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令和２年度第１回調布市子ども・子育て会議 

及び令和２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２年７月３１日（金）午後６時３０分～午後８時 

２ 場所：調布市文化会館たづくり１２階 大会議場 

３ 出席者 

 (1) 委員 １６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 ５人 

 (3) 傍聴者 １人 

 

開会 

・子ども生活部長 挨拶 

 

次第１ 委員自己紹介 

・各委員より自己紹介 

 

次第２ 会長及び副会長の選任 

 

次第３ 令和２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２年度調布市子ども・子育て会議の開催予定（資料２） 

 

次第４ 学童クラブ入会保留児童対策について【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 

 学童クラブの入会要件変更と放課後子ども教室（ユーフォー）の新たな取組みについて 

（資料１） 

学童クラブ入会判定基準について（資料２） 

学童クラブ入会申請分析結果について（資料３） 
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○会長  ありがとうございました。今、スクリーンに映っていますけれども、放課後児

童対策を考えていく上で、２つの柱があって、１つが学童クラブの入会要件の変更と、ユ

ーフォーの問い直しというか、改善点があるのであれば少しいじっていこうというような

話がありました。最終的な目標は矢印の下に書いてあるところを目指すというところで今

詳しいお話をいただきましたが、今の件につきまして、御質問でも構わないですし、御意

見でも構いませんので、御発言をよろしくお願いいたします。委員2さん、よろしくお願

いします。 

○委員2  現在は学童はやめているのですけれども、学童は４人中、上の３人が通わせ

ていただいて、ただ、３番目が学童をやめてユーフォーを今利用しています。ユーフォー

の新たな取組の入退室管理システムの導入、よくぞ取り入れてくれたと思うぐらい、親と

してはすごくありがたいです。学童は何時に帰ってくるとかはっきり分かるので、よかっ

たのですけれども、ユーフォーは、子どもが何時に帰ってきて家に着くのだろうと、そこ

が一番心配だったので、初めてユーフォーからお子さんが入室しました、退室しましたと

来たときに感動しました。ユーフォーの利用者がもっと増えるぞと実感したのですけれど

も、その後利用者はどうなのでしょうという質問と、ユーフォーの開設時間の延長を検討

されているということなのですが、実際に何時までを今検討されているのかを伺いたいと

思います。やはり５時までというのは、フルタイムで仕事をしていると、絶対家に帰り着

かないので、せめて６時。７時とは言わないけれども、６時まで開いているとすごく安心。

それにプラス、今お子さんが退室しましたが来たら、こんなに心強いことはないと思いま

したので、どこまで検討されているのか伺えればと思いました。以上です。 

○会長  ありがとうございました。では、２点、よろしくお願いします。 

○事務局K  １点目につきましては、今年度４月から全20校入退室システムを導入して

います。ただ、メール配信につきましては任意なので、全員の方が登録されていないとい

うところですけれども、約60％の方が登録しています。基本的にはユーフォーに入りまし

た、帰りましたというところで、保護者の方は少し安心されていると実感しております。 

 もう一点につきまして、ユーフォーの延長というところは、まだこれからいろいろと学

校のほうとも調整していかなければいけない部分なのですが、やはり今学童も７時まで延

長しているという状況とユーフォーをもう少し利用、活用していきたいというところで、

少し時間の延長を考えています。または他市でも５時半というところもございます。他市

の状況を見ながら、少し学校との調整を図りながら進めていこうかと思うのですけれども、



- 3 - 

 

