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平成２８年度第２回あきる野市子ども・子育て会議 

議 事 要 旨 

 

１ 開催日時：平成２８年８月３日（水）午後４時～５時４０分 

 

２ 開催場所：本庁舎５階 ５０３会議室 

 

３ 出 席 者：委員１２人 

 

４ 次  第 

 （１）開会 

 （２）挨拶 

 （３）報告 

     事務局から資料に基づき説明が行われた。 

     （利用者支援事業の補足説明、学童クラブ事業の学年別利用状況、 

      保育所の利用実績及び待機児童数、在宅保育状況、） 

 

 

委員長    

       １点質問がありまして、待機児童で、一般的には特定留保みたいな言い方ですが、

第一希望以外は行かないということによって、結果的に待機状態の方が中にはいら

っしゃると思いますが、その方は待機児童の中から普通は外しますが、あきる野市

の場合も外している数字でしょうか。その場合、外しているのにもかかわらず、３

歳以上で待機児童というのは、あきる野市の状況を考えるとあまり考えにくいと思

いますが、これはどのような理由でしょうか。 

 

 

事務局   

 ３歳以上は全体的に少ないはずですが、小規模保育事業が０歳～２歳までできた

ことで、そこから持ち上がってくる子どもがいるということで、連携施設をすべて

の小規模施設で設定していますが、その分、新規に受け入れる枠が少なくなってい

たり、後は、年齢の高い子どもは、もともと枠が少ないということで、それで待機

児童が出ている状況になっています。 

 

 

 （４）議事 

    ア 子育て支援拠点施設について    

      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 

 新しい施策に取り組まれるようでございます。１点確認をさせていただきたいの

ですが、この拠点施設を活用して、様々な事業が行われると思いますが、これは基

本的に市が委託ではなく、直営されるということで理解してもよろしいでしょうか。 

 

 

事務局 

 子ども家庭支援センターにつきましては、市の直営で考えています。利用者支援

事業や子育てひろばの拡充や一時預かり事業などは委託を考えています。 

 

 

委員長 

ファミリーサポートセンターも直営ですか。 

 

 

事務局 

現在は直営ですが、委託の検討をしています。 

 

 

委 員 

 スケジュールはどのようなものでしょうか。 

 

 

事務局 

 一期工事については、すでに設計に入っていまして、図面ができあがりつつある

ところです。二期工事については、ここで設計委託を出したところで、年内の設計

作業になります。一期については、今年度中の完成を目指しています。完了次第、

子ども家庭支援センターにつきましては、引っ越しをしたいと考えています。二期

については、用途変更等の手続きが必要になってくるので、少し設計期間等が伸び

てしまうのかなと思います。工事についてもなるべく早く完成させたいと思います。 

 

 

委員長 

事業としては来年の平成２９年度事業でしょうか。 
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事務局 

一期については、今年度、完成次第、順次行っていきたいと思います。 

二期については、来年度の平成２９年度の事業になります。 

 

 

委員長 

 前に見学した１階の子育てひろばの２階でしょうか。 

 

 

事務局 

 そうです。 

 

 

委 員 

 前に見学させていただいた子育てひろばですが、非常に利用者が多くて、大変手

狭で大変だろうかなと思いますので、できれば、同じ平面である 1 階がよろしいか

なと思います。 

 また、民間に委託するということですが、利用者支援事業とかありますが、現在、

１階で子育てひろばを委託している事業者に基本的に委託するのか、もしくは新た

に事業者を募集するのか教えてください。 

 

 

事務局 

この施設自体は、市の所有施設ではなく、秋川総合開発公社から市が借りていま

す。その公社の考え方として、１階は基本的に商業施設として利用し、２階は子育

て支援拠点として利用していくということで、市としては２階をお借りすることに

なります。確かに１階の子育てひろばの隣は空いていますが、そこは公社としては

店舗として考えているようです。 

また、子育てひろば等の委託につきましては、１階の子育てひろばを委託してい

る事業者にお願いをするとかではなく、新たに、事業者を選定していくことになり

ます。 

 

 

委 員 

 子育てひろばは１階も残して、２階も設置し、両方で行っていくことになります

か。 
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事務局 

はい。子育てひろばの利用の仕方として、１階は広さもあまり大きくないので、

利用者としては、年齢を制限しまして、ハイハイするような低年齢の子どもなどの

０歳児に利用してもらい、２階については年齢制限を設けないようにしたいと思い

ます。例えば、兄弟で遊びにきた場合は、２階を利用してもらい、０歳児だけの場

合は１階を利用など、使い分けをしていきたいと思います。 

 

 

