園にしているのです。でも、なぜ多摩川が近い

調布市が休園をしないのかという疑問がありまして、そこの判断は何だったのだろうと。

あの台風を経験した私がすごく疑問に思ったのです。あれだけ、気象庁が会見を開くぐら

い気をつけてください、自宅にいてくださいとはっきりいっている中で、なぜ保育園は、

命を守らなくてはいけない子どもたちを、あの台風の中、保育園に連れてきて、そしてま

た、あの台風の中を帰っていかなくてはいけなかったのだろうと。その中の１人は１歳だ

ったのですけれども、家に帰るまでずっとお母さんの胸に抱っこされて、怖い怖いといい

ながら帰っていったのです。 

 お仕事はわかるのですけれども、お仕事の前に、調布市が休園しますといってくれれば、
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保育園は預かってもらえないのですといって勤務を交代できたかもしれないと思うと、そ

の恐怖を味わわせなくてよかったのではないかとすごく思います。でも、市の判断もいろ

いろあったと思うのです。二転三転したファクスも全部読んでいるので、気持ちはすごく

わかるのですけれども、その経緯だけはどうしても知りたいです。なぜ休園はだめだった

のか、なぜ登園児がいないのに、９時まではあけていなければならなかったのかを教えて

ください。 

○会長  お願いします。 

○事務局O  まず、利用希望がいない場合でも、あけていただくという形で私どもから

お話をさせていただいております。この評価については、まだ今後なのかなというのが前

提にあるかと思っています。私のほうでもそう思っています。中でも、私どもが指示とい

う形で出させていただいたのは、当日、急なところでお預けになる方がいらっしゃるかも

しれない。それについて対応する必要があるのだろうといったところで考えていたからと

いったのがまず１点です。 

 もう一点申し上げたいと思っているのが、なぜ全園休園にした市のことについて触れた

かというと、認可が休んだので、認可外保育施設を利用した方がいらっしゃったという中

で、それは決していいことだろうかというところも私の中では思いとしてあります。とい

うのは、ふだん使っていない園に移動された。それがどういう状況かまだわかりませんが、

そういったケースもあったのだろうといったところもあります。それがよかったのか、悪

かったのかというところは、これからもいろいろ情報を集めたりとか、皆さんと意見交換

をしなくてはいけないと思っています。 

 ですので、今回の評価というのは、今後も皆さんといろいろお話をしながら、どうだっ

たのだろうかというところを考えていくべきだと思っておりますので、例えば今回の結果

については、振り返る必要があるかなと思っています。今回の評価はまだできませんけれ

ども、私どもとしては、そういった思いもありつつ、指示という形で出させていただいた

ところと、一方で、ほかの市が対応されたところを振り返ると、認可外に預けていらっし

ゃったという話も聞いているといったところを総合的に踏まえながら、今後の対応につい

ては考えていきたいといったところです。 

 以上です。 

○会長  いかがでしょうか。 

○委員2  何か落ちませんが、わかりました。 
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○会長  どうぞ。 

