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平成３０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３０年１０月１８日（木）午後４時～午後６時 

 

２ 開催場所：あきる野市役所 別館第１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 乳幼児一時預かり（一般型）の利用状況について 

      事務局から資料に基づき説明が行われた。 

 

 

委員長     

事務局からの説明について質問等あればお願いします。なければ次に移ります。 

 

 

イ 平成３０年度市外保育所等の入所状況について 

      事務局から資料に基づき説明が行われた。 

 

 

委員長     

あきる野市外の保育所等の入所状況について説明いただきました。質問・意見等

はございますか。 

ちなみに、あきる野市の２号、３号の利用児童と比べてパーセンテージは、どの

くらいですか。 

 

 

事務局     

今、手元に資料がございませんので、パーセンテージではお答えできませんが、

全体で２，０００人弱です。 

 

 

委員長     

かなり少ないですね。ご説明のとおり元々そこを利用していた、そこに住んでい
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たという理由だと思います。 

よろしいでしょうか。２点目の報告事項も終わります。 

 

 

（４）議事 

ア 第２期あきる野市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュールについて 

      事務局から資料に基づき説明が行われた。 

 

 

委員長     

ありがとうございます。補足的な話をしておきます。スケジュールについては、

このとおりで良いと思います。今回の子ども・子育て支援事業計画の見直しについ

ては、主にあきる野市にお住まいの就学前のお子さんとその保護者の幼児教育や保

育、子育て支援のニーズを把握し、５年間に人口の流入・流出や無償化の動きなど、

いろいろあると思いますが、その５年間の見通しを立て、需要に対して、市は質・

量とも十分な教育や保育、子育て支援を供給する。需要と供給のバランスをとると

いうのが事業計画の骨格ですので、ニーズ調査が非常に重要になります。後ほど説

明があると思いますが、ニーズ調査をしっかりと行い、その結果を踏まえて、計画

の中身をどうするかという流れが今のスケジュールの説明だったと思います。 

       ご質問等はございますか。なければスケジュールについてはご了解いただいたと

いうことで、次に移ります。 

 

 

イ あきる野市子育て支援ニーズ調査について 

      事務局から資料に基づき説明が行われた。 

 

 

委員長     

基本的な状況を伺います。対象者数は前回調査と変わらないのでしょうか。 

 

 

事務局     

対象者数は未就学児が２，０００人、小学校就学児が１，０００人、合計     

３，０００人で変わりはないです。 
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委員長     

前回調査の回収率はそれぞれ何パーセントぐらいでしたか。 

 

 

事務局     

就学前児童は４５．６％、小学校就学児は４３．５％、合計で４４．９％の回収

率となっております。 

 

 

委員長     

設問の集約、追加等があったということですが、設問数は前回と比べて、どのよ

うになっていますか。 

 

 

事務局     

平成２５年度の調査票について、就学前児童用は、この会議でご審議いただいた

際は５３問あり、その後精査をして実際に調査をした際は４４問でした。小学校就

学児用については、この会議でご審議いただいた際は２６問で、実際に調査した際

も２６問でした。今回は就学前児童が３７問、小学校就学児が２４問となっており

ます。 

 

 

委員長     

少し減ったということで、回収率が上がればと思います。 

本計画は、幼児教育・保育無償化を受けての計画となります。おそらく幼児教育・

保育無償化が実施されると一般的には保育利用時間も増えると思います。長時間で

も短時間でも無料になります。延長保育を希望すれば料金がかかりますが、最初か

ら長い時間で預ければ料金はかからない。市がどう対応するかという問題もありま

すが、無償化によって保育利用時間が長時間化する可能性が出てくるのではないか

と感じます。そうなると各幼稚園、保育園、認定こども園等の施設で設定されてい

る１号、２号認定子どもの利用定員が無償化によって少し動く可能性があります。

保育の需要と施設の受け入れ定員がずれる可能性があります。このニーズ調査を通

じて、あきる野市の各家庭がどういう選択をするのかを把握できると、それに対し

早めに対策ができるのではないかと思います。利用者側も施設側も不測の事態を避

けられる面もあるので、無償化を踏まえた新たな選択のニーズをこの設問で十分に

把握できるのかということも含めてご検討いただければと思います。 

また、従来の設問についても、このような聞き方でニーズが把握できるのか、こ

の設問はいらないのでは、こういった設問の方が良いのでは等の意見があると思い

ますので、ご検討の上、ご意見をいただきたいと思います。ご質問もあればお願い
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したいと思います。 

 

 