委 員 

 この施設内で業務する子ども家庭支援センターですが、そこで相談や支援などを

される方はどなたですか。 

 

 

事務局 

現在あります子ども家庭支援センターがそのまま移転する形ですので、その職員

になりますが、そこの中で総合相談になりますので、本庁にあります母子・父子自

立支援及び女性相談担当の職員も移って、相談業務を行います。 

 

 

委員長 

利用者支援事業も関連するという理解でよろしいですか。 

 

 

事務局 

連携します。この子ども家庭支援センターの中には、事務職員の他に、保健師も

いますので、専門的な相談でも対応できます。 

 

 

委員長    

何かご質問等ありますでしょうか。 

 

 

事務局 

説明にありました一時預かり事業でございますが、現在、民間保育園１２園で実

施していまして、利用者負担額をいただいて行っています。そして、新たに、あき

る野ルピアでも一時預かり事業を行うように検討しています。この中で同じように

利用者負担額をいただく考えでいますので、今後、会議の中で、皆様にお諮りして

決めていきたいと思います。 
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委員長    

あきる野市の場合、利用者負担に関することは、市長の諮問を受けて、この会議

で了承するということになっていますので、次回以降の会議によって検討すること

になるかと思います。 

  

 

    イ 私立幼稚園の子ども・子育て支援新制度への移行に関する調査結果について 

      事務局から資料に基づき説明が行われた。 

 

 

委員長     

 私立幼稚園の子ども・子育て支援新制度への移行に関する調査結果ですが、昨年

４月からスタートした新制度であり、私立幼稚園以外はすべて新制度に移行してい

ます。私立幼稚園だけが、建学の精神等があって選択肢があり、今まで通りで、東

京都所管で私学助成をいただくことができ、あきる野市のすべての幼稚園はこの制

度に残っていることになり、希望があれば、新制度に移ることができます。移る場

合についても、幼稚園のまま移ってもいいですし、認定こども園になって移ること

も可能です。 

 ということで、この意向調査では、移行する方向しか書いてありませんが、幼稚

園のまま移行するのか、認定子ども園になって移行するのか、一般的には認定こど

も園になって移行するケースが多いようでございます。 

 そのような選択肢の中で、この調査で来年度は少なくとも１園は移行する方向で、

さらにもう一年後だと２園移行しそうだということです。そうしますと、あきる野

市の幼稚園の半分は、この１、２年で新制度に移行しそうだということで、こうい

う調査結果だろうと思います。これは調査の結果なので議論するものではありませ

んが、ただ、あきる野市の私立幼稚園が、他の公立施設や保育所などと同じ土俵に

上がってくるということになります。 

 そうなれば、市としましても、保育料を統一的に考えなければならないという課

題についての説明だと思います。 

この案件について、何かご質問等ありますでしょうか。 

 

 

委 員 

 経緯もありますが、まず私立幼稚園ですが、全部で６園ありまして、あきる野市

私立幼稚園協会の会長として、幼稚園代表で出席しています。状況を話しますと、

新制度の移行は不確定な部分が多くて、今年度から移行は難しいというところもあ
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って、今年度は私学助成のままでいます。来年度は１園、認定こども園として移行