○委員1  10月12日の台風から一月半たちましたよね。きょうまでの間で、ちゃんとそ

の議論はされているのですか。 

○事務局O  先日、認可保育園の園長先生が集まる民間施設長会などにおいてもお話は

伺っております。そういったところでもさまざま意見が出されました。そういったところ

で、あけるという判断はどうだったのだというお話もいただいておりますし、私からは、

先ほどと同じような説明はさせていただいております。そういった中では、継続的にお話

をさせていただく必要がありますねというところで、今後もお話をさせていただきたいと

いうところで、引き続きという形での取り扱いとさせていただいているところです。 

○事務局H  当日ご利用された方の中には医療関係者の方もいらっしゃったというケー

スもあって、前日までに申し込みがない場合でも、例えば看護師ですとかお医者さんの方

が当日、誰かがかわりに行かなければいけないといったケースが想定される中では、苦渋

の判断だったのかなと、隣の課ですけれども、思っております。 

 今おっしゃったように、要は台風が大きいので、保育はできないよということを前日か

らやることも１つの考え方だったと思うのですけれども、一方では、例えば病院ですとか、

介護施設等々に勤務されている方が多くて、シフトで行けないなどということもあった場

合にはどうするのだという部分も含めて、極めて難しい判断だったのかなというのは我々

の中で、隣の保育課をみている中でも、保育園からはなかなか自分ではいいづらいのかな

と思うのですけれども、そういったものを含めて、市の判断として出したのかなというの

は、１つの意見として把握していただければなと思います。 

 以上です。 

○委員2  医療関係者が多かったのもいろいろ聞いているのですが、小学校が土曜授業

を開校していた日なのです。でも、台風が来るから土曜授業はやめになりました。小学生

さえ外に出ない。でも、医療従事者の子だからといって、未就学児があの台風の中を登園

させなければいけないのか、それはどうなのでしょうか。病院内の全ての人たちが未就学

児を抱えているとは思えないです。私たちのところに預けに来た方も、いろいろな方と交

渉して、最初は６時までだったのです。でも、６時までは幾ら何でも預けるのはかわいそ

うだよねと職場の方もいってくださいって、半休でお迎えに来てくださった現状があるの

です。 

 医療関係者だから、医療関係者の子は全て預からなければいけないというのはどうなの
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か。では、その子たちにとってはどうなのだろうと。では、それは現場の保育士だったり、

園長が交渉すればよかったということですか。うちの園長もすごく交渉してくれたのです。

６時までだったけれども、それはとても大変、帰りは絶対帰れないからといって、職場の

人に交渉してくれたという経緯もあるのですが、今回それは園長がやるべきことだったの

ですか。 

○事務局H  それはなかなか難しい。その方が働いていらっしゃるポジションにもよる

ので、一律にはなかなかいえない問題なのかなと私個人としては思っているのです。おっ

しゃるとおりだと思います。お子さんを危険な目に遭わせるのは、我々は全然本意ではな

いですし、保育園自体はそれを望んでいるとは思えませんし、ましてや保育士の方が逆に

危険にさらされるというのも１つ危ないなと思うのです。ただ、そうはいいながらも、ど

こかで誰かが何かそこをカバーしなければいけないという部分は必ず出てきた部分なので、

例えば全園閉めたという園が、必ずしもそれで評価されている部分はあるのかなと。保育

園としてはいいかもしれないですけれども、社会的公共機関といいますか、そういった部

分に関してどうだったのかなというのが、なかなか答えが１足す１みたいな形で出たのか

なと私自身は思うのです。 

○委員2  そこでさっき委員3が、公立の４園が担うべきことだったのではないかという

話もしてくださったではないですか。その辺は今後検討していく事項なのですか。 

○事務局O  まず園長がという話もあったので、そこから最初に話させてください。 

 私どもとしては、今回初めてこういった方針みたいなのを示したのではないかという話

をさせていただきました。大きな台風だからこそ各園に任せますよとなってしまうと、保

護者の方も戸惑ってしまいますし、市としても、どういった状況なのか全く把握できない。

そういった危険性があったものですから、メッセージは強かったのかもしれませんが、統

一的な対応をとってほしいということでご案内をさせていただきました。保護者に対して

それが十分伝わったのかどうか、メッセージの発し方も工夫しなくてはいけないのかもし

れませんが、保護者の方に、できれば保育は遠慮してほしいというところを入れつつも、

方針を示させていただいたというのがまず１点あります。 

 また、今回の件で、公立というか、例えば多摩川に近い保育園も一緒の扱いでいいのか

であるとか、河川から離れている園で保育することはできなかったのかであるとか、その

中では公立の役割もあるのではないかといった意見も頂戴しているところは事実です。ま

た、たづくりの上では保育できなかったのかという意見もいただいております。そういっ
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たところについては、例えばアレルギー児の対応であるとか、事前にどうやってそういっ