委員    

未就学児の調査票ですが、２ページの「幼稚園、幼稚園類似施設」の右側に「入

園料０円〜８０，０００円」とあります。今年度から市内の幼稚園も高額な入園料

をやめて、入園手続きの時に１、２万円ほどの金額をいただき、後は３６か月の月

割りということで、名前も「入園料」ではなく「施設充実費」といった名前にして

おりますので、もう一度ご確認いただければと思います。 

７ページ、問１１－１に「２．幼稚園」とあります。通常は、３から５歳児が幼

稚園というイメージだと思います。「３．幼稚園の預かり保育」は、定期的な利用と

いうことなので、仕事をしていて保育園に入らず幼稚園に預けているというイメー

ジだと思います。「４．幼稚園の２歳児教室」があります。これは、前回の調査の時

に私が発言して、私立幼稚園では、ほとんどの園で２歳児を週１、２回預かってい

るので、項目に入れていただきました。この幼稚園の２歳児教室と幼稚園の間に満

３歳児入園というのがあります。幼稚園は通常３歳児からですが、満３歳の誕生日

を迎えると、２歳児ですが、幼稚園に入園できます。保護者に対する補助金も出る

ため、利用者が増えています。来年、無償化になって今のままだと、満３歳児も１

日の４時間、５時間分は保護者に対し補助金が出ます。無償化の対象になります。

今の２歳児教室は補助金なしで行っている任意事業なので、幼稚園としては赤字の

部分はありますが、保護者からお金をいただいています。無償化になると、週に１、

２回預けるよりも、満３歳児で入園して毎日４、５時間預けた方が、保護者の負担

が少なくなるという現象が起きます。それを期待している母親も実際にいらっしゃ

います。そこで２と３の間に「幼稚園（満３歳児）」の項目を設けていただいた方が

良いと思います。これが増えたり減ったりすることで行政の対応も変わってくると

思いますので、しっかりニーズの調査をしていただきたいです。９ページの問１２、  

１０ページの問１３も同じような設問なので、ここにも「幼稚園（満３歳児）」の項

目を追加していただきたいと思います。 

１４ページ、問２５の「４．放課後児童クラブ（学童クラブ）」と「５．放課後子

ども教室」がありますが、一般の保護者、特に未就学児の保護者にとっては、この

辺の違い、制度のことを理解されていない方が多いと思います。この違いについて

説明がある方が親切だと思います。 

問２５の上に「１０ 宛名のお子さんが５歳以上である方に」とありますが、「５

歳以上になった場合」というように想定で聞くなら分かりますが、どうなのかなと

思いました。 

１７ページ、問３３－１と問３４－１ですが、「１．家族に相談」「２．病院を受

診」とありますが、過去の調査票を見ると、相談相手に「友人・知人」「保育所・幼

稚園」等もあると思いますので、追加をしていただきたいと思います。 

前後しますが、９ページの問１３で新しく無償化についての設問が追加されまし
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た。非常に重要だと思います。委員長からも話がありましたが、無償化により、ど

ういう動きになるのかは大変重大な問題だと思います。無償化について、５行程度

の説明で理解できるのかどうか。無償化のポイントについて、もう少し説明があっ

た方が保護者にとって良いのではと思いました。以上です。 

 

 

委員    

無償化の説明については、もう少し丁寧にした方が良いのではないかと思います。

分かりやすいチャートを入れるなどして説明をしないと、せっかくの良い設問なの

で、それを生かすためには、どのように無償化されるのかをもう少し長めに書いて

いただいた方が、データも生きると思います。今回、調査票に無償化の設問が追加

されていたので安心しました。この設問がなかったら、あまり意味のないアンケー

トになりかねないので良かったです。ぜひ、データが有効に活用できるよう無償化

の説明を長めにしていただきたいです。 

あと８ページの地図ですが、今回はカラーでしょうか。そうであれば、下の表の

番号も地図上の数字と合わせてカラーにした方が見やすいのではと思いました。カ

ラーにするのであれば合わせてください。 

 

 

委員長     

ありがとうございます。ただ今の意見について、事務局からお願いします。 

 

 

事務局     

満３歳児入園の件は検討させていただきます。無償化の説明についても、もう一

度調整をさせていただいて、どこまで細かく載せるのか検討させていただきます。

地図につきましては、今回もモノクロの予定です。１４ページ「宛名のお子さんが

５歳以上である方に」の表現についても、もう一度調整させていただきます。問  

３３－１、問３４－１の選択肢につきましても、問８の選択肢等を参考にしながら

検討させていただきます。問２５の学童クラブと放課後こども教室については、違

いが分かるように説明を入れたいと思います。 

 

 

委員長     

調査票の２枚目に利用料の一覧があり、利用料のほかに簡単な説明もありますが、

もう少し細かい説明がある方が良いのではないでしょうか。例えば、７ページの問

１１－１に、認可保育所については、「国が定める最低基準に適合した施設で東京都

の認可を受けたもの」、幼稚園は「通常の就園時間の利用」とありますが、これだと

分からない方もいます。利用時間は無償化でも大事になってきますので、幼稚園な
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ら５、６時間、保育所なら８時間利用、１１時間利用など、別紙でも良いので、も

う少し説明がある方が良いと思います。放課後子ども教室等についても、簡単な用

語説明を付けると良いと思います。学童クラブや放課後子ども教室とは何か、幼稚

園や保育所の利用時間はどのくらいか等、一覧で分かるようにしておくと親切では

ないでしょうか。 

無償化の説明については、もう少し丁寧に書かないといけませんが、あまり膨大

に書くと逆に分からなくなるので、少したたき台を作っていただき、私と相談させ

てください。保護者の方に分かりやすい、誤解のない、ニーズにどのように影響す

るかが探れるようなレベルの説明で良いと思いますので、事務局と委員長に一任し

ていただいてよろしいでしょうか。 

 

 

委員      

       はい。 

 

 

委員長     

問３３－１、問３４－１の選択肢については、既存の類似調査などを参考にご検

討をお願いします。 

他に意見があればお願いいたします。 

 

 