を希望しています。それから、都からのこの調査ですが、この結果を出したからと

いって、拘束されることはありません。この時は検討中であっても、もし気が変わ

って、来年度から移行したければできますということが担保された結果です。ただ、

急にこれからというのは、幼稚園も準備もありますので、来年６園全部が移行する

ことはないと思います。 

 ただ、全体の流れとしては、私の幼稚園も含めてですが、平成３０年度について

は、かなりの幼稚園が新制度に移行するかと思います。 

 そのためにも、先ほどご説明がありました利用者負担額をどのように決めていた

だくかを判断していくことだと思います。 

 利用者負担額の何が問題かというと、先ほど、説明がありましたが、もともとの

保育園には国の基準がありましたが、幼稚園にはありませんでした。それを今回、

１号認定である幼稚園についても国がある程度基準を決めて、そして２号３号にも

基準があるということです。実際、現在運用されているのは、各市町村は保育園の

国の基準に対して、非常に負担が大きいと今までのいろいろな流れの中で、約５０％

という話もありましたけど、本来、例えば５０,０００円の負担額になるところを、

２５,０００円にして、残りの２５,０００円は市が補助している形をとっています。

その割合で考えると、１号認定の国基準に対しても、それと同じ割合を市で補助し

ていただけるのでしょうかという話がありました。かなり多くを補助している自治

体もありますし、国基準のままの自治体もあるということで、これは、日本の中で

もバラバラになっているという問題があります。 

 それからもう一つ、１号と２号ということで、同じ幼稚園で認定こども園になっ

た場合に、１号認定で来ている子どもがいて、２号認定で来ている子どもがいて、

それから、パートタイマーで働く親とかいろいろいます。幼稚園でも約３割の保護

者がパートなどで仕事している人が多いです。その場合に１号認定で預かり保育や

給食費も払っている方と、２号認定のパートの方で、夏休みも毎日保育してもらい

給食費も全部込みで、しかも、市の補助で半分ぐらい軽減されているとなった場合

に、同じ幼稚園に通っているのに保育料が逆転してしまうというような非常に不公

平感が出てしまい、幼稚園としても説明できないというような問題もあります。 

 また、つい最近、新聞にも出ましたが、保育時間の標準時間と短時間があります

が、その差があまりにも短くてどうなるのかなと思い、市だけの問題でなく、国の

制度の問題でもあり、今まで市がやってきた問題と、実際預けたり、教育を受けた

りして、負担する保護者の考え方もあるかと思いますので、時間をかけて審議して

いただければと思います。 

 

 

委 員 

 今説明をいただいて、分かる部分とそれでも分からない部分がありまして、普段
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そのような問題に関わっていないだけに、何を基準にどのような判断をすればよい

か非常に困ります。 

 

 

委員長    

実際に、保育料を検討する時は、少し、数字のイメージを伴って、具体的にあき

る野市に住んでいる方でこれぐらいの所得の方はこれぐらいになるんだという絵を

示していただいて、議論する方がいいかもしれません。基本、あきる野市に住んで

いる訳ですから、同じ所得の方が同じサービスを受ければ、同じ保育料であるのが

私は原則であろうと思いますが、今までの経緯や実態などもありますので、そこを

踏まえて一気に変える考えもありますし、さすがに財政も必要なので、少しずつ目

指す考えもあります。いろいろな立場や考えもありますので、もう少し具体的な検

討に踏み込む時に、この会議で具体的なご意見をいただければと思います。 

 また、この会議のスケジュールですが、来年度１園が正式に移行を決めると、当

然、１号認定の保育料を適用することになって、現在は、国基準をそのまま使用し

ていますので、これを変えるのか、または別の方策をとるのか、現実に誕生すれば、

市としましても１号認定を考えざるを得ないという意味では、いつぐらいの会議で

の議論となりますか。 

 

 

事務局 

市が考えているのは、平成２９年度に移行する園と移行しない園が出てきますが、

現在、幼稚園の仕組みというのは、一律の保育料を支払って、後から、所得に応じ

て、補助金がもらえる仕組みになっております。また、新制度の１号認定の利用者

負担ですが、あらかじめ所得に応じた保育料の設定になっています。 

もし、新しく新制度に移った場合でも、旧制度に残る私学助成の幼稚園との保育

料との比較で、試算した段階では大きな違いが出てこないと考えています。市とし

ましては、平成２９年度は、移行する園は１園のみですので、国基準に補助金を加

える形でバランスをとっていきたいと思います。 

そして、平成３０年度には半分の園が移行するかもしれないので、それに合わせ

て、１号認定の表を市独自に変えるかどうかを含めて検討し、今年度から、市独自

の表を作る場合は検討に入っていき、平成３０年度に間に合わせたいと思います。 

なので、平成２９年度につきましては、国基準に補助金を利用する形で対応して

いきたいと考えています。 

 

 

委員長    

一般的に私立幼稚園は秋から次年度の園児募集に入りますので、園児募集の時点
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で、来年４月以降の保育料が分からないと、園の保護者に説明ができなくて、とて

も困るだろうと思います。補助金で対応するならば、金額はともかくとして、補助

金によって、この基準の表よりも少し下がりますということを、園として保護者に

説明できないと大変かなと思います。私立幼稚園の園児募集の保護者の立場を考え

ていただけるとありがたいなと思います。 

 私立幼稚園の子ども・子育て支援新制度への移行に関する調査結果の説明とその

利用者負担は今後検討していくという方向でよろしいでしょうか。 

 

 

    ウ あきる野市子ども・子育て支援事業計画の見直しについて 

      事務局から資料に基づき説明が行われた。 

      （時間外保育事業、学童クラブ事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、 

       病児・病後児保育事業） 

 

 

委員長     

 まず、時間外保育事業です。数字は修正されていますが、希望者は全員利用でき

ているのですよね。この資料にありますように、保育標準時間と短時間があります

が、おそらく、日本中でも少ないと思いますが、あきる野市は保育短時間の方は、

どのくらいいらっしゃいますか。 

 

