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令和元年度第６回調布市子ども・子育て会議録 

 

１ 日時：令和元年１２月２５日（水）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 ９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 ４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年度調布っ子すこやかプラン実績報告（案）（資料１４） 

 

○会長  ありがとうございました。では、ただいまの説明に関して、ご質問等あります

でしょうか。いかがでしょうか。今説明のあったところ以外でも、もしおありになったら。

一生懸命探されている感じではあるのですけれども、指すのも変ですから。今の説明で、

何かここを重点的にチェックしていただきたいという箇所はありますか。 

○事務局F  こちらは年度でいえば２年前になってしまうので、現状とイメージがつき

にくいかと思うのですけれども、27年度から毎年、評価、点検ということで、冊子状にし

たほうが読みやすいだろうということでこういう形にしていますので、見せ方とか細かい

体裁とかも含めて、もしご意見があれば、先ほど事務局Bが申し上げたように１月中旬を

めどにご意見をいただければ幸いかなという感じです。 

○会長  では、意見があれば、そういうことでよろしいですか。委員1さん、何かあり

ますか。 

○委員1  せっかくなので１点。すごく読みやすい字体なのですけれども、間に入って

いる表が、たまに字が潰れていたりとか、字が小さくて、みづらく……。それはしようが

ないにしても、表によって、例えば13ページの第10地域のところの上の表がちょっとぼや

けてしまっているとか、以前からよく使っている表などは自然とぼやけてくるのかどうか

わからないのですけれども、かと思えば、先ほどの18ページの表などはすごくすっきりと
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みやすい印象があったりとか、ほかの29ページの上のところなども、太字にしているのか

フォントの関係なのか、丸ゴシックか何かを使われていて、太字になったところがぎゅっ

となっていて、ちょっと読みづらいところもあるかなという印象を受けました。内容はと

てもわかりやすくてよかったのですけれども、先ほどみた感じといわれたので。 

○事務局F  そのあたり、最終的に全て確認をして、みやすい形で修正を加えていきた

いと思います。 

○会長  新規開設の保育園の写真って前からありましたっけ。 

○事務局F  新規開園は前から載せさせていただいて…… 

○会長  外観の写真で来ていましたっけ。 

○事務局F  そうですね。 

○会長  ちょっと思ったのは、保育室の写真みたいなのが外観の写真の右下とか、小さ

くてもいいから、何かそういう雰囲気を感じられると。別に子どもはいなくても構わない

ので、そうするといいような。多分、園庭を写してしまうと、園庭があるないで差がつい

てしまうと思うから、何か魅力的な保育室みたいなのがあるのであれば、そういうのが写

っていてもおもしろいかなと。これは個人的な意見です。 

○事務局F  ありがとうございます。 

○会長  ほかはよろしいですか。委員3さん、お願いします。 

○委員3  22ページの事業別達成状況みたいなのがあると思うのですけれども、モノク

ロではちょっとわからないのですが、色掛けしているではないですか。これって何か意味

があって色掛けされていると思うのですけれども、どんな意味に色掛けされているのかな

というのが、ぱっとみわからないというのがありまして、もし意味があってかけていらっ

しゃるのであれば、下に米印とかで書いていただけるとわかりやすいと思うのです。 

○事務局F  こちら、網掛けが計画値になっていて、白抜きが実績値になっているので、

ちょっと注釈でわかりやすいようにしておきます。 

○会長  網掛けも薄い濃いって、これは余りこだわらなくていいところなのですかね。 

○事務局F  これは印刷の関係で白黒がどこまで濃淡なのかあれなのですけれども、今、

とりあえず30年度をやっていますということで、次年度31年度、来年度にもう一回、評価、

振り返りをするので、わかりやすいようにさせていただきたいと思います。 

○委員3  ありがとうございます。 

○会長  そのほか。委員1さん。 
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○委員1  平成31年度と令和元年度は同じ年でいいのですよね。５月以降のものは全部