この入会要件の変更とユーフォーの充実というのはなかなか大きな課題でもありますので、

慎重に進めていきたいと思っています。 

○委員2  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。では、そのほかいかがでしょうか。

委員1さん。 

○委員1  ユーフォーなのですが、利用率が低いとあったのですが、なぜ利用率を上げ

たいのか。それだけ人が集まって密をつくってしまうのではないかと感じてしまったのが

１つ。 

 令和元年度の１日の平均利用人数28.7人というのは、月曜日から土曜日までの平均を出

しているのか、平日の利用平均人数なのかというところをちょっと聞きたいと思いました。 

 またカードリーダーは任意だということなのですけれども、設定するのに保護者負担と

かはあったりするのですか。 

○事務局K  ないです。 

○委員1  もう一点、ごめんなさい、長くなってしまうのですが、学童クラブは基本的

に５時で集団退室、５時以降はお迎えが原則だと思うのですけれども、ユーフォーが５時

以降になった場合の子どもの安全の見守り等というのが当然プラスついての時間延長を考

えているのか。冬場の４時半はもう真っ暗になるかと思うのですけれども、５時で帰るの

も結構、駅かいわいだったらまだしも、入間町のほうとか、あっちのほうだと恐らく何も

――電気がないことはないのですが、暗くなっていく中で、子どもだけで、幾らメールが、

帰ったのだなと分かった時間が仮に６時であったとして、家に着くまでが６時半、７時に

なってしまうというところの安全対策も入れていただければ安心なのかなと思いました。 

 以上です。 

○事務局K  基本的にちょっと利用率が低いというところで、やはりもう少し利用率を

上げて、もっとユーフォーの魅力を出していきたいなというところです。ただ、学童とは

違う部分でありまして、学童については育成室があって、そこで、または館庭があってと

いうところで、人数が密になってしまう部分があるのですけれども、ユーフォーは教室に

いたり、校庭を使ったり、または自由に出入りができるというところで、そこがすごく魅

力的な部分なのかなと思いますので、密というよりももう少しいろいろな１年生から６年

生までもっと楽しく使えるような、例えば学童クラブではおやつがありますけれども、ユ

ーフォーは当然ありませんので、児童館もそうです。途中で児童館も子どもたちはおやつ
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を買いに行って、おやつを食べてまた戻ってくるような状況もありますので、そういうい

つでも行き来できるようなユーフォーのシステムというか、ユーフォーをもっと充実して

いきたいというところです。 

 もう一点、稼働率については、月曜日から土曜日の部分を示しているというところです。 

 あと、先ほどのメールシステムについては、保護者の負担は全くございません。基本的

には、名札にＱＲコードを貼り付けて、各ユーフォーに置いてあります。子どもがそれを

取って、ＱＲコードをかざすと自由に入室しました、退室しましたというところです。こ

れは３回、４回までは可能というところで、また、エラーが出ると一応データで戻すこと

ができますので、問題ないかなというところです。 

 登録につきましては、最初に保護者の方が登録をしに来ていただいて、そこからメール

システム配信を進めているところです。よろしいでしょうか。 

○委員1  ６時とか５時、延長したときは。 

○事務局K  ここにつきましては、細かな部分では決めておりません。ただ、やはり夏

場、それから冬場に関して時間、調布のユーフォーにつきましては、５時というところも

あります。また、他市については冬場は４時半、夏場については５時半という制限を設け

ております。また、延長につきましては、登録制にするとか、または保護者お迎えにする

とか、いろいろな手段はございますけれども、まだそこまで細かく詳細は決めていないと

いう状況でございます。 

○委員1  先ほど委員2からあったように、６時までやっていると助かるというのはある

とは思いつつも、お迎えまで行けるのかどうかとかもろもろ課題はあるかと思うのですが、

やはり楽しく子どもが過ごせるために、いろいろと工夫があればいいかなと思っています。 

○事務局K  延長の部分につきましては、どうしても今の状況だとやる方向でというよ

うに捉えてしまうのですけれども、校長先生もおりますし、学校との関係もございますの

で、そこは慎重に進めていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。 

○委員1  そもそもユーフォーで過ごせるのはユーフォールームだけなのですか。雨の

ときとか何かはユーフォールームをのぞいたときに子どもがぎしぎしだったときとかが結

構あるのですけれども、今のユーフォーは学校内の空き教室とかを使ったりはできている

のですか。 

○事務局K  各学校によりますけれども、空いているところをユーフォースタッフの方

が借りていただいてというところもございますし、体育館を使用するということもあると
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思います。 

