
平成 29年度 第４回清瀬市子ども・子育て会議 

   

 

日時 平成 30年 2月 16日（金）午前 10時から 

 

場所 男女共同参画センター 会議室１ 

 

出 席 者 委員 7名（欠席 4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(改訂版)(案)について 

事務局より、資料１「パブリックコメントの意見及び回答」、資料 2「パブリックコ

メント後の修正」、資料３「清瀬市子ども・子育て支援事業計画(改訂版)(案)」、補

足資料「清瀬市公共施設等総合管理計画の概要版」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について、説明させていただきます。 

前回 10月の会議でお話ししたところではございますが、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、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、昨年

の 6月に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ございます。

この手引きの考え方に基づきまして、計画の改定版の案を策定し、前回の 10月の会議

でお示しさせていただき、市議会への説明後、昨年の 12月 18日から 1月 19日まで計

画に対して市民の方から、ご意見をいただくパブリックコメントを実施しました。そ

れでは、資料 1をごらんください。 

 資料 1は、市民からのご意見に対する市の考え方を示した、パブリックコメントの

結果となっておりまして、3名の方から 27項目のご意見をいただきました。内容につ

きましては、カテゴリー化せずに、頂きました原文のまま記載しているところでござ

いまして、ご意見に対する市の考え方を記載しております。 

それでは、内容確認も含めて全件、読み上げさせていただきます。 

(資料１項番 1から 16まで読み上げ) 

 

16番の意見について 

この学童クラブの増設に関しまして、「市の考え方」のなかで、「清瀬市公共施設等総

合管理計画の基本方針」について記載しておりまして、この方針について、重要な

内容となりますので、説明をさせていただきます。 

 

資料番号がついてございませんが、「清瀬市公共施設等総合管理計画」、基本方針

編の概要版をご覧ください。 

この計画につきましては、平成 29年 3月に発行されたものでございまして、公共施

設の老朽化に伴い増加する維持管理に係る経費や、人口減少など社会構造の変化によ

る将来の需要に対応できるよう、公共施設の有効活用や財政負担なども考慮し、中長

期的かつ総合的な視点でまとめた平成58年度までの30年間の計画となっております。 

項番の１、清瀬市の公共施設等を取り巻く現状や課題の、公共施設等の老朽化でご

ざいますが、施設の約７割が大規模改修時期の目安である築 30年を経過している状況

にあり、平成 39年度以降に更新時期を迎える状況にあります。 



その下、更新等経費に対する財源不足でございますが、現在、保有している全ての

公共施設等を維持する場合、今後 30年間で 786.7億円、年間 26.2億円の経費がかか

ると推計されており、これに対して、充当可能な財源、つまりは使えるお金は年間 13.3

億円であり、年間にして 12.9億円の財源不足が見込まれている状況です。持続可能な

行政運営を行うには、12.9億円の財源不足を解消する必要があり、そのためには公共

施設の更新経費の約 50％を削減する必要があります。 

このことを踏まえたなかで、一番最後のページの項番７、施設類型ごとの管理に関

する基本的な方針でございますが、そのなかの、右側の上から２つめの、「子育て支援

施設」でございますが、私立保育園の整備状況を踏まえ、施設配置の適正化を検討し

ます。学童クラブは、高学年生の受け入れや、将来的に学校との複合化を検討します。

管理の民営化を検討し、サービス向上と管理の効率化を図ります。という方針が示さ

れている状況です。なお、学童クラブで記載のある学校との複合化ということにつき

ましては、学校の余裕教室を活用するなかで、校舎内に学童クラブを設置することを

意味しているものでございまして、校舎外に独自の建物として設置している中清戸学

童などを対象としております。また、拡大する場合につきましても、同様に学校の余

裕教室を活用するなかで、学校の校舎内に設置するものでございまして、今回、平成

30年 4月に増設を予定している芝山小学童クラブの拡大についても、この考えのもと、

校舎内に設置するものとなっております。それでは、資料 1に戻らせていただきます。 

 

(項番 17から 27まで全件読み上げ) 

続きまして、資料の２をご覧ください。 

 

資料２は、先ほど資料１で説明いたしましたなかに、学童クラブの１施設増設とい

うお話をさせていただいたところでございますが、パブリックコメント時点の数字か

ら、増設を予定している分を上乗せして修正したものが、「改定後、パブリックコメン

ト後修正」の項目となっております。なお、資料３につきましては、パブリックコメ

ント後修正の数字を反映したものとなっております。長くなりましたが、私からの説



明は以上となります。 

 

委員長：事務局から資料 1を中心にご説明をいただきました。資料 3に関しては中間

見直しの全体像ですけれども、パブリックコメントを受けての変更は資料 2の網掛の

部分がご意見をいただいて内容を修正したものになっているかと思います。 

ただ今の説明に関してご質問ありましたらお願いします。 

 