 

事務局 

年度当初は求職中で入る方もいますので、ある程度いらっしゃると思います。後、

求職中で入って、変更される方もいますので、毎月、数字が動いています。 

 

 

委員長     

 いらっしゃることはいらっしゃるのですね。１割ぐらいですか。 

 ちなみに、保育標準時間は１日最大１１時間まで利用できるということで、例え

ば、朝７時に保育園が開けば、夕方６時までの１１時間の中で利用できます。比較

的、短い時間でのパートで働いている方で、そんなに必要ない方は、保育短時間は

１日最大８時間ですから、例えば、朝９時から夕方５時までの８時間の中で利用で

きます。保育短時間の方は、夕方５時を過ぎて、どうしても今日は間に合わないみ

たいな場合は、ここは延長になりますので、ここに書かれているイメージだと、夕

方６時過ぎて、１時間延長みたいなイメージがありますが、保育短時間の方は、も

う少し早い時間から延長保育になるというものを含んだ説明かと思います。 

確保できているということで特段問題はないかと思いますが、これについて、何
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かご意見ご質問等ありますでしょうか。 

 

 

委 員 

 私の園ですが、子どもが１１６人いまして、その内４人が短時間です。たぶん、

どの園もそんなに多くないかなと思います。 

 あきる野市の場合は、一応、短時間は決まっていまして、８時３０分から１６時

３０分までという時間帯でお子さんを預かっています。開所は７時から１９時ぐら

いまでであり、いわゆる８時３０分の前、４時３０分の後が延長という形になりま

す。その時間も含めての人数になっています。 

 

 

委員長     

 では、続きまして、学童クラブ事業です。 

 １点確認させていただきたいのですが、先ほどご報告いただいた資料２と関連し

た話ですが、資料２で、平成２８年度の量の見込みは計１,０５６人となっています

が、入会者が９２５人で、待機児童が１３１人となっています。今ご説明いただい

た見直し後の確保の内容は９７０人となっていますが、これはどういう理解をすれ

ばよろしいでしょうか。 

 

 

事務局 

各学校に学童クラブがありまして、いわゆる定員割れを起こしている学童クラブ

と定員オーバーしている学童クラブがあるということでございます。 

 

 

委員長     

 空いている場所、空いてない場所があり、空いてない場所の学童クラブが待機状

態になるということでしょうか。 

 

 

事務局 

学童クラブなので、子どもが歩いて行ける範囲内でないと通えないので、遠い場

所が空いていましても、当然入れないということで、隣接している場所をおすすめ

はしています。しかしながら、やはり学童クラブの場合は、敷地内にあったり、道

を挟んで隣にあったりしますので、他の学童クラブに行くということにあまりなじ

んでいないので、敷地内等の学童クラブに申し込むということになっています。 
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委員長     

 市の全体の器として、９７０人はあるのだけれども、実際にはそのような問題も

あり、先ほどの資料２の数値になるということですね。分かりました。かなり足り

ないという状況ですね。 

 平成２９年度は確保の内容は変わりませんが、平成３０年度は５０人増えて、 

１，０２０人になっていますが、新たに増やすことでいいのでしょうか。 

 

 

事務局 

床面積は増やしていかないといけない現状がありますので、方策については、先

ほど申し上げましたとおり、９７０人に増やしましたが、児童館の併設化によって、

児童館の一部が学童クラブの床面積として算入されているわけです。その施設を専

用施設化したことによって、児童館の他の部屋も学童クラブに使用できるという方

策をとりましたが、このような方法や、例えば、どうしても入れない所は施設を建

設するなど、いろいろな方策を模索しているところです。 

 

 

委 員 

 定員割れを起こしていない場所で考えているのでしょうか。 

 

 

事務局 

 定員オーバーしている場所を、学童クラブ専用施設にかえていくとか、プレハブ

を建てるとか、場合によっては、空き家の活用など、いろいろな方策を検討してい

き、場所を確保していきたいと考えています。 

 それと同時に、学童クラブの指導員である先生を増やさないことには、場所があ

っても、子どもを受け入れるわけにはいかないので、先生の確保も大きな課題にな

っています。 

 

 

委 員 

 地域子ども育成リーダーの活用はいかがでしょうか。 

 

 

事務局 

 学童クラブの指導員は資格が必要となってきます。例えば、保育士の資格や学校

の教員免許など、そのような資格を持ったうえで、なおかつ、東京都が指定する研
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修を受講するということが条件となっています。 

