
平成 29年度 第 1回清瀬市子ども・子育て会議 

 

 

日時 平成 29年 7月 4日（火）午後 7時から 

 

場所 男女共同参画センター 会議室 1 

 

出 席 者 委員 12名（欠席 0名） 

 

事 務 局 子ども家庭部長、子育て支援課長他 

 

 

１．開会 

事務局より開会が宣言された。 

 

 

２．議題 

①清瀬市子ども・子育て支援事業計画の評価について 

事務局より、資料１「清瀬市子ども・子育て支援事業計画の進捗状況」の説明があ

り、委員の意見があった。 

詳細は、下記のとおり。 

 

事務局：それでは、「清瀬市子ども・子育て支援事業計画の評価」について説明をさせてい

ただきます。まずは、清瀬市子ども・子育て支援事業計画の 41 ページをご覧ください。 

 

 項番２、「計画の進行管理」のところにおきまして、「計画の適正な進行管理を進めるた

め、庁内関係各課において施策の進捗状況について把握するとともに、計画全体の成果を

検証することが重要です。このため清瀬市子ども・子育て会議並びに清瀬市地域福祉推進

協議会においてＰＤＣＡサイクルによる継続的改善の考え方を基本として点検・評価等を

行います」と掲げてございまして、このことに基づき、昨年度に引き続き、平成 28 年度の

実績を踏まえて進捗状況等の確認をしてまいりたいと考えております。 

 

それでは、資料１「目標事業評価調書」をご覧ください。 

一枚おめくりいただきまして、【調書の進捗状況及び次年度方針の見方】でございますが、

評価は１～5 の５段階、進捗状況はＡからＤの４段階、次年度方針は新規・継続・充実・改

善・縮小・廃止の６つとなります。 



 

それでは「子ども・子育て支援事業計画」の 26 ページ、「目標事業評価調書」の４ページ

をご覧ください。 

 

まずは、施策目標の、教育・保育の確保のところでございます。一番上の１号認定、こち

らの方は幼稚園を希望なさっている方の確保でございます。市内には私立幼稚園が７園ご

ざいまして、市内でのニーズは十分確保されている状況です。平成 27 年度において新制度

である施設型給付を選択した市内幼稚園はございませんでしたが、平成 28年度から 1園が、

幼稚園型認定こども園となりましたことから、この園は施設型給付を選択することとなり

ました。 

今後は新制度に移行を希望する園がスムーズに移行できるように情報提供等事務的なサポ

ートを行っていきます。28 年度の実績といたしまして、人数の把握につきましては、幼稚

園は５月１日現在、保育園は４月１日現在の数値を示しております。幼稚園の希望の人数

ということで、計画上は推計としては 760 人ということでしたが、実績として清瀬市内の

幼稚園に入っているかたは 867 人でございました。市内幼稚園の定員数を合計いたします

と 1,990 人ですので十分な確保はできている状況でございまして、幼稚園は市内だけのお

子さんだけではなく、市外のお子さんを受け入れて実施いるところでございます。十分な

確保ができておりますことから、進捗状況はＡ、評価は５、次年度の方針は継続としてご

ざいます。 

次に２号認定（幼児時期の学校教育の利用が強い方）の確保方策でございます。こちらは

保育が必要ではあるけれども保育園よりも幼稚園で子どもを預けたいという希望をされて

いる方ということになります。この項目につきましては、3 歳から 5 歳のかたが対象となっ

ております。幼稚園における長時間預かりのニーズに対応するため、市内の私立幼稚園は

これまで通りの私学助成を利用した預かり保育事業を実施しておりまして、施設型給付を

選択した市外私立幼稚園は幼稚園型一時預かり事業を実施しております。市内の私立幼稚

園におきましては、平成 29 年度は引き続き 1 園が施設型給付を選択していることから、そ

の園につきましては、幼稚園型一時預かりを実施していくことになります。こちら実績と

いたしまして確保提供数のところですが、私立幼稚園が在園児に対して預かり保育をして

いるところの人数であらわしていただいております。今までどおりの幼稚園に通う場合は、

認定をとらなくても通えることから、２号認定をとって幼稚園に通っている方は今回ゼロ

になっております。幼稚園に通っていても長時間預かっていただきたいと希望なさってい

る方も預かり事業をみていただければわかると思いますが充分な確保はとれていると思っ

ているところでございます。ただし、これから幼稚園型一時預かり事業も実施していかな

ければいけないと考えておりますことから、進捗状況がＢ、評価は４、次年度方針は継続

とさせていただいております。 

続きましてその下、ここから保育園の中心的なところになってきますが、２号認定、保育



園・認定子ども園希望の確保ということで、3 歳から 5 歳のところの項目でございます。平

成 28 年４月１日現在、待機児童は 1 人出ているものの、定員を下回っている園も複数存在

いたしました。子ども・子育て計画におきましても、2 号認定の確保提供数を拡大する予定

はございませんが、平成 29年度に地域型保育事業を 2か所で開始を予定しておりますので、

その接続として 3 歳児以降の受け入れを確保できるように保育の希望を把握していきたい

と考えております。こちらの進捗状況はＢ、評価は５にしてございます。次年度方針は継

続としております。 

 

