
平成 29年度 第３回清瀬市子ども・子育て会議 

   

 

日時 平成 29年 10月 12日（木）午後 2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．議題 

①清瀬市子ども・子育て支援事業計画見直し(案)について 

事務局より、資料１「計画の進捗状況」、資料 2「清瀬市子ども・子育て支援事業計

画見直し(案)」の説明があり委員からの意見もあった。 

詳細は、下記のとおり。 

 

事務局：清瀬市子ども子育て支援事業計画見直し案について、説明させていただきま

す。 

子ども・子育て支援事業計画につきましては平成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、今年度、平成２９年度が中間の年となっており

ます。国の子ども子育て支援事業計画における基本指針におきまして、中間年を目安

として、見直しを行うこととなっておりまして、今年の６月にですね、見直しのため



の作業の手引きとして考え方が示されたところであります。この手引きでは、見直し

を行う項目の基準といたしまして平成２８年度の実績などを使用いたしまして既存計

画の見込みと１０パーセント以上乖離がある場合、その項目について原則として見直

しが必要であるとされております。この国の考え方に基づきまして今回清瀬市子ど

も・子育て支援事業計画の案ということでお示しさせていただいております。それで

は子ども・子育て支援事業計画の２４ページをごらんください。 

２４ページには、既存の見込みの量の算出方法を掲載しておりまして、（１）の算出

方法の記載のとおり、将来児童数の推計や、市民意向調査からの利用意向率などそう

いった数値から、量の見込みいわゆるニーズ量を算出しました。続いて計画の２０ペ

ージです。２０ページには清瀬市の将来児童数の推計ということで０歳から１１歳の

人口を記載しておりまして、合計欄を見ていただきますと、２７年度の 7,133 人を基

準といたしまして、計画では年々減少し、３１年度には 6,544 人と推計をしておりま

した。それでは資料１をご覧ください。資料１につきましては計画の見直しの基礎資

料となります。資料１では計画の進捗状況ということで初めに項番１の児童人口でご

ざいます。先ほど計画に記載されておりました数値が計画欄のところに添付しており

まして、27 年度から 29 年度の実績値につましては、4 月 1 日の数値を記載しており

ます。27 年度から 29 年度までの計画と実績の差につきましては乖離欄を設けさせて

いただきまして、計画と１０パーセント以上乖離がでているところにつきましては、

欄を色付けしています。１０パーセント以上乖離がでているところにつきましては、

平成 27 年度の 1 歳が 110.2 パーセントとなっていることから年齢を１歳ずつ加算し

た 28 年度の２歳、29 年度の３歳について１０パーセント以上乖離がでていること、

28 年度の０歳が、１１８．９パーセントということで年齢を１歳加算した 29 年度の

１歳に乖離がみられておりまして、29 年度の０歳につきましても１０パーセント以上

乖離がでている状況となっております。平成 30 年度と 31 年度の児童人口の推計です

が、29 年度の実績値をもとに、既存計画の推計人口の増減率をかけて算出し人口を推

計しております。次に、下段の左側の表となりますが、こちら平成 28 年 4 月の支給

認定割合ということで計画の２５ページをご覧ください。計画の２５ページの下段、



保育の量の見込みということで、0 歳から 5 歳を 1 号認定から３号認定まで記載のと

おり５つに区分をしております。資料１の方にお戻りいただきまして、支給認定割合

ということで、冒頭に申し上げた国の見直しのための作業の手引きに基づきまして、

平成 28 年 4 月の実績を記載しております。またですね、資料１の右の表ですね。支

援事業利用割合につきましても、同様に平成 28 年の実績を記載しております。資料

１の次のページをご覧ください。このぺージでは上段の表、項番２の教育保育の提供

につきましては、平成 27 年度から 28 年度までの実績値を記載しておりまして、下段

の表、項番３地域子ども子育て支援事業につきましては、既存計画の量の見込みより

も実績に 10％以上乖離がでている項目については、見直しを行う項目として乖離欄を

色付けしております。 

それでは、上段の表、項番 2の教育・保育の提供ということで、29年度まで実績を

記載しておりまして、29年度を見ていただきますと、2号認定の保育希望と 1・2歳の

3号認定が乖離率 10％未満ということで、欄に色がついておりませんが、待機児童欄

を見ていただきますと、2 号認定の保育希望については、4 名。3 号認定については、

27名の待機児童があるということで、乖離率が 10％未満ではありますが、今回見直し

の対象とさせていただいております。この 2項目を見直し対象としていることから、

上段の表については、全項目見直しの対象としております。 

続きまして、下段の表、項番 3の地域子ども・子育て支援事業につきましては、既

存計画の 15 項目の一覧となっており、28 年度までの実績を記載し、乖離率は記載の

とおりとなっておりまして、15項目中、乖離率欄に色付けをしております 9項目を見

直しの対象としております。 

この 2つの表につきまして、今後の推計を記載しているところです。この推計方法と

しましては、このページに記載している直近の実績に対しまして、先ほどご説明し

ました資料 1の 1枚目の人口の実績で割り返しました数字を用いておりまして、資

料1の1枚目にございます下段の表、支給認定割合と支援事業利用割合をそれぞれ、

平成 30年度と 31年度の人口推計に乗じた数字が資料 1の 2枚目にございます見直

しの対象となっている項目の 30年度と 31年度に記載させていただいております。 



 資料 1の説明につきましては、以上となります。資料 2の説明につきましては、質

疑後に説明させていただきたいと思います。 

 

委員長：ただ今説明していただいた部分に関して質問がありましたらお願いいたしま

す。 

 

委員：どのように算出しているのか分かりやすく教えていただきたい。 

 