○委員1  ありがとうございました。 

○事務局H  ユーフォーの利用率が低いから高くすればということなのですけれども、

今、学童クラブでも現におやつの時間、あるいは育成の時間の中で分散させて教室という

か、部屋を有効活用させていただいて、スタッフ、職員が声をかけながら分散させていた

だいている状態です。皆様御想像がつくとおり、コミュニケーションが大事な年齢ですの

で、正直100人いて100人言うことを聞くかというのは現状なかなか難しいところがありま

す。その辺はなるべくスタッフが声をかけながらやっていただいているのと同時に、ちょ

っと話がはずれてしまうかもしれませんが、手洗い、うがいというのは、今までに頻度が

ないほど子どもたちが自らやっているという情報も聞いておりますし、私も学童クラブへ

時間があるときに足を運ばせていただいておりますけれども、今までは正直なかなか自ら

率先してということはできないというか、もちろんしていただいている児童もおりますが、

今はそれが当たり前のようになってきたというのは１つ、コロナに対しての意識が子ども

たちでも少しできているのかなと思っております。 

 そういった意味では、今、言葉ではあります新しい生活様式、ウイズコロナという言葉

もございますけれども、そういった中で、学童、ユーフォー、どのようにやっていくかと

いうことは、この問題と並行して我々は丁寧に考えていかなければいけないのかなと思っ

ております。場所がどんどん広くなるという事実がないところで、では、皆さんがせっか

く来たいのに利用制限をかけますというのもなかなか難しい状況がある中、どのようにし

てやっていくかということは現場と、また皆様方と意見交換を進めながらやっていきたい

と考えております。 

 あと、ユーフォーの時間延長についても、できる限り、例えばですけれども、６時とい

うことは、保護者の方でも非常に助かるかなという方向性も我々は一部考えておりますが、

今、委員1からもお話がありました、ちょっと前になりますが、不審者の問題ですとか、

まだまだそういった安全・安心に関しての大きな課題があるのも事実でございます。そこ

をどう両方とも担保してやっていくかということについては、例えばですけれども、試行

的にやってみた中で少し課題が出てきた、あるいはもう少しこうしたほうがいいのではな

いかというところで変えていくと。少し段階的にやっていく必要があるのではないかと考

えております。 

 以上でございます。 
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○委員1  子どもを使って試すのは怖いときがあるななどと今聞いていて思って、以前、

私もユーフォーに関わっていたときは、帰った後に行方不明になって、スタッフが帰った

後、呼び出して全員で探し回ったということもあったのです。結局６時過ぎに見つかった

ということがありましたので、子どもは大丈夫と思っていてやってしまうので、うまくそ

こが子どもの安全を守ることも考えつつやれれば楽しく遊べるのかなと思いました。 

○会長  ありがとうございました。ほかはいかがですか。今のと関連しても構いません

し。委員16さん、お願いします。 

○委員16  質問なのですけれども、学童クラブの学年別の利用人数などが出ているので

すが、ユーフォーの利用の年齢別の割合を教えていただきたいのです。なぜこういうこと

をお伺いするかというと、私、世田谷在住で学童を使って、世田谷は新ＢＯＰがあるので

すけれども、ＢＯＰは５、６年生になるとほとんど登録者がいない。まず１年生が入って

からしばらくはＢＯＰを使うけれども、それからどんどん学年が上がるごとに利用率がす

ごく下がっていっているという状況があったのですが、調布市さんの状況について教えて

いただければと思います。 

○事務局K  同じような状況ではあります。やはり３年生、４年生が基本的にはパーセ

ンテージは高いというところであります。私も子どもがＢＯＰだったので、よく存じてお

ります。結構密になるという部分もありますけれども、基本的には４年生、５年生。 

○委員16  利用者の年齢によって安全対策であるとか、遊び方の密の問題とか、その辺

りの対策の立て方も変わってくるのかなと思いますので、お伺いしました。 

○事務局H  数字でお話しさせていただきますと、登録者数が4,822人、今現在、これは

６月末ですけれども、１年生から６年生まで。児童数全体にしてみれば１万1,100という

数字の中で4,822人ということで、約４割弱の登録者数がありながら、１年生におきまし

ては、1,426人ということで全体の３割ぐらいの方が登録されているということです。２

年生におきましては1,056人、こちらは大体21％、３年生におきましては904人ということ

で、約18％ということです。全体にしてみれば低学年では3,386人ということで、50％超

えということでやはり多いところでございます。特に高学年になりますと、５年生489人

で10％ぐらいで、６年生におきましては242人で５％ぐらいということで、やはり世田谷

区の事例と同じく高学年は利用数が少ないという状況は同じでございます。 

○会長  ありがとうございました。ほかはいかがでしょうか。委員9、お願いします。 

○委員9  私は今小学校４年生の子どもがいるので、学童も利用していましたので、ち
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ょっと関係があるかと思ってお聞きしたいのですけれども、学童に申し込むのが初めの小