委員：芝小第 2学童を増設していただけるという嬉しい報告ありがとうございます。 

この数字を見ると 35人ずつ増えていますがそれは定員が 35人の学童になるというこ

とか。 

 

事務局：芝小第 2学童クラブについてですが定員は 35人です。 

 

委員：低学年と高学年で 30人ずつ増えているので結局高学年の確保方策が低学年優先

なので 35人アップだけれど実際そうなのか引っかかっている。低学年と高学年を同じ

枠にするのが気になっている。 

 

委員長：総枠 30人の学年ごとの振り分けについての考え方をお願いします。 

 

事務局：現状の既存計画が低学年と高学年に分けているところもありまして、今回高

学年受け入れを開始するにあたって選考に関しては調整指数で両親フルタイムで 100

点となりますが、小学 1年生に関しましてはそれにプラス 50点の加点、小学 2年生に

は 40点の加点、小学 3年生に関しては 30点の加点をすることによって低学年を優先

的に入所できるような配慮をしてまいりました。ただ既存計画では、低学年・高学年

で分けていましてその表記を踏襲して今回改訂版を作成させていただいたところでは

あります。次期改選時には低学年・高学年分けずに、選考時点も調整指数で加点はし

ているところではありますが、申込時期を分けるなどしておりませんので、次期計画



では一本化して表記する形になっていくかと思います。 

 

委員：高学年の学童受入れについて、芝小が新しくできてその分高学年の受入れが少

しよくなるかとは思うが、既存の学童クラブで高学年の受け入れ枠というのはどの施

設にもあるのか。それとも全く高学年が受け入れられない施設もあるのか。 

 

事務局：今年度までは清瀬市内の全 10学童クラブにおいて原則小学 3年生まで、障害

がある方においては小学 4年生まで現在制度化しておりまして、来年からは全 10学童

に関して高学年、小学 6年生まで入れるような状況になっております。今年度の申込

みをしてみてまだ確定の数字が出ていない為、詳細な説明はできませんが今各学童ク

ラブにおいて 4年生以上の申込みは想定していたよりも少ない数でした。学童クラブ

によっては入所できている所もあるような状況です。 

 

委員長：学年枠の発想から必要度に応じての利用に仕組みを変えるというところかな

と思います。 

 

委員：職員のことなどが意見の中にあったが、自分が仕事場を見ていて学童職員の人

手が足りないと感じることもあり、職員が長く続かない状況があるのかなと判断した。

コメントにも職員の条件を変えてくださいと書いてあるが、放課後健全育成支援員認

定資格を受けてくださいという指導だとか、それを受ける状況がどれくらいあるのか

というのが全然分からないので、その辺のことを知りたいのと、指導員が続かないと

いうのは本当に保育に関わる大事なこと、子どもたちに響くことだと思うのでその辺

を職員の条件として、何が不足で何をしたらいいのかっていうのを市の方が考えてく

れているのかというのが一つある。子どもたち全体が関われる児童館が一カ所しかな

い。不足に関して放課後子ども教室や児童館等の連携を強化しますというのがあるが、

その内容はどういうところまで話が進んでいるのか。 

 



事務局：3点質問いただいたかと思います。まずは資格の関係ですが、項番の 19で今

清瀬の嘱託員は市の考え方にあるように、保育士資格、幼稚園教諭、教員等の資格を

有して応募の条件となっておりまして、放課後児童支援員認定資格につきましては、

今経過措置中ではありますが、基本的に研修を受講して与えられる資格と認識してい

ただければと思います。今の嘱託員に順次受講していただいて認定資格を取得してい

るといったような状況です。今清瀬市ですと現状居る指導員の 9割以上が既に受講し

ています。次に職員がなかなか続かないというお話ですが、退職される方については、

他に就職先が見つかって辞められる方とかそれぞれ事情がある中で、市報に今年度何

度か掲載しているのを見ての意見かとは思いますが、子どものことを考えたら長く働

いていただくというのは重要な要素ですので人事側と協議しながらどういった形で行

っていくのか、どのような対応をしていくのか検討していきたいと考えています。 

 

事務局：3 点目の児童館については、南口児童館の計画が持ち上がっています。つい

この間 2月 8日に市民とのどういった施設が必要なのかというような懇談会をやった

ところでございます。また、3 月にも懇談会をやり、そういったもので青写真を作っ

て本格的な計画になっていくと考えております。児童館は中央児童館がありますけれ

ども、下宿と野塩にも児童館がありましてそこも子どもたちの安全な居場所になって

おります。学童クラブに行ってる子だけではなく他の子どもたちもそこで遊べます。

小さいお子さんだとひろば事業、ＮＰＯ法人の力を借りてそこで安心な居場所を作っ

ています。そして各学校でまなべーをやっております。学童とまなべーは違うと認識

していますが同じ学校の子たちと行くことで、交流を持ちながら事業を進めていって

いる所です。 

 