事務局：はい。まず今回基礎資料として人口の違いが見られたというところで、推計

の人口の見直しをしています。平成 30年度と 31年度の人口の見込み方ですが、まず

は平成 29 年度、こちらは人口の実績が出ておりますので、29 年度の実績値に対し既

存計画の増減率をかけまして平成 30年度は推計しています。既存計画の 30年度と 31

年度の増減率を用いて平成 31年度については推計しております。 

 

委員長：注目していただきたいのは平成 28年度で、少子化だと思っていたら子どもの

数が増えていることが明らかになりまして、このギャップの背景が何なのか確たるも

のはないのですよね？ 

 

事務局：戸建ての住宅が各地で開発されていることが影響しているのはないかと考え

ます。 

 

委員長：竹丘・野塩は一戸建てラッシュですよね。 

 

委員：元々この計画を立てるときに国が地域ごとに出した人口推計に基づいてガイド

ラインを出していてそれをベースに考えるということだった。普段子育て家庭を見て

いて推計ほど子供の数が落ち込むことはないと思っていたが、国が発表している人口

推計の中では多摩地区、特に西の方向かってものすごく落ち込みになっている。東京



全体でいえば流入人口が思ったよりあり、都心に行くほど出生児数も上がってきてい

る。実績を見ていただくと分かると思うが、減りが思ったよりも穏やかである。そう

思いながらも国のガイドラインに従って最初の 5年間の計画を立ててきた。しかし、

ここにきて計画と実績の乖離率が大きくなってきていて、10パーセント以上がこれだ

けあるということで見直しをしていかなければならない。数値を修正したとして、こ

の後もどこまで減少するか分からず、まだこれから宅地開発もあることやこれから子

育て世帯に予算を振り分けることになれば、出生児数、出生率も上がるかも知れない

ので、根拠のない数字にならないようルールに基づいた最終推計をして今その見直し

をするところだと思う。 

 

委員長：アパートや新築を建てるための土地を購入・借りる側としてはどこの沿線と

いうのはあまり意識しないと思います。そのため埼玉直前のところは相対的にアパー

ト代や土地が安いので、西東京市に比べると清瀬の方が安いから転入して来ているの

かと感じます。都心部でタワーマンションが出てきている一方で、清瀬ではアパート

や一戸建ての開発が進んでいますので、これだけ数字が乖離していくと今後のサービ

スの充実も相当変わってくるので、見直しをかけるかかけないかのボーダーラインで

すね。 

 

委員：0歳の数字はどのように出しているのか？ 

 

委員長：28年度 4月 1日は既に過ぎていますので 29年度の 544人が実数で、30年度

は既存計画の増減率を乗じています。少子化で推計しているが、本当に減るかは分か

らないです。過去 3年間を見てみるとそんなに減っていない事実が明らかになったの

で、もしかしたら 30年度も 544人から増えるかもしれません。もう一方で、団地の状

況にもよるが、団地が空きがでるとひとり親家庭が他の地域から相対的に安い減免額

で団地に引っ越してこられる場合もあると思います。これだけ団地のキャパがあると、

例えばご高齢の方がお亡くなりになって部屋が空くとそこに子育て世帯が入ってくる



かもしれないですし、そのあたりを来年度に実態をどう掴んでいくかということにな

りますね。 

 

委員：1歳児は表を斜めに見ていただくと分かります。27年度に 1歳児は多いため 28

年度の 2歳児は多くなる。しかし 0歳はその年によって生まれた子どもの数であった

りとか、出産を控えた方が清瀬に移ってきたといういろいろな要因が重なる為増える

か減るかは分からない。このように 1歳児より上はある程度読めますが、それを人口

推計の元々の数字に合わせて事務的に作ってしまっていいのかという話はこの計画を

作る当初にもありました。このままでは保育所が足りなくなるという話はあったが、

ただそれを全国でやってしまうと整合性が合わない数字になる可能性があるので、東

京で集約する上で、あるいは全国で最終的に集約して予算化する上で一つのルールで

全国的にやろうということで、その後は途中で見直すという話だった。 

 

委員長：最近、駅におけるフリーペーペーの住宅情報誌にも必ず自治体間子育て支援

比較が出ている。今まで介護移住が言われてきたが、お年寄りは生まれ育ったところ

から移動しないのではないかと思う。子育て世帯は、子どもが生まれるのを機会に家

を探すこともあると思う。だから子育て支援が充実していると評判が立つと、転入し

てくる可能性は高まってくる。充実しているという評判が実態なのか大げさに言って

いるだけなのか分からないですが、充実しているとアピールすることで人口が増える

自治体もあれば、実態がなければ減る自治体も出てくるでしょうね。 

その他にご質問はありますか。 

また後程、今の部分の質問はしていただいて、1 ページから 5 ページ後半の部分の説

明をお願いいたします。 

 