学校１年、入学前なのですが、夫婦ともそれほど情報がたくさんあるわけではないので、

学童を選ぶかユーフォーでいいのかといったときの判断基準は特にないというか、結局、

学童の廉価版がユーフォーみたいなイメージなので、申込みとしては学童を申し込むわけ

です。 

 私のほうはフルタイムで妻のほうは４時半とか５時ぐらいまでの仕事なので、５時退館

で普通に帰ってこられる状態です。なので、そのとき申し込んだのは、もし外れたらどう

するかといった場合に、別にユーフォーでもいいよねと。なので、ここで待機と言われて

いる人たちが、まず１つの質問は、申し込んでいる人たちはユーフォーでは駄目な人たち

なのか。希望としては学童のほうがいいけれども、ユーフォーでも大丈夫な人なのか。自

分たちの仕事の関係で。先ほどの機能的には、ユーフォーのほうは17時で終わりなので、

絶対に延長をしなければいけない人たちにとっては、多分学童でないと駄目だと思うので

す。そういう人たちなのか、うちみたいにユーフォーでもどっちでもいい人なのかという

のがまず１つの質問です。 

 もう１つは、今、待機されている、入れなかった人たちは結局どうなってしまっている

のか。世間で言われる保育園の待機児童みたいに、入れなかったら仕事をやめなければい

けないというような状態であれば、それはすごく緊急性の高いことかなと思うのですけれ

ども、実際、そうではなくて、ユーフォーの利用で済んでいるのであれば、先ほどのラン

クがあって、優先して入れる人を入れて、外れてしまった人はユーフォーでいいのであれ

ば、その件についてそんなに大きな問題ではないのではないかと感じます。なので、その

辺の実際、あぶれてしまった人はどうなっているのかなというのが２つ目の質問です。 

 もう一つ、質問ではないのですけれども、うちは今４年生ですが、ユーフォーに申し込

んでいます。でも利用していません。なぜかというと、夏休みがあるので、学校がなくな

ると、夏休みの間どうするのといった場合に、ずっと家で１人で御飯を食べさせるわけに

はいかないのですけれども、当然鍵を持って自分で開けて、自分で何かはできるのですが、

やはり火を使わせるのはあれなので、お弁当を持ってユーフォーで食べてもいいし、家で

食べてもいいという状態で、結局利用はしていないので、利用率が低いことが果たしてす

ごく悪いことなのかというのは、利用者の意思にもよるのかなとちょっと思いました。 

 以上です。 

○会長  ありがとうございました。まず、質問は２つですよね。 
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○委員9  ユーフォーで駄目なのですかという、それを聞いたほうがいいのではないか

と。 

○事務局K  基本的には保護者のほうにユーフォーで駄目ですかという問合せはしてい

ないです。２年生以上は各学童クラブでの申込みができまして、新１年生につきましては、

市役所のほうでの申込みというところです。やはり保育園、幼稚園から上がってきたお子

さんについては、きちっとした放課後の居場所は必要で、心配だというお子さんが多々お

りますので、学童のほうが育成という部分でやはり信頼度は高いというところです。ユー

フォーでもいいではないかというところは、その御家庭によって選択肢があるのかなとい

うところです。 

 待機されているお子さんについては、ユーフォーを使ったり、児童館を使ったりという

ところです。指数によって順番づけされておりますので、退会が出ないと新たな人が入れ

ないという仕組みになっておりますので、その間、例えばユーフォーを使わないでお稽古

事を多くしてなるべくおうちにいない、学校が終わったら塾に通うとか、そういうところ

での対応なのかなと思っています。 

 それから、今回、コロナという状況がございますので、皆さん、在宅勤務、テレワーク

ということが結構多かったので、今年度については、お母さん、お父さんがおうちでの仕

事というのが結構多かったのかなと。その部分でお子さんがそのまま帰れて、学童にすご

く特化するというところは、今年度については違うかなという見方です。 

○委員9  ありがとうございました。というと、やはり機能的に安心かどうかという意

味で言うと、実際、見守り的なところで言うと学童のほうが上で、ユーフォーと比べてそ

こを埋めていかないと、ユーフォーのほうが上がっていかないというところはお感じにな

っているということですよね。 

○事務局K  そうですね。学童は育成というところで、育成料も取っていますし、おや

つ代も取っているということで、三季休業のときは１日のサイクルが決められています。

ユーフォーと児童館というのは、いつでも来ていいよ、遊んでいいよという居場所でもあ

るので、そこの部分での違いというのは大きくあるのかなと。 

 ただ、それをもう少し、今、児童青少年課では、先ほど冒頭にお話ししましたけれども、

ユーフォーがあって、学童があって、児童館がある、この３つの事業を上手に保護者の方

が選択していただいて、活用していただければというところが願いであります。 

○委員9  ありがとうございました。 
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○会長  ありがとうございました。所定の時間になってしまったので、あとお１人ぐら

