
平成 29年度 第 2回清瀬市子ども・子育て会議 

   

 

日時 平成 29年 8月 25日（金）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 10名（欠席 2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．委員紹介 

  各委員より紹介があった。 

 

３.委員長選出 

  委員長が選出された。 

 

４.議題 

①子ども・子育て会議の役割について 

事務局より、子ども・子育て会議の役割についての説明があった。 

詳細は、下記のとおり。 

事務局：それでは、今回、委員に改選がありましたことから、子ども・子育て会議の



役割についてということで、簡単にですが説明をさせていただきたいと思います。清

瀬市子ども・子育て支援事業計画の 45ページをご覧ください。 

先ほども、ご覧いただきました「清瀬市子ども・子育て会議設置条例」でございま

すが、第 2条をご覧ください。 

第 2条では所掌事務ということで、子ども・子育て会議が担当する内容を記載して

おります。第 2条第 1項では、「子ども・子育て支援法第 77条第 1項各号に掲げる処

理または調査及び審議に関すること。」第 2項では、「前号に掲げるもののほか、子ど

も・子育て支援事業に関する市長の諮問に調査等すること」とされております。 

この条例の規程により、子ども・子育て会議の役割が示されているわけでございま

すが、規程されておりますことを簡単に説明させていただきますと、子ども・子育て

会議の役割は、大きく 3つございます。 

まず 1つめは、子ども・子育て支援に関する施策を総合的かつ計画的に行うための

計画である、ご覧いただいております「子ども・子育て支援事業計画」の策定及び見

直しに関する役割を担っております。4ページをお開きください。 

4ページの項番 4、計画期間の項目となりますが、この計画は平成 27年度から平成

31年度末までの 5年間の計画となっておりまして、計画開始から 3年目を迎えている

ところでございまして、ちょうど中間の年となっております。国が示している指針の

なかでは、計画期間の中間年を目安として、必要な場合には計画の見直しを行うこと

とされていることから、清瀬市においても計画の見直しを予定しているところでござ

いまして、本会議は計画の見直しに関する役割を担っていることから、今後、見直し

の案をご提示するなかで、ご意見等をいただけたらと考えているところです。 

続きまして、子ども・子育て会議の役割の 2つめでございますが、計画の 41ページ

をご覧ください。41ページは計画の推進体制ということで、項番 2、計画の進行管理

のところでございますが、計画の適正な進行管理を進めるため、子ども・子育て会議

において計画の点検・評価を行うこととしております。点検・評価につきましては、

毎年 7月に実施をしているところでございます。 

最後に、役割の 3つめでございますが、計画の 3ページをご覧ください。 



 3ページの中段にございます図をご覧ください。図では、「子どものための教育・保

育給付」と「地域子ども・子育て支援事業」の 2つに区分されておりますが、国は平

成 27年度から子ども・子育て支援新制度を開始するなかで、事業を大きく 2つに分け

ておりまして、区分は表に記載されているとおりとなります。上段にございます「子

どものための教育・保育給付」の区分にあります「施設型給付の対象」と「地域型保

育給付の対象」となる施設を新規で開設するなど、利用定員を設定する際には、子ど

も・子育て会議にて、ご意見をいただくことになっております。 

簡単ではございますが、子ども・子育て会議の役割についての説明は以上となりま

す。 

 

委員長：はい、非常に多岐に渡っていて全体を把握するのは難しいと思いますが、只

今ご説明いただいた中でもしご質問等ございましたら、あげていただきたいと思いま

すがいかがでしょうか。 

当面ないようでしたらまた進行の中で疑問点を出していただければと思います。(1)

に関しては決議等もなく説明なわけですが、(２)の地域型保育の利用定員に関しては

本会議の承認をもって決定事項になりますので、それを前提でご説明を聞いていただ

きたいと思います。それでは議案の説明を事務局からお願いします。 

 

①地域型保育の利用定員について 

事務局より、資料 2-1「市内の保育状況」、資料 2-2「10月新設小規模保育所の

概要」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、議題２の地域型保育の利用定員についての説明をいたします。 