事務局：それでは、続きまして資料 2の説明をさせていただきます。資料 2は既存計

画との対比で表記をしておりまして、対象項目につきましては、資料 1で説明しまし

た項目となります。ここからは、既存計画とあわせてご覧いただきたいと思います。



計画の 20ページをご覧ください。 

 それでは、資料 2の 1ページにつきましては、「清瀬市の将来児童数の推計」となり

ます。上段の表は既存計画 20ページの表となりまして、下段の表が改定後の数字とな

ります。改定の内容については、最下段に記載しておりまして、27 年度から 29 年度

までは 4月 1日の人口、30年度、31年度については、前年の人口に既存計画の推計人

口における前年からの増減率を乗じた人数を計上しております。 

 次に、計画の 25ページ、資料 2の 2ページをご覧ください。 

2 ページからは、教育・保育の量の見込みと確保方策ということで、（1）教育・保育

の量の見込みとなります。次ページ以降の数字を転記した表となりますので、説明は

割愛させていただきます。 

 それでは、3 ページ（2）確保方策をご覧ください。計画は 26 ページをご覧くださ

い。 

①につきましては、1号認定の確保方策ということで、3歳から 5歳の幼稚園の量の見

込み、いわゆるニーズ量及び確保・提供数となります。 

改定後の表を見ていただきまして、カタカナのイの幼稚園希望の欄につきましては、

改定の内容に記載のとおり、「実績は、各年度の在籍児童数を計上。推計は、資料 1

で説明させていただきましたが、各年度の対象人口に「認定割合」を乗じた人数を計

上」しております。確保・提供数については、実績、推計ともに、幼稚園の定員数を

計上しています。過不足（ロ－イ）の欄につきましては、マイナスとなった場合には

不足している状況となりますが、各年度においてニーズ量に対して確保量が充足して

いる状況となっております。 

次に、その下②、2 号認定の確保方策ということで、計画は 26 ページになります。

この項目は、幼児期の学校教育の利用の希望が強い 3歳から 5歳を対象としておりま

して、幼稚園で実施している幼稚園型一時預かり事業の利用者数を計上しています。

改定の内容に記載のとおり、実績は各年度の幼稚園型一時預かり事業利用者数を計上。

推計は各年度の対象人口に「認定割合」を乗じた人数を計上しています。なお、改定

後の表のイの欄を見ていただきますと、27年度 41名に対し、28・29年度と大幅に増



加しておりますが、これは、28年度は、ひかり幼稚園の認定子ども園以降による増加、

29年度は、市内幼稚園 4園が幼稚園型一時預かり事業に移行したことによる増加とな

っております。 

 次に、4ページをご覧ください。計画は 27ページとなります。③の 3歳から 5歳の

2 号認定、保育園、認定こども園希望の項目となります。ここでは先に改定前の表で

ございますが、改定前である既存計画の 27年度では、過不足欄がマイナス 45、28年

度ではマイナス 23ということで、計画では確保量よりもニーズ量が上回る推計をして

おりましたが、改定後の表の過不足欄の実績を見ていただくと、充足した状況となっ

ております。これは、当初計画よりもニーズ量が少なかったことや、保育園の新設に

より定員を拡大したことが要因となっております。 

次に、④の 0 歳、3 号認定、保育園、認定こども園希望の項目となります。この項目

は③の項目と同様に改定前である既存計画の 27 年度では、過不足欄がマイナス 18、

28年度ではマイナス 7ということで、計画では確保量よりもニーズ量が上回る推計を

しておりましたが、改定後の表の過不足欄の実績を見ていただくと、充足した状況と

なっております。これは、当初計画よりもニーズ量が少なかったことが要因となって

おります。 

次に、⑤の 1 歳から 2 歳、3 号認定、保育園、認定こども園希望の項目となります。

この項目では改定前の表で 27年度にマイナス 16と推計しておりましたが、改定後の

27年度実績ではプラス 5と確保できた状況にありましたが、28年度の実績でマイナス

16名、29年度はマイナス 7名ということで、待機児童が発生している状況となってお

ります。このことにつきましては、ニーズ量の増加が一番大きな要因となっておりま

す。30 年度と 31 年度の推計では、ニーズ量が年々増加する見込みをたてております

が、認可保育園の定員増加や小規模保育所の新設により地域型保育事業の定員を大幅

に増加することで、過不足欄を見ていただくと、プラス 32、プラス 10 ということで

確保の見込みをしております。教育・保育量の見込みの説明は以上となります。 

 

委員長：今の説明は、各教育・保育サービスの推計に対して実績数値がどうだったか



というご説明を頂きましたがご質問があればお願いします。 

 

委員：地域型保育施設というのはどういうものでしょうか？ 

 

委員長：地域型保育施設は、新制度では定員が 19人以下の保育事業について、市町村

による認可事業(地域型保育事業)として、地域型保育給付の対象となる保育園です。

今年度 2つほど開設されました。 

 

委員：はい、今度行ってみたいと思います。 

 

委員長：この後の議題でもう 1園開園するという話が出てきますが、今までは建物も

大きく、園庭も広くというところを、駅前やスペースが狭いところにこまめに作ろう

ということです。29年度 4月 1日現在で 7足りなかったので、今年度さらに開園して

30年度には受け皿ができている状態にしようという計画になっています。そこが手当

てできると、30年度のところで待機はなしという予測ではありますが、人口推計の問

題もありますのでどうなるかは分からず、来年度に向けて引っ越されてくる方がいる

のかも分からないということです。 

 

委員：就労される方も年々増えていますからね。 

 

委員長：今は人手不足なので、働きやすくなっている。働くとなると預けなければい

けない状況になっている。 

それでは 6ページ以降の説明をお願いいたします。 

 

事務局：それでは、資料 2の 6ページ、計画の 29ページをご覧ください。次に説明さ

せていただきますのは、地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策となり

ます。資料 2の 6ページでは、記載している事業について、量の見込みの一覧となっ



ておりまして、改定後の表において色付けしている事業については、既存計画のニー

ズ量よりも実績が 10％以上乖離している項目となっています。この色付けした項目に

ついて、次のページ以降で見直しを行っております。 

資料 2の 7ページ、計画の 30ページをご覧ください。資料 2の 7ページ、①地域子

育て支援拠点事業になりますが、この事業につきましては、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提供しておりま

して、地域市民センターなどを活用した「つどいの広場」や公立・私立保育園で実施

しております。改定後の表を見ていただきまして、量の見込みの実績は、各年度の延

べ利用者数を計上しておりまして、推計は、各年度の対象人口に利用割合を乗じた人

数を計上しています。確保・提供数につきましては、特に定員を設けていない事業で

あることから、実績、推計ともに、量の見込みと同数を計上しています。 

次に、その下、②の乳児家庭全戸訪問事業です。計画は 32ページになります。この

事業は、生後 4か月までの乳児のいるすべての家庭を保健師などが訪問し、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る事業とな