委員長：教育委員会主管のものと福祉行政主管ものがあり、次期計画にあたってはど

う複合的にグランドデザインを作っていくのかが、重要な点なのかなと思います。 

 

委員：項番 21のところで学童の発達障害児の対応策として、作業療法士との連携の導



入の希望がありまして、それに対して市の方で発達支援センターとの連携を図るとい

うことが書いてあるが、学童の子どもたちの対応は非常に指導員も苦労すると思う。

やっぱり学校の教室の授業の中だと担任との関係で子どもにとって同じ学校という場

所であっても、学童というと子どもがのびのびするので、それが良い面でもあるし、

管理も非常に難しくなっている。その中でとことこの作業療法士とか専門の知識を持

った方と指導員の方の連携があると指導員の立場からもやりやすいのかなと思うので、

こういう支援が小さい時期から学校以外の所でもあるといいなと思った。 

 

委員：発達支援センターとの連携というのは、保育園の方は公立も私立も年間通して

定期的に来ていただいているのと、研修等を行っている状況であります。 

 

委員長：各小学校に特別支援学級が設置される流れもありますので、教育及び学童保

育等との連絡体制は必要になってくる、今後の課題ですね。 

 

委員：今の障害児に対してとあったのですが、そういうとことこなどと交流している

というのが市民に伝わらない、知らないのかなと時々思う。保育園ととことこと交流

してやっていて、細かい指導も受けているというのは自分たちが関われば分かるが、

そうじゃないと本当に見えない方の方が多いのではないかと思った。そういうことを

知らせる宣伝する、お知らせする場所をもっと作っていった方がいいのではないかと

思う。 

 

事務局：公表していく場とか市民の方に情報提供していく場っていうのはなかなかこ

れまでは取り組んでこなかったところではあります。保育園では今食育などは農業ま

つりで広くＰＲしていったりというところはありますが、支援が必要な取り組みにつ

いては広く発信してこなかったこともあり、課題であると感じています。確かに細か

いところで支援している取組みをもっと上手く公表するということを検討していきた

いと思います。 



 

委員：今回事前に資料を送付して頂けたことで目を通すことができたので続けてほし

いのと、27年度の３回目の会議は申し込み状況が提示されていたので、資料としてあ

った方が数字の反映にもいいのかなと思ったので提供をお願いしたい。増減の傾向で

高学年が思ったよりも少ない数字だったが、保育園は毎年０，１歳が待機児童になっ

てしまうと思いますが、その辺の増減が今年どうなっているのか。学童の低学年の方

の増減を知りたい。 

 

事務局：平成 27年度資料提供については、スケジュール的なところもあったのではな

いかと思います。今年度はまだ確定していないところがございまして公に出すのは確

定数値を出させていただきたいと思うのでタイミングによっては会議に出せる状況に

はあるんですけれども、今回この時期には難しかったというのが正直なところでござ

います。学童クラブの今年度の申し込み状況は申し上げられない状況ではありますが、

やはり保育園の定員を増やしていることもあって需要は少しずつ上がってきていると

感じている。 

 

事務局：保育園は今年は 1 歳児が申込み数が多かったです。毎年 1 歳、2 歳は多いで

すが、今年は 2歳と比べると 1歳はかなり多かったです。 

 

委員長：雇用側も 3年間の育児休暇を保障できる状況ではない、そもそも育休が取れ

ないような雇用状況が蔓延している。その傾向が続くと今まで 2歳までは家庭でと思

っていたのが、前倒しされてきた結果で、政権が代わればまた変わる可能性はある。

次期計画にも関わりますので検討が必要だと考えます。 

 

委員：パブリックコメントで出た内容は計画の中に入れる時にどんな形で入るのか。 

 

事務局：基本的にはこういう意見があってそれに対しての市の考えというのをＨＰな



どでまずは公表させていただきます。計画の中にはこの意見と回答が盛り込まれるこ

とはなく、意見を溶け込ませた計画が作られます。 

 