たところを皆さんに周知していくのかであるとか、まだ課題はたくさんあると思っていま

すが、そういったところについては、１つ期待されている役割なのだなということを認識

しつつ、今後も検討していく必要があるかなと考えているところです。 

○会長  どうぞ。 

○委員5  先ほどおっしゃったように、民間施設長会に私も参加して、各園からいろい

ろな意見が出ています。委員１がさっきおっしゃっていましたが、今回は台風だったとい

うことですけれども、例えば大雪だったりとか、予期せぬ災害が、今までは起こらないで

あろうみたいな前提であったところが、結構頻繁に起こるようになってきているというと

ころで、鉄道会社は計画運休が普通になってきているし、一般の企業もお休みにしなさい

という指導が出ている中で、１ヵ月ちょっとたったところで、多分いろいろなケースがあ

って、検討する事項はたくさんあると思うのです。それは一個一個精査して、ある程度時

間はかかると思いますけれども、スピード感をもって考えていっていただきたいなという

のがあります。 

○会長  委員3、どうぞ。 

○委員3  ４園を残す残さないとかという話があると思うのですけれども、この４園を

残します、では始めますよというよりも、この４園が残る４園なのですと。だから、こう

いった機能をもたせましたと、先にその４園が主となる動きをみせてくれたところで、残

りの園を民営化しますよというのであれば納得するのですけれども、一斉にスタートしま

すよ、こちらは主幹となる園ですといわれても、保護者としては、今までと何が変わるの

だろうとなると思います。 

 例えば今、医療従事者の方のお子さんという話だったと思うのですけれども、以前、年

末年始、どうしても預かってもらいたいが、やはり保育園もお休みだというときに、タウ

ンミーティングで、そこを担える園を本当は公立園が担うべきかなと考えているのですけ

どという話もありました。そういった機能ももちろんそうなのですが、公設公営園がどう

いう力をもっていくのかというときに、そういうときにはここの園になる、私たちの地域

はこの保育園だから、有事の際はこの保育園に行くことになるという機能をもった保育園

が４園ありますという中で民営化されるのであれば、ほかの方もある程度納得できるのか

なと思うのです。 

 なので、今お話になったと思うのですけれども、大型の台風がことしは過ぎた、あと何
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年後に来るのかなではなくて、去年も同じぐらいの大きい台風が来て、うちの横では屋根

が全部飛んでしまったおうちもあったので、毎年来ると考えて、ようやく今静かな時期な

ので、この時期に動き出さないと、来年の同じ時期に同じような対応になってしまうこと

を念頭に入れて、早目に動いてほしいなと私も思っています。 

○会長  ありがとうございました。お願いします。 

○事務局O  スピード感をもってということだと思っています。課題はかなりあると認

識しているので、そういったところも少しずつクリアできるように、今回のところも踏ま

えつつ、スピード感をもって検討してまいりたいと思っております。 

○会長  民間活力の話だったのですけれども、結局のところ、調布の保育所観というか、

保育観というか、子育て観というか、結局そこが問われるような話になってきていて、あ

る種の保育のスタンダードというか、ここだけは絶対にどこの園でもキープしているよと

いうところがしっかりみえることで皆さんが安心する。委員15の話とかもそこにつながる

ような気がしていて、ばらつきが出たところで、小学校に上がったときに対応が難しいと

いうところです。なので，その辺で公立がリーダーシップをとっていくのであれば、こう

いう形でとっていきますよ、それは保育内容の話もそうだし、災害対応のときもそうだし、

そのあたりの具体的なイメージが出てくると少し安心するというようなやりとりだったの

かなという気がしますので、その辺、念頭に入れて進めていっていただきたいなと思いま

す。すごく大事な話がたくさん出たと思います。ありがとうございました。 

 

次第3 第2期調布っ子すこやかプラン（原案）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（原案）（資料12） 

 

○会長  ありがとうございました。今のご説明で何かご意見とかご質問はありますでし

ょうか。お願いします。 

○委員１  94ページの中高生の放課後等の活動支援ですけれども、先ほどの民間活用と

いうところでゼロから18とうたっているのであれば、ここにも児童館の下のほうに、「東

部地域の」とは書いてあるのですが、児童館も当然ここにかかわってくることだと思うの

で、その文言があってもいいのではないかと思うのですけれども。 

○会長  お願いします。 
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○事務局F  貴重なご意見、ありがとうございます。中高生対象の児童館として〇〇が

