
－1－ 

国立市保育整備計画（案）に関する市民懇談会 

開催の記録 

 

1．開催状況 

日時 会場 参加者数 

 平成29年11月11日（土） 

14時00分～15時55分  

国立市役所 

2階委員会室 
10名 

 

2．配付資料 

 ・国立市保育整備計画(案)の概要について 

 ・国立市の子どもを取り巻く環境と待機児童対策について 

 

3．概要 

（1）国立市保育整備計画（案）の説明 

（2）国立市の待機児童対策の説明 

（3）質疑応答・意見交換 

 

4．記録 

【保育事業推進担当係長】 

 定刻になりましたので、これより国立市保育整備計画（案）に関わる市民懇談会を開催させていた

だきます。本日の進行を務めます児童青少年課保育事業推進担当係長の脇領と申します。よろしくお

願いいたします。はじめに、子ども家庭部長の馬橋よりご挨拶させていただきます。 

 馬橋部長、お願いします。 

【子ども家庭部長】  子ども家庭部長の馬橋でございます。本日はお忙しい中、懇談会にお越し

いただきありがとうございます。 

本日は、保育整備計画（案）の懇談会ということでございますが、子育て、子どもに関しては、

子ども総合計画というのがございます。そして、子ども・子育て支援事業計画という計画があるん

ですが、今回はこの保育整備計画ということで、保育に特化したといいますか、そういった計画を

ここで国立市としては初めて検討を重ね、このような形で今日皆さんに案ということでお示しする

形になってございます。 

 本日、ご意見を伺って、ぜひこの計画を今後具体化、これを実になるものにしていきたいと考え

てございます。計画には一番として待機児解消の課題もございますし、また、いろいろな保育、多

様な保育と言われるんですけども、保育園、幼稚園に限らず、皆様方の生活に合わせた保育、当然

家庭保育を支える支援というのも必要になってございますが、この整備計画をどのように市として
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進めていくか。切れ目ない、あるいは網目に漏れないような支援、そういったことをこの中へ盛り

込んでいます。 

 大きいところでは、これまでの議論の中で民営化ということで、これは市としていろいろな子育

て支援に取り組まなくてはいけないわけですが、それに当たってはいろいろな仕組みを変えていか

なくてはいけない、民の力を借りていかなくてはいけないということで、そういった民営化の議論

を進めさせていただいて、それもあわせましてこのような計画になってございます。 

 今日はそういったところで、全体的な部分を含めて、ご意見を頂戴して、よりこの計画を具体化

していきたいと考えてございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

【保育事業推進担当係長】  本日の懇談会ですけれども、資料は「国立市保育整備計画（案）の

概要について」というＡ４横ホッチキス止めの資料をお配りしておりますので、そちらについて、

まず２０分から２５分程度で説明させていただいて、皆様からいろいろなご意見をいただきたいと

思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、まずは資料の説明に入らせていただきます。資料をおめくりいただきまして、目的の

ところから、これは素案のときから説明はさせていただいてきているところですけれども、簡単に

説明させていただきます。 

 背景というところで、少子化、核家族化、都市化といったキーワードを挙げさせていただいてい

ますが、共働き家庭も増えております。子どもが一人のご家庭も増えています。また、周りにおじ

いちゃん、おばあちゃんがいなくて、支援がなかなか行き届かない家庭もございます。さらには、

地域のコミュニティというのも希薄化しているというような課題もあり、そうした中で家庭や地域

の環境も変化していったり、子育て家庭が孤立してしまったりとか、不安を常に抱えていたり、負

担に感じていたり、そういった家庭も多くなってきています。また、お仕事をされている関係で、

仕事と家庭の両立が難しくなったりしており、そういった背景の中で保育ニーズも高くなっており

ますので、早急な待機児童対策、そういったものも図っていく必要がありますし、発達に課題のあ

る気になるお子さん、そういった方への支援というのが顕在化してきているというところでござい

ます。また、子育てが負担に感じている中で子どもに手を上げてしまったりとか、児童虐待の対応

など、さまざま課題が出てきているということでございます。 

 その中で、この計画の目的というところですけれども、市の経営資源といいますか、人ですとか

お金というのは限りがありますので、そういった資源を有効活用しながら民間の力も取り入れて、

公の役割というのを明確にしつつ、行政のみならず、いろいろな資源を使って保育課題を解決し、

子育て支援に取り組まなければならないということでございます。 

 また、行政というのは、住民福祉の向上、増進というところが大前提でございますけれども、そ

の中でも子どもに関しては、子どもの最善の利益というものを常に念頭に入れながら、行政として

最少の経費で最大の効果という地方自治法に定められた規定もございますので、そういった原則も

頭に入れながら課題解決に取り組んでいきたいということでございます。 

 また、この間、財政改革審議会であるとか、保育審議会での議論もございます。そうした答申も
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最大限に尊重する中で、市全体の保育環境を維持向上させていくというところがございますので、