っております。改定の内容につきましては、量の見込みの実績は、各年度の延べ利用

者数を計上しておりまして、推計は、各年度の対象人口に利用割合を乗じた人数を計

上しています。確保・提供数につきましては、特に定員を設けていない事業であるこ

とから、実績、推計ともに、量の見込みと同数を計上しています。 

次に、資料 2の 8ページ、計画の 33ページをご覧ください。③の子育て短期支援事

業、ショートステイとなります。この事業は、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・保護を行う事業です。改定の内容につきましては、量の見込みの実績は、各年度

の延べ利用者数を計上しておりまして、推計は、各年度の対象人口に利用割合を乗じ

た人数を計上しています。確保・提供数につきましては、定員に実施日数を乗じた数

を計上しておりまして、十分な提供量が確保されている状況です。 

次に、その下、④ファミリーサポートセンター事業です。計画は 34ページとなりま

す。この事業は、児童の預かりなどの援助を受けることを希望する人である依頼会員



と援助を行うことを希望する人である提供会員の総合援助活動に関する連絡・調整を

行う事業です。改定の内容につきましては、量の見込みの実績は、各年度の延べ利用

者数を計上しておりまして、推計は、各年度の対象人口に利用割合を乗じた人数を計

上しています。確保・提供数につきましては、特に定員を設けていない事業であるこ

とから、実績、推計ともに、量の見込みと同数を計上しています。 

次に、資料 2は 9ページ、計画は 35ページになります。⑤一時預かりです。この事

業は、幼稚園において、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、一時的に預かる事業です。改定の内容につきましては、量の見込みの実績は、

各年度の延べ利用者数を計上しておりまして、推計は、各年度の対象人口に利用割合

を乗じた人数を計上しています。確保・提供数につきましては、実績は各年度の平均

利用児童数に開設日数を乗じた数で計上しておりまして、29年度からの推計につきま

しては、28 年度と比較して大きくニーズ量が減少しておりますが、これは 28 年度ま

では 6園の幼稚園が該当しておりましたが、29年度からは、うち 4園について私学助

成を利用した預かり保育推進事業から、子育て支援新制度による幼稚園型一時預かり

事業へ移行し、対象が 2園となったことから減少したものです。なお、幼稚園型一時

預かり事業へ移行した 4園につきましては、資料 2の 3ページの②の事業に数値の計

上を移行しております。なお、移行したことによって預かり時間などに影響はなく、

これまでどおりのサービスが提供されておりまして、制度上のみの変更があったと、

ご理解いただければと思います。 

次に、資料 2の 10ページ、計画は 38ページになります。⑥病児・病後児保育事業

等です。この事業は、児童が発熱などの急な病気にかかった場合、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とな

っておりまして、病児保育施設及び病後児保育施設の施設型。ファミリーサポート事

業による派遣型の 2種類の実施をしています。改定の内容につきましては、量の見込

みの実績は、各年度の延べ利用者数を計上しておりまして、推計は、各年度の対象人

口に利用割合を乗じた人数を計上しています。確保・提供数につきましては、定員数

に開所日数を乗じた人数を計上しておりまして、提供量は確保されている状況となっ



ています。 

最後に資料 2の 11ページ、計画は 38・39ページになります。⑦放課後児童クラブ

です。この事業は、いわゆる学童クラブでございまして、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

びや生活の場を確保し、その健全育成を図る事業となります。この項目は、低学年と

高学年の 2つに区分をしておりまして、まずは低学年となりますが、改定の内容です

が、量の見込みの実績は、各年度の登録児童数を計上しておりまして、推計は、各年

度の対象人口に利用割合を乗じた人数を計上しています。確保・提供数につきまして

は、定員で計上しておりまして、提供量は確保できている状況となっております。 

次に、（2）高学年ですが、改定の内容ですが、量の見込みになりますが、平成 30年 4

月から高学年受け入れの申込を開始することから、平成 30年度から数字の記載がござ

いまして、推計につきましては、過去に実施したアンケート結果等に基づき計上して

おります。確保・提供数につきましては、低学年の確保方策・提供量からニーズ量を

減じた数を計上しております。既存計画の 39ページの「今後の方向性」の 4行目に記

載しておりますが、高学年受け入れにつきましては、空き定員のある学童クラブでの

受け入れを考えていることから、既存計画でも 39ページの最下段の過不足分の欄にお

いてもマイナスの表記をしているところです。今回の計画の見直しにつきましても、

空き定員のある学童クラブでの受け入れから始めていくことから、ニーズ量が提供量

を上回っており、マイナスの表記となっております。なお、このマイナス、いわゆる

待機児童への対策ということになりますが、11月から始まる申し込み状況も見ていく

なかで、国も推進しております学校の余裕教室の活用を考えたなかで検討を進めてい

くことになるかと考えております。 

私からの説明は以上となります。 

 

委員長：それではただいまの 6ページから 11ページまでの説明についてご質問があれ

ばお願いします。 

 



委員：10ページの病児・病後児保育事業についてですが、病児保育室・病後児保育室・

ファミリーサポートと分けて数字を出すことは可能か？ 

 

事務局：当初計画でこのような表記の仕方でしたので、当初計画との比較で言います

と、今お示しさせていただいている形で見直しを図ることがよろしいかと思いますが、

今回平成 29年度ですが次期計画は平成 32年度からスタートします。来年度からどの

ような形で次期計画を策定するかというのはまだ国も示していないためまだ不透明な

ところはありますが、そういったところは次期計画で分かりやすく表記していこうと

考えています。 

 

委員：数値的な目標値を達成しているか、していないかも大切だとは思うが、国に合

わせるだけでなく、清瀬市として安心して子育てできる地域にするためには何をした

らよいかというのが必要ではないか。委員長もおっしゃったとおり、子育てがしやす

い地域であれば人口も増えるのではないか。数値ではなく全ての子どもたちのために

図ることや計画の基本的な考え方というのをこの会議で常に忘れてはいけないと思う

し、去年の会議でも来年度の見直しでは子どもの貧困の問題や内容的なところも検討

できるといいのではないかというお話がありましたけど、数字だけの見直しであれば

数値だけが満たされていればいいのか疑問に思います。 

 