委員    

無償化の設問ですが、１０ページの問１３－１では、「どの教育・保育施設を利用

したいですか。」という設問があり、問１４では「教育・保育施設を選ぶ際に、重視

する点はどのようなことですか。」という設問があります。実際に保育園を利用して

いる保護者からすれば、今までは収入で保育料が決まっていました。働けば働くだ

け保育料が上がり、逆に働かなければ保育料が下がります。しかし、無償化になる

と、どれだけ働いても、働かなくても無償です。無償化になるとフルタイムの人が

パートを希望するのか、パートの人がフルタイムを希望するのか。希望的な就労状

況を聞くことで、長時間保育が起きそうなのか、逆に短時間が増えていくのか、そ

の辺がニーズとして見えてくるのではないかと思いました。 

 

 

委員長     

それはあるかもしれません。フルタイムで働くと保育料がとても高くなるし、パ

ートで働くと保育料でほとんど消えてしまうため、働かないという方もいらっしゃ

います。無償化になれば働こうという方もいるかもしれないし、逆もあると思いま

す。働き方が変わる可能性もあるので、委託事業者と協議して、その辺も浮き彫り
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になるようご検討ください。 

他はいかがですか。 

 

 

委員    

調査票の全体的な印象として感じたことですが、資料が送られてきた時に、小学

校就学児と未就学児のそれぞれの厚みを比べてしまいました。小学校就学児の方は

半分くらいの厚みで、こちらに力を入れる気がないのかなという印象が１つありま

した。また、私は子どもが求めているものと親が求めているものは必ずしも一緒で

はないと思っています。例えば、親は子どもを長時間預けて一生懸命に働くという

のが、現代の中でも求められているのは分かりますが、子どものニーズはそうでは

ないと思います。朝から晩まで学童クラブにいたいかというとそうではなく、早く

家に帰ってゆっくりしたいと思います。子ども自身のニーズが、この調査票からで

は見えてこない。一番良いのは子どもにとっての良い環境だと思います。実際、遅

い時間まで自転車でフラフラしている子もいますし、ずっと家でゲームをしている

子もいます。そういったことを親は知っているのか疑問に思います。質問として入

れるのであれば、小学校就学児の方で、子どもの放課後の過ごし方を親が把握して

いるのか、親子でいる時間がどのくらいあるのか、その辺を把握しておかないと、

親に良い政策ばかりで子どもにとって良いとは言えないと思います。子ども目線の

質問も入れていただきたいです。 

 

 

委員長     

今の意見について、事務局から何かありますか。小学生の学校外の地域社会の過

ごし方、いわゆる子どもの居場所についても把握しておいた方が良いと思います。

子育て支援の観点からこういうデータも必要だと思いますのでご検討ください。 

自治体によっては、未就学児と小学校就学児の両方いる家庭用の調査票もあり、

未就学児用、小学校就学児用と３種類あるところが多かったと記憶しております。

あきる野市では未就学児を抽出する際、小学校就学児がいる家庭も想定しているの

でしょうか。 

 

 

事務局     

未就学児用は小学校就学前までの子どもがいる家庭を無作為で抽出しますので、

小学生のきょうだいがいる可能性もあります。 

 

 

委員長     

未就学児と小学校就学児がいる場合、未就学児用の調査票に学童クラブ等の設問
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を足して答えてもらうことができますね。その辺はどのようにお考えでしょうか。

一般的には未就学児だけいる家庭用、小学校就学児だけいる家庭用、両方いる家庭

用と３種類ある。種類は２種類ですが、家庭状況は３種類になりますよね。 

 

 

事務局     

自治体によってですが、未就学児と小学校就学児では聞く内容が変わってくるた

め、そのまま単純にそれぞれ送るところもありますし、なるべく調査票が２通届か

ないように配慮しているところもあると思います。 

 

 

委員長     

単純にそこを区別しなくて良いかどうかという話です。未就学児童がいて、上に

小学校就学児がいる家庭は、既に放課後児童クラブ等を利用している可能性があり

ます。そうすると放課後児童クラブの利用意向について回答する際、すでに上の子

で経験していてなかなか入れないということで別の選択ができますが、未就学児し

かいない家庭は、そこが分からないので、分からない立場で自分の子どもが小学生

になった時にこういう利用をしたいのだという意向が出てきます。そこを抑えるの

であれば２種類のほかにもう一つ調査票を作成した方が良いと思いますが、その辺

の考え方はどうですか。 

 

 

事務局     

それぞれの調査票がバラバラに提出され、集計も難しくなりますし、小学生のき

ょうだいがいる家庭と小学生のきょうだいがいない家庭の意向をそれぞれ把握する

ことは想定しておりません。 

 

 

委員    

面白い結果が出そうですね。小学校就学児がいる家庭の結果と未就学児しかいな

い家庭の結果では明確な差が出てくると思います。その差は何かというデータが取

れると思います。３種類にすることのメリットはあるのではと思います。 

 

 

事務局     

そうした場合には両方がいる家庭に送る調査票に、何かしら工夫が必要になりま

す。その差を見たいということであれば、例えば、未就学児用の調査票に小学生の

きょうだいがいるかという設問を設け、きょうだいがいる家庭といない家庭でニー

ズに違いがあるのかを把握することは可能だと思います。 
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委員長     

逆に未就学児もいる家庭に小学校就学児の調査票が届くこともありますよね。や

はり分けないと意向が取れないと思います。だから３種類の調査票を作成している

自治体が多いのだと思います。 

 

 

事務局     

住基の抽出要件の兼ね合いもありますので、実際に未就学児と小学校就学児の両

方いる家庭がどのくらいあるのか等も踏まえまして検討させていただきます。 

 

 