いかなと思うのですが、これは今回この場で意見が出なくても、メールで事務局に意見を

というのはできますよね。いかがでしょうか。委員2さん、お願いします。 

○委員2  なぜユーフォーでは駄目なのかという理由は１個あって、学童は３月31日ま

で保育園に行っていても４月１日から利用できるのです。ユーフォーは３月31日まで保育

園にいても入学式の後からしか使えないのです。その１週間、では子どもはどうするのと

いう、預け先があるならいいですけれども、うちはそこがネックでした。ほかのお母さん

たちもかなりその声はあります。たったその１週間のためだけに学童にお願いしたい。あ

とは夏休みです。 

○委員9  １年生だけはそうなのです。２年生とかはどうでしょうか？ 

○委員2  ２年生とかは入会していれば大丈夫だと思います。 

○委員9  それだけがネックだったら、そこを変えればいいような気がします。 

○委員2  そこだけが預け先さえあればどうにでもなるのです。 

○9委員  オープンしていますものね。やっていますものね。 

○事務局K  学童、ユーフォーの入会説明会をさせていただいているのですけれども、

先ほど委員2がおっしゃったように、４月１日から入れないというところがございますの

で、学童を選ぶというところになります。ただ、先ほどのユーフォー延長の部分と、冒頭

でお話ししました４月１日からの受入れというのは、また学校との調整になりますので、

そこは今後の課題ということで、慎重に進めていきたいと思っています。 

○委員2  ありがとうございます。なので、うちは１年生は学童に入ったのですけれど

も、１週間が過ぎて夏休みが終わったらユーフォーでも大丈夫だったのです。そこさえク

リアになれば、もっとユーフォーの利用率は上がるかなとすごく感じました。 

○事務局H  ありがとうございます。実は結構そういったお話を伺うこともございます

ので、今後、教育委員会、学校関係者になると思いますけれども、その辺の調整をさせて

いただこうかと考えております。ありがとうございます。 

○会長  ありがとうございました。処方箋の提案というところまではなかなかいけなか

ったですが、課題の洗い出しというか、ここをもうちょっと点検しなければいけないとい

うところは僅かな時間でしたけれども、幾つか出たと思いますので、これをきっかけにし

て、先ほどメールの話をしましたが、意見をどんどん事務局のほうに出していただいて、

それをまとめていただいて、またボールを返していただくということをやれればいいので
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はないかと思います。 

 

次第５ その他 

・事務局より以下の資料について説明 

 令和２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。御質問等ありますでしょうか。委員1さん、お願い

します。 

○委員1  ３歳のところの第１希望保育所に入れなかった２名の方は今何をされている

のでしょうか。待機児童の定義が随分変わったではないですか。それで、今回この第１希

望保育所に入れなかった２名の方は保育園に入れていないと思ったほうがいいのですか。 

○事務局E  そうですね。その方については、第１希望のところに入れなくても、恐ら

くですけれども、自分で保育ができる、家庭で保育ができる状況にあったということだと

思っております。 

○委員1  では、本来保育の必要があったかなかったかというと、あまり必要がなかっ

た可能性があるということですか。 

○事務局E  通常第６希望まで書ける状況になっていますけれども、それが第６希望ま

では書かずに、自分で例えば第３希望までとか、この園というように限定して申し込まれ

る方もいらっしゃいますので、そういった方については、その後の追跡調査までしていま

せんが、そういう意味では、保育園をそこまで必要としていなかったという捉え方はでき

るかと思っています。 

○委員1  では、場合によっては、第１希望が空くまで待っている可能性もある。 

○事務局E  そういうこともあろうかと思います。 

○委員1  国の基準で、それは待機ではないのですよね。 

○事務局E  除外要件でいきますと、待機ではないというカウントになります。 

○会長  ありがとうございました。ほかはいかがですか。今日は数の発表というところ

にとどまっていましたけれども、よろしいですか。―では，以上をもちまして令和２年度

第１回調布市子ども・子育て会議、次世代育成支援協議会を閉会とさせていただきます。

長時間にわたりました。どうもありがとうございました。お疲れさまでした。 

                                  

――了―― 