 地域子ども育成リーダーについては、あくまでもボランティアで子どもたちの育

成に関わっていきますので、学童クラブの指導員とは違いますが、例えば、学童ク

ラブで事業を行う場合に、その講師役などで関わっていくことなどは考えられます。 

 

 

委員長     

 確かに、施設を建設しても指導員がいないとできないことで、人材難でもありま

す。大変な問題ではありますけど、これだけ需要があるわけですから、供給を増や

していただきたいなと思います。 

では、次の地域子育て支援拠点事業でございます。おそらく、保育と違って、非

常に利便性の良い充実した事業であれば、当然利用したいと需要が増えていくとい

うことで、捉え方が違うのかなと思います。数が増えていくことはとても良いこと

と思います。最初の報告事項に少し関連はあると思います。 

 

 

委 員 

 あきる野ルピアに新設されるということで、平成２９年度から、人数が相当増え

ると思いますが、それに関して、いろいろな面でのサポートができるか心配はあり

ますので、それに対してのお考えを教えていただきたいです。 

 東京都も全国的にも子育て支援には力を入れていくこととは思いますが、かなり

の人数が増えるので、見直しのところはすべてそうですが、ここは特に増えます。

先程の学童保育ですが、私も放課後のお手伝いに行ったことがありますが、やはり

毎日というのはできないのですね。たまにでもすごく大変ですし、子ども相手にし

ていますと、子どもたちはかなりハードに動きますので、鬼ごっこなんかして家に

帰ると、次の日は休みたいなと思ってしまいます。だから本当に、建物ができても、

この人材をどのように育ていくのかが大きな問題ではないかと思います。 

 

 

事務局 

現在は、民間の保育所に２か所、五日市保健センターに１か所、そして去年８月

にあきる野ルピアに１か所ということで４か所開設していますが、やはりあきる野

ルピアが一番利便性があるというところで、当初は１日１０組程度の想定で開設し

ましたが、実際には２０組以上、６月は２５組の方々が、毎日来て、親子で遊んで

いるという状況です。また、土曜日も開設していますので、お父さんがお子さんを

連れてくるということで、広がりが出ている状況です。 

ここの中で、職員が３名で対応していますが、このひろばには食事するスペース

がないので、週に２回、３階の和室を借りて、講座や食事をしたり、また現在、２
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階のスペースも借りて、食事をしたりしていますので、先ほどお話がありました子

ども育成リーダーの方に、そこでボランティアとして来ていただいて、お手伝いし

ていただいたりしています。 

ここにもう一つ、来年度開設予定になっていますが、１階もそうですが、民間に

委託をして行っていく予定でありますが、そこの人材につきましても、しっかり対

応していくような形で行っていきます。それと合わせてボランティアの方々にも参

加していただけるような仕組みを検討していきたいと思っています。安全にお母さ

んが来て、楽しんでいただけるような場所にしていきたいと考えています。 

 

 

委員長 

 では、次の一時預かり事業でございます。何かご意見ご質問等ありますでしょう

か。 

 

 

委 員 

 箇所が増えているのに人数が増えていないですが、利用人数は増えないのでしょ

うか。 

 

 

事務局 

 こちらにつきましては、ニーズ調査に基づいて、当初の量の見込みを設定してい

ます。実際は実績とだいぶ離れている状況になっておりまして、ここまでの数値が

あれば、１か所増えても想定する必要はないのかなと思っています。 

 

 

委員長     

 一時預かりというのは、一般的には１日８時間程度預けるのが基本だと思います

が、例えば、半分の４時間とか、いろいろな対応ケースがあり得るかと思いますの

で、それも含まてていると判断してもよろしいでしょうか。 

 

 

委 員 

 現在、幼稚園で行っている預かり保育というのは、新制度では、一時預かりにな

っています。幼稚園における預かり保育と、もう一つ、保育園等でやっている一時

預かりというのは、お母さんが何か用がある時に一時的に預かってもらうというも

のと２つありますが、その実績と量の見込みで、実績は、平成２７年度の実績を基

に、赤字で記入して、次を訂正していたはずですが、この見直しではそれができて
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いません。幼稚園の一時預かりの実績は、全部、市に毎月出していますので、資料