次のページをご覧ください。３号認定、保育園・認定子ども園希望の確保、これを０歳と

１・２歳に分けております。まずは０歳でございますが、平成２８年４月１日現在、待機

児童は 13 人でございました。定員を下回っている園も複数存在いたしましたが、７月で定

員がほぼいっぱいとなりまして、その後は待機児童が毎月増加した状況でございました。

進捗状況はＢ、評価は４、次年度方針は充実としております。 

 続きまして、1 番待機児童の多い１・２歳のところでございます。特に平成 28 年度は 1

歳児の入園希望が多かった為、複数の園で弾力的に受け入れを行ったのですが、それでも

待機児童数は 1 歳が 11 人、2 歳が 19 人でございました。平成 28 年度は、待機児童の多い

０～２歳児に対応した地域型保育事業を２か所開設し、平成 29 年度は、1～2 歳児に対応し

た地域型保育事業を２か所で開設する予定でございます。進捗状況はＢ、評価は４、次年

度方針は充実としております。施策目標の教育・保育の確保についての説明は以上でござ

います。 

 

委員：５ページの３号認定のところで、認定者数が認可保育園の定員より下回っている状

態でこれだけ待機児童がいることについての補足説明が欲しい。 

 

事務局：実際には認定者数が確保者数を上回っている状態です。現在保育園の申請では、

第１希望から第６希望まで申請を受け付けているが、通える範囲を考慮すると思いますの

で、定員割れしている保育園と希望している保育園がミスマッチになっている状況です。 

 

委員：清瀬市の待機児童の定義というのは、例えば第１希望しか書かない方は、第１希望

のマッチングが無ければ待機児童にするという認識でよいか。 

 

事務局：待機児童の定義としましては、旧定義と新定義がございまして、基本的にここに

記載させていただいているのは新定義となっております。第１希望しか書かれなくて待機

児童となってしまっている場合については、こちらの資料には含まれてはおりません。 

 

委員：新定義だと第１希望しか書かないことで、空いているところがあるにもかかわらず



断る場合には、隠れ待機児童を反映していない。資料の数字が新定義で書いてあるとする

と、認定者数と定員とのギャップ、認可保育所の定員数の方が認定数を上回っている状態

で待機児童がこれだけいる説明が新定義では難しいと思います。先ほど伺ったのは、第何

希望まであるいは市の方で提案して合わない場合の定義かというのを教えていただきたい。 

 

事務局：保育園の申込みを受付する段階では、なるべく多くの希望園を記入していただく

ようにご案内をしているところです。ただ、その中でも第１希望のみを記入される方もい

らっしゃいますので、そういった方に無理に希望して下さいという案内はしていません。

結果このような状況になっております。 

 

委員：つまり清瀬市では第１希望しか書かない方が、第１希望に入れなければ待機児童と

カウントするということか。先ほどの説明と齟齬が発生すると思うが。 

 

事務局：新定義上、第１希望のみを希望される方は待機児童から外しますので、実際には

入園できていなくても、待機児童にはカウントしないということになります。 

 

委員：つまり、第１希望しか書いていない方の数は入っていないということか。そうする

とどういった決まり事で待機児童から外しているのかを明確にしないと、議会等でこれだ

け定員数があるのだから、これ以上の整備はいらないということになってしまう。もう少

し丁寧な説明が必要だと思う。 

 

委員長：他に質問がある方。 

 

委員：今年はまだ市内の保育園に空きがあるということですが、例えば第１希望だけを書

かれて入れなかったという方に市の方から空いている保育園を勧めるようなことは行って

いないのか？ 

 

事務局：市内の保育園の地図や住所などを用いながら通える範囲でなるべく多くの園を希

望されるようにご案内をしています。こちらから何も説明せず１園だけを選択してしまう

ことはないと思われます。 

 

委員:案内というのは申請の時点なのか？結果が出てからということなのか？ 

 

事務局：申請の受付の段階でということになります。 

 

委員:１号認定の幼稚園の定員数が 1990人で、利用者が 867人ということであっているか？ 



 

事務局：はい。 

 

委員：定員がそれだけあるということは、まだ 1000 人くらいは利用できるということです

か？ 

 

事務局：幼稚園は市外の方々も自由に使えますので、定員と利用者の差が空いているわけ

ではありません。 

 

委員：実際どれくらい市外の方も含めて埋まっているのか分かるか? 