委員長     

他の自治体の調査票も調べていただいて、場合によっては、未就学児の調査票に

小学生のきょうだいがいるのかを聞くことでクロスをかければ、それで良いかもし

れません。いずれにしても区別は必要かと思います。検討してください。 

       他にはご意見いかがでしょうか。 

 

 

委員    

今の話とは変わりますが、学童クラブの所長をやっております。おそらく都内で

一番大きいと思います。先ほど、朝から晩まで学童クラブにいて喜んでいる子ども

はいないとの意見がありましたが、夏休みは朝から晩までいる子どももいます。家

に帰っても友達はいない、誰も遊んでくれないという子がまれにいます。学童が大

好きという子もいます。全ては否定できないのではないかと思います。 

 

 

委員    

多くはないということですよね。 

 

 

委員    

多くはないけど、実際にいます。いろいろと楽しいこともやっております。 

 

 

委員    

学童クラブそのものを否定しているわけではありません。 
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委員長     

視点としては、親の視点、子どもの視点はとても重要だと思います。学童がどう

という話ではないと思います。 

 

 

委員    

保育園の子にも言えます。小さい子どもが親と長時間離れて、泣くこともあるだ

ろうし、その時に先生がすぐに抱っこできるかというと難しいと思います。それが

続くのが子どもにとって良いのかということです。 

 

 

委員長     

子どもの意思表明をこちらが探れるかというだけの話です。不登校の子どもが学

校には行きたくないけど学童クラブには行って、そこで友達が増えて学校にも行け

るようになったというケースも知っています。そういう効果があることもあります

から、それはそれで大切にしなければいけないと思います。 

 

 

委員    

１０ページの問１３－１についてです。ファミリー・サポート・センターがあり

ますが、最近増えてきたのが放課後等デイサービスです。この会議のために見学に

も行ってきました。ここにある選択肢は健常児に対する選択肢で、障がいのあるお

子さんの選択肢がない。それと２ページの利用料一覧にもファミリー・サポート・

センターはありますが、放課後等デイサービスがない。放課後等デイサービスは６

歳から１８歳までと、０歳から５歳までを対象に活動していました。６歳から１８

歳までの子については、各施設の人が迎えに行き、その後施設で１７時半まで過ご

し、各家庭へ送っていくということでした。たまたま利用者の母親と話をしました

が、やはり障がい児を抱えていても働きたいとおっしゃっていました。健常者と一

緒に生活した方が良いという考え方もありますが、そこは障がいのある子たちだけ

でのびのびと過ごしていました。一緒じゃないのも良いのかなとも思いました。 

午前中は児童発達支援事業というものをやっていて、０歳から５歳までの子ども

を連れた母親達がやってきて体験をしていました。選択肢のその他に書けば良いか

もしれませんが、これからの方向としては、放課後等デイサービスも選択肢に入れ

た方が良いと思います。小学校就学児の調査票でも、学童クラブやファミリー・サ

ポート・センター等はありますが、放課後等デイサービスがありません。放課後等

デイサービスを利用するのは補助金を受ける人の方が多いようです。しかし、補助

金が無くても料金は高いですが利用できます。現状のアンケートをみると健常者の

立場でしかないので、障がいのあるお子さんもいますので配慮も必要だと思います。 
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委員長     

関連ですが、先ほど委員から満３歳児入園の話がありましたが、これは無償化の

対象になります。幼稚園の２歳児教室は無償化の対象にならないので、無償化のニ

ーズを探るという意味では、問１３－１にこの選択肢は無くて良いのではないかと

思います。 

 

 

委員    

制度設計のときにも議論がありました。一時預かり事業があります。幼稚園の２

歳児教室は、実質これと同じ機能を果たしています。これをどのように位置付ける

のか、ぜひ議論していただきたい。現在、認定こども園が２園あり、来年２園増え

て４園になります。認定こども園でも一時預かり事業を実施することになりました

が、手続き上、まだスタートしていない段階です。保育園では一時預かりを行って

います。今後認定こども園で一時預かりという形で同じことを実施するのであれば、

そういう選択肢で問うのか考えていただければと思います。 

 

 

委員長     

一時預かりの範疇で位置づけてニーズを聞いた方が良い気がします。無償化によ

って選択が変わるかどうかが主眼で、２歳児は無償化の対象にはならないので、無

償化によって選択が変わるということはありません。問１８以降に一時預かりにつ

いての設問がありますが、ここで聞く方が良いと思います。１０ページは無償化に

なった時に選択が変わるかという話なので、統一した方が良いと思います。 

あと放課後等デイサービスは無償化になるのでしょうか。 

 

 

委員    

資料によれば、障害者通所施設も３歳から５歳は無償化になります。 

 

 

委員長     

そうであれば項目としてある方が良いと思います。 

 

 

委員    

特別支援教育の委員もやっていますが、ここ数年で放課後等デイサービスの利用

者が増えているようです。無償化の対象になるということで、幼稚園を利用して、

その後にそれを利用した場合も、上限はありますが無償化の対象になりますので、

ぜひ選択肢に入れていただきたいです。 
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委員長     

その方向で検討をお願いします。ベビーシッターも今回無償化になるということ

なので、利用している方がいるならベビーシッターの項目もあった方が良いと思い

ます。もう１つ、問１３－１ですが、２つ以上利用することも可能ですので、「主に」

を付けた方が良いと思います。 

他にご意見いかがでしょうか。 

 

 