はありますが、お聞きするところ、幼稚園の親は、１号２号の認定を受けてないの

で、ここの整理に問題があると聞いていまして、このままだと、平成２７年度の幼

稚園の一時預かりはどれぐらい増えたかということが、実際は増えていますが、そ

ういうことが反映されていません。 

 確保の内容だと、①１号認定による利用②２号認定による利用③その他の中で、

③その他が保育園でいわゆる本来の一時預かりのイメージです。それからもう一つ、

２歳児保育をあきる野市の私立幼稚園すべてで行っていますが、２歳児の子どもだ

けを週１回か２回、あるいは３日４日も預かることもありますけど、それも制度に

乗っていなかったのですが、新制度においては、一時預かりということで、国の方

針になっているかと思います。それも含めて、もう少し、現状を整理して、幼稚園

も現在の状況についてアンケートを行ってもいいですので、資料を整理しないと、

今後、待機児童の問題もありますし、新制度に移った場合に、２号認定はどれくら

い増えるのか、１号認定と２号認定がどれくらい動くのか、また、それに対する確

保の内容も検討できないと思います。もう一度、幼稚園も協力しますので、この数

字を整理し直した方がいいのではないかと考えます。 

 

 

委員長     

 たぶん来年、仮に１園が新制度に移行しますと、新制度の私立幼稚園や認定こど

も園として、一時預かり幼稚園型と、場合によっては、一般型も併用できることに

なろうかと思います。さらに、次年度以降になると、２園３園となると、かなり正

確に出さなくてはいけないという一方で、いまおっしゃったような、町全体の子ど

もからすると、１号の認定を受けようが受けまいが、１号相当という意味では、同

じ町の子どもという理解が出来ようかと思います。 

 １号認定であるとかないとか、新制度に移っているとか移っていないとか大事で

すが、そこだけにとらわれず、実質的に、この新制度でいう一時預かり、あるいは

一時預かり幼稚園型的なものを利用している子どものデータも幼稚園協会から出し

ていただいて、それも参考になるようなデータの入れ込みをやってもらうと全体も

見えていいのかなと思います。後は、いかかでしょうか。 

 

 

委 員 

 民生委員の立場から言わせてもらいますと、一時預かり事業や、その次の病児・

病後児保育事業がとても私たちに関わってくる部分ですが、今お話しがあった通り、

この数字が増えていないところに隠れているというか、データに出てこない２歳児

のお子さんを預かったりする保育の前の保育というか、幼稚園に入る前の保育とい

うか、そういうものもデータで出していただけると全体が見えてくると思います。 
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 また、一時預かりの場合、金額はどれくらいでしょうか。 

 

 

事務局 

 市で行っている一時預かりにつきましては、０歳児、生後５７日からで、１日８

時間が最大ですが、４時間以内が２,０００円で、４時間を超えたら３,０００円です。

１歳児以上については、４時間以内が１,５００円で、４時間を超えたら２,５００円

です。 

 

 

委員長 

 保育園については、これに準じているということですね。 

 

 

委 員 

 この一時預かり事業について、幼稚園が行っている事業については、どちらかと

いうと延長保育に近いかなと思います。保育園や新しくあきる野ルピアで始まる事

業は、本来の一時預かりになっております。この２つを上手く分けて、数字を出し

たいですね。利用者側は、１号認定２号認定３号認定とか関係なくて、役割がだい

ぶ違う感じがしていますので、いわゆる延長的に利用する幼稚園の預かり保育、後

は、一時預かりを利用する方は、たぶん他のサービスを使われていない方、保育園

にも幼稚園にも入ってない方が利用する可能性が高いと思います。先程、始めにお

話しがあった在宅で保育されている方が一番の対象になっていると思いますので、

ちょっと、数字を分けてみたいなと思います。 

 

 

委員長     

 確かにそうだと思います。本来の一時預かりは、在宅子育て家庭でスポット的に

利用しているものだと思います。それについても事務局でご検討いただければと思

います。他にはいかがでしょうか。 

 では、次の病児・病後児保育事業でございます。数字が大きく変わってきていま

すが、見直し後で、平成２９年度が、量の見込み、確保の内容が３５人日であり、

翌年度以降が８７０人日になっていますが、どのような理解でよろしいでしょうか。 

 

 

事務局 

 平成２９年度までは病後児保育事業でありまして、現在、民間の保育所で１か所

病後児保育事業を行っている数字になっています。平成３０年度からは、新たに公
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立阿伎留医療センターで、病児保育と病後児保育の両方の事業を開設いたします。

定員６名の想定ですが、あきる野市と日の出町との広域事業で、公立阿伎留医療セ

ンターで行うことになっていますので、数字の確保も含めた人数というのを当初の

ニーズ調査の数字に合わせさせていただいております。ちなみに、今の予定という

ことですが、現在行っている病後児保育事業につきましては、平成２９年度で終了

し、新たに平成３０年度からは、病児保育と病後児保育を一体的な事業として公立

阿伎留医療センターで開設することになっています。 

 

 

委員長 

 実施か所数は１か所で変わりはないでしょうか。 

 

 