 

委員：今年の 5 月 1 日で 1670 名くらい。幼稚園の代表として補足説明をすると、幼稚園の

定員数は保育園とは違い、認可定員を私学審議会で決めるためほとんど設置時に決まる。

子ども・子育て新制度では、認可定員の他に利用定員という考え方を作り、保育所は定員

＝利用定員、幼稚園は認可定員と利用定員との間に差が出るから、認可定員の内側で現状

に合わせて利用定員を設定することになっている。そして、私学は自由に広い地域から選

択することができるから、市内の園児の動態がそのまま市内の幼稚園のキャパともまた違

っている。 

 

委員：本当に足りているのかが実数として実感しづらい。 

 

委員：東京の幼稚園はまだ定員に近い児童が入園するが、全国的には定員の３割から４割

くらいしか入園しておらず定員だけが多くなっている。地方では定員が 1,000 人台のとこ

ろが普通にある。定員の考え方は分かりにくい。 

 

委員長：分かりづらいですよね。ありがとうございます。 

 

委員：保育園は児童福祉法で幼稚園は学校教育法と基準になる法律が違う。 

 

事務局：それでは、続きまして、施策目標、地域子ども・子育て支援事業の確保について

説明させていただきます。計画は３０ページ、調書は今開いている５ページをご覧くださ

い。まず始めに利用者支援でございます。こちらの事業は、教育・保育施設や地域の子ど

も・子育て支援事業などの情報提供及び必要に応じて相談・助言などを行うとともに、関

係機関との連絡調整を行う事業でございます。子育て支援課、子ども家庭支援センター、

幼稚園や保育園などにおいて、情報提供や相談を行っておりまして、子育て支援課及び子

ども家庭支援センターに担当職員をおいて子育て家庭がニーズにあわせて幼稚園や保育園



の施設や地域の子育て支援が必要な支援を選択して利用できるように情報の提供や、子育

てに関する相談を行うという事で実施しております。実績といたしまして、子ども家庭支

援センターでの相談件数は、１７５件で２１７回でございます。進捗状況はＣ、評価は３、

次年度方針は充実としております。 

続きまして、その下、地域子育て支援拠点事業でございますが、主に０歳からの子どもと

その親が集い、交流しながら、仲間づくりや情報交換ができる場所を保育園や児童館など

を利用し提供する。いわゆるひろば事業でございます。現状でニーズ量を十分に満たして

いる状況でございまして、進捗状況はＡ、評価５は、次年度の方針は継続としております。 

次のページ、６ページをお開きください。妊婦健康検査でございます。妊婦の健康の保持

及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として健康状態の把握、検査計測、保健指導

を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査を実施する事業でござ

います。 

 妊婦全員に妊婦健診を受診していただくよう、妊婦健診の重要性と妊娠届の早期提出の

必要性を啓発していきます。進捗状況はＡで評価は５としております。次年度の方針は継

続でございます。 

次に、その下、乳児家庭全戸訪問事業でございます。こちらは生後４か月までの乳児の居

るすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行い、必要

なサービスにつなげております。乳児家庭全戸を訪問することを目標に関係機関と連携を

取りながら保健師等専門職による訪問を継続していきます。こちら進捗状況はＡ、評価は

５でございます。次年度の方針は継続でございます。 

 次に、その下、養育支援訪問事業でございます。養育支援が特に必要な家庭に対して、

その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等を行うことにより適切な養育の実施の確保

をする事業でございます。特に支援が必要と判断された家庭に対しては、派遣回数を増加

し、よりきめ細やかな支援体制を確保していきます。こちらはその時々で予測はできない

ところでございますが、充分に実施できているということで、進捗状況はＡ、評価は５、

次年度方針は継続でございます。 

次に、その下、子育て短期支援事業、ショートステイでございます。保護者が病気、入院、

出産、冠婚葬祭などの理由により児童の育成が困難になった場合に、児童養護施設などに

おいて養育・保護を行う事業でございます。現状において十分な提供量を確保しておりま

して、また他のサービスでは代替が困難な事業であるため今後もこの事業を維持していく

こととしております。進捗状況はＡ、評価５、次年度の方針は継続でございます。 

次に、その下のファミリー・サポート・センター事業、こちらは児童の預かりなどの援助

を受けることを希望する人（依頼会員）と援助を行うことを希望する人（提供会員）の相

互援助活動に関する連絡・調整を行う事業です。現状において十分な提供量を確保してい

ることから、進捗状況はＡ、評価は５、次年度の方針は継続でございます。 

説明につきましては、この項目で一度区切らせていただきたいと思います。 



事務局：それでは、７ページをご覧ください。一時預かりでございます。計画では３５ペ

ージになります。一時預かりにつきましては、２種類ございまして、幼稚園の在園児を対

象とした一時預かりと、それ以外を対象とした一時預かりがあります。幼稚園在園児を対

象とした一時預かりにつきましては、保護者のニーズに応えるため在園児を標準的な教育

時間を越えて、一時的に預かっている事業でございます。新制度である施設型給付に移行

した幼稚園では幼稚園型一時預かり事業を実施しておりまして、新制度に移行していない

幼稚園ではこれまで通りの私学助成を利用した預かり保育事業を実施し幼稚園での長時間

の預かりを受け入れていきます。幼稚園在園児を対象とした一時預かり以外は、在宅で保

育をしている保護者が、一時的に保育ができなくなった場合のニーズに応えて一時的に預