委員    

未就学児と小学生の子どもがいる立場からすると、両方の調査票が届くのは辛い

です。 

あと未就学児の１４ページの問２５ですが、これを小学生の子どもがいる私が見

ても、正直分からないです。小学校によって放課後子ども教室や児童館でやってい

ることも違います。自分の子どもが通っている小学校のことも分からないのに、未

就学児しかいない家庭にこれを問うのはどうかと思います。放課後に過ごす場所が

必要かどうかということだと思うので、これだけ細かく書かれても選ぶのが難しい

と思います。あとよく言われる小学校１年生の壁があります。１１時半ごろに帰っ

てきてしまう子どもを抱えた状態で、幼稚園・保育園の時は働けたのに１年生にな

った途端に仕事が続けづらいということもあります。そこのニーズも把握して、小

学校１年生の壁のところを手厚くしてもらえるとありがたいのではと思いました。 

 

 

委員長     

放課後児童のニーズを探ることが目的だと思います。ニーズを把握できるように、

今のご意見も踏まえてご検討いただければと思います。計画上は、放課後子ども教

室や学童クラブにどれだけ希望があるのかを探ることが大切だと思います。保護者

にその利用意向があるのかどうかをはっきり聞けるようにした方が事業計画を作成

しやすいと思います。ご検討ください。 

先ほど１４ページの「１０宛名のお子さんが５歳以上である方」が問題になって

いましたが、基本的に未就学児に調査票を送って、かつ平成３２年度から５年間の

計画ですから、基本的には調査票が届いた方には全員に書いていただいた方が良い

と思います。今２歳の子どもがいる方でも次の計画期間中には小学校１年生になり

ますし、その家庭のニーズも必要になると思います。そういった観点で、もう一度

設問を検討していただければと思います。 

       他にいかがでしょうか。 

 

 

委員    

９ページの問１３ですが、無償化で利用意向が「変わると思う」「変わらないと思
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う」というのがありますが、ここを掘り下げて、変わる理由、変わらない理由を聞

くと、ニーズが把握しやすいのではと思います。 

あと私も去年まで保育園児と小学生がいて、今はみんな小学生になりましたが、

やはり一年生になった時に働く時間を変えたり、増えたり減ったりということがあ

ったので、そういう人の意見も拾えるような設問があると良いと思いました。 

 

 

委員長     

確かにそのように思います。無償化について説明文を少し丁寧にすることと合わ

せて、今のご意見を踏まえた対応も検討したいと思います。一度検討させていただ

いて、最終的な案についてはメール等で委員の皆様にお知らせいただき、会議は開

きませんが、それでご了解をいただきたいと思います。 

他にはいかがでしょうか。これを記入された方いますか。何分かかりましたか。 

 

 

委員    

未就学の方で記入しました。子どもが寝てからでないと書けないというのが正直

なところです。回答したい気持ちはありますが、手がつけづらいです。しかし、真

剣に答えたいので時間をとって答えなければと思いました。 

 

 

委員長     

実際に回答される方はそういう状況の中で時間を見つけて回答しますから、回答

に手間取ると回収率が本当に落ちます。途中まで書くがやっぱりできないというケ

ースがあったり、後回しにしてそれきりになってしまうこともあります。基本的に

は３０分超えずに書けると回収率は上がると思います。設問も大事ですが、回収率

でデータの精度を上げることも大事です。どのくらい精神的負担を感じながら回答

されたのかを知ることはとても大切なことです。実際に回答される方の受け止め方

はとても大事だと思いますが、その辺で何かありますか。 

 

 

委員    

前回調査は紙で書いていましたが、今は携帯でのやり取りが主なので、郵送だと

手間もありますし、メール等で回答が送れた方がやりやすいと思います。若い人は

携帯の方がやりやすいのかなと思います。空いた時間に１問だけ回答して保存とい

うこともできるので、空き時間でもできるのかなと思います。 
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委員長     

集計するのも早いです。今回できるかは分かりませんが、今後はそういうことは

大事ですし、コストダウンにもなると思います。 

他に回答される側の視点としてはいかがでしょうか。 

 

 

委員    

文字量が多いと面倒と感じてしまいます。２通は行かないようにしていただきた

いです。難しいことをどれだけの人が文字を追っていけるのかと思うので、何か褒

美とかあるとより良いかと思います。得をした気持ちになると、取り組んでもらえ

るかと思います。 

 

 

委員長     

お礼を渡すケースもあると思います。 

 

 

委員    

妻が子どもを寝かしつけることが多いですし、２人とも日中フルタイムで働いて

いるため、そのまま寝てしまうことが多いです。これをやるとなると時間を確保す

るのは難しいですが、届いたからには答えたいという思いはあります。私が答えて

も良いので、５００円のカードでもあれば頑張れるのかなとは思います。それだけ

で妻の気持ちは揺らぐのかなと思います。 

 

 

委員長     

できれば鏡文に、あなたがお住まいのあきる野市の子育て環境を良くするための

基礎データになりますとか、あなた自身のこれからの子育てにも役立ちますという

ような文言を入れて、下に線を引いてアピールするような工夫もしていただくと良

いかなと思います。個人的には回収率が５０％を超えると良いと思います。 

 

 

委員    

前回調査もそうでしたが、幼稚園も保育園も保護者に一斉メールをしていますの

で、調査票を記入していただくよう発信しています。幼稚園や保育園、ここるのも

そうですが、調査票が届いた場合は書いてくださいと、市全体でＰＲした方が良い

と思います。幼稚園としても協力します。 
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委員長     

市の方からも関係施設にお願いをした方が良いと思いますので、ぜひお願いしま

す。 

他にいかがでしょうか。事務局からは、よろしいでしょうか。委託事業者と事務

局と私で課題の整理をし、改善・修正したものを委員の皆様にお知らせし、ご了解

をいただいて、スケジュールどおりに進めたいと思います。また、何かお気付きの

ことがあれば事務局にご連絡いただければと思います。ご協力をお願いします。 

 