そうしたことを踏まえ、取り組むべき保育の施策の方向性を示すということと、公と保育園が果た

す役割を整理した計画が保育整備計画であるというところでございます。 

 ３ページでございますけども、その中で保育や子育て支援の課題というのがさまざまあるかと思

いますが、その中でも優先度を計画の中ではお示しさせていただいているということです。市が考

える優先度というところで一覧の表になってございますが、上から行きますと、待機児童の解消、

これは後ほど待機児童について説明を別途用意しておりますので、また後ほど説明させていただき

ます。 

 それから、発達が気になるお子様への支援、ご家庭への支援、こういったところも優先度として

は高くなっているということでございます。 

 その次に、保育園とかに通われている方は、まだそういった目の届くところにあるかもしれませ

んが、在宅で子育てされている家庭というところもございます。そういった方々へ子育てひろばを

通じて課題を拾いながら関係機関につなげていく必要もございます。 

 総合相談窓口については、今年度、「くにサポ」という名称で総合相談が立ち上がりました。そう

いったところをさらに充実も図っていく必要があるだろうと思います。また、個別の事業であれば、

一時預かり保育、これは皆様からの要望といいますか、ニーズも高いというのはこの間の懇談会な

どで伺ってきております。それから、緊急保育、一時的に保育が必要な方々への保育の実施である

とか、アレルギーへの対応ですとか、病児保育、こういったところもニーズとして高くなっており

ますので、そういったところも取り組む必要がございます。 

 これは優先度ということで上から順番になっていますけども、あくまでもこれも目安でございま

して、中には単体で事業を展開するのは難しいけれども、ほかの事業とセットでやっていくことで

できるというものもございます。予算上の制約などもありますので、そういった中で市としてはで

きるものからやっていくことになると考えています。 

 おめくりいただいて、４ページは、今後の公と保育園の役割ということでございますが、まず、

市が目指す取組として３項目挙げております。基幹的保育園による子育て家庭全体への支援という

ことと、それから、この間も説明させていただいてきていますが、ソーシャルワーカーの配置によ

る支援、それから市全体での保育の質の向上への取組というところが、市において大きな役割を担

っていく部分になろうと考えているところです。 

保育園では、地域子育て支援拠点事業ということで、下のところに「（仮称）かかりつけ園」とい

う形で記載させていただいておりますが、そういった事業を展開する中で地域の子育て家庭を支え

ていきたいというところの役割、それから新たな保育行政課題の実施というところでは、国や東京

都の補助金なども活用しながら、優先度の高い事業を、例えばこの計画では矢川保育園で一時保育

というのを民営化にあわせてやっていきたいということも示させていただいておりますが、新たな

保育課題についても実施していきたいというところでございます。そういった役割があると整理し

ております。 
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 ５ページ以降で、各キーワードについてイメージ図をつけさせていただいておりますけども、５