かる事業でございます。現状においてニーズ量への提供量を確保していることから、今後

も事業を維持していくということで進捗状況はＢ、評価は４、次年度方針は継続としてお

ります。 

次に、その下、延長保育事業でございます。保育認定を受けた子どもにつきまして、通常

の利用日及び利用時間以外の日及び時間において保育園等で保育を実施する事業でござい

ます。現在市内の全認可保育園において延長保育を実施しているため、この状態を維持し

ていくなかで、引き続き利用者のニーズに応えながら、適切な提供体制を図っていきます。

延長保育につきましては 7 時までやっている園、8 時までやっている園、7 時半までやって

いる園とさまざまでございまして、保護者のニーズも様々でございますことから、今後ニ

ーズを把握しながら適切な協力体制を図っていきたいと考えておりますので、進捗状況は

Ｂ、評価は４、次年度方針は継続としております。 

次に、その下、病児・病後保育事業でございます。児童が発熱等の急な病気となった場合、

病院・保育園等に付設された専用スペース等において、保育士、看護師等が一時的に保育

する事業でございます。現状において必要な提供数を確保しており、病児保育室「チルチ

ルミチル」では利用者がいない時に、児童の病状についてなどの情報を保育関連機関へ発

信する活動を行い、市内保育施設での保育の質の向上に寄与すると共に、サービス提供の

周知の強化を図っていきます。また、病児保育室「チルチルミチル」では、市内保育所に

おいて、児童が発病した際に、就労中の保護者に代わって児童を保育所まで迎えに行く「送

迎サービス」を実施いたします。進捗状況はＢ、評価は４、次年度方針は充実としており

ます。 

 

次のページ、８ページをお開きください。放課後児童クラブでございまして、学童クラブ

でございます。こちらは、共働き家庭など留守家庭の小学校に就学している児童に対して、

放課後、学校の余裕教室などにおいて適切な遊びや生活の場を与え、その健全育成を図る

事業でございます。平成２７年度は待機児童が多く発生したことから、平成２８年度に既

存の学童クラブを増築し、待機児童の解消を図ったところでございます。空き定員のある

学童クラブでの高学年の受け入れにつきましては、平成３０年度からの実施に向けて、環



境整備及び指導員の研修を行ってまいりたいと考えております。また、放課後子ども教室

（まなべー）及び児童館など他の事業との連携強化にむけての検討を継続して行っていく

とともに、障がい児の受け入れ体制につきましては、継続して充実を図っていきます。ま

た、平成 28 年度から学童クラブの児童の降所見守り事業としまして、１１月から実施し、

児童及び保護者の安心・安全を図ったところでございます。進捗状況におきましては、清

瀬市はまだ高学年の受け入れをしていないことから、進捗状況はＣ、評価は３としており

ます。次年度の方針として充実としております。 

次に、その下、放課後子ども教室です。こちらは、小学校の校舎内を借用して開催してい

る事業でございまして、学校の管理上の問題から休業中の開催は困難な状況でございます。

小学１年生の受け入れに開始時期ついては、平成２７年度から保護者の要望に応える形で

９月から６月に早めて実施しておりまして、平成２９年度も継続していきます。２８年度

の実績といたしましては、小学校全９校で実施しております。月曜日から金曜日の給食の

あるときは実施している状況でございます。登録者９３２人、参加者数は延べで２２，６

０８人でございます。進捗状況はＢ、評価は５、次年度方針は継続でございます。 

次に、その下、子ども・子育て支援を担う人材の質の確保・向上でございます。幼稚園教

諭、保育士など、子どもの育ちを支援する者の専門性の向上を図るため、研修の実施や支

援を行うものでございます。平成 28 年度は東京都立小児総合医療センターの協力のもと、

認可保育園の保育士に対して子どもの発達に重点をおいた研修を東村山市と合同で実施し

ました。平成 29 年度は、新たに幼稚園の教諭にも声かけをし、含めた形での研修実施を考

えております。進捗状況はＢ、評価は３、次年度の方針は継続としているところでござい

ます。私からの説明は以上でございます。 

 

委員長：ただいま事務局より、説明がありました。 

ご不明点等ありましたらご発言いただきたいと思います。 

 

委員：5 ページの利用者支援の評価がＣなのは何故か？ 

 

事務局：子ども・子育て支援事業計画を策定した際に、利用者支援を事業として行うこと

としておりまして、既存の保育園や幼稚園の窓口である子育て支援課とそれ以前から相談

機能を持っていた子ども家庭支援センターが利用者支援を行うというところで、ここに位

置づけさせていただきました。ただ、既存の機能を持っているところが利用者支援で手を

挙げたのみになっております。例えば、ひろば事業や各保育園のひろば事業にこの機能を

置くとか、まだまだ十分に周知していかなければならないところは市側も考えているとこ

ろでございまして、そうした中で進捗状況はＣとさせていただきました。 

 

委員：その 2 ヵ所ではちゃんとやっているけど、増やしたいということでＣになっている



んですね。ありがとうございます。 

 

委員：国が想定していたり今またここでテコ入れしようとしているのは、保育コンシェル

ジュのような位置づけであり、これをひろば事業を実施している保育園に入れても、結局

そこにアクセスするのが大変なだけ。例として、横浜の保育コンシェルジュのような人た

ちが相談にのり、マッチング事業を行えるような知識を持った方々が接客していくのが

元々の考え方であった。それを各保育園に持って行ってもあまり意味がない。元々の利用

者支援という考え方からすると違う気がする。 

 

委員：前の子ども・子育て会議のときに、子育て支援課の中にコンシェルジュを置けるよ

うな方向性でという話があったと思うが? 

