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令和元年度第３回あきる野市子ども・子育て会議

議 事 要 旨

１ 開催日時：令和元年９月１８日（水）午後２時～午後４時１５分

２ 開催場所：あきる野市役所 ５階 ５０３会議室

３ 出 席 者：委員１０人（欠席２人）

４ 次 第

（１） 開会

（２） 挨拶

（３） 報告

ア 東京都における多子世帯に対する新たな支援について

事務局から資料に基づき説明が行われた。

委員長

このように都が決めるということです。そもそも１０月からは、３歳以上児の保

育料は無償となり、３歳未満児の３号子どもも年収３６０万円未満の家庭はすべて

無償ということです。それに加えて多子世帯の負担軽減を図るということです。そ

れに従いまして、あきる野市の子育て家庭も同様になるということです。これにつ

いて、何かご質問あるいはご意見等はございますか。

委員

例えば、子どもが４人いて上の２人が小学生、下の２人が保育園児という場合は、

第３子、第４子が両方とも無償になるということですか。

委員長

そういうことです。

（４） 議事

ア 第２期あきる野市子ども・子育て支援事業計画【素案】について

事務局から資料に基づき説明が行われた。
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委員長

ご質問やご意見をお聞きしたいと思いますが、まず明らかに訂正を要する箇所が

２点あると思います。

４１ページ、基本目標１の「現状・課題」の３項目で「乳幼児期の教育・福祉」

とありますが、「乳幼児期の教育・保育」ではないでしょうか。

また、５１ページ、「幼児教育に対する支援」について、これは今までの取組であ

り、今後は幼児教育・保育の無償化により無くなるということを記載しておかない

と誤解を招くと思いますので、表現を配慮してください。実績としては良いのです

が、何か補足していただいた方が適切であると思いますので、よろしくお願いしま

す。

何かご質問やご意見はございますか。

おそらく、無償化が実際に蓋を開けてみないと、どうなるか読めないところがあ

り、幼稚園の預かり保育がかなり影響を受けると思います。都の多子世帯の負担軽

減の対策もじわりじわりと効いてくるかと思います。ニーズ調査に基づき、なおか

つ現実に即して修正しながら担当課から推計を出していただいたということで、そ

れぞれ根拠があり良いと思います。しかし、実態が見えた時点で、あまりにも大き

な乖離が出そうなものについては、柔軟に見直しをしないといけないと思いますの

で、そのことを踏まえて検討をお願いします。

委員

あきる野市は未就学児に対して、とても手厚いと思います。１人目を産んだとき

は、妊婦健康診査を１４回も無料で受けることはできませんでした。０歳から３歳

までは児童手当が月額１５，０００円いただけますが、それ以降になると

１０，０００円になってしまいます。赤ちゃんのときは、ごみ袋の支給などがあり、

あきる野市は手厚いと思っていました。しかし、子どもが大きくなるにつれて、段々

と手薄になっていくことを感じます。子育てはずっと続いていくものなので、未就

学の一時期だけを手厚くしても仕方がないと思います。学童クラブも、今は大変な

状況となっています。乳幼児期のことばかりに集中せず、もっと視野を広げて支援

策を増やしていくべきではないでしょうか。未就学児の支援を減らしてでも、もっ

と先の長い支援策を練っていかないと、後手後手になっているような感じがします

ので、もう少し大きな年齢を対象とした施策を充実させた方が良いと思いました。

委員長

これについては、国や都の仕組みや予算も当然あってのことだと思いますので、

なかなか悩ましいと思います。
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委員

色々なことが絡んでいて、予算が限られていることも重々承知していますが、子

育ての最初の部分だけの支援だと少子化は止まらないですし、子どもが大きくなっ

てお金がかかるなら３人も４人も持つことはできないというのが現状だと思います。

小学生や中学生になっても魅力的なものがあると、子育ての楽しさを感じる心の余

裕も出てくると思います。

委員長

ご意見ということで、よろしいですか。他にはいかがですか。

委員

供給量は、需要量を超している状態で、今後の５年間は供給量の方が増えていく

と思います。こうした中、依然として都内には待機児童がたくさんいます。そうい

う人たちを呼べるようなプラスアルファがあきる野市にできることで、供給量があ

るなら、需要のある人に来てもらえるような何かがないと人口は減っていってしま

うだけです。今後５年間、供給過多になってしまうのではなく、需要が入ってくる

ようなあきる野らしい一手があれば良いのかなと思います。子どもが増えていくた

めには、基本理念にあるように希望があるからだと思います。都内には無い自然や

文化を強調した支援策があれば、それがあきる野市のできる１つの策なのではない

でしょうか。「本市の豊かな自然や文化と触れ合いながら」を強調した支援策がある

と良いと思いました。

委員長

３つの基本的考え方の１つに、「全ての子どもが等しく質の高い」とありますが、

あきる野市は子どもがあまり増えないため、量的対応というよりは質的対応に向か

いやすいということがあるかもしれません。都内の区では、１０年先まで乳幼児が

増え続けるという人口予測の中での量的対応が中心となります。あきる野の場合は、

幸か不幸か、子どもはそれほど増えないからこそ質ということで、表現の中でメリ

ハリを利かせた方が良いのではないでしょうか。

委員

社会全体が女性が働くことを支えていこうということがあるからだとは思います

が、現状では働いていない母親もたくさんいます。その方たちが本計画を見た時に

自分だけが置いていかれているような気持ちがするのではないでしょうか。働く方

も立派で支えてあげたいという施策も良いのですが、子どもに寄り添っている人の
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方が子育てで煮詰まっていることが多いと思いますので、そういう方たちへの文章