ページ目が、基幹的保育園の役割ということで記載させていただいております。これまでどおりの

保育園の運営に加えて、基幹的保育園では保育ソーシャルワーカーの配置などをしていく中で、市

内の巡回指導であるとか、あと全体的な質の向上のための企画立案ですとか、研修の実施とか、そ

ういったことにも取り組んでいくというのが基幹的保育園の役割でございます。 

 それから、６ページ目が、保育ソーシャルワーカーの役割というところですが、基幹的保育園に

保育ソーシャルワーカーを配置いたしまして、そこで各保育園を回る中で、課題とか、そういった

ものを見つけていく中で必要な支援につなげていくというところのイメージ図になっております。 

 ７ページ目が、地域子育て支援拠点事業のイメージですが、現在も子育てひろば事業などをやっ

ているところでございますが、そういった相談の場であるとか、交流の場、それから情報提供、さ

らには集団保育の経験の場であるとか、さまざまなそういった事業を展開する中で必要な課題のあ

るような家庭であれば、そういった場を使って関係する機関につないでいきたいというのがこのイ

メージ図の説明になります。 

 おめくりいただいて、８ページ目が、それぞれの役割とか、新たに取り組みを進めていくために

今どういうことをしていくかというところですけれども、まず、新しいことに取組むにしても人と

お金というのはどうしてもかかってくるところでございますので、そういった人材と財源の確保と

いうところが必要です。待機児童対策もそうですし、また各市で保育園をつくる中で保育士不足も

言われていますが、保育士の確保の部分、そういったところを進めていくことや、あと子育て家庭

が孤立しないような支援、妊娠前からの切れ目のない支援ですとか、そういったことをやっていく

必要があります。こういった事業展開するためには、人材と財源の確保が必要であるというところ

でございまして、そのために民間活力の導入というところですけれども、右側でいろいろな事業を

書いておりますが、こういった事業をやっていくためには、民間の力も活用しながら進めていく必

要があるというところでございます。 

 ９ページ目からが民営化についてでございますが、まず民営化の方針です。計画の素案でも示さ

せていただいておりますが、今回、案の段階で②が大きく変わったところになります。基幹的保育

園ついては、なかよし保育園ということで①に示させていただいておりますが、②の民営化の部分

では、市が設立する社会福祉事業団というところに移管するというところで、この手法については、

素案から案の段階で大きく変わった点でございます。 

 それから、３点目のガイドラインについては、一般の民間の社会福祉法人へ移管する場合のガイ

ドラインを審議会では議論していただいていますけども、そういったものを生かしながら、この手

法が変わったことで新たに作成して進めていくということです。４点目は、２年目以降については、

１園目の効果・検証を行った上で進めますというようなことが、方針として示させていただいてい

るものでございます。 

 おめくりいただいて、１０ページが、スケジュールでございます。スケジュールについても、手

法が変わりましたので、スケジュールも大きく変わってきていますが、平成３３年の移管というと



－5－ 

ころは変更ございませんけれども、上から見て行きますと、社会福祉事業団というのを立ち上げる

というところで、来年度予算に向けて、今、整理させていただいておりますが、平成２９年度の後

半から平成３０年度にかけて設立準備、それから認可に向けて取り組んでいこうと考えているとこ

ろでございます。その後は事業団の運営を始めるというところですが、園舎については、移管の平

成３３年までは仮園舎で、その間、来年度には、矢川プラスの全体を含めまして、保育園部分につ

いても基本計画というのをつくっていきたいと思っておりまして、平成３１年設計の平成３２年が

工事というようなスケジュールで新園舎は進めていき、移管により平成３３年度から新しい園舎に

移っていくというようなスケジュールを考えています。 

 運営主体については、平成３３年度を境に、直営だったものを社会福祉事業団に移していくとい

うスケジュールでございます。そして、平成３３年度の移管後は毎年度繰り返し効果・検証を続け、

改善を図っていくというようなスケジュールを考えております。 

 次に１１ページですが、社会福祉事業団の設立ということで、今回案の段階で追加した項目にな

ります。設立の意義というのが資料上段のところですけれども、これまでの保育の継承というとこ

ろで、質の高い保育を実施していく、これは保育士の先生方も派遣という形で事業団に行きますの

で、その中で質の高い保育をやっていくという意義です。 

 ２つ目は、市内の未就学児とその家庭の支援という広い部分の視点も持ちながら展開することで、

保育であったり子育て支援であったりに広く寄与するような団体としていくという意義です。 

 ３点目は、市では、総合計画として基本構想がございます。この大きい計画の下に、子どもの関

係であれば子ども総合計画がございます。こういった計画の実現に向けて、市と密に連携をとりな

がら進めていくというところ、４点目としては、国立市で子どもを産み育てたいと思える環境づく

り、それから育児等における子育て支援ですとか、地域と協働した子どもの育成活動の提供という

ことにより、子育て世帯が地域で安心して自立した生活を支援できるような、そういったことに寄

与するような団体というのを目指していきたいということでございます。 

 その中で、人的効果の活用であるとか、財政効果の見込みというのを示させていただいておりま

す。当初は市の職員が派遣という形で行きますので、安定的な保育を継続して実施していくである

とか、徐々に事業団固有の職員を採用する中で、緩やかな入れかえを進めていくということになり

ます。また、進めていく中で人材が確保できた場合には、そういった新しい役割を持たせながらや

っていきたいということになります。 

 それから、民営化後も公立保育園との人事交流など、そういったものも進める中で、保育を継承

していくというようなことを考えているところでございます。 

 右側の財政効果のところですけども、園舎の整備であるとか、運営費は毎年かかってきますが、

そういった経費は、東京都・国の補助制度を活用していくということで、効果額としては、そちら

に記載のとおりの効果を見込んでいるところでございます。建設費で１億７,８００万円、運営費で

年間４,３００万円の効果を考えておりますので、こういった財源については、保育・子育て支援の

充実のために活用していくということを考えているところでございます。 
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 社会福祉事業団を選択した理由というのを一番下に４項目挙げておりますが、保育環境が変わる