 

ウ 特定教育・保育施設の利用定員について 

      事務局から資料に基づき説明が行われた。 

 

 

委員長     

ありがとうございます。補足ですが、あきる野市で子どもが増えたわけではなく、

私学助成を受けている旧来型の私立幼稚園は、子ども・子育て支援新制度にのって

いないので、今回認定こども園になって、あきる野市の事業計画にのりますので、

そとにあった数が計画上の数にのってきたということです。基本的には、各園の実

情、実態を踏まえて利用定員は定められているということです。認可する、しない

はこの会議の権限ではございませんが、計画上の利用定員が変更になりましたとい

うご説明です。何かご意見・ご質問等あればお願いします。 

 

 

委員    

１号と２号、特に１号ですが、元々の幼稚園での定員数との差、増減の数字を知

りたいです。 

 

 

事務局     

４月１日現在、幼稚園に入れる方は１５０人の定員が減になります。 

 

 

委員長     

一番ストレートで分かりやすいのは、認可定員と実員が分かれば、おそらく私立

幼稚園は子どもがたくさんいた時代の認可定員をそのままにしていて、実際、実員

はかなり減ってきています。大事なのは実員だと思います。その実員に対して利用

定員が増えたのかどうかという話ですよね。実員は今何人でしょうか。 
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事務局     

補足いたします。まず定員のお話からさせていただきます。認可の定員ですが、

草花幼稚園が１１０人の定員から、１号が９０人、２号が１０人、トータルで１０

人の減となります。すもも木幼稚園は元々の幼稚園の定員が２４０人でしたが、１

号が１２０人、２号が３０人、トータルで１５０人となりますので９０人の減とな

ります。合わせて１００人の減となります。実員は草花幼稚園が７９人、すもも木

幼稚園が９６人という現状です。実員が収まるような定員設定になっております。 

 

 

委員    

それぞれ定員に余裕がある状態で、認定こども園になるということです。まだま

だ受け入れられる状態ということですよね。分かりました。 

 

 

委員長     

無償化によってどうなるか分かりませんが、それほど大きな乖離はないのかなと

思います。他にいかがでしょうか。 

 

 

委員    

今日の議題の利用定員について意見を求めるということでしたが、この資料は本

日会場で渡されました。手続きとしては、ここで結論を出すのでしょうか。 

 

 

委員長     

そうです。会議にかけなければならない利用定員というのは、市の子ども・子育

て支援事業計画が５年間で１号、２号のニーズがこうなる。それに対し幼稚園が認

定こども園になって事業計画上の１号、２号の利用定員にのっかってきます。異常

に大きな定員を設定するのであれば需給バランス上、問題が出てくるとは思います

が、ほぼ幼稚園の時の認可定員、実員と大きな乖離がないという形で計画上はこう

なりますということの承認になります。この会議は、認可とは関係ありません。 

 

 

委員    

承認という手続きになるのですね。昨年の場合は、認定こども園がいろいろと遅

れましたので、３月ぎりぎりの会議で承認という形になりました。園児募集は始ま

っていて要項も出ていますが、今の時点で承認ということでしょうか。 
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委員長     

厳密には承認というよりは確認です。承認する、しないという権限の話ではあり

ません。認定こども園の認定は料金も含めて都が行っています。そして、市と都が

協議しています。この会議はあくまで事業計画の需給バランス上、利用定員が変わ

ったということの確認です。 

 

 

委員    

幼稚園協会の代表として会議に出ております。各園と市で調整されていると思い

ますが、協会としては本日初めて見ました。代表者が承認しなさいと言われれば、

そういう立場かもしれませんが、難しいと思います。何が難しいかというと、今ま

での幼稚園の認可定員と現在の人数は分かりますが、１号と２号の割合、例えば、

草花幼稚園だと２号は、１００人中１０人ということで１割で設定しています。そ

れから、すもも木幼稚園は１５０人の３０人ということで２割になります。幼稚園

によっても違いますが、現在でも２号認定の資格があると思われる保護者が１割、

２割は必ずいます。無償化との関係もあるのですが、無償化以前、認定こども園に

なった時点で２号認定の保護者の負担はかなり下がると思います。そこで保護者が

どう動くかということもあります。もし、２号認定が増えた場合に待機児童が出て

しまいます。早急に利用定員を決める手続きが必要だと思いますが、子ども・子育

て会議は、１年に何回も行っていますし、利用定員を年度の途中に変えることはな

いと思いますが、弾力的運用という方法もありますが、今日決めたものを毎年見直

すとか、しっかりルールを確認した上で決めないといけないと思います。これを決

めて３年、５年は変えませんということになると、あきる野市としても、これから

新しい子育て世帯を呼び込もうとしているときにどうなのか懸念されます。また、

今までの幼稚園は定員の範囲内であれば何人いても良いものでしたが、今回の定員

設定により補助金の単価が大きく変わってしまいます。総定員を１００人にするの

か１５０人にするのかで、１号と２号の割合もそうですが、非常に大きな差が出て

しまって経営的には大問題になります。ここで決めるのであれば、毎年状況に応じ

て見直すとか、そういったことも確認していただかないと、どのように決めるのか

を市からも説明していただきたいです。 

 