や施策が入っていると、あきる野らしさがもっと皆さんに伝わると思いました。

委員

５１ページの「医療費の助成制度」についてですが、小中学生の子どもたちは、

自己負担２００円かかっています。先日、知り合いの人と話をしたときに、旦那さ

んの所得が高いので医療費の助成を受けていないと伺いました。以前住んでいた市

では所得制限無く助成を受けていたそうですが、あきる野市に引っ越してからは所

得制限があり助成が受けられないため、子どもの受診をためらってしまうそうです。

あきる野市でも所得制限が無くなると良いと思いました。

委員長

５１ページには、所得制限は無いと記載されていますよね。

事務局

乳幼児の医療費助成は所得制限がありませんが、義務教育の児童については所得

制限があります。

委員長

乳幼児は所得に関係なく医療費の助成が等しくあり、小学校以降は所得制限があ

るということですね。小学校以降も所得制限を無くして欲しいということですね。

ご意見として伺います。

委員

未就学児の子育ては随分前ですが、当時受けられなかった支援が今では受けられ

るようになり、すごいなと思いました。これだけ質の良い制度ができてますが、保

育園や学童の先生方がおいていかれているように感じます。あきる野市独自なのか、

都なのか国なのかは分かりませんが、今後は現場の充実を図ることが必要だと思い

ます。現場が充実していけば、保育士自体が魅力のある職業となり、なり手が育っ

たり、いったん離れた方が戻ってきたりと、子どもが育つ直接的な環境の充実を図

って行ければ良いと思いました。
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委員長

保育も人材難で、処遇もまだ十分ではなく労働時間も長くて休みも取れないとい

った状況ですので、そういった視点も大事だと思います。

委員

基本的な考え方と基本目標が心にピンときません。前からあるようなことを謳っ

ているような気がします。もっと画期的なものがあれば良いと思いました。それと

子どもの出生数がどんどん減っていくのが見えています。今、高齢者の人口が多い

ように見えますが、死亡率も高いです。だんだん先細りになってしまうのではない

かと不安な感じがしました。

委員長

おそらく人口が自然増なのは沖縄県だけで、残りの４６都道府県は全て自然減で

す。あとは、東京を中心に社会移動で人口が増減していますので、あきる野市にお

いても自然増を期待する以上に、人口流出をせず、子どもが流入してもらえるよう

な環境づくりが重要だと思います。

委員

学童クラブの需要は計画にあるとおり増えていくようですので、引き続き充実を

図っていきたいと思います。

委員長

今は量的対応がどうしても必要だと思いますが、当然、学童クラブにおいても質

のことも考えていかなければなりません。

委員

４１ページ、基本目標１の「方向性」で「幼稚園教諭や保育士等の職員が専門性

を向上させるための取組を推進します。」と大きく謳っている割には、具体策として

は「幼児教育アドバイザー等について研究していきます。」ということだと思います。

５年間ありますので、ずっと研究していくのも悠長な話です。保育士の質を高めて

いくための具体的な取組を少しずつ実践していかないと、５年後も同じ状態になっ

てしまいそうなので、具体案を考えていきたいと思います。

５７ページ、「④仕事と子育ての両立の推進」で「ワーク・ライフ・バランス」と

いう言葉がキーワードとなっています。仕事と育児の関係は、様々な方たちがいら
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っしゃる中で、保育園や幼稚園の利用方法も「ワーク・ライフ・バランス」を意識