まず、資料 2-2「10 月新設小規模保育所の概要」をご覧ください。 

市では、小規模保育所の設置をこの 10 月に予定しております。 

今回提案する利用定員は、1 歳児が 6 名、2 歳児が 6 名、合計 12 名としています。 



開設時間は、7 時 30 分から 19 時 30 分で、設置場所は竹丘三丁目の病院通り沿いに

あります国の合同宿舎「清瀬第二住宅」の集会所であったスペースを活用して開設す

るものです。 

次に、資料 2-1「市内の保育状況」をご覧ください。 

新規施設の利用定員を定めるうえでの保育の現状についてご説明いたします。 

まず、年齢別人口の推移の表ですが、縦軸が直近５年間の各年度、横軸が年齢ごとの

人口と前年比になっています。０歳の行を見ていただくと、平成 26 年と平成 28 年の

前年比が大きく増加しており、翌年度には上の年齢に影響していく流れがわかります。

また、各年齢の平成 25 年と平成 29 年との差をとっていただくと、０歳と１歳では増

加、２歳以上では減少していて、この波が今後 2 歳児以上の人口に響いて来ると予測

できます。 

次に、保育確保量の推移の表ですが、こちらも同じ作りの表となっていて、市内の

認可保育所、認定こども園、地域型保育施設全ての利用定員の合計数を表しています

が、この 8 月に小規模保育所を 1 園設置していますので、8 月 1 日現在の表を付け足

しています。 

全体を見ていただくと、平成 27 年度と平成 29 年度の 3・4・5 歳児クラスで一時的に

定員数が減少している以外は、各年齢とも年々拡大をしているのが分かります。 

次に、待機児童の状況の表です。こちらも平成 29 年度の 8 月 1 日現在の状況を付

け足しています。 

ここで、この表と人口の推移の表を見比べていただくと、0 から 2 歳児までは人口が

増加したタイミングと待機児童が増加したタイミングが一致しているのが分かります。

一方で、3 歳児以上のクラスでは人口が大きく増加した年においても待機児童数には

さほど影響が出ておらず、2 歳児以下のクラスに比べ定員数が確保されているのが分

かります。 

また、各年度において、1 歳児もしくは 2 歳児の待機児童数が突出しており、この年

齢層への保育拡大の必要性が見てとれ、1・2 歳児を対象とした施設の設置が必要であ

ると考えます。 



なお、今回提案いたします 12 名の利用定員は、利用する施設の規模等により算出し

た最大限の人数であります。 

以上、説明を終わります。 

 

委員長：ただ今事務局より地域型保育の利用定員について説明がありました。この件

に関しましてご質問がある場合はお願いいたします。 

 

委員：26 年度、27 年度と並んでいる数字は、4 月 1 日現在か。 

 

事務局：8 月 1 日と書いてあるところ以外は各年度 4 月 1 日現在になります。 

 

委員長：その他の点でありましたらお願いします。対象が 1 歳児、2 歳児ということ

なので、8 月 1 日現在で 1 歳児の待機は 30 名、2 歳児は 5 名ということで、この人数

がそのまま入るとは限らないですけれども、受け皿になる。2 歳児の場合は、需要を

上回るわけですが、来年度 1 歳児が 2 歳児になるわけですから。0 歳児の 14 名の待

機が今年度に比べると半分弱ですからそれが 1 歳児になったときにこの 6 名が当たっ

てくる。そういう考えになるかと思います。その点に関してご質問ございますでしょ

うか。運営主体はどこですか？ 

 

事務局：ＮＰＯ法人ウイズアイの運営です。 

 

委員長：特にご質問・ご意見等ないようでございましたらご承認の段に入りたいと思

いますがいかがでしょうか。 

特に異議が無いようでしたら承認ということになりますがよろしいでしょうか。 

それではご承認いただいたということで、第二号議案に関しましては認められたとい

うことにさせていただきたいと思います。 

続きまして、その他事項につきまして事務局から何かございますでしょうか。 



 

事務局：次回の子ども・子育て会議の日程につきましては、先ほどの子ども・子育て

会議の役割といたしまして３つ役割をお話しさせていただいたところですが、5 年間

の計画の中の中間年ということで、計画の見直しをご提示する中でご意見をいただけ

たらと考えているところでございますので、日程が決まり次第、通知を送らせていた

だきますので、よろしくお願いします。以上です。 

 

委員：10 月に内容の見直しということですが、事前に資料の送付はありますか。 

 

事務局：資料の送付につきましては事前の送付に努めます。 

前回の策定経過も計画にのっていまして 47 ページですが、これは新規で策定した時

の経過です。次回 32 年度から第 2 期目になりますが、基本的に現在考えている所は

平成 30 年度にアンケートを実施してそのアンケート結果に基づいてまた計画の策定

をしていくといったような流れになるかと思います。先ほど委員長が計画の策定は来

来期といっていましたが、来期はアンケートまでといったようなところですね。 

 

委員：例えば国とか東京都も見直しが始まっていて今までに入っていない項目、子ど

もの貧困の項目が入ったんですけれども、それに連動して各自治体も整合性をもたせ

るというのもあるんですか。 

 

事務局：今のところ、国から見直しの指針が示されているんですけれども、現計画の

数値に乖離しているところがあれば見直すということになっている。各自治体その指

針に基づいてやっているところです。 

 

委員：内容的な見直しはないといういことですか。 

 

事務局：そこについては会議の中で検討していくことになると思うんですけれども、



現状では指針に基づいたところの見直しを考えています。 

 

委員：例えば東京都に貧困の問題が入って、東京都が各自治体に支援する制度を作っ

てくると思うんですけれど、それに対して自治体は反応しないのか。 

 

事務局：どういったところを含めるか検討していく。 

 

委員長：次世代育成支援行動計画の方である程度貧困に関して踏まえて入れられてい

る分がある、次に子ども・子育て支援事業計画を立てる時には、次世代との統合計画

なので、項目が分裂しているので統合していかないとやり辛いです。次世代の方は児

童センターがチェック機関も割れていて棲み分けができていない。項目等の見直しを

やるのは、アンケート調査を終えて次期の会議でやろうと思っている。 

 

委員：国の指針に基づいてやらなければいけないところは出てくるとは思いますが、

清瀬市としてというところが大事。清瀬市の実情を踏まえたうえでやっていくことが

基本方針だと思う。委員の皆さんは意見を出して行きながら清瀬市の子育てを考えて

いければいいと思います。 

 

委員長：東京都を平均化するのは難しい。場所によって状況が全く違う。世田谷なん

かは待機児童がすごい数がいるが清瀬は微細な調整をすることになる。委員の方に自

らの立場からご意見いただければと思います。 

今回の会議は以上で閉会とさせていただきます。 

以上 