 

委員：利用者支援にはもう一つ考え方があり、全国ひろば事業連絡協議会の中で全国的に

考えられているのが、世田谷区のようにひろばの中からも相談があればすぐに出向く。様々

な相談に乗るのが利用者支援であって、保育園のことだけをいうのではないと思う。様々

な相談に乗れるということが条件になっている。 

 

委員長：モデルとしては、介護保険における居宅介護支援事業のような薬局で介護サービ

スの相談ができるというようなことが理念上そうなんですが、受給管理ができない。要す

るに、一元管理ができる状態じゃないと窓口の多元化が効いてこない。システムが難しい

ので、行政に近いところに限定されてしまっている。 

 

委員：それは行政が把握しているのでは？ 

 

委員長：システム化までいっておらず、介護保険事業のように需用スパイラルしていない

のが現状だと思います。 

 

委員：保育園に通っていない人でも子育てをしている家庭はあるから、見えている現状以

外にも目を向けて、全ての子どもの幸せを考えるなら考えが偏ってはいけない。 

 

委員：全ての子どもたちの為に相談に乗ってあげることが第 1 ですが、今国がテコ入れし

ようとしているのは、昨年の待機児童の緊急対策と今年 6 月の子育て安心プランである。

現在待機児童のニーズと空いている保育園のマッチングができていない。空きがあっても

その保育園を希望していないため、入れない方もいる。そこで、何か方法はあるか、相談

に乗ってくれるセクションはあるかというところをマッチングしていくためにコンシェル

ジュのテコ入れをしようとしている。それとは別に、子育てをしている全ての方を助ける



窓口が必要で、上手く保活ができない方への支援もテコ入れをしている最中である。その

ためには、窓口の一元化や専門家の育成が求められている。 

 

委員:既に子育て支援課でも小規模ですがやっているのでは。それ以上のことが求められて

いる。母親は情報を持っていて共有も早くできる。 

 

委員：そこにアクセスしている人としていない人がいる。地域のコミュニケーションに参

加しないと保育園に入れないのはおかしい。保活に対する高い情報量を持つ人と持たない

人がいてその差を埋めていかなければならない。全てのことに詳しいというのは行政には

難しいが、利用調整をすることは子ども・子育て支援新制度にも記述がある。 

 

委員長：評価が C ということについての意見をお願いします。 

 

委員：別の質問だが、昨年度の利用者支援の事業内容には子育て支援課に担当を置いて相

談業務を充実させると書いてあるが、今年度はないが何故か？市の方針としては今後どう

やっていくのか? 

 

事務局：実際には保育園の受付と利用者支援を明確に分けることが難しい為、今回は子ど

も家庭支援センターのみの数字とさせていただいています。 

 

委員:意見ですが、保育園の情報は資料と実際とのギャップがあると思うので、 

情報提供会のようなものを市が企画してくれるといいのではないか。 

 

委員：ピッコロルームでは、復帰ママの情報交換会を年に 1 回やっていて好評だ。回数を

増やすこともできる。 

 

委員長：このような意見もあるのでご検討お願いします。 

 

委員：地域子育て支援拠点事業のところで、延べひろば事業利用者数が昨年は 6 万 5 千人

だったのが、今年は 7 万 3 千人に増えているがひろばの数は増えていない。ひろばが増え

る予定があれば教えてほしい。 

 

事務局：利用者数が増えている要因としては、下宿のつどいの広場を 1 階の児童室と共同

であったものを 3 階に移したこと。また、下宿 2 丁目や旭ヶ丘 6 丁目など今まで開発して

いなかったところに、家が建ち始めいてそこに子育て世帯が流入して利用者が増えたこと

が考えられます。ころぽっくるも市外の方にも利用していただいている。増設に関しては、



現在良い配置で分布させています。市民の要望で中里 4 丁目は、野塩と下宿のつどいの広

場の中間にあり、南にはすみれ保育園の広場もあるがどこも使い勝手が悪い。k-net 

のつどいの広場を中里市民センターで年に 3，4 回やると多くの人が集まり需要がある。今

後検討していきたい。 

 

委員：8 ページの放課後児童クラブで高学年の受入れをしていくということだが、それは 6

年生までか？ 

 

事務局：はい。ただし定員に空きがある場合について受入れとなります。 

委員：定員に空きがあるかというのは、どのように調べるのか？今までは 4 年生になると、

利用継続の申込書が来なくなり利用できないことが分かるという感じだったが。それと研

修とはどんな内容なのか？ 

 