 

委員長     

その件については、草花幼稚園とすもも木幼稚園だけの利用定員の話ではなく、

市全体の需給バランスです。既に認定こども園になって利用定員が設定されている

とこも無償化を含めて需要が動けば、利用定員の変更の可能性は出てきます。今の

お話は、この２園だけの話ではないと思います。市内のすべての１号、２号、３号

の受け入れ施設の利用定員が、今後、需給バランスが変わってきたときに、それぞ

れが待機児童を出さないようにしながら、どうするのかということですね。 
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委員    

移行して半年が経ち、来年度の募集も始まっています。現に２号の定員が足りま

せん。定員以上に希望者がいます。それについて、どうするのかということで、市

とも協議をしています。この２つの園だけではなく、先行している２園もそうです

し、保育園も関係します。その辺も含めて毎年しっかり議論して変更するのか、３

年、５年はそのままなのかは、はっきりしていただきたいです。 

 

 

委員長     

それも当然、検討しなければいけないと思います。しかし、今の議題は、２園の

利用定員を市、都と協議をし、かつ園の方も希望した定員で設定されていますので、

これはこれで確認しましたという手続きをしておきたいと思います。話を分けます。

２園の利用定員について、確認したというご了承をいただけますでしょうか。 

 

 

委員    

この２園については、各園が了解しているということでよろしいでしょうか。 

 

 

事務局     

こちらは、それぞれの園から出していただいている数字です。 

 

 

委員    

       園が了解しているということでよろしいですか。 

 

 

事務局     

はい。 

 

 

委員    

わかりました。 

 

 

委員長     

もう一点、既に認定こども園になっている２園や保育所の２号、３号の利用定員

がある園が、今後無償化も含めて市の保育事業が変わった時に、過不足が生じる可

能性があります。それについて一度決まったものはそのままなのか、柔軟に需要の
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変化に対して利用定員の設定も対応すべきという話ですよね。今の事業計画上はそ

れについて何か考えがあったのでしょうか。次の計画はこれから作るので、今の話

も含めて議論してどうすれば良いか決めれば良いと思います。今の計画は来年度ま

であります。市として、平成３１年度まで利用定員を変えないとは決めていないと

思いますし、逆に柔軟に変えるとも決めていないと思いますが、その辺はどうなの

でしょうか。 

 

 

事務局     

結論づけた話は今の状況ではしづらいところではありますが、待機児童がいる状

況の中で、例えば、２号定員を減らしていくという話は考えづらい部分ではありま

す。定員自体を毎年変えるのは望ましいことではないと思いますが、設定している

定員と実利用人数の乖離が激しいようであれば、その段階で委員の皆様のご意見を

伺いながら見直しをするということは将来的には必要になると思います。 

 

 

委員長     

一般論で申し上げると、国の考えでは利用定員は２年続けて２割以上乖離があれ

ば、定員オーバーであれば減員するか、利用定員を実態に合わせて変更することに

なっています。毎年変えるというよりは、少なくとも２年間は、利用定員は変えな

くても、実際の受け入れは、利用定員を超えて受け入れるという解釈はできます。

現計画ではそういう対応しかないでしょう。次期計画はこれから検討するので、次

期計画について議論するときにしっかり議論して、原理原則を決めた方が良いと思

います。大事なことは、利用者が減って空き定員ができても利用者は困らない。困

るのは施設の定員に対して利用希望が多くて入れない。待機児童が出ることは避け

なければなりません。そのために利用定員をどうするかという議論を次期計画を議

論する中で、各委員のご意見を聞きながら、基本的な考えを整理した方が良いと思

います。いかがでしょうか。 

 

 

委員    

これから認定こども園が当たり前の時代になります。あきる野市も来年は２園増

えます。認定こども園のメリットは１号、２号が動けるということです。仕事を辞

めると保育園にはいられなくなるが、認定こども園は利用できる。１号、２号利用

者の生活がどう変わっても、同じように認定こども園を利用できるのは大事なとこ

ろだと思います。利用定員の全体的な枠を増やす場合は、もちろん全体のニーズと

関係します。現状、利用している方にとっては、動くこと、自由度がないと意味が

ないと思います。認定こども園を利用されている方のメリットを一番優先する形で、

定員を考えた方が良いのかなと思います。 
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委員長     

子どもも含めて利用者の移行希望を最大限尊重するように、事業計画の需給バラ

ンスを図る。その考えも改めて次期計画の策定の中で議論して整理する必要があり

ます。この件で他に何かございますか。次回以降の会議でニーズ調査の結果も出て

きますし、無償化の状況も見えてきますので、これからのあきる野市の各施設の利

用定員についても、この会議の検討課題の１つにしていただければと思います。 

 

 

委員    

認定こども園は東京でもまだ少なくて、市内に４園あるのが奇跡的な状態です。

保護者の方も少しずつ動き始めている状況です。定員は決めないといけないので、

運用については、柔軟に運用できるような通達も出ておりますので、その範囲で利

用者にとって使いやすいものになるようお願いしたいです。次の計画については、

将来を考えた定員を考えるということで、それをご理解いただければ私は了解いた

します。 

 

 