令和元年度で、４月までが平成31年度という表記で，平成31年度と令和元年度ってあった

かと思うのですけれども、どっちなのか私も自分で書類をつくっていてわからなくなって

しまうときがあって。 

○事務局F  今年の４月までは平成31年度なので、５月１日からは令和元年度。 

○委員1  31年度は４月までという考え？ 

○事務局F  基本的に今ここで使わせていただいているのは、具体的にここに書いてあ

るもので平成31年４月中に何かあったということはあまりないのです。ただ、平成31年４

月に開園するのが多いので、ここは平成31年４月という表記がたまたま多いのですけれど

も、年度で考えると令和元年度なのかなと。 

 後で説明させていただきますけれども、今度の次期すこやかプランも令和元年度になっ

ているものとか、何月何日時点で。例えば、毎年４月１日時点であれば、表とかグラフの

表記は平成31年度ですし、５月１日時点だったら令和元年度になりますし、そこはあくま

でも元号どおりというか、そういう使い方をしているので、今の実績報告の中では、31年

度イコール令和元年度と思っていただいて大丈夫かなと思います。 

○委員1  ありがとうございます。 

○会長  ほかいかがでしょうか。委員4さん、ありますか。 

○委員4  教えてください。先ほどの13事業以外の調布市の取り組みについてという49

ページのわくわく育児教室のところに、こあらクラスとらいおんクラスと書いてあるけれ

ども、これについてはどういう違いがあるとか、ただ書いても何かなというのがちょっと。

同じように、前のところにも子どもの相談室でグループワークが分かれているけれども、

これは状況によってと書いてあるので、そうなのかしらと思ったのですが、こあらとらい

おんは、月齢によって分けている取り組みなのですか。ではなく、地域、やっている場所

によっての違いなのでしょうか。何かそういうのがわかるといいかしらと。 

○事務局I  委員おっしゃるとおり、こあらとらいおんクラスは、月齢に応じてクラス

を分けておりまして、その総称がわくわく育児教室という事業名になりますので、表記は

わかりやすくさせていただきます。ありがとうございます。 

○会長  ほか、いかがでしょうか。よろしいですか。――では、先ほどおっしゃってい

たように１月中まで時間がありますので、お気づきのことがありましたら、意見を出して

いただければと思います。 
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次第2 第２期調布っ子すこやかプラン（素案）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（素案）（資料１５） 

 

○会長  ありがとうございました。では、ご質問、ご意見をよろしくお願いいたします。

――いかがでしょうか。流れとしては、この後パブリックコメントに行くという流れです

よね。そのパブコメをとる１つ前の回がきょうですので、できればご意見を出していただ

きたいのですが、何回ももんでいる話なので、根本的な問題が現段階であるという流れで

はないですものね。些細なことでもいいので、何かあったらお願いしたいのです。 

 時間つなぎではないのですけれども、95ページに利用施設ごとに掲載したという話があ

ったではないですか。幼稚園の新制度移行、新制度未移行という表記があるのですけれど

も、これは冊子全体の中でどこかに説明はあったのでしたっけ。 

○事務局F  この中にはないですね。現行のプランだと、こういう形で現行プランの最

初に、これは新制度がスタートしたときのプランなので、新制度とは何かというコラムが

あって、この新制度というのは、まさに子ども・子育て支援新制度の新制度という言葉を

指すのですけれども、今、制度に入っている幼稚園と入っていない幼稚園があったりする

ので、要は用語説明みたいなのがあったほうがいいということですか。 

○会長  調布は、一般的に旧制度園といわれる園だけということですもんね。多分、全

く業界外の人からすると、ピンとこない表現であると思うのです。 

 いかがでしょうか。どうぞ。 

○委員12  106ページの不登校、若年無業者、ひきこもりの子ども・若者への支援のと

ころで質問があるのですけれども、今、不登校であったりすると学校に行けないわけで、

別の場所に行ったりするわけですが、調布市内で、例えば学校以外の場所で過ごして、学

校に行った単位をもらえるような場所というのは存在するのでしょうか。私は、調布市内

はちょっと存じ上げないのですけれども、ほかのところでそういった取り組みがなされて

いるという話は聞いたことがあるのです。 

○事務局C  小学校ですと、太陽の子というのがありまして、それについては指導室で

所管していますけれども、そこに行くと出席の扱いとさせていただく。ただ、成績は教科

によってはついたりつかなかったりしますので、その辺の差はありますけれども、出席と
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して対応することになります。 