ことに不安があるという皆様からのご意見もいただく中で、そういったことへの子どもへの影響を

最小限にするということ、それから、人的、財政効果の活用をしていくという部分、さらに、広く

保育・子育て支援施策をやっていくというときに、事業団を立ち上げることによって広くこの先も

やっていくことができるという点、それから、移管方式の限定というのは、民営化の方式としては、

事業団のほかに公益財団法人という方法もありますけども、矢川保育園の用地が都有地を活用する

ということで、予定の都有地については、そちらの財団方式は採れないということが都の要綱でわ

かっていますので、同様の組織といえる社会福祉事業団を選択したというところになります。以上

４点を理由に移管手法を一般の社会福祉法人から社会福祉事業団に変更させていただきました。 

 資料１２ページは、社会福祉事業団となった場合の人的資源の活用のイメージということで、図

で動きを示したものです。派遣の期間は５年というのがございますけども、その中で法人に新たに

派遣したり、事業団の中では新たな職員を採用したりする中で、これまでの保育を継承して進めて

いくというのがイメージとしてつくらせていただいたものです。 

 １３ページは、事業団への移管に向けてというところですが、この間の取組を少しご紹介させて

いただいております。保育園の先生方、職員の方々の検討・取組状況ということでは、保育園職員

の方々と勉強会を開催させていただいているところです。また、職員のアンケートなども既に実施

したところです。保育園の先生方とは、保育の質の部分でガイドラインづくりも今進めているとこ

ろです。来年度は、学識経験者の方々も入っていただきながら、市全体のガイドラインとなるよう

に進めていきたいということで、必要な予算についても検討しているところでございます。 

 資料右側の平成２９年度の新たな取組というところについては、今年度、新しいこととして、「保

育園なるほどフェア」を開催させていただきました。これは公立、私立問わず、保育園の先生方に

参加いただいて保育園を紹介するとともに、入園の手続の説明などもする、市内の保育園が一堂に

会して行うフェアをやらせていただいたところです。 

 それから、昨年度公立４園の保護者会との懇談会の中で、しょうがいをお抱えの方が入所に当た

って各園を回って、大変精神的にもつらかったというようなご意見もございました。そうしたこと

もあり、今年度、入所受付が今ちょうど始まっていますけども、しょうがい、アレルギー児の専門

相談員ということで、今１名臨時職員を配置して取り組んでいるというところでございます。 

 左下の矢川保育園についてというところですけれども、今後、事業団になっていきますけれども、

新しくなる矢川保育園について検討していく専門部会というのを今後立ち上げて検討していくこと

を考えているところでございます。 

 それから、市民の方々からの意見の反映というところですけれども、次の１４ページをご覧いた

だければと思いますが、今、保育整備計画（案）の段階ですけども、今後策定したときに、それを

具体化していく取組として、懇談会とか説明会とかをこれまでも開催してきましたけども、それと

はまた違った形で、例えば左下のところにテーマを書かせていただいていますが、待機児童対策で

あるとか、発達が気になる子どもへの支援であるとか、今後の保育園はどういった保育園がいいの
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かとか、そういったテーマを設けまして、グループに分かれて議論したりするなかで、少し違った

形で意見を反映していくような仕組みに取り組みたいと思っておりますので、詳細はまだ検討中で

すけれども、１月以降ぐらいにそういった取組をしながら、さらに意見を伺って反映していきたい

と考えているところでございます。こういったやり方とかについても、もしご意見があればいただ

ければと思っております。 

 待機児童対策については、素案の段階ではまだ具体的なことがなく、なかなか計画に盛り込めな

かった訳ですが、この間に動きがございますので、計画素案から案に変わる段階で少し計画の中に

も盛り込ませていただきました。この間の待機児童対策ついては、１５ページからまとめさせてい

ただいております。今年度４月から待機児童解消対策推進担当係長を配置し取組んでいますので、

待機児童の関係はこちらの赤尾から説明させていただきます。 

【待機児童解消対策推進担当係長】  １５ページから私が説明をかわらせていただきます。改め

まして、待機児童解消対策推進担当の赤尾でございます。よろしくお願いいたします。 

 今、脇領からもありましたとおり、保育整備計画の中に素案から案になるときに待機児童対策が

具体的に書き込まれましたので、また市民の皆様も大変関心の強いテーマと考えておりますので、

具体的にご説明したいということで、まとめさせていただいたものでございます。 

 おめくりいただいた１６ページでございますが、まずは、待機児童対策は、ご承知の方も多いと

思うんですが、国立市の待機児童はどれぐらいいるんだろうというところでございます。２９年４

月１日の状態ですけども、全部で１２５人いらっしゃいまして、０歳が２４人、１歳が７１人、こ

こが最も多いところです。２歳が２４人ということで、待機児の方がいらっしゃいます。国立市の

中では過去最大の数字でございまして、実は都内でも割合に直しますと屈指の状態で多い数という

ことになってございます。１歳児の方は両親がフルタイム、共働きという状態でもなかなか難しい

ような状況がありまして、大変私どもとしても心苦しい、一刻も早く解消しなければならないとい

うことで進めているところです。 

 その下の折れ線グラフにつきましては、これまでの取組ということで、実はこれまでも、皆さん

ご承知のとおり、高架下にきたひだまり保育園をつくったりとか、あじさい保育園という小規模の

保育園を矢川につくったりとかで、定員数を増やしてまいりました。点線のところが定員数のグラ

フになるんですが、定員数を増やしても最近の保育需要というのはどんどん伸びていることもあり

まして、待機児童の数というのは減ってこなかった、横ばいどころか少し増えてしまっている、そ

んな状況であると考えてございます。 

 次の１７ページでございますが、俯瞰をして国立市における保育の状況というところで、０歳か

ら５歳までどれぐらいの人が保育園に通っていて、どれぐらいの人が幼稚園に通っているのか、ま

たその中に待機児童と言われる方がどれぐらいいるのかというのをあらわしたものが、こちらのグ

ラフでございます。０歳ですと、保育園に通う方は２２.４％、１歳になりますと、やはり増えまし

て４２％、２歳、３歳、４歳、５歳と増えていくところですけども、３・４・５歳は、右側に薄い

点々のところがございますが、半分以上の方が幼稚園にも行かれるということでございます。 
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 保育園のところの右側に太い斜線があると思うんですが、ここは待機児童でして、１歳は先ほど