委員長：このようなご意見は受け止めていかなければいけませんね。 

やはり清瀬の子どもたちの現状にどういうニーズがあるのか我々が掴んでこの委員会

の中で意見集約していくことがこの会議の役割だと思います。今回の中間見直しは、

都のガイドラインに合わせた微修正という感じですけれども、本格的な見直しは 32

年度計画です。そこに向けてですが、首相が消費税増税の 2パーセント分を子育て支

援の方に投入すると言っているが、実現するかは不透明です。しかしいかなる制度で

も清瀬の子どもたちのニーズが満たされる形で制度を活用していくということで、こ

の会議でも様々な観点から議論していけるかと思います。 



 

委員長：ありがとうございます。他にご質問ありますか。 

 

委員：意見が少し被りますが、保護者から病児保育が満員で使えないという要望が毎

年上がってきているので、3 つに分けて必要なニーズ量を把握していただき提供して

いただきたい。定員 6人のところで同じ部屋に隔離室があり、それもパーテーション

で分けているだけで、保育士さんが一人のところにさらに送迎デイサービスを始める

のはいいことなのかもしれないが、その間誰が子どもたちを見ているのかとか、どの

くらいのニーズがあるのか疑問である。実際の利用率も数字で上げてもらえたら分か

りやすいと思う。 

 

委員：冬場はインフルエンザが流行ったり、今年の 6月頃は手足口病が流行っていた。

ファミリーサポートは一対一で訪問してくれるので登録しておけば使えるが、母親の

気持ちとしては訪問して見てもらうより、病院などの施設で見てもらった方が気軽で

安心というのはあると思う。 

 

委員長：介護保険制度が始まった時も、他人に家に上がられるのは抵抗があるという

ことがあった。同じ思いがあるのかと思う。 

 

委員：ファミリーサポートは使っているが、病児保育室があるのならそちらを使いた

いという気持ちがある。病児保育室の部屋が変わった時点で、隔離室がちゃんとして

いなかったり、病院の中にあったものが別の場所に移ると使いづらかったりする。 

 

委員長：病児・病後児保育を利用者目線で見ると課題があるということでしょうね。 

 

委員：一番困るのは子どもが病気になった時で、清瀬市はファミサポや病児、病後児

があってこの狭い地域の中ではいい方だと思うが、使いづらいのに数値の上では満た



されているから大丈夫というのは、安心して子育てできる環境づくりとしてはどうな

のかと思う。 

 

委員長：量的な部分じゃなくて質的な部分を、数字上定員はあるけれど保育士の数は

十分かなど内容的な部分をきっちり見ていかないと本当に安心はできない。 

 

委員：数値だけで納得しているようだと、この会議の委員はこれで納得していると思

われかねない。 

 

委員：このことについては当初計画の時から話があって、例えばインフルエンザの時

期やこの間の手足口病のように急にその日にかかった子がいた場合、もしその子達を

全員受け入れようとするとなると、毎日いくらかかるか、そのコストを利用者がどう

準備するのか。例えば 2号 3号認定の方々に毎月積み立てをしてもらう地域もある。

民間の間で保険のようなサービスをするところもあった。毎日貯金をしていっていざ

というときに出し、それで担保する。そこのコストをどうするか。 

 

委員：そんなに全員が預けようとは思わないし、休める時は休んでいる。私が言いた

いのは、3 人の病児に保育士 1 人はあり得ないということと、隔離できると言いつつ

パーテーションなのはおかしいということ。 

 

委員：どこまでの用意をするべきなのか。例えば 3人の子供に 1人の保育士でそれで

は迎えにも行けないじゃないかという話と、一人がぐったりしてきたときにどんな体

制が取れるのかということと隔離をしていない状態で本当に病児のケアはできるのか

ということ。そこを担保するのと 3人でいっぱいになったから 4人目を断らざるを得

ないっていうところをでは何人までなら預かれるのかということ、保育士を普段何人

置いておくのか、保育士も人が来ないなら給料なしで帰すことだってできるわけじゃ

ない。これから 0歳児を受け入れるために 0歳児の枠を空けておいて、最初定員いっ



ぱいにならないところを経営している社会福祉法人は給料を払い続けなければいけな

い、収入はないのと同じで、やはり利用している方々にもご理解いただかないと提供

サイドだけ霞を食べて生きていくわけにはいかない。保育士がボランティアで仕事し

て下さいとは言えない。市の方も無尽蔵でお金を出してくださいというわけにもいか

ない。市は税金で成り立っているので誰かからお金を取っていかなければいけない、

国が補助金を出すと言っても国も税金を使っているわけである。その中で清瀬はどこ

までにしようかというのを考える。先ほどおっしゃったとおり、清瀬は病児・病後児

の中ではかなりいい方ではあると思う。東京都の子ども・子育て会議の中ではそこは

施設がやるのは大変だから企業が簡単に休めるように、早退できるようにするべきだ

って議論が出ている。清瀬には見えていてアクセスしやすいはずが実際には使いにく

いといつも皆さんご指摘されるところですよね。あるのにニーズ量とこれだけの乖離

があって、いつだって使えそうに思うのに実際困っているときに使えない。これはあ

るある詐欺じゃないかっていつもこの会議で言ってきている。そこをどう数値にする

か。 

 

委員：実態に合わせた数値にするのはどうか。 

 

委員：まずは(病児保育・病後児保育・ファミリーサポート？)3 つに分ける提示も必

要だ。 

 

委員：増やすっていうのは無理ではないか。 

 