西調布にありますけれども、それ以外で特出ししたという形で、〇〇児童館ホール、それ

から東部地域の児童館でも中高生の居場所事業を始めていますので、ここに掲載させてい

ただいています。加えて，市内全ての児童館では中高生タイムを実施していますので、委

員１がおっしゃったとおり、その辺の内容も今後掲載していきたいと思います。ありがと

うございます。 

○会長  ありがとうございました。そのほか、いかがでしょうか。事務局から特にここ

を重点的にみたいなのはありますか。ご意見をいただきたい箇所。お願いします。 

○事務局G  当日の配付になってしまったので、きょうこの場でというのはなかなか厳

しいかもしれないので、次回までにご意見があれば修正していきたいというのをまずおわ

びさせていただきます。 

 その上で、前回10月から、構成については目次でみていただくとおり、変わっておりま

せん。先ほど違う議題で触れましたけれども、今、子どもとその家庭を取り巻く環境は変

わっておりますので、さまざまな観点からさまざまな計画を包含して、総合的な計画をつ

くっていくということに今回はしていきたい、そういう姿勢は変わっておりません。 

 主に教育委員会と教育分野のところとの連携も、今回すこやかプランの冒頭で位置づけ

ていますので、まだ調整し切れておりませんけれども、そこについては、まずは第１弾と

いうことで、今回の計画に反映させていただいているところでございます。 

○委員3  左側に書かれている見出しのようなものの下に「（再掲）」と書かれていると

思うのですけれども、これは今まであったものをもう一度載せているという意味ですか。 

○会長  お願いします。 

○事務局G  今の冊子の中で、第４章から計画が続いていますけれども、一番最初に出

てきたのがその後の、例えば第４章の次世代行動計画の中で出てきた事業が、５章、６章、

７章、８章で出てきた場合は再掲にしています。現行計画にあるものを再掲というものも、

もしかしたらあるかもしれませんが、ここで書いている再掲というのは、この冊子の中で、

いろいろな分野でさまざまな事業が重複して、さまざまなところで支援していきますので、

どこかの計画に載せていればいいというものではなくて、計画によって主体が違いますの

で、そういった中で、再掲という言葉で全ての事業をぶら下げたという形になります。 

 以上です。 

○委員3  ありがとうございます。 
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○会長  お願いします。 