７１人待機児童がいると申し上げましたけども、割合に直すと１２.１％の方が待機しているという

ことで、非常に高い数字と思っておるところでございます。 

 そういった状況の中で、今後、待機児童、保育需要というのはどうなっていくのかということを

検討するためにご用意した資料が１８ページでございます。皆様も報道等でご承知かとは思います

けども、改めてデータで見てみようというところですが、まず、女性の就業率、左上のグラフでご

ざいます。平成２２年度には６６％だったものが、実は２８年度には７２.７％、これは全国の数字

ですが、このように右肩上がりで増えているところでございます。 

 国は、これをさらに増やそう、１億総活躍とか、女性活躍推進というようなスローガンを掲げて

さらに増やそうということでやっておるところでして、最終的には８０％まで持っていきたいと政

府は言っておるところでございます。今、右肩上がりですが、さらに女性就業率が伸びていくとい

うことです。 

 その下のグラフが、共働き等世帯の推移ということで、ちょっと古く１９８０年から２０１５年

ぐらいまでを見たグラフでございます。１９８０年は、私が生まれるちょっと前ぐらいんですけど

も、そのころは、共働きではない世帯のほうが圧倒的に多かったですけれども、２０１５年では、

この割合はほぼ逆転しておりまして、共働き世帯のほうが倍近くの世帯になっているということは

数字からも見えるということでございます。 

 右上のグラフでございますが、いわゆるＭ字カーブと言われるものでして、昔は就職された後、

お子さんの誕生であるとか、ご結婚であるとかで一旦お仕事をやめられる方が多くて、そこが女性

の就業率でいうと落ち込んでいてというものがあったんですけども、最近はこの落ち込みというの

がどんどん少なくなってきて、Ｍ字カーブというのは、改善傾向となっているということが読み取

れるかと思います。こんなに変わっているんだということは、私も大変びっくりしたところでござ

います。こういった中で、今後も保育需要というのは拡大していくということが見込まれるところ

です。 

 こういった全国的な状況を踏まえまして、次の１９ページですが、国立市における保育需要はど

んな推計になっているんだろうというのをあらわしたのが、こちらのグラフでございます。国立市

においては、平成２６年からどんどん右肩上がりに急激な増加が見られております。もしこのまま

伸び続けますと、点線のようにものすごい割合になってきてしまって、保育園をいくつ建てても追

いつかないとなってしまうかなと思っていたんですが、保育の需要というのは、ある程度頭打ちが

想定されると考えておりまして、先ほど国が女性の就業率を８０％にすると申し上げましたが、そ

のときに１歳児において保育が必要な方は６０％ぐらいであると実は推計しております。それを踏

まえまして、ある程度のところで国立市でもとまるだろうということを考えて、保育需要推計２と

いうことで、実線の折れ線グラフですけども、このようなことを考えたところでございます。 

 また、今後につきましては、保育園だけではなくて、幼稚園さんにも、今、長期預かりというこ

とで、幼稚園さんの教育の時間が終わった後、その後延長して預かっていただくというような制度
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もやっていただいておりますので、そういったところへのご進学ということも一定数見込める、ま

た私どもとしてもそういった支援もしていくということとあわせまして、推計ではそのあたりを織

り込んだ推計をさせていただいております。 

 めくっていただいて、２０ページでございますが、待機児童対策の考え方というところでござい

ます。今後、保育需要が増えていく中で、待機児童対策ということでやっておるんですけども、模

式的にどういう考え方をやっているのかということをあらわしたのが、こちらの図でございます。

左側の四角が現在の状態ということでございますが、認可保育園の定員がいろいろとありますけれ

ども、現在それに弾力運用ということで、少し定員よりオーバーして人数を受けてもらっている状

況がございます。さらにそれでも待機児童が出てしまっている、斜線の部分ですけど、待機児童が

出てしまっている、ここのあふれてしまっている弾力運用の部分とか、待機児童解消の部分という

のを、新しく保育園をつくらせていただく等々、待機児童対策によってここのところを保育園の定

員として埋めていくというようなことが現在の待機児童対策の考え方でございます。 

 全国的には、保育を要する環境というのは拡大しておるところでございますので、そういったと

ころも踏まえながら待機児童対策を進めていきたいと考えております。 

 具体的に何をするのかというのが２１ページ、次のページでございます。まず、待機児童が今１

００人以上という非常に大きい数字ということを申し上げましたが、そういった状況ですので、収

容力のあります認可保育園の新設というのを最優先に取り組んでまいりたいと思っています。来年

度３０年４月には、国立たいよう保育園といいますのが、富士見台二丁目にオープンする予定で、

大分工事も進んできております。また、それ以降、３１年４月開園に向けまして、今３つの保育園

の整備を進めています。１つ目が、北三丁目都有地ということで、北にオリンピックというスーパ

ーがあるんですけども、その近くに今東京都さんの持っている空いている土地がございました。そ

の一部を活用しまして１２０人ぐらいの保育園をつくりたいということで動いておるところでござ

います。 

 ２つ目が、中二丁目都有地ということで、こちらが一橋大学さんの佐野書院というのがあるんで

すけども、その少し南側のところ、ここも東京都さんが持っていた土地で、昔、警視庁の寮があっ

たようなんですけども、そこは使わなくなったということであきましたので、ここのところに９０

人ぐらいの保育園をつくりたいということで進めております。 

 保育需要解消のためには、さらにもう一園ということを思っておりまして、提案型公募というこ

とで、事業者さんにやっていく土地も含めてご提案いただく公募というのを始めております。場所

としましては、保育の近くに１つということで、今提案を待っているところでございます。 

 また、もう一つ、これまでも進めてきたところですけども、市内にある認証保育園の認可化の計

画を進めておりまして、最後、さくらっこ保育園さんが３１年４月に移行する予定でございます。

これらを合わせますと、平成３１年４月には、待機児童がゼロにできるんではないかという見込み

で動いてございます。 

 具体的な待機児童対策は、これで足りるかどうかということは、もちろん不透明でございます。
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何とも言えないところはございますけれども、この数字を信じて保育園の整備を進めていきたいと