して、もっと多様性が出てくると思います。無償化になるからこそ、便利にただ使

えば良いという流れが起きかねません。「ワーク・ライフ・バランス」については、

特に幼児教育や子育てということに特化して考えていかなければなりません。無駄

に使われてしまうことは、金銭的にも子どもの教育にも良くないと思いますので、

「ワーク・ライフ・バランス」というキーワードを上手に使いながら、より良い形

で保育園や幼稚園を使っていけるようにしたいと思いました。

６１、６２ページ、ニーズ量についてですが、資料３の幼稚園のニーズは、ニー

ズ調査の結果よりもプラスになっています。無償化により増えることを考えてのこ

とであるようですが、２号児は若干減らし、３号児はものすごく減らしています。

おそらく、０、１、２歳児のうち何％くらいが利用するかという統計から割り出し

ていると思われますが、単純計算すると、令和２年度では、０歳児と１、２歳児の

合計のニーズ調査の推計値と担当課が出した推計値の差異が３号児だけで２５０人

となります。また、６２ページの表の「②－①」の令和２年度の３号児では１０８

人となっており、これは、１０８人くらい余るということです。アンケート結果ほ

どの利用はないだろうとは読めるのですが、ニーズ調査と無償化の関係、これから

の動きの中で足りるのかどうかも含め、これだけの差をどう見るのかは、よく考え

ていかなければなりません。他のところでは上増しして推計値を出しているようで

すが、ここは思い切り減らしているので、データの読み方をもう一回検討した方が

良いと思いました。もし、これだけのニーズがきた時には受け皿がありませんから、

それで良いのか悪いのかも含めて考えるべきであると思います。

６４ページ、学童クラブについての「提供体制の確保策」で、「継続的な需要を踏

まえ、学校の余裕教室を始め、公共施設等の有効活用等も積極的に行い、量の確保

に努めていきます。」とありますが、前回の会議で認証保育所の方がいらして学童を

やりたいという話がありました。これは幼稚園も保育園も同じだと思います。学童

保育をやっていくための様々なリソースが保育所等にはあります。保育士もいます。

部屋もあります。この５年間で保育園としてのニーズがどんどん減っていくのであ

れば、そこには空きスペースや空き人材が出てくる可能性があります。それらをう

まく使っていく方法もあると思うので、有効活用の検討の中に既存の教育・保育施

設を活用する方法も検討していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

６７ページには「病児・病後児」が記載され、「障がい児保育」のニーズの話も出

ましたが、「医療的ケア児」については、全く出てきません。いわゆる医療的ケアが

必要な乳幼児や児童に対して、どのような体制で臨むかということですが、現状で

は保育所等が個別に対応しています。子ども・子育て会議の中で、支援体制を含め、

どのように進めていくのかを項目として入れていくべきではないでしょうか。東京

都としても、確実に「医療的ケア児」に対応する方策をつくっています。あきる野

市でも実際にニーズはあり、保育園の現場では常に対応が求められていますが、サ

ポート体制や医療体制の部分で受けきれない部分があります。行政として体制をつ

くっていくことにより受け入れが可能になってくるので、「医療的ケア児」というキ
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ーワードも入れていただけないかと考えます。