○委員12  中学とかではいかがですか。 

○事務局C  中学校は〇〇中には〇〇教室というのができましたので、そちらのほうは

学校と同じ扱いですので、出席のカウントになります。 

○委員12  例えば、ここあさんに参加されたりしたら出席扱いになるというような取り

組みとかは、今後される予定とかありますか。 

○事務局D  今、ここあのほうに行かれると不登校の生徒たちが出席扱いというところ

で、例えば学習支援といったことも兼ねてといったことですか。 

○委員12  そうですね。なので、そういうのを今後拡大していくような考えはあるのか

なというのが質問です。 

○事務局E  学校長の判断によるところもあったりするので、今後、教育委員会とも連

携しながら、その辺は考えていきたいと思いますけれども、実際に不登校のお子さんでこ

こあの居場所事業を利用されているお子さんもいらっしゃるので、検討課題だとは思って

います。 

○委員12  認められるといいなという思いはあります。 

○会長  ありがとうございました。ほか、いかがでしょう。委員1さん。 

○委員1  前回の会議の中で、民間活力という言葉があれだけいっぱい出ていたかと思

うのですが、この中にはそういうのはうたうべきものではないのですか。 

○事務局F  このすこやかプランについては、１つは法定計画というのがありますので、

子ども・子育て支援法に基づく事業を並べているのが今のすこやかプランもそうですし、

第２期の素案でいけば７章がそういう場所になります。今回の第２期については、総合的

な計画にしたいというところで、さまざまな計画を包含していることでボリュームがある

のですけれども、民間活力というのは、それぞれの自治体で施策が違うところもあります

ので、方針として別で定める。あの中でやっていくというところになります。こちらの事

業計画と民間活力の活用方針は、我々も別物として捉えているという状況です。 

○委員1  公立園の役割という話が前回、台風云々からあったかと思うのですが、あの

後考えて、結構大事なところなのかなと感じていたのです。実際にこの間のパブコメの資

料の中には、検討していきますとしか書いていないのが、やはり私は落ちなくて、そこが

曖昧なのに何で４園という数字がきちっと出てくるのかというところも含めて、４園とい

う計画がある以上、４園残す論理的な意味合いというのは、公立の役割が調布市としては
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こうだから４園残すのです、なのでこういう計画なのですよというプランにならないのか