事務局：平成 30 年の 4 月から高学年の受入れを予定しています。初年度は、どのように受

付していくかが課題になっており、一斉に全学年で受付するか、他の自治体のように 3 年

生までを受け入れしたうえで空きがあれば 4 年生以上の受入れをするか今後検討していき

ます。研修につきましては、指導員が疑問に思ったこと、不安などを集めて統一した考え

を示していけるかと考えます。本日行った研修のタイトルは「児童の発達段階に応じた関

わり方～思春期に対し留意すべき点～」でした。2 回目は 10 月以降に行う予定でテーマは

「高学年の支援はどうあるべきか」、3 回目は内部の職員の保健師の方に「二次性徴を考え

る」を講演していただく予定です。 

 

委員長：低学年から高学年に上がる段階で思春期前期に入るので、友達や親との人間関係

の変化等をどう捉えていくかということや、指導員が思春期前期の子どもたちと関わる上

でどういったことがポイントになるかという話をしている。 

 

委員：平成 30年度から学童で高学年の受入れが進まなかった理由としては、トイレが共用、

施設が狭いため高学年の子が入るのは難しいというハード面の問題があったかと思うが、

先ほど定員に空きがある所から順次受入れと言っていたが、ハード面の問題はどうなるの

か？ 

 

事務局：トイレについては、現状では入口が一つで男女共用のところがあります。解消は

困難で、着替えの問題もあります。 

 

事務局：部屋が一つの所については、仕切りが無いためパーテーションを付けることを考

えています。予算の関係もありますので順次設置していく予定です。 



 

委員：病児・病後児保育事業についてで、延べ利用者数 342 人だが、施設型病児保育数が

307 人というのはどういうことか。 

 

事務局：同じ子どもでも 1 日でカウントしているためです。 

 

委員：開所日数が 255 日で定員は 6 人だが、一人も利用者がいない日もある。病状で流行

る流行らないものもあり、病児がいない日があるのは分かるが、あまりにも利用者数が少

ない。病児保育室の設置場所が変わった時点で、隔離室がなくなったため違う病気の子が

いると早い者勝ちになっているという母親の意見もあり残念である。隔離室もないのに定

員が６人というのには疑問である。空いているときに保育園まで迎えに来てくれるサービ

スはいいが、それよりも隔離室を作って定員を受け入れられるようにしたらどうか？ 

 

委員長：どのように充足していくかということですか？ 

 

事務局：事業を実施しているチルチルミチルには市として要望することは可能ですが、強

制的な指導は難しい状況です。 

 

委員：病児保育室だった場所が突然病児保育室でなくなるというのは、立ち上げのときに

都や市から許可をもらえば何年かして病児保育室以外にしてもいいのか？ 

 

事務局：病児保育室の保育所としての位置づけは、認可外保育所となっています。場所の

変更やスペースの変更は届け出があればできます。 

 

委員：届け出は東京都か？ 

 

事務局：はい。補足で預かり数のここ数年の推移ですが、27 年度は移転のこともありまし

て前年の 26 年度よりは利用数が若干減った時期がありました。その後 28 年度においては

預かり数が回復しています。 

 

委員：昨年度より減っていないということか？ 

 

事務局：はい。 

 

委員長：その他に質問はありますか？ 

 



委員：7 ページの延長保育事業(時間外保育)のところで、園ごとに預かってもらえる時間が

バラバラなのは何か理由があるのか？ 

 

事務局：時間の設定ですが、新制度上の標準時間が 11 時間となっていて、それ以外の部分

については各園が決めることができます。実際のところは人員配置の問題や利用者のニー

ズもあるため各園で設定しています。 

 

委員：8 ページの放課後児童クラブのところで、「共働きの家庭で留守家庭の」と書いてあ

りますが、祖父母が家にいても預かってもらえるか？ 

 

事務局：様々な家庭の状況がありますが、申請の時点で同居した方が居る場合は、勤労し

ているなら勤務証明書、病気をしている方には診断書を見せてもらっています。必要が無

いと判断されれば話し合いをさせてもらっています。 

 

委員：学童クラブの話で、空き定員があればそこに高学年を入れる、その考え方は市とし

ては変わらないということか。1・2 年生の人数とは違うと思うが、高学年にも必要として

いる方がいると思うが。空き定員がなければ最初から対象にならないのか。市の考えを教

えていただきたい。もう 1 点、児童館に関して野塩と下宿にあるが、松山・竹丘などの多

くの児童が通っている地域に児童館がない。前からその地域に児童館をつくらないのかと

いう話をしているがどうなっているのか？ 

 

委員長：学童クラブの定員の増員計画と児童センターの整備計画についてお答えください。 

 

事務局：現在南口地域には児童館がない状態ですが、南口の児童館を複合施設として検討

するために本年度検討委員会を立ち上げました。現在竹丘地域市民センターで月 2 回第 2

第 4 日曜日に出前事業を開催しています。４～10 名程度の利用があります。 

 