事務局 

 はい。現在、病後児保育事業で１か所ですが、平成３０年度には、現在行ってい

る事業所は廃止になり、公立阿伎留医療センターで一体的な事業として１か所で行

います。箇所数は結果的に変わりませんが、事業内容が変わるということで、病児

保育も取り入れることになります。 

 

 

委 員 

 定員６名ですが、病児と病後児を合わせてでしょうか。 

 

事務局 

 両方合わせて６名になります。病後児２名、病児４名を想定していますが、感染

症の方など隔離する部屋が２つあります。今いろいろな所を視察していますが、病

児でも伝染性のない子、病後児まではいかない子や病後児の子などを同じ部屋で対

応したりするなど、まだはっきりと病児・病後児何名という分け方はしていません

が、一応６名ということで考えています。 

 

 

委 員 

 公立阿伎留医療センターの広域事業として、数字は日の出町も含めてでしょうか。 

 

 

事務局 

 定員は日の出町と合わせてですが、確保の数字はあきる野市だけの数字です。 
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委員長 

 では、事業の見直しについて、個別の事業については内容についてご説明してい

ただきましたが、その見直しの仕方について、この事業計画そのものは法律に基づ

いて策定していますので、見直しの程度によっては、かなりいろいろな手続きが変

わるものであります。それにつきまして、事務局からご説明をお願いします。 

 

 

事務局 

 今回お示しした内容につきましては、計画の数字等について、実際の数字との乖

離部分の修正などであります。単純に事業内容や計画を変えるということではなく

て、別冊という形で、見直し前、見直し後ということになります。 

 

 

委員長 

 多くの自治体は、５年間の計画でありまして、その中間年である平成２９年度を

一つの節目とし、それなりの大きな見直しとして、事業計画そのものの修正や見直

しを行う可能性があります。もし、それをやりますと、会議でしっかり議論し、そ

の意見を反映して見直しますので、またパブリックコメントをしたりするとか、い

ろいろと手続きをきちんと踏まなければならなくて、大掛かりなものになるわけで

す。 

 これは、見込みの数を実態に即して変更しています。それに変動して、その数字

を変更しましたので、計画の本質を大きく変えている訳ではありませんので、計画

本体にこの見直しや修正部分を付けるというような話だろうと思います。そういう

形でよろしいでしょうか。会議の了解を得たいと思います。来年度以降に、大きな

見直しの可能性はあるかと思います。 

 

 

  エ その他 

 

 

委 員 

 資料５の保育料のイメージですが、それに関して、先ほどの収入のパターンで試

算してみたりして、実際どれぐらいの差があるのかなども判断材料になりますが、

それだけでなくて、他市や西多摩地域でどういうような負担額の設計になっている

のかなども判断材料の一つになるのかなと思います。 
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委員長 

 保育料の検討の時は、そのような参考データを出していただければと思います。 

 

 

事務局     

       ちなみに、多摩２６市では、１号認定で国の基準を使っている市は２３市であり、

市独自基準は３市という状況です。詳しい資料については、次回にご用意します。 

 

 

委員長 

       おそらく、他市もあきる野市と同じく、私立幼稚園の移行もそれほど進んでいな

いので、１号を大きく見直すということにはなっていないと思います。これが、新

制度に移行する私立幼稚園が増えれば、当然、２号認定とのバランス等と考えなく

てはいけませんので、おそらく他市も同じような見直しが出てくる可能性がありま

す。 

 他はいかがでしょうか。 

 

 

事務局 

 先程、一時預かり事業の見込み数等で、今後の幼稚園での一時預かりと市での一

時預かりということで、もう少し精査して分かりやすくしたほうがよいというお話

がありましたが、先ほど、委員長がお話されたように、平成２９年度に大きい見直

しがありますが、今回は明らかに差異があるものについて、別冊のような形で対応

する中で、この形式を変えることは難しいと思っています。また、平成２９年度の

見直しの時にご検討していただく訳ですが、今回の見直しの中では、明らかに変わ

っているところの変更という形で対応させていただくことでよろしいでしょうか。 

 

 

委員長 

 先ほどの話とは別で、これを修正するというよりは、私立幼稚園等のデータをこ

の会議で共有したほうがいいということで、事業計画の見直しに直結することでは

なくて、この会議の中の参考資料として、幼稚園協会から提供していただければ、

ご理解しやすいことだと思います。 

 実際、平成２９年度以降、特に平成３０年度あたりで、半数の私立幼稚園が移行

しますと、認定こども園になって、１号認定の子どもの従来の預かり保育、おそら

く一時預かり幼稚園型で行うと思いますが、国の解釈で、若干名の場合は、一時預

かり幼稚園型でありながら、３歳未満児の本来のスポット的な一時預かりも行って

いいということになっていますので、そのようなデータが出てくる可能性がありま
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す。としますと、これはきちんと制度上載せないといけないので、そのことを踏ま