委員長：現利用者数を出すのはどうか。次の計画を立てる時にひとつ大きな課題とし

て焦点化して各月の実利用数がどうなっているかや利用者インタビューをするなど質

的な調査もしていかないと実態が見えてこない。今回は数字の微調整くらいしかでき

ないので、次期計画に向けての大きな課題がここにある。会議で確認して次期計画に

繋げていきたいです。病児・病後児以外の点で質問ある方？ 



 

委員：放課後児童クラブのところで、低学年も高学年もそうなんですが、この確保方

策のところの数字は学童の定員(学童の定員は 1割弾力受け入れしていると思うが)で

計算した数字か？ 

 

事務局：1 割増の定員を「概ね定員」とよんでいますが、今回の計画は定員です。概

ね定員ではありません。 

 

委員長：ここが 1番大きく変わった点で、改定前はよく分からない数字になっていま

したが、ここで実態に合わせて空きがこれぐらい出るだろうから、ここまでは受入れ

ようという数字なので、見かけの受入れキャパは縮まっているように見えますね。今

回夏休みのまなべーの受入れについていろいろありましたが、教育委員会と縦割りで

横串刺されてよく見えないところです。どこまで学童保育でやるのか、どこまで全児

童対策のようにやるのか。子ども食堂に来ている子たちは、4 年生から 6 年生が多い

が、それは学童が 3年生までで行く場所が無いからこういうボランティアの場に来る

んです。松山のシルバー人材センターでやっているおひさまネットワークなんかは明

らかに 4年生以上が多い。予算だって無限にあるわけじゃないんだからそういったボ

ランティア組織への支援、社協のボランティアセンターの枠組みを活用していかなけ

れば。今組み合わせながら当面支えるけど、次期の計画でどこまで踏み込むかですね。 

 

委員：放課後子ども教室というのが以前から市内のどの学校にもありまして、1 年生

から 6年生まで全部受け入れ対象になっている。今まで学童は働いている親の 3年生

までを預かってきたが、今回 6年生までに受入れが広がるということだが、このどち

らにも所属しようとする人もいると思う。今後放課後子ども教室にある程度の時間ま

でいてそのあとに学童に行くとなったとき、今まで低学年がやってきたのと同じよう

に申し込みができるのか？または今まで放課後児童教室を利用していた子は、学童の

利用はしないのかというところを明確化して募集をかけた方がいいのではないか？そ



れとかなりニーズが高いように感じるが、実際 5年生や 6年生が学童クラブに行くか

どうか？保護者は働いている間に安心して預ける場所があれば安心と思う気持ちがあ

るのは分かるが、放課後子ども教室でも高学年は少なく、子どもたちにはここまでニ

ーズはないのではないかと感じた。 

 

委員長：6 年生の男の子なんかは、うちの学生ボランティアがしているようなプレイ

パークを作って安心安全で遊べる場を作るなど多様性に満ちた支え方をしていった方

がいいのではないかと感じる。校庭にしてもプレイパークのようにプレイリーダーを

置いたり、4 年生から 6 年生までは習い事をする子も多いが、習い事に継続的に通わ

せるのが難しい子がいたりするとそこが核心的な高学年の学童保育のニーズになるの

ではないかと思う。私の大学で子ども食堂を始めてみてこのようなところが見えてき

たので、どこの地域に具体的にどのような子が学童を必要としているのかというとこ

ろを見ていかないと、ただ保護者の希望を取るだけで終わってしまう。 

 

委員：私も実際、学童とまなべーどちらも経験してきましたが、高学年に関してはこ

れは親のニーズですよね。子ども自身の気持ちは全くないのかと思った。まなべーで

も高学年の子も申し込むが、それは親の申込みであって結局来ない。実際高学年が来

てもゆっくりできる時間はありませんし、現場でも高学年のニーズを考えられる状態

ではありません。それよりも高学年が遊べる場所が必要だが、どういう形にするかは

この場で考えていきたい。 

 

委員長：児童館も南部地域に計画があるので、そこで吸収するものはかなりあると思

う。 

 

委員：それと内容の充実は学童ではなく児童館の方でしていくものではないかと思う。 

 

委員長：もう一つ、経済的に困難な家庭を支えていく上で、ボランティアが展開する



子ども食堂に何らかの補助金を出して支えていくことが必要ではないかと思う。 

 

委員：東京都の委員会では貧困対策ということで、学習支援と子ども食堂が一緒にな

っている所には補助金を出すといっている。学習支援に今の清瀬の子ども食堂も誰で

も行っていい食堂は、松山と竹丘しかない。他は困難を抱えている家庭限定であった

り誰もが行けるわけではないクローズな場所になっている。それにいつでもやってい

ないと行きたい子が行けないし、夜に開くと学区域にないと子どもたちは危険で行け

ない。 

 

委員長：子ども食堂の本質的なニーズは、夜間夕食を出す学童保育のようなものが典

型だけれども、あとはハードを整えていくことをどこまでやるか。 

 

委員：沖縄県は学区域にとにかく作って民間でも自宅を開放してくれる人でもよい。

そこで手伝うのはほとんど地域のボランティアということ。 

 

委員：男女共同参画会議や次世代育成でも話題になっていた。地域包括ケアの中でも、

子ども食堂の話は出てきていていろいろなところで出ているが、ボランティアしたい

場合どこに相談すればいいのかという話があったりもする。 

 

委員長：今、ブームなんですよね。ブームが沈静化してくると本当のニーズが分かる。

2，3年もやっていればボランティアも疲れてくるので店じまいするところが相当出て

くるかと思います。私も全国の子ども食堂のセミナーでコーディネーターをやりまし

たけど、場所によっては既に子どもが来なくなったところがあったりする。清瀬の場

合は子家センと繋がっているので本当に社会資源として機能を持っている。お母さん

がダブルワーク、トリプルワークなどで家にいない場合に、栄養補給というよりは食

卓を囲む、楽しくご飯を食べるということで一定機能していますが、ボランティアに

過大に期待はできないですね。来年、子供の家が都の補助事業を受けるか考えている



ようなので、やることになれば大学が近所なので学生ボランティアも出せる。 

 