○委員10  こちらの冊子の目次に、来年度、令和２年度から６年度までの事業がプラン

として網羅されているという認識でよろしいですか。逆にここに書かれていない事業は、

利用者の希望があっても、向こう５年は実現が難しいといった位置づけになるのでしょう

か。 

 具体的に申し上げると、目次でいいますと、７章の４番、地域子ども・子育て支援事業

に(1)から(13)までありますけれども、76ページ、(10)番の病児保育事業（病児・病後児

保育）、２施設の量の見込みと確保方策を書かれていらっしゃいますが、施設型のほかに、

家に訪問して病気の子を診てほしいとか、病気でなくても訪問を希望するといったような、

これから冬に向かうような季節で、そういった事業は向こう５年では計画がないと捉えな

ければいけないのかどうか伺いたいと思います。 

○会長  お願いします。 

○事務局H  この病児・病後児保育に限ったことではないと思うのですけれども、新た

な課題が当然みえてきたりするケースもあると思います。また、病児保育についても、現

状で２施設という形になっていますが、ニーズといいますか、実際にお声が多いのは、こ

の会議も含めて我々も認識しているところです。そういったことも含めて、今、委員10お

っしゃったことも含めて、現行の計画上では具体的なところをお示ししていませんが、計

画の中では時点修正という形、もしくは新規事業としては、ここに載っていない事業も含

めて実施するのは当然のことだと思っておりますので、余りそんなにがんじがらめに考え

なくてもいいのかなと思います。 

 特に今回、ご指摘いただいた章に関しては、国の法定の13事業という形で、ある程度国

に示す形としてパッケージングされた部分ではあるので、こういう形でお示ししているの

ですけれども、かなりフリーな形で、必要な事業に関しては、その時々において我々でお

声をいただきながら、予算づけをして、実施していくという形になると思うので、５年間

も希望がないというのは、恐らく考えづらいと思います。 

 ただ、おっしゃっていただいたように、それも含めてここの計画にないのかというのが、

今、我々がつくる中で、例えば課題という形で載せるのかどうかは検討させていただけれ

ばと思います。 

○委員10  ありがとうございます。課題の取り扱い、ここにはのらないけれども、例え

ば来年度、どういう場で話し合いのテーブルにのせられるのかというのは…… 
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○事務局H  逆にこの会議ですとか、そういったところなのかなと思うのです。既存事

業に関しては、毎年実績報告を出している中で、それにあわせて、例えば課題をいただく

とか、全然関係ないところでも課題としていただいても結構ですし、別に時期に関しては

決めなくてもいいのかなと思うのです。 

○事務局G  こちらの冊子をつくっている担当者としての思いなのですけれども、まさ

にそのような、もし病児・病後児でいえば、箱物だけでない、ソフトな病児・病後児、こ

れは国も制度化しているというのは承知しておりますので、そういうところも考えて総合

的に対策を検討しますというところの表現にしているというのはあります。 

 最上位の基本計画という計画が今年度から４年間スタートしましたけれども、そこに書

いてある計画の内容がベースというところはあるのですが、必要性というところが対外的

にも対内的にも説明がつけば、そういう新たな手法も検討する余地があるのかなと思いま

すので、そのときの状況によって必要な施策がこういう会議の場でも共有できれば、担当

部としては、当然財政の担当に上げながら議論していくという流れになっていくと思いま

す。 

 その会議会議で議題がかちっと決まっていますけれども、こういうのがあるのだよとい

うのは、例えばその他のところでお話しいただくとか、そこは柔軟に対応させていただき

たいと思っています。この会議の中での意見というのは非常に重要なものだと考えていま

すので、ぜひ忌憚のないご意見を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。そのほかはいかがですか。委員２年、お願いします。 

○委員2  第７章の子ども・子育て支援事業計画の中で、もしかしたら話が進んでいる

かもしれないし、今どうなのかなというのを伺いたくて、私も今ぱっと読んだだけだと、

待機児童の解消とか、その辺の話は載っているのですけれども、さっき会長からも出てい

た、調布市の保育園の保育の質はどこにもっていくのかというのは、ここには載ってこな

いものなのですか。それとも、これから検討していって、いずれ調布市はこういう保育が

質の高い保育ですとうたうのか、その辺は話し合われているのでしょうか。 

○会長  お願いします。 

○事務局G  委員がおっしゃった視点はすごい重要な点だと考えています。すこやかプ

ランとこのプランについては現行の計画、一番最初に配らせていただきました計画があり

ます。これが今年度で終了するので、今、次期の計画をつくっているのですけれども、こ
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の計画は特に筋肉質で、子ども・子育て支援法という法律に載っている、自治体が載せな