委員長

「医療的ケア児」については、厚生労働省でも話題になっていますが、担当課か

ら何かありますか。

事務局

園に受け入れられるかどうかを相談させていただき、受けていただいています。

市としてのバックアップ体制はできていないのは確かなので、おっしゃられるとお

り課題です。

委員長

これから大変重要になると思いますが、全国的にまだ十分な対応がとられている

わけではありません。去年でしたか、厚生労働省で色々な調査・研究委託事業を行

っています。自治体へのアンケートを通じて医療的ケアの現状や課題、対応策をま

とめると思いますので、そういった動きも踏まえ、前向きに検討していただければ

と思います。

委員

「医療的ケア児」については、昨年から幼稚園にも２件相談がありまして、認定

こども園で来年４月と１０月から受け入れを考えております。市では障がい者支援

課が関わっていると思いますが、国では看護師の人件費補助などありますが、市に

相談しても対応していただけておりません。実際に現場は進んでいますので、是非

応援していただきたいと思います。

資料を当日いただいたため、記載された内容の根拠等で聞いてみたいところはあ

ったのですが、持ち帰って精査したいと思います。

これからは、量より質ということもあり、４２ページに質の向上ということで幼

児教育アドバイザーがありました。これは、国が進めている施策で、幼稚園協会も

お願いした経緯がありますので、是非検討していただきたいと思います。

また、障がい児保育は、幼稚園で１８人、認定こども園で１４人ということで、

６園で３２人を受け入れています。加配の職員を採用したりして幼稚園が先行して

行っていますが、市独自の補助が限られています。多く受け入れているところは、

都の補助にプラスして区市が補助しているからできる事業なので、幼稚園としても

限界です。経営が厳しく特別に配置する余裕もありませんので、何とかお願いした

いと思います。
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量の問題についてですが、これから無償化が進みどうなっていくのか現場も分か