委員：その地域の人はいいけれど、一部にあるだけでは不十分ですし、1 週間に 1 回

や 1ヶ月に１回では来たいと思った時にないのでは意味がない。 

 

委員長：埼玉県のアスポートという学習支援は、特養の夜間の食堂を借りたりしてい

る。 

 

委員：１個竹丘にも老人施設を使っている所がある。ただその地域の子だけに限って

いる。 

 

委員長：老人デイサービスセンターの夜間とか夕方とか既存のものを上手く組み合わ

せて使えるといい。 

 

委員：課題を出したら山のように出てくると思う。どの課題も、ポイントポイントの

焦点に絞って見ていくと難しく、継続的に見る視点が必要。例えば子ども食堂もすご

く大事だが、子ども食堂に行ける年齢が終わったらどうするのかという話にもなりま

すし、そういうことを考えると子育て支援は継続という軸を見つけていかなければな

らない。継続ということになると行政が中心になることが必須。この会議の中でこれ

だけ課題が出て、何が必要なのかも出てきたのでそれを一本に繋げていく発想を持っ

て考えなければならない。その時に夢のようなではなく、必ず費用対効果を考える。

私は子育て支援サービスという言葉があまり好きではないですが、サービスを与える

人、受ける人の関係でやっていたのでは絶対に限界がある。そうではなく、そこの住

民が自分たちでやっていこうという発想になれるような提供会のようなものを考えて

いかなければと思います。それをこの場で議論できると良いと思う。 

 

委員長：誰でも来れる場だから支援が必要な子も来やすいというのが非常に大事。そ



うじゃないと、この場に来ている人はみんなしんどい子ということになり、子どもた

ちも足が向かなくなる。子育て支援課は一般的な支援、子ども家庭支援センターは特

別な支援と別れているが、そこの境目を無くしていって清瀬型の子どもの居場所を模

索できたらいい。 

 

委員：そこには大人や高齢者など地域の人にも来てもらわないと。 

 

委員長：そこは上手く市民参加型で形成していける。子ども食堂で地域の子どもたち

を守り支えたい人がたくさんいるのは分かったけれど上手く組織化されていない。そ

こを次期計画の中で上手くデザインしていけたらいいと思う。 

 

委員：考え方としては、清瀬市は総合相談センター構想というものがあって、広く誰

でもアクセスできるスペシャルなところではなく、子ども家庭支援センターも教育相

談室も包括する形で近い地域の中で繋いでいくというのを考えていた。今はそれに近

いものとして、地域包括ケアの中で地域コーディネーターが高年齢層だけでなく今後

広く家庭のサポートをしていくようになるかもしれませんね。 

 

委員長：そこは次期計画で。そもそも空き定員が出るのか。私も梅園の学童に行った

が、この設備では高学年の子が暴れたら低学年の子は踏まれてしまうのではないかと

現実的に厳しいと感じた。南部の児童館にいくら予算がかかるのか分からないが、高

齢系、障害系も含めてネットワークを作り、既存のものを上手く活用していかないと

ハード面では限界があると思う。 

 

委員：放課後児童クラブとまなべーは目的が違う。学童は、指導員の資格もできて、

毎日継続的に子どもたちの健全な育成を支援する人がいるが、まなべーは居場所の提

供なので毎日日替わりのスタッフであり、連絡帳で出欠は取っているが、来ないから

といって特に連絡もない。本なども限られていて飽きたらもう行きたくないとなって



しまい、それで行かなくなるのだと思う。全国各地の高学年を受け入れている学童に

話を聞くと、ランドセルを置いて少しの時間しかいられなかったとしても、毎日見て

くれている大人がいることで、自分の居場所を確認して家に安心して帰る子もいると

いう。だからあまり二つを同じものとして考えてほしくない。全員が行く必要はなく、

いろいろな選択があってもいいと思う。放課後児童クラブの高学年の受入れのニーズ

はそこまで高くないのかもしれないが、しっかり子どもたちが何を望んでいるのか確

認して次期計画に反映させていただきたい。 

 

委員長：次期計画に向けて、乳児保育に関しては充実していることが認識できたが、

病児と学童保育のところに課題が見つかったので、実態としてどういうニーズがある

のか表面上のアンケート調査ではなく、住民の方の意見をヒアリングをしたり、グル

ーピングをしないと本質的なニーズが見えてこない。次期計画に向けての大きな課題

として来年度に実際どういう調査をするか議論しますが、課題として意識して、皆さ

んのアイデアなどを持ち寄って議論できればと思う。 

 

委員：今まなべーと学童を一緒にしてほしくないという意見がありましたけど、私も

実際に働いてみて、自分の思っていたものと市の考えが違うと感じた。 

他の委員の発言で、子どもは繋がって、積み重なって遊んだり生活をしていくもの、

学童が 3年生で終わって 4年生以降の居場所は大事だと思う。折角学校の中にまなべ

ーがあるので、もうちょっと子どもが楽しめる場所、つながりが持てるようにするこ

とができる職員、指導性があればと思ったが、時間帯や指導員、市の考え方がこちら

にはおりてこなかった。そうすると子どもを育てていこうということに指導員がなら

ない。そういうスタンスの場所でいいと聞いたので、それ以上はやってはいけない場

所だと思った。私自身いい場所にしようとしましたが、難しい状況であった。そこは

市が考えてほしい。 

 

委員長：計画がいくつかあって、次世代育成支援行動計画と子ども・子育て支援計画



は統合されていますので、まなべーや学童に関してもこの会議の所管事項になります。

清瀬市は縦割り制が非常に強いことが分かっているので、我々が横串を刺していかな

いとどうにもならない。 

 