委員長     

現計画は、運用上は少し弾力的に扱えるので、２年までは利用定員より増えても

大丈夫かと思います。運用でカバーできると思います。次の計画でしっかりと議論

しなくてはいけない。施設側が公定価格の見直しをされて、ひょっとすると保育所

が認定こども園になって少人数の１号で高い単価が下げられるかもしれないし、逆

に幼稚園が少数の２号で高い単価にしている。そこまで高くならない可能性もまだ

あります。そうすると施設側の判断で、希望者はいっぱい来るけど、利用定員が公

定価格が動くのであれば、このぐらいの数字だよということがあります。そこが今

まったく決まっていません。来年、この会議を何回か開催する中で、国の方の公定

価格をどのようにするのかが見えてきますので、それも含めて議論しないといけな

いと思います。今はあまりにも不確定な要素が無償化も含めて多いので、国の動き

を見ながら少しそういうことも踏まえた検討をしていければと思ってます。今後、

変化があるということを踏まえて、今後の会議に臨んでいただければと思います。

では、２園の利用定員については、確認ということでよろしいでしょうか。 

 

 

委員      

       はい。 
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委員長     

議事は以上ですが、その他で事務局から何かあればお願いいたします。 

 

 

事務局     

次回会議についてご報告をさせていただきます。次回は３月を予定しております

が、ご審議いただく案件が発生した場合には会議を開催させていただくこともあり

ますので、よろしくお願いいたします。いずれにしましても、早めに開催通知は送

付させていただきますので、ご出席いただきますようお願いいたします。 

 

 

副委員長    

調査票について、事務局に確認してもよろしいでしょうか。資料４の６ページの

問１０―３についてですが、これは子どもが１歳になっていない場合は回答しない

ということですか。育児休業は通常１歳未満だけが対象ではないですよね。それが

少し気になりました。 

 

 

委員長     

育児休業は延長できますよね。育児休業制度の内容を踏まえて、もう少し丁寧に

表現していただけると良いと思います。 

 

 

副委員長    

例えば教員は３年取得される場合もあります。調査については以上です。 

本日、今年度初めて会議に出席しましたが、子どもの視点も調査票に入ると良い

のではとか、学童クラブの視点、保育園・幼稚園側の意見等が出ました。いろいろ

な立場のニーズを正確に把握することが次に繋がると思いますので、ここでの議論

も含めていろいろな方のご意見がたくさん出てくると良いと思います。例えば、１

号、２号の定員の話も、最終的に保育園・幼稚園側が経営的に困ってしまう事態に

なれば、その後子どもを預ける場所がなくなってしまいます。子育てに関わる全て

の人がハッピーになる計画になればと思います。調査票については、ここで聞くこ

とが次に繋がる気がするので、しっかり案を練っていただきたいです。私は初等教

育がメインなので、幼保と初等教育の連携は気になっています。その当たりも意見

がありましたが、少しでも盛り込まれると良いと思います。就労についてもありま

したが、放課後の過ごし方や教育面についても不安を抱えていることもたくさんあ

るはずなので、未就学児側に問うことも必要ですし、就学児に問うことも必要かも
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しれません。また、子育てに対する不安や負担感は、自由記述の方が細かく把握で

きるのではないかとも思います。いずれにしても、本日のようにいろいろな視点か

ら意見が出ると、良い計画に繋がると思っております。 

 

 

委員    

少し話が戻ってしまいますが、私は、認証保育所も認可保育所も小学校の学童ク

ラブも全てお世話になって、もう子どもは随分大きくなってしまっているのですが、

学童クラブに入った時に気になったのは、下校時に１人で帰ってしまうことです。

保育園や幼稚園では１人で帰ることは無いですが、学童へ迎えに行くと「お子さん

帰りましたよ」というすれ違いが、他の家庭でもありました。幼稚園や保育園は連

絡が密でしたが、学童クラブに入るとそこが薄くなってしまって、私は子どもにち

ゃんと待つように伝えたつもりが、子どもは友達との流れで帰ってしまったとか、

私が仕事から帰るくらいの時間に、学童クラブから１人で帰ってきたのかなという

お子さんも見かけます。学童クラブに入っているかという問いがあるので、その中

に１つ下校方法はどうされているかという設問を入れていただくと良いと思いまし

た。 

 

 

委員    

学童クラブから勝手に１人で帰るということはありません。 

 

 

委員    

すごく徹底している学童クラブもありますが、先生が変わるとその辺が変わると

思うこともあったので、施設ごとに違うのかとも思いました。 

 

 

委員    

他の施設は分からないですが、そういうことはありません。 

 

 

委員    

そのように気を使っていただけると、親としては安心するのではと感じました。 

 

 

委員長     

このニーズ調査は、国が基本指針で法定化した形で量の見込みを把握しなければ

ならないということと、あとは自治体が独自に、わが町の子育て環境を良くするた
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めに現状や課題を把握したいという２つがあって良いと思います。今のご意見も含

めて、あきる野市らしい子育て環境整備につながる設問を入れていただくと良いと

思います。子育てするならあきる野市、引っ越したいと思ってもらえるようにオリ

ジナリティのあるそういった視点も大事だと思います。そこも含めて事務局と委託

事業者でご検討いただいた上でご相談いただき、事務局と委員長一任で調査票を整

理させていただき、それを皆様にご確認いただき、その上で作業を進めるというこ

とでよろしいでしょうか。 

 

 

委員      

       はい。 

 

 

（５） 閉会 

 

 

委員長     

以上で全ての議事が終了いたしました。次回会議は３月ということで、無償化に

ついても状況が見えてくると思いますので、また具体的にご検討いただきたいと思

います。それでは本日の会議は終了いたします。ありがとうございました。 

 

 

以 上 