思っておりまして、３１年４月の開園予定の３つの園につきましては、今、公募ということで募集

の最中でございます。また、事業者さんが決まり次第、議員の方を含めて皆様にご説明等はしてい

きたいということで考えてございます。 

 めくっていただいて、２２ページでございます。待機児童対策とは少し離れはするんですけども、

関連としまして、北三丁目の都有地は、先ほど保育園をつくる予定ですと申し上げましたが、そこ

の近くに実はほかの施設もつくる予定がございます。そのうちの１つとして、児童発達支援センタ

ーというのを計画しております。発達が気になる方への支援というのが保育整備計画でも非常に優

先度の高いものということで、掲げておりますけれども、この支援を担うセンターということで、

場所としましては、ごらんの地図の場所でございます。面積９００平米を使った２階建ての施設と

いうことで、通所の方３０人を受け入れられるような設備を考えております。開設は３２年の秋ご

ろと聞いておりますが、東京都さんでこちらは整備をすることになっておりますので、もちろん市

も協力して整備してまいりますけれども、そういった状況でございます。 

 ２３ページが、児童発達支援センターというのがどういうものであるかということは、ほんとう

に簡単ではございますけど、まとめたものでございます。より詳細ついては、今、東京都さんと私

どものしょうがいしゃ支援課で検討を進めている最中ということでございまして、そういったこと

も情報提供も兼ねまして、本日ご説明に加えさせていただきました。 

 私からの保育整備計画（案）についての概要のご説明は以上でございます。 

【児童青少年課長】  済みません。冒頭に自己紹介をしておりませんでしたので。 

【保育事業推進担当係長】  最初挨拶いたしましたのが、子ども家庭部長の馬橋でございます。 

【子ども家庭部長】  馬橋です。よろしくお願いします。 

【保育事業推進担当係長】  子ども家庭部参事の薄井でございます。 

【子ども家庭部参事】  薄井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【保育事業推進担当係長】  児童青少年課長、松葉でございます。 

【児童青少年課長】  よろしくお願いいたします。 

【保育事業推進担当係長】  なかよし保育園園長の小島でございます。 

【なかよし保育園長】  よろしくお願いいたします。 

【保育事業推進担当係長】  矢川保育園園長の江良でございます。 

【矢川保育園長】  矢川保育園の江良でございます。園長でございます。 

【保育事業推進担当係長】  私は、児童青少年課の脇領です。よろしくお願いします。 

 隣が待機児童解消対策推進担当係長の赤尾でございます。 

【待機児童解消推進担当係長】  赤尾でございます。よろしくお願いします。 

【保育事業推進担当係長】  済みません。順番が前後いたしまして、申しわけございませんでし

た。 

 説明が長くなってしまいましたが、ここからは皆様からご質問であるとか、ご意見であるとかを
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いただきたいと思います。今回、保育整備計画（案）に関する市民懇談会ということですが、それ