らない状況です。新２号について、市の方では推計されておりますが、９月に市が

受けた数字で予想したと思いますが、幼稚園では分かりません。資料を見ると分か

るとおり、新２号の数がかなり多くなっています。確保の数が記載されていますが、

幼稚園では受け入れられません。今の預かり保育の体制で、こんなに多くの人数が

長時間、６時まで居るとなると、部屋もありませんし、人材もいません。文部科学

省も、定員を決めて無理なら断って良いという話まで出ています。あきる野市では、

６園のうち４園までが認定こども園になっているため、新２号として受け入れるの

か２号として受け入れるのか。２号で受けるには、もっと大きな問題があります。

無償化により保護者の考えも変わってきますから、もう一度ゆっくり丁寧に議論を

して本計画をまとめたいと思いますので、お願いいたします。

委員長

障がい児については重要な問題で、１号子どもは文部科学省の特別支援教育の補

助がありますが、２、３号子どもは一般財源化をしてしまい、同じ子どもでありな

がら、文科系と厚労系で国庫補助の有り無しという違いのひずみを、そのまま市区

町村が被ることになります。それにしても現実は現実として、きちんと対応しなけ

ればならないことも認識しなければなりません。

いずれにしても、本日は丁寧に説明をしていただきましたが、これだけの中身で

すので、それぞれが検討し、もう一度持ち寄ってご意見をいただくということにな

ると思います。本議案については、よろしいでしょうか。

委員

新２号に対する疑問が保護者の中にあるのですが、今、新２号の認定を受けるた

め、資料を提出していますが、週２、週３で働いた場合に働いていない時間は預か

りに入れても良いのでしょうか。おそらく入れてはいけないとは思うのですが、私

用があって入れたい時には、どうしたら良いのですか。中には働いていない日も入

れたい人がいると思います。現場もパンクしてしまいそうであるということは保護

者も感じています。働いている保護者からは、働いていないのに補助を受けて入れ

ている人がいるのではないか、それはそれで不公平、働いていない保護者からも不

公平だという声が聞こえてくるので、働いている日限定なのか、リフレッシュも認

めてくれるのかの線引きを分かりやすくしてほしいと思います。

委員長

新２号要件を、果たして市がそこまでコントロールできるかどうかという問題が

ありますが、事務局からは何かありますか。
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事務局

あまりきっちり決めてしまうと、現場が難しいということがあります。

委員

使う側としては、きっちりとした線が無い方が使いやすいのでしょうか。うまく

利用しようとすれば、いくらでも利用できてしまいます。線引きについては、市が

言うことなのでしょうか、あるいは各施設でしょうか。

委員長

おそらく制度的には、市町村行政があまり細かく規制をすることは決して好まし

くないです。各園の現場の実態も違います。基本的には市が要件を定め、本質的に

は保育の必要性の認定ですから働いている日が基本となりますが、ファジーな部分

はあると思います。幼稚園の預かり保育は園によって月単位や日単位、あるいは時

間単位のところもあります。月単位の場合、働いていなくても１か月で見ますから

使うケースはあると、日単位では働いていない日に料金を払ってまで預かってもら

う必要はないということもあります。料金設定は園に任されているので、園と保護

者との考え方のマッチングで、常識的な範囲内でお互いにやっていくしかありませ

ん。

委員

どこまでを市が言うのか、どこまでを施設が言うのかということです。

委員長

あきる野市だけではなく、日本中、市はあまりそこまで細かく決めることはない

と思います。

イ その他

事務局

次回以降の予定ですが、３号認定児の利用者負担額の改定について議題にさせて

いただきたいと考えています。あきる野市の認可保育所等の利用者負担額、いわゆ

る保育料は子ども・子育て支援新制度がスタートした平成２７年度の改定以来、５
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年間据え置いてきております。平成２７年度の改定当時において、国の徴収基準額

のおおむね５０％になるように設定されておりましたが、大分ずれてきている現状

があります。また、９月議会の一般質問において０歳児から２歳児クラスである３

号認定児の利用者負担額を見直すことについての質問がありました。答弁の中で、

市長から無償化の対象外となる３号認定児の利用者負担額について都内２６市の平

均程度になるように、令和２年度に向け見直しをする方針が表明されました。つき

ましては、次回以降の子ども・子育て会議において、委員の皆様に利用者負担額の

改定案をお示しし、ご意見を伺いたいと思っています。最終的には市長からの諮問、

子ども・子育て会議からの答申といった流れにしたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。

（５）その他

事務局

次回の会議の日程につきましては、これまで１１月ということでお伝えしており

ましたが、今回資料の配布等も遅くなってしまいましたので、大変申し訳ありませ

んが１０月中旬に開催したいと考えています。そこで今日の説明に対するご意見を

伺い、１１月初めにもう一度会議を開催し、内容を固め、議会へ報告し、パブリッ

クコメントに移行していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

委員長

パブリックコメントは、いつ頃を想定されているのですか。

事務局

１２月議会後の１月を予定しています。

委員長

それでしたら、１０月に意見を伺えば十分間に合うスケジュールですね。

お願いですが、質問や意見は１０月の会議より前に事務局へ出していただいて、

それを事務局の方で一覧にし、次回会議資料として事前に送付していただければ、

会議当日の議論がスムーズにいくと思いますので、よろしくお願いいたします。
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（６）閉会

委員長

１５分もオーバーしてしまいましたが、膨大な量を議論していただいたというこ

とで、ご容赦ください。もう一度、お目通しいただき、次回会議でご意見等を出し

ていただきたいと思います。本日の会議は以上で終了いたします。お疲れ様でした。

以上