えて、それは平成２９年度以降という形になります。ただ、今のあきる野市の子ど

も・子育て家庭の現状や実態として、１号認定ではないけれども、私立幼稚園での

預かり保育を利用している家庭が結構あるというデータがあったほうが委員の皆さ

んの理解が進むのかなと思いますので、そういう意味ですので、これは別に計画を

変えるという話ではないです。 

 

 

委 員 

 受け皿自体は、学童にしても、保育園にしても、幼稚園にしても、すごく増えて

きていると思います。ただ、増やしていても待機児童は減らないし、だからといっ

て、子ども達の全体の人数は確実に減っているのに、待機児童は減らないのはどう

してなのかなと考えてしまいます。 

 そうなると、子どもをどこにも預けていない方への補助を手厚くすれば、そもそ

も待機する人自体がいなくなるのではないかとずっと思っています。 

 それが１号認定２号認定３号認定の差を縮めることや平等にすることに繋がるの

ではないかと思います。 

 やはり、国や市にしても、子どもは親に見てもらうのが一番ありがたい形だと思

いますが、それが上手くいかないのが現状で、ただ、器を増やせばよいということ

ではないと頭に入れておいていただきたいと思います。 

 器を増やしたところで、先生がいないとか土地がないとか問題もありますし、闇

雲に増やしていくのではなくて、質も見てもらいたいし、自宅で見ている方への補

助も確実にしていっていただけるところで、待機児童が減っていくのではないかと

思いますので、人数を増やすばかりではなくて、一時預かりの充実などもそうです

が、そちらのほうで意見を言っていきたいと思います。 

 

 

委員長 

 一時預かりもそうだと思いますし、ファミリーサポートセンター事業もかなり重

なると思います。この事業は市民同士がお互いに支え合うというとても良い仕組み

だと思います。そういう視点もさらに大事にしていただければと思います。特にご

説明ありました利用者支援事業も含めた在宅子育て家庭への支援事業はかなり効果

が出てくると思います。国も力を入れてくると思いますので、あきる野市もぜひ先

進的な自治体になっていただければと思います。他はいかがでしょうか。 

 

 

事務局 

 事業の紹介をさせていただきます。今年度に初めて行う事業ですが、子どもの学
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習支援事業を始めました。 

 小学生や中学生を対象にしていますが、授業が良く分からないとか、みんなにつ

いていくことが難しいとか、家庭での勉強のやり方が分からないような、学習に不

安のあるような子どもたちの基礎学力の向上であり、受験勉強ではなく、家庭学習

の習慣付けなどを図ることによって、子ども達が夢や希望を持って成長することが

できるようにしていきたいということで、教育委員会と子ども家庭部等が連携して、

新たに、子どもの学習支援事業を始めました。 

 対象としましては、市内に住んでいる小学５年生、６年生と中学１年生です。実

施期間としては、９月３日から来年の３月末まで、年末年始は除きますが、毎週土

曜日に行います。場所は、市役所別館と五日市出張所２階の会議室の２か所となり、

秋川地区と五日市地区の２会場にて実施します。教科については、小学生について

は国語と算数、中学生については数学と英語ということで、それぞれ２教科で行い

ます。 

 ７月１日号の広報で募集をしまして、他に全部の小学校・中学校の対象学年の全

員にチラシと申込書を配布しました。合計では現在７１名の応募があります。 

 指導に当たっていただく方は、小学校・中学校等で教育経験がある方であったり、

また、主たる指導者の他に、その指導者と一緒にサポートしていただける方として、

教員経験のある方や教員を目指している大学生の方々をサポーターとして、それぞ

れ一つの教室に対して、指導者１名とサポーター２名配置します。このように９月

からの開講準備を進めています。 

 

 

委員長 

 もし可能であれば、予防接種アプリも良い事業だと思いますので、利用状況など

の参考データを出していただけるとありがたいですね。    

 

 

副委員長    

       いろいろな事業が始まると、いろいろな数字が上がってきます。そして、これか

らいろいろな検討が必要になってくるかと思います。 

       子育て支援の拠点としてのあきる野ルピアの活用をどうしていくべきか。あきる

野ルピアのロケーションが非常に良く、人が集まってくる、そして人が集まりやす

い場所だと思いますので、早く周知して活用していただければと思います。 

 

 

（５）閉会 

 

以 上 