に限らず、今、待機児童の話、また児童発達支援センターまで含めて説明させていただきましたけ

ども、普段お感じになっていることでも結構ですので、さまざまご意見いただければと思っており

ます。 

 人数も限られておりますので、ご意見がある方はぜひ挙手いただいて、ご発言いただければと思

います。よろしくお願いいたします。 

【参加者】  些細なことなんですけど、１０ページのスケジュール表で、上から２段目に、園舎、

現矢川保育園（仮園舎）にて保育ということで、平成３２年までというのがあって、要するにあと

３年と５カ月ぐらいかなと思うんですけど、私は、今、矢川保育園なんですけど、結構な老朽化と

いうんじゃないんですね、あれは新しいと言えば新しいので、ただ、壁紙がすごくはがれていて、

子どもたちの絵がいっぱい張られて、はがれているのが見えないようになっていたりとか、という

ふうに言ったら、先生たちが一生懸命張って、何か穴があいていたなと思うところに絵が張られて

いたりするという感じになっていたりするんですけど、自分自身はあと５カ月で卒園しちゃうんで

すけど、あそこはあとまだ３年も使うんだなと思ったときに、正直、いろいろなメンテナンスとか

が必要になるんじゃないかなと思っているんです。でも、子どもたちはいて、そうなったときに、

外のフェンスがすごくギーギー言っていて、鍵がかかるのかみたいな状態になっていたりとか、ほ

んとうに先生たちが一生懸命工夫されて、あと用務員の方とかがしていただいているなと日々感じ

るんですけど、３年ももつのかと正直思っております。安全も安心もという面を含めたら。となっ

たときに、今どうのこうのということは、難しいんでしょうけど、メンテナンスとかというのは、

定期的にしていただかないと、これから３年は厳しいんじゃないかなと、日々使っていて思います。

私も、矢川保育園はすごく好きですけど、以上です。 

【児童青少年課長】  ありがとうございます。おっしゃることはご意見いただいているとおりで、

決して絵でごまかしているわけじゃないんですけども、建物自体が今年夏に空調がきかなくなった

というようなこともあったんですけども、即、園長で対応して業者を呼んで直したりはしています。 

 市長からも、まず矢川の今のご不便をかけていることに関しては、最優先でいろいろなことをし

なさいというようなことを私どもに指示が出ています。ひとつにはこの間、畑のところを使わせて

もらって、子どもたちが土いじりできるようにしました。あと、園庭の問題があったりして、今、

園の先生にも努力してもらって、六小との交流の中で、歩いて行ってもらうようなことはあるんで

すけども、六小の校庭を使わせてもらえたりとか、あと、今年度中の対応は難しいかなと思ってい

るんですが、園庭の土の入れかえをしたいなと思っています。どうしても見ると石、砂利というん

ですかね、小石があったりとか、大分風で上の土が飛んでしまっているので、何センチか掘り起こ

して土を入れかえるというようなことを今やろうと思っているんです。役所の仕組みでいくと、こ

れを行うのに、予算につけて、議会で議案を諮り可決すると、業者の決定までに、見積もりしたり

契約したりで大体１カ月、２カ月ぐらいかかって、そこから工期を入れると３月ぎりぎり間に合う、

この時期には間に合わないぐらいです。ほんとうは、今の卒園するお子さんたちに、何とか少しで
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もきれいな園庭で遊ばせてあげたいと努力をしたいんですけども、工期的にぎりぎりではちょっと

厳しいかなと正直思っております。引き続き交渉させていただいているんですけども、新年度にな

ってしまうのかなと思っています。 

 あと、日々感じる部分のところについては、園長にも伝えていただいて、改修。修繕が、居なが

らの部分がありますので、できるところとできないところ、トイレを１個あそこに設けてもらった

りとか、いろんなところでは努力は続けさせていただいていますので、また保護者懇談会等の中で

もご意見いただければ、できるところはこちらも早く一生懸命やらせていただければと思っていま

す。 

【矢川保育園長】  園舎内にありましては、一応足りている形ですので、困ったことがあると、

すぐに業者に電話をすれば駆けつける形になっていまして、トイレが詰まるとか、エアコンがだめ

というとすぐに来て直してはいただけるんですね。ただ、元々は長くいる予定ではなかった園舎で

はないかと思いますので、園舎自体は建物的には大丈夫なものですけども、リースのものなので、

業者の方と相談しながら、だめになっていくものは変えていっていただかないととは思っていると

ころです。 

【保育事業推進担当係長】  ほかにご意見いかがでしょうか。 

【参加者】  午前中の公立四園保護者の懇談会中で、今年の受け入れの段階からしょうがいとア

レルギーの専門員を窓口に配置したということで、あわせてこの整備計画の中に保育ソーシャルワ

ーカーの配置ということがあるんですけれども、将来的にはソーシャルワーカーが今やっているよ

うな、今の非常勤の方でということだったんですけど、入所の相談とかということを受けることに

なるのか、また新しくできた「くにサポ」だったりとかという、これまでも何度か伝えさせていた

だいているんですけど、窓口がたくさんできている中で、あと、いろんな計画があって、オンブズ

マンもできたりとかしている中で、そのあたりの窓口連携というところをどう行っていくのかなと

いうところが気になったのと、それから事業団なんですけど、人事交流の部分なんですが、これは

最初移行期に５年というお話をされていたんですけど、今後も永続的に交流というのをしていく予

定なのかどうかというところをお伺いしたいと思います。 

【児童青少年課長】  今年度、今、専門の相談員を１人、臨時職員なんですけど、配置させてい

ただきました。これは誰でもいいわけではないので、いろんなところのつてを探して、そのつてな

んかを頼って、八王子市で働いていた人を、保育士の資格も持って、幼稚園免許も持っている人を、

面接をして、ぜひやってほしいということで、今、配置をしています。 

 状況として、先週から申し込みが月曜日から始まったんですが、４、５件アレルギーやしょうが

いの関係で個別の相談を受けています。窓口は、ご存じのとおり待機児童がこれだけ多いので、１

件にかかる時間が３０分、１時間にもなるんですね。去年、２９年４月の入所の受付のときには、

もめてしまったパターンもあったりして、保護者の方の必死さとこちらとの差があるわけではない

んですけども、お母さん方のネットワークの中で、私はこう言われたのに、あの人にはこう言った

でしょみたいな、そういうことは言っていないんですけれども、誤解が生じたりとか、いろいろな
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パターンがありまして、なかなかそこまで、今の職員の中でしょうがい、アレルギーのお子さんま