なと。 

 今、ぱらぱらとみていて、あれだけ二十何項、民間活用、民間活用と書いてあったのに、

今回、１個も書いていないのではないかなというのが、すごく温度差を感じていて、実際

にパブコメの回答を読ませていただくと、ほぼほぼ反対だというところが多かったイメー

ジがあるのです。ということは、市民の人はそういうものに関心……全員がパブコメに答

えているわけではないので、ただ、そういう回答が多かったにもかかわらず、それが載ら

なくてもプランとして答えられるのかなというのが率直な。これがだめだというわけでは

なく、パブコメまでやっていて、このような対応をしますといっていたのに、何か全然、

こういうプランには全く別物になるのが、確かに方向性が違うのもわかるのですけれども、

それだけ民間の活力を使って、民間の力がと思われているのであれば、官民一緒になって

という、さっきどこかにちらっとそういう文言がみえた気もするのですが、官だけではな

く、みんなで協力し合って、ワンチームなんて恥ずかしくて余りいえないのですけれども、

それが調布市だよと、カラーというのか、何かそういう、悪い意味での民間活力ではなく、

一緒にやっていこうという意味合いがあるではないですか。そういうのがあってもいいの

ではないかと思っています。 

○事務局J  保育園については、これまでも公立、私立、連携をしながら運営して、調

布市の子どもたちのためにと取り組みを進めてきたところです。民間活力活用というとこ

ろで前回、お話をさせていただいたかと思います。また一方、今後の課題として、公立と

してもやっていかなくてはいけないところはまだまだあるのだといった趣旨の話もさせて

いただいたと思います。 

 そういった中で、今後に向けて公立の役割がもう少し明確に醸成されてきて、子どもた

ちのために新たな目的をもって取り組みが出てきたところに際しては、当然こういった計

画にも載せるべきだと考えております。現状においては、この計画には載せるところでは

なく、公立、私立も含めて保育については体制を充実させていくといったことが前提にあ

りながらの計画だと考えているところなので、ここの部分は次回以降、公立の新たな役割

を事業として打ち出すとかといったことがあれば載せていくべきだと考えているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○委員1  保育園に限らず児童館もそうではないですか。児童館の子育てひろばに関す
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ることとかも、たしか今、書いてあるかと思うのですが、そういうところも民にしたら何

か変わってしまったとか、そういうおそれはないですよというお知らせみたいなのもあっ

ていいのかな。 

 私も児童館運営会議に３つか４つ参加させていただいていたのですけれども、あんなに

遅くまで地域の方が子どもにとってどうなのかを熱く話し合う場って、公立だからできて

いたことなのかなと。また話がちょっとずれてしまっているのですけれども、すごくそれ

を感じて、参加していてすごいなと思っていて、もっと若い人たちも出てくればいいのに

などと思っていたことも実際にあったりして、何をいいたいかわからなくなってしまって

いるのですけれども、保育園だけではなく児童館もそうだし、あれだけそれぞれパブコメ

をやっていて、やったからそのまま流れていってしまうという印象をもたれたらもったい

ないと思ってしまうので、多分、いいことをやっていってくれるのですよね。なので、だ

から今はこっちの方向なのだよと。何かあれだけをみると、お金が安くなるというイメー

ジがすごく強くなってしまうけれども、そうではないよねと。民間のノウハウを使って、

ノウハウのあるところに委託することもあるのだけれども、でないところは、今ある公の

人たちのノウハウをうまく生かしながら、それこそ１つになってやっていけるのだよ、調

布市ってすごいでしょうというような、私も住んでいて市がすごく好きなので、調布市っ

てすごいよねというところがあらわれているとうれしいという思いです。 

○会長  今のに絡んで何かご意見ある人いらっしゃいますか。どうぞ。 

○事務局E  児童館の内容に関しては、85ページの下段に児童館等の活用ということで

方針について軽く触れてはいるのですけれども、今、委員1がおっしゃったようなメッセ

ージ性が入っていないので、そのあたり文言をどうするかというのは、課内で再検討させ

ていただきます。 

○事務局D  今回、我々児童館の民間活力の活用については、各児童館の運営会議にも

お邪魔させていただき、ご説明もさせていただいたところで、今、委員1がおっしゃって

いるとおりで、我々も遅くに緊急的に集まっていただいて、さまざまなご意見もいただき

ました。その中では、やはりこれから児童館が民間活力の活用をする上で質の担保をどう

していくのですか、あるいは公設公営を残しますけれども、その役割とはといったところ

もありましたし、逆にいえば、一方、民間のよさをもう少し発揮できるような環境面です

とか、あるいは財政的な面ですとか、そういったことで民間の方々も小さなグラウンドで

勝負するのではなく、もう少し自由度の広いグラウンドでお仕事ができるような、まさに
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今触れられたところの公設と民営のよさをそれぞれ切磋琢磨した中で、もっといいものを