事務局：学童クラブの考え方についてですが、現状では学童クラブを拡大していく予定は

ございません。高学年の受入れをするにあたってどれだけ待機がでるかということもあり

ますが、拡大していく場合には場所が確保できるか、梅園は学校の中ではなくて学校から

離れた場所にあり、増築が可能だったため対応しました。実際には学校の中に入っている

学童もあるので、そこは教室に余裕があるのか、学童が増えている＝児童数が増えている

ということも考えられるので、やはり場所が問題です。 

 

委員長：次期子ども・子育て支援事業計画でどういう数値を位置付けていくか。今後の会

議でも計画の策定に関与していくことでしょう。 



 

委員：元々計画量の中に高学年の提供量が盛り込んである。計画の 39 ページを見ると低学

年と高学年を合わせると目標は 800 くらいになる。 

 

事務局：この計画を立てたときの定員数になります。定員数からニーズ量を差し引いて高

学年と低学年に充てていますので、定員数を増やすというのは計画にはございません。計

画を立てる当時にまずは空き定員のあるところから入れればいいのではと意見を反映して

作られたものです。 

 

委員：空き定員が出るだろうという見込みでニーズ量がこうなっているから、提供量との

差があるのでその差を目標量にしていった。目標量は低学年に空きが出なければ確保数が

無いということでいいのか。ずっとないままでいいことにならないか。実際、4 ページの 5

を見ると 2 号認定の人が 704 名いて、そのまま学童にも行くと考えるのが普通だ。さらに 7

ページの一時預かりの私学助成を利用した預かり保育事業(幼稚園)を見てもらうと、4 人に

1 人は預かり保育を利用していると把握できる。親の就労が増えてきている中でこの提供量

では足りなくなる。31 年度までの計画だが途中でショートするのは目に見えている。低学

年に提供するのに手いっぱいでその差で高学年を受け入れるとなると期間としてもギリギ

リになる。このままでいいのか？当時の目標と現実をすり合わせていく必要があるので

は？ 

 

委員長：委員会として、進捗状況が C、評価が 3 になっている所に関しては、目標数値、

サービス量の拡大を示した方がよいでしょう。 

 

委員：問題は今後可能性があるのかというところ。できるならどこのエリアが可能なのか？

4 年生になるなら自分の学区以外の場所も選択肢としてあるのか。どこかで精査しないとよ

くないのではないか？ 

 

委員長：次期計画に委ねず、今計画で枠を分け合うのはなく定員数自体を拡大していくこ

とを検討していくべきでしょう。 

 

委員：この地域は難しいというならそれを表明した方がいいのはないか？ 

 

委員：預けたい人の人数をしっかり出してもらいたい。どれくらい空きがあるかではなく、

まずはニーズ量を出してどれだけ必要としている人がいるか分かってほしい。これだけ乖

離しているのだから中間見直しをすべきだ。意見を表明できるようにしてほしい。 

 



事務局：ご指摘があった通り、中間の見直しにつきましては国から手引きというものがご

ざいまして、本年度見直しを検討しています。今期の任期は終わってしまうため次期委員

の委員会の中で検討していこうと考えています。 

 

委員長：この場で出た意見として、空き定員を高学年の利用に充てる、3 年時に来年度の意

向調査をしたうえで、必要量を把握して定員増の検討を次期の中間見直しで行っていく。

全体を通してご意見のある方？ 

 

委員：放課後児童クラブの件もだが、数値上の議論しかできない。しかし例えば、放課後

児童クラブなら、どういう形でなら高学年を受け入れるかを示したうえで、利用者の保護

者方が選択することが必要。条件によっては選択しないという選択肢もある。数値の部分

でしか見ない怖さ、質や中身を見ることが必要だと思う。例えば、改築が難しく現状はこ

ういう状態でそれでも受入れが必要なのか保護者が選択していくことが必要かと思う。 

 

委員：利用者支援の部分で、先ほど保育園の需要と保護者の希望をマッチングさせる機能

があるといいという意見があったが、私も去年保活をしてみて、母親によって情報量に差

が出ると感じた。どのようなタイプの母親でも情報に差が出ないように市がそういう機能

を果たすものを作ってほしい。上の子が入る時は選ばなければどこかには入れたが、下の

子のときは 0 歳から入れなければ入れないような状況になっていた。働くお母さんが増え

る中で、学童にもそのままスライドすることが想像できるため包括して対応できたらいい

と思う。去年育休ママの情報交換会をやって盛況だったのでそういう場があるといいと思

った。 

 

委員長：情報を子育て中の保護者の方に伝えていくシステム整備はもう一段細かく対応す

る必要がある。その他に質問はありますか？ 

 

委員：高学年の子供の気持ちはどうか？居心地のいい場所を子どもの立場で考えることを

忘れてはいけない。 

 

委員：児童館の整備とかはどうか。 

 

委員：児童館に学童のような機能があればいい。 

 