さいという計画のみが載っています。今回は、５年前と状況も変わってきていますので、

お子さんを取り巻く環境も変わっていますので、総合的計画をつくりましょうということ

で今進めております。 

 一番の理念は、平成17年に制定しました子ども条例というのがありますので、子どもは

調布の宝というところがまず前提にあって進めていくところは、この計画の一番最初の導

入部分にも載せさせていただいています。大きな理念はそこを載せるのですが、保育の質

だとか、調布市として保育をどうしていくのだというところは、先ほど会長からもありま

した。先ほどの議題に戻りますけれども、調布の保育というところで示していくというと

ころは、公立のあり方の中で議論していくというようにもつながっていくのかなと思って

います。今回はこの計画に細かなところを載せるということではないのですけれども、調

布の保育を確立する保育のあり方はこうだということを出せるようなあの場として、公設

公営保育園のあり方の中でどう出していけるかというのは、今後の検討課題かなと思って

います。またそのあたりも、子ども・子育て会議、次世代育成支援協議会の中でヒントと

いうか、ご意見をいただきながら進めさせてもらえればいいのかなと思っていますので、

まずは今回、この計画には細かいところは載らないというところでご理解いただければと

思います。 

 以上です。 

○委員2  ありがとうございます。 

○会長  委員6どうぞ。 

○委員6  今のお話しなのですけれども、随分前の会議でも、何をもって質が高いとい

うのですかという話をさせてもらったことがあって、では、それを話し合いましょうとい

うことでずっと立ち消えになってしまっていた経緯があるので、これ、すごく時間をかけ

なければいけない話だと思います。どういう視点でみるかによっても、質という見え方、

見方が変わってしまうと思うので、保育園と幼稚園ともすり合わせながら、どういうもの

をもって質が高い――さっき、「育ってほしい10の姿」とありましたけれども、それも見

方によって、それはどう達成されているのか、誰がどういう視点でジャッジするのかとい

うのも非常に難しい。上は簡単にいいますけれども、現場で働いている人間としては、そ

んな簡単にいくものではないのだよと。なかなかみえにくいものだと思うのです。幼児教

育は点数化できないことがたくさんあります。だから、そこはじっくり時間をかけてやっ
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ていただきたいなと切に思います。 

○会長  いい機会だと捉えて、委員6が大分前からおっしゃっていたのを私もよく覚え

ています。ただ、こういうタイミングが来たので、前向きに捉えて、ある程度いい提案が

できるように流れがつくれればと思います。その辺は多分委員の皆さんは同じ考えだと思

います。 

 ほかはいかがでしょう。お願いします。 

○委員12  第５章の母子保健計画のところで、現状の課題で児童虐待防止の記載がある

のですけれども、今現状でも児童虐待はかなり社会問題になっています。具体的取り組み

の概要が１つしかないというところでは、もう少しすこやかを取り入れての個別面談等の

具体的な取り組みを入れてもいいかなと感じました。第４章のところでは、具体的取り組

みにかなり記載があるのですけれども、第５章では取り組みの記載が１つしかないので、

もう少し取り入れてもいいのかなと思いました。 

 あとは、第７章の70ページ、学童クラブの確保方策の考え方のところで、高学年の利用

ニーズに対しては、「ユーフォーの利用状況を把握しながら、対応を図っていきます」と

いう記載があるのですけれども、学童クラブは、基本的には就労支援がメインだと思いま

すので、学童クラブへ高学年で行けない子たちは、ユーフォーで対応していきますという

記載に勘違いされる方もいらっしゃるかなと思いますので、そちらについては慎重にご説

明していただければなと思います。 

 以上になります。 

○会長  お願いします。 

○事務局I  ご意見ありがとうございました。児童虐待の予防というのは単一の事業で

やるものではなく、さまざまな事業を組み合わせて取り組むことになるかと思います。そ

の辺をどのように記載するとわかりやすく取り組みがみえるのかということを検討させて

いただければと思います。ご意見ありがとうございました。 

○会長  ありがとうございました。 

○事務局F  先ほど70ページ、委員12からご意見をいただいた内容で、高学年のニーズ

に対してという部分ですけれども、この内容については、現行プランに記載している内容

でして、記載内容については持ち帰りさせていただいて、現状を踏まえて誤解を招かない

ような表現に変えていきたいと思います。ありがとうございます。 

○会長  ありがとうございました。お願いします。 
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○委員15  35ページに、調布っ子“夢”発表会の実施という内容があって、社会教育課