みつけていきましょうといったようなお話もいただいたところでございます。 

 今、事務局Eも話していましたけれども、ちょっと淡泊な内容に捉えるようなところも

あると思いますので、少し厚みのある表現に変えていこうかなと思いました。ありがとう

ございます。 

○事務局F  保育園側のほうなのですけれども、委員1からご指摘があったように、前回

かなりいろいろなご意見を委員からいただきまして、今回、公立保育園の民間活力活用の

方針ということで、公設民営保育園とサブタイトルのようなものをつけさせていただいて

います。 

 公設民営保育園の具体的な取り組みを今回、パブリックコメントをとらせていただいた

ところで、まさに委員からあったように、公設公営、市の直営の保育園については、この

間も台風の件で熱くご議論いただきましたし、公立は必要だよねという声は、この会議で

もいただいたと認識しています。だからこそ、残す公立保育園をどうするかというところ

は、また別の方針で、今度は公設公営編みたいなものをつくります。そのときには子ど

も・子育て会議というか次世代育成支援協議会のほうで内容についてもご意見をいただき

ながら、パブリックコメントもとっていかなければいけないと思っています。今回とらせ

ていただいたのは公設民営ということで、財源確保しながら多様な保育ニーズに対応して

いくというところで、どうしても財源、財源というのが目についたのは事実だと思ってい

ますけれども、今度、公設公営のほうは財源というよりも、しっかりと役割をどうするか

というところが軸になっていくものかと思っています。現時点だと時期を明言できないの

ですけれども、現場の保育園職員とともに検討を重ねて、途中経過を適時こちらで情報を

お出ししながら、ご意見をいただいて進めてい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。 

○委員1  子どもをお客様扱いではなくて、子どものために本当にどうなのかというと

ころを、今ある事業所さん方がそういうことだとは思っていないのですけれども、やはり

お金が動くものではあると思うのですが、そのために子どもが無理をするだとかというの

だけはちゃんと目を光らせておいていただければありがたいと思っています。 

○会長  ほか、いかがでしょうか。 

 今の話でいうと、事務局Aさんのさっきの説明で、88ページの(7)の②の２段落目をつけ
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足した、委員1さんが官民協働という言葉をどこかでみたという箇所は、多分ここなので

すよね。これは地域子育て支援拠点事業の枠の中で出てきている官民協働という意味合い

なのだけれども、多分、みる人によっては、これをもっと幅広に捉えていくところもある

から、言葉としては四字熟語でよく使われる言葉ですが、調布の中の官民協働のイメージ

が、保育園なら保育園、児童館なら児童館、多分それぞれの場所によって違う。だから、

そういうところの具体性がこれから上がっていったときに、ここに載るということが将来

的には考えられるというのが現状なのかなと思います。 

 これ、４行さらっと書いてあるのだけれども、すごく大事なことが書いてあって、だか

ら、もうちょっとここはプラスアルファあってもいいかなと。さらっと読み飛ばしてくだ

さいという意味で書いてあるわけではないでしょう。何かすごく大事というか、地域全体

の子育て力の向上という表現は、今、委員1さんは子ども中心といったけれども、やはり

全部おんぶに抱っこではなくて、自分のできるところは自分でやれるように助けてあげる

という基本方針だというところで、すごく大事なところだから、何かここをうまく工夫し

て表現すると、将来の展望というか、みえてくるのではないかと思います。 

 いかがですか。この後、パブコメが出て、それで２月のこの会議のときにパブコメの結

果をみながらこれが決まっていくという理解でオーケーですか。 

○事務局F  一応、今、事務局Aが申し上げたように、１月中旬を目途に１ヵ月程度パブ

コメをやらせていただきます。パブコメの実施期間に合わせて、市民説明会も開催したい

と思っています。今のところ予定しているのは、平日夜間１回と土日どちらかの午前中１

回というところで、幅広く周知をしていきたいと考えています。 

 次回、この後、会議予定をお諮りしますけれども、２月のタイミングで、前回、保育園

の民間活力の方針のように、コメントと市の考え方の両方付したものを出せれば一番いい

かなと思っていますので、ちょっと件数次第というところもありますが、基本的にはその

スケジューリングで準備をしてまいりたいと思います。 

○会長  ありがとうございました。 

 

次第3 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。以上をもちまして令和元年度第６回調布市子ども・



- 10 - 

 

子育て会議を閉会とさせていただきます。皆さん、どうぞよいお年をお迎えください。お

疲れさまでした。 

 

                                 ――了―― 

 