委員長：私から 1点だけ話しておきたいのが項番 9で民間にできることは民間にお願

いするというところについて何が民間にお願いできて何が公務として残すべきなのか、

次期計画を立てる際には議論を深める必要があると思います。これはある意味公務員

の矜持に関わるところもある、公の業務がゼロになるわけはない、様々な状況の中で

民営化が促進されてきている事実はあるんですけれども、じゃあ仮に民営化が 100に

なったとしたら公立の学校自体が存在しなくなるので、保育職の現状の就労状況を鑑

みて、就労者が退職に迫られるということがあってはならないことなので現状の保育

士の定年退職までの年数等を鑑みてそういうベースを持ちながら貴重な公的資源とし

て公立保育園が何色になるべきなのか、公が担う保育というのがどうあるべきなのか

っていうことを一回議論してその上で民営化できるものの議論をしていかないと、と

もすると 100％民営化でもいいというところに財政上なる傾向がある。 

 

委員：今日の会議が終わるとこの改定版は決定になるのか。 

 

事務局：はい、3月の市議会で配布したいと考えております。 

 

委員長：委員の皆さんに合わせて見ていただきたいのが、財政を審議する別立ての委

員会があって、そこで規定されると方針が一定程度までは固まってしまう。その一つ

が公共施設等総合管理計画、公共施設が高度経済成長期で人口が激増する中で税収が

伸びない中で作って来たものが対応年数を迎えてしまって、更新しなければいけない

が全部更新すると今後 30年間で 786億かかる。しかし市として手を入れていくのは半

額程度というような、時代の中での制約が今後大きな焦点になっていく。皆さんもこ

こは一定程度共有できるところだと思うのですけど箱もの行政をとりえないので今あ

るものをどう有効活用するだとか複合化していくかというような工夫が相当必要にな



ってくる。 

 

事務局：もう一つ補助金適正化委員会というものを平成 29年度行っており、答申が出

されておりまして今回子ども・子育て会議に関わる所でいえば、病児病後児保育のと

ころで項番 14の所です。今回 14番でご意見いただいていることは、とみまつ小児科

内病児保育室「マザー」ですが、補助金適正化委員会の委員のご指摘では、北側には

一カ所あるので南側にもう一ケ所利用できるところがあるとありがたいというお話の

なかで、清瀬市ではなくなりますが多摩北部医療センター、今東村山市が委託して病

児保育室を事業として実施しているところがありますが、そこを清瀬市民も利用でき

ないかといったようなお話がありました。その中で、項番 14の市の考えにも書いてあ

りますが、南側や秋津駅周辺など設置する地域を含めて検討していくという回答をさ

せていただいております。ただ車や交通手段を持たない方が多摩北部医療センターで

いいのか、あとは受け手側である多摩北部医療センターが受けてくれるかどうか不透

明な部分がありますし、秋津駅周辺では病院は限られてくるので、受け入れられる施

設なのか、人員等も含めて受け入れられる環境なのかというところもあります。一概

に市の要望だけでは動かないところもありますが、考えさせていただきたいと思いま

す。 

 

委員長：蛇足ですが、子育て支援絡みじゃない全ての補助金に対して総枠を設けられ

るとどうにも一つの委員会では手が届きづらくなる。委員会に対する要望、パブリッ

クコメント等への要望も必要となってくると今回のパブリックコメントの中でも感じ

たところですし、私も別の自治体で、いわゆる事業仕分けですね補助金適正化とか公

共施設の整備に関しての委員会に入ったことがあって、かなり財政の論議ってシビア

なのでそれに対して皆様方が子育ての当事者及び専門職としてどうしても必要だとあ

る意味理論武装をしていかないと上部構造の中で意見が決まってしまうのは考えてい

かなければいけないところだと思う。そして子育て当事者の皆さんが委員に入ってく

ることを踏まえて、子育て支援施策の充実度で子育て層の賃貸住宅の移動も相当決ま



ってくるところもあって税収にも関わってくるところなので、自治体としての人口減

少対策としても重要なところで、今まで介護保険のサービスのいい自治体に高齢者層

が移っていくんじゃないかと言われましたが、現実ではあまりない。高齢者は転居す

ることを好まない。でも子育て層で賃貸だと東村山だろうが清瀬だろうが全然関係な

くて、子育て情報誌だけでなくて賃貸情報誌に子育て自治体ランキングが特集で組ま

れているような状況なので、そういったところの動向も抑えていただいてご意見を頂

けると、東京の枠組みではなく広い観点からも考えていかなければと思っています。 

 

委員：他の地域より劣ることが無いように、納税者である保護者と共に将来にわたっ

て清瀬で子育てしてよかったと誇れる子育て施策にしていってほしいと思う。 

 

委員長：他に意見ありますか。今回パブリックコメントを受けて芝山小第 2学童クラ

ブ 30 人定員の増設という流れができたということでこちらを確認させていただきた

いのですがどうでしょうか。 

特に異論はないということで、清瀬市子ども・子育て支援事業計画(改定版)(案)につ

いてご承認していただいたということで確認させていただきます。 

以上 