委員：ニーズがどこにあるかが大事。どういった方が優先か優先順位も大切。病児保育の

定員 6 人にもかなり予算がかかっている。どのくらいニーズがあって限られた予算の中で

何を優先してやるか考えていかなければならない。 



 

委員長：大事なご指摘をいただいたと思います。高学年になると活動量も増えるので、プ

レパークや子ども食堂などの民間主体のものと行政が共同関係を築けるか、予算には限り

があるので我々も知恵を出していきましょう、次期にも引き継いでいきたいと思います。 

 

委員：今年から学童に 1 番上の娘が入ったが、保育園と学童との環境のギャップに驚いて

いる。父母会が無くなっている所が増えていて、学童の運営を支えていたものが無くなっ

ている。これから貧相になっていくのではないか懸念している。父母会の部分をどう補充

するのか。子どもたちにとって行きたい場所であるのか？ 

 

事務局：保護者会というのは指導員や行政とも密接な関わりはありません。保護者の方々

で集まって決めているもので介入はできません。 

 

委員：その資金で学童の設備が潤っていた部分はあるのでは？ 

 

事務局：基本的には市の予算で運営費をいただいているのでそれで対応しています。ただ

し、父母会からお楽しみ会で子どもたちにプレゼントをしたいということであれば、全て

の子どもに還元できるものであれば了解を得て対応しています。遊具などはこちらで対応

していますし、施設改修も財政と相談して必要であればすぐに対応しています。 

 

委員：放課後児童クラブの運営指針の中で保護者会と連携するというところは、保育園と

違うところの一つである。支援員としては保護者会を支援していかなければならない。そ

して運営指針をよく読み、指針と照らし合わせて支援していくことが大切だと考える。 

 

事務局：運営指針につきましては今回解説書も出ており、指導員にも配布しましたので声

をかけていきます。放課後児童支援員研修も今年度末に全員終了する予定で、その中でも

運営指針は取り上げています。 

 

委員長：保護者会の問題は一枚岩ではなく難しいところもあるが、学童保育の歴史の中で

は保護者の組織化の中から立ち上がってきた事業という経緯があるので、指導員の認識も

だが、保護者の中で支えあっていかないと支援はうまくいかないということを共有する。

この議題は意見付きで承認ということで。 

 

②地域型保育の利用定員について 

事務局より、資料２「市内の保育状況」の説明があり、委員からの意見があった。 

詳細は以下のとおり。 



 

事務局：この 8 月に小規模保育所を新設する予定がございます。利用定員を審議する内容

となります。資料 2 をご覧ください。市内の保育状況ということですが、年齢別人口の推

移ですが、各年度の 4 月 1 日現在の人数を記載しております。横軸に各年度、縦軸に各年

齢層と人口、前年比をあげております。各年齢ごとの動きについてはまばらな動きをして

おりまして、例えば 26 年度から 29 年度の差を見ていただきますと、0 歳児では 560 から

544 減少、1 歳児では 510 から 580 へ増加、2 歳児では 599 から 535 へ減少といったよう

になっております。ただ合計の所を見ていただくと、全体としては横ばい、微増と人口の

推移が見て取れると思われます。 

 次に保育確保量の推移をご覧ください。表全体を見ていただき、▲があるところが前年

から減少している所ですが、27 年度については公立保育園が 2 園廃園した影響があり、3

歳児以上のクラスで前年比がマイナスとなっております。それ以外の 0 歳から 2 歳までで

すが、年々拡大を続けているところです。 

 次に待機児童の状況ですが、3 歳から 5 歳につきましては各年度とも待機はほぼ解消され

ていることが分かると思います。0 歳児について 28 年度に待機児童 13 人となっています

が、29 年度に継続することはありませんでした。現在の状況としては、1，2 歳児が慢性的

な待機ということができると思います。 

 新設保育園の利用定員案ですが、小規模保育所ということで待機児童の多い 1，2 歳児を

対象とした施設を設置することで待機児童を解消するというものです。以上で説明を終わ

ります。 

委員長：新設予定の園があるということで、現状の需要と供給の説明をいただいたが質問

ある方いらっしゃいますか？ 

 

委員：どこにできるのか？ 

 

事務局：きよせ保育園の隣で、ほぼ横並びにできます。 

 

委員：きよせ保育園の系列か？ 

 

事務局：運営主体は保育園の方ではなく幼稚園の運営になります。 

 

委員：他にも計画中の所はあるのか？ 

 

事務局：まだ具体的なことは詰められていない状況です。 

 

委員：承認されればいつ新設されるか？ 



 

事務局：今年 8 月 1 日から開設の予定です。 

 

委員：募集はかけているのか？ 

 

事務局：7 月 10 日まで受け付けています。そのあとは受付後に利用調整をするのでそれ以

前にこの会議で図りたい。 

 

委員長：認可が下りてるから募集はできる。ただ締め切り前に利用定員を決めないと入園

を決められない。目標事業評価書の中にもあったが、今年度中に 2 ヵ所地域型保育を実施

予定だからもう 1 回会議を開く必要がある。新設の利用定員を承認します。 

以上 