委員：先ほども子ども食堂の話が出たが、遊びや体験ができる場所が先なのではない

かと思う。子ども食堂の趣旨はまた違うものだとは思うが。 

 

委員長：そこを次期計画を立てる時の調査で、例えば各子ども食堂が何をやっていて、

どういう子どもが来るのかなどを含めて調査する。他にも社協やボランティアセンタ

ーが繋がりをもって、まなべーにプレイリーダーを送り込む、学生ボランティアだけ

ではなく、年配のボランティアも含めてやるなどする、もっと横の繋がりを広げる。 

 

委員：先ほど委員長がおっしゃっていた松山の自然公園ですが、あそこではずっとプ

レイパークをやりたいと地域住民や子ども劇場の人がやっていた。毎回手伝いとかは

あったけれど、誰にも根付かなかったし、行政も関心を示さなかった。児童センター

を作る時も、あの庭をプレイパークのようにしたいという声も上がっていた。 

もう 20年も前に行政がプレイパークを理解していなかったと言っていた。 

 

議題②地域型保育の利用定員について 

事務局より、資料 3-1「市内の保育状況」、資料 3-2「新設保育施設の概要」の説明

があり委員からの意見もあった。 

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 3-2「新設保育施設の概要」をご覧ください。 

市では、平成 30 年 4 月に認可保育所 1 園と事業所内保育所 1 園の設置を予定してお

ります。 



今回提案する利用定員は、認可保育所が 0 歳児 6 名、1 歳児が 16 名、2 歳児が 18

名、3 歳児が 20 名、5 歳児が 20 名、合計 100 名。事業所内保育所は、認可保育所と

同様に市の利用調整の対象である地域枠として、0 歳児 3 名、1 歳児が 3 名、2 歳児

が 3 名計 9 名としています。 

次に、資料 3-1「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、こちらも縦軸が直近５年間の各年度、横軸が

年齢ごとの定員数と前年比になっていて、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 10 月に小規模保育所を 1

園設置していますので、10 月 1 日現在の数値が現状の数値となります。 

全体を見ていただいて、平成 27 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ます。 

次に、待機児童の状況の表ですが、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、特に 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、来年 3 月末で清瀬市立第 6 保育園が閉園になりますが、市全体の定員数として



は 0~2 歳児の定員数の増加となります。 

以上、説明を終わります。 

 

委員長：新設保育園の利用定員案ということでご説明がありました。ご質問等ござい

ましたらお願いいたします。 

 

委員：なかよし保育園の地域枠とは清瀬市在住の人が優先される枠ということか？ 

 

事務局：他の認可保育所と同様に市内のお子さんを優先的に選考いたしまして、そこ

で空きがあれば他市のお子さんの受入れをしています。 

 

委員長：病院の人以外使いにくい雰囲気ありますけどね。 

 

事務局：補足させていただきますと、現状院内保育所ということで認可外保育所で実

施しておりまして、今清瀬市のお子様は８名受け入れている状況がある。基本的には

定員は６０名のところを来年４月から７０名、１０名定員を増加させての事業所内保

育の実施とうかがっているところです。定員７０名のうち地域枠として９名いただい

ているというところです。 

 

委員長：市内の保育士不足も加速するかもしれませんね。 

 

委員：本当に足りないですよね。 

 

委員長：新たに中里どろんこ保育園が新設されて東京病院の院内保育園が認可保育園

になっていくということですが、他に質問ございますか？ 

 

委員：どろんこ保育園の方は、職員の確保は大丈夫なのか？ 



 

事務局：法人とはお話ししながら情報を共有させていただいているところです。清瀬

市内でも職員採用説明会を実施しており、参加者も数名いらしたとお話はうかがって

おります。今の時点である程度一定の確保はされているという情報は得ています。中

での異動もあるので、新しい保育園に新しく採用した職員を全部配置するわけではな

いという説明を説明会で保護者の方にしています。 

 

委員長：今、介護系は極めて不人気ですけど保育系は短大も専門学校も人気があるの

で、保育士の需要がある。新人の供給はあるけれども待遇が良くないと３年くらいで

辞めてしまう。保育士が長く仕事を続けられるのかというところも重要かと思います。 

 

委員：なかよし保育園とちゃいるど保育園の運営はどこか？ 

 

事務局：ちゃいるどはきよせ幼稚園、なかよし保育園は上宮会です。株式会社ピジョ

ンが国立病院機構を全国で一括で委託しているところですけれども、来年４月からは

一括委託ではなくなり業者の変更と事業所内保育への変更となります。 

 

委員：ちゃいるど保育園とあいあいちびっこルームの場所はどこでどれくらいの規模

か？ 

 

事務局：場所ですがきよせ幼稚園、保育園の並んでいる一番西側になります。規模は、

１歳児と２歳児だけの園になりまして、１歳児が８人、２歳児が１０人です。 

あいあいちびっこルームは、第六小学校、乳児保育園の前の道のＴ字路がぶつかった

ところに園の官舎がありまして、そこの集会所を借用しています。１歳児２歳児の園

でして、各６人ずつ定員があります。 

 

委員長：トレンドとしては公立を閉じて民営化が進んでいいます。機関的な保育園と



して公立を残して病児保育も併設させるなど、そういう機関型の保育園の構想、ある

いは発達障害の子どもなどを公立が支えていく、やたら端から民営化していけばいい

わけではないのでそこはきっちり議論していかないと、経費カッターだけになっちゃ

いますからそこは厳しく市民の皆さんに監視していただこうかなと思います。 

他にご意見ございますか。 

それでは今回新たに保育園が開設されるということで利用定員は計１０９名でご承認

いただけますでしょうか？ 

ご承認いただけたということでこの議案は正式な利用定員になりました。 

以上 