が担当されているのですけれども、実はこれまでは児童の年間指導時数が文科から規定さ

れていて、それを下回ってはならないということで、下回った学校が処分されたりしてい

ると思うのですが、この間、通知が出まして、標準時数だから下回ってもいいよと。逆に、

学校にたくさん時間数をふやさないほうで次年度以降の計画を立てなさいという内容にな

っているのです。恐らく働き方改革ということだと思うのです。つまり、学校としては、

教育に係る指導内容を精選して、授業をこれからうまく進行していかなければいけないな

ということでやっているのです。 

 例えば、こういう事業というのは、５年生が作文を書いて、優秀な子が選ばれて、休み

の日か何かに先生が引率して、発表会に行ってやるというところなのですけれども、この

場では、これがいいか悪いかという話ではないと思うので、やめてとか、やってというこ

とではないので、差し控えたいと思いますが、こっちの領域では、そのような流れが大き

く来ていて、指導室もいろいろ対応しているところなのです。ですから、ぜひ指導室の意

見も聞いていただいて、今、精選の流れだけれども、どうなのというところで幾つか見直

したほうがいいかなと。 

 この意味はないと私はいわないのですけれども、そういったところもみていくと、この

先何年も使えるようなプランになるのかなと思いますので、よろしくお願いします。 

○会長  お願いします。 

○事務局C  指導室については、そこで事業の精選などをしているとのことです。その

中で、先生方や校長先生が出席されるものもありますが、出席するような機会は極力減ら

すようなところで調整しているとのことです。 

○事務局G  実務的なところで、指導室だけではなくて、教育分野とはこれからまだ調

整事が全体的に残っていますので、12月に素案としてお示しするころまでには調整を終わ

らせて、そのあたりの観点も含めて調整していきたいと思っています。よろしくお願いい

たします。 

○会長  ありがとうございました。 

 

次第4 令和２年度４月開設予定の認可保育園について 

・事務局より以下の資料について説明 

・令和２年４月開設予定の認可保育園について（資料13） 
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○会長  ありがとうございました。２つの園です。ごらんいただいて、何かご意見はあ

りますでしょうか。 

○委員１  代替園庭の徒歩14分というのは、大人の足ですか、子どもの足になりますか。 

○事務局G  代替園庭につきましては、基本的に大人の足だと思っています。代替園庭

の制度のご説明なのですけれども、認可保育園の園庭の面積は、２歳児以上の定員掛ける

3.3平米と決まっています。そこに満たない場合には、近隣のトイレと水飲み場がある公

園を指定しなければいけないというのが東京都の制度で決まっています。仙川地域につい

ては、調布市内で水飲み場がある公園はあったり、逆にトイレだけがある公園というのは

余りないのですけれども、両方そろっているのは、世田谷区さんの給田公園だというとこ

ろで、仙川地域の代替園庭を設けている園は給田公園を指定しています。 

 そうはいっても、徒歩14分をかけて毎日子どもが行く、特に乳児さんではもっと時間が

かかるというところもあります。長い時間かけて散歩するコースにはいいのかもしれない

ですが、一番の下の参考で、近隣公園のルートというところで、指定はするのですけれど

も、実際は近隣の、例えば水飲み場がなくても、水筒をもっていったり、やかんでもって

いったりということもできたり、トイレについても、近くであったらば、また帰ってすれ

ばいいというところとか、近隣に公園があるというところは、東京都も並行して確認して

いるところになりますので、必ずしも給田公園にしか行ってはいけないということではな

いというところでご理解いただければと思います。 

 以上です。 

○委員１  今の話だと、給田公園が何園も園庭代替しているというお話だったのですけ

れども、その3.3平米というのは全園集めた広さではなく、各園ごとのということですか。 

○事務局G  はい、各園ごとになります。 

○委員１  もし緊急時とかで全園がここに集まってしまったら、あふれる可能性もある

ということですか。 

○事務局G  避難地を給田公園に設定しているというよりは、調布市内でやっています

ので、広域避難場所ですとか、第１、第２の避難場所というのがありますので、そこは園

ごとで毎月避難訓練等々をしていただいているということで、給田公園にみんなそろって、

すごく集中してしまうようなことはまずないと考えていただいていいかと思います。 

○会長  よろしいですか。 
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○委員１  はい。 

○会長  ありがとうございました。 

 

次第5 その他 

・事務局から事務連絡 

 

○会長  ありがとうございました。長時間になりましたけれども、これをもちまして第

５回子ども・子育て会議と第２回次世代育成支援協議会を閉会とさせていただきます。お

疲れさまでした。 

 

                                 ――了―― 

 