で聞いていく体制というのは難しかったので、専門の人を１人配置して対応させていただいていま

す。ですので、件数、やはりあと１週間あるんですけども、３月いっぱいまで雇用していますので、

具体的に今度入園のときには、その人が橋渡し、マッチングの役割をしていくことを考えています。 

 なぜ今回臨職かというと、来年度以降は、正規雇用なのか、嘱託なのか、いろんな可能性がある

んですけども、いずれ事業団になったときに、まずは職員が派遣で行きます。ただ、いずれ何年か

後には、事業団固有の職員を採用して矢川保育園に入れていきますので、その職員はほかの園とか、

これまで申してきたような他の部署に異動で、例えば子ども家庭支援センターだとか、発達支援室

に行きます。その人が保育ソーシャルワーカーの位置づけになってくることもある、そういう想定

を今考えているんです。ただ、いきなりソーシャルワーカーはできるものではないので、そこの研

修を職員の中で必修の研修みたいのをつくっていくような必要も当然あるだろうと思っています。 

 近場の大学と国立市との連携のようなものもあったりするので、そうした大学のお力、まだ具体

的になっているわけではありませんけれども、ソーシャルワーク研修のようなこともやられたりし

ていますので、職員にも受けていってもらう中で、人材というのを生み出していくというようなこ

とを考えています。 

【参加者】  何人ぐらいですか。 

【児童青少年課長】  スタートから５人、１０人とかというものではなく、実際に１人、２人を

入れてみてやっていく中で、やはりこれは足らないよねとなったときに、人というのは拡充すると

いう考え方、市役所全体の定員の人数がありますので、ここだけを急に大きく増やしていくという

わけにいかないので、まず実績を積んでやっていった中で、体制としてこれだけ課題が出てきたと

いうことになれば、増員が必要、拡充していくということになっていくだろうと思っています。 

【参加者】  常勤みたいな形ですか。 

【児童青少年課長】  常勤です。市職員の保育士がソーシャルワーカーになっていくというよう

なイメージですので。 

【子ども家庭部長】  ソーシャルワーカーと一口に言っても、例えばスクールソーシャルワーカ

ーにみたいに学校に２名配置されて、毎年どういうふうな、形がいいか結構悩まれているんですね。

福祉の例えばソーシャルワークでも、定型化されて、どういうライフプランをつくるとか、ある程

度定型化されてきたものがあるんですけども、保育ソーシャルワーカーと名前をつけていますけど、

国立市としてまだイメージが確立されていないので、今言った大学との研究とかを含めてやってい

きたい、今回は試行的にやって、そこにどういった人がつくと、ほんとうに皆さんの保育の入口に

なるのかなという、相談の窓口になるのかなというところで、試行錯誤があって、例えばアレルギ

ーだとか、発達のちょっと心配な方が保育園に入園したいけれどもと相談に来たときに、保育士の

資格とか、今言った社会福祉の資格だけでは足りないかもしれない、では、医療的な知識があれば

いいか。では、医者をつければいいか。そうではないということで、まずどういった人が適任者と

いうと、資格だけではないと思いますので、そういった意味では、まずはそういったところで人を
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配置して、研究していきながらということですので、今のところ動きとしては、まだそういう意味

では必要な部分というのかな、大分見ているといい動きというか、できそうなので、それとあと、

市役所だけではなくて、今後の保育園なりソーシャルワークしていくときに、それがまたどういう

動きをするか、園を支援していくのか、保護者を支援していくのかということもあるので、そうい

ったことをどこまでできるのかということを考えないと、それが１人なのか２人なのか、１０人な

のかというのがなかなか定まらないので、それは少し時間がかかりますので、試行的にやっていく

のがいいということを事務的なレベルでは考えております。 

【参加者】  子ども・子育て支援事業計画がスタートしたときに、保育園コンシェルジュの配置

というのがあって、今それはまた別にいらっしゃるのかな、いらっしゃらないのかというところが

あって……。 

【児童青少年課長】  保育コンシェルジュは、簡単に言うと、窓口の職員が兼務、辞令があるわ

けではないんですけど、案内もできるという位置づけでやっているだけなんですよね。そこまでの

ほんとうの意味での保育コンシェルジュまではいっていないのが実情です。ただ、今言ったような

ソーシャルワーカーみたいのが入ってくれば、そういう機能というのもやっていくようだと思いま

す。 

話題が少し違うかもしれませんけれども、子ども家庭支援センターに自分がいたときに、各小中

学校で学校連絡会というのをつくったんです。これは何かというと、各小学校で学校と子ども家庭

支援センターが一般の家庭から入る情報で、お互いが持っている情報を共有して、この学校のお子

さんで、こういう家庭があったりしますよねという、要は情報共有することによって、いざ何かが

あったときに素早く対応ができるようにということで、支援体制が早く動けるようにということで、

学校連絡会をつくりました。 

 各学期に１回ずつ開催しているんですけれども、今それを保育園にも増やしているので、年２回

行っているんですけど、子ども家庭支援センターの正職の配置を増やしたんですが、人が足らない

んですよ。足らないのと、あと件数が、子供家庭支援センターというのは虐待対応と思われるんで

すけど、いわゆる養育困難な家庭、程度もありますけども、いろんなパターンのご家庭があるので、

子ども家庭支援センターだけの対応では、どうにもにっちもさっちもいかないというか、東京都自

体の考え方なんですけど、虐待の件数は、皆さんもご存じですが、毎年毎年数が上がっていくよう

な状況の中で、今度また東京都との中で東京ルールというのがあって、逆送致みたいのがある。逆

送致は何かというと、基本は子供家庭支援センターから重篤なケースは児相に送るんですけど、今

度は児相から子家に戻すケースがあるんです。それは児相だけでも対応がし切れない、これは自治

体でやってねというようなものが増えてきているんですね。それが決して軽いものじゃなくて、あ

る程度重いものも自治体でやってとなっていますので、なかなか子供家庭支援センターだけの対応

ではやり切れないので、こういう各園、これからまた３園、４園と増えていくときに、公務員とい

う立場の我々がそういう支援というのをやっていく体制をつくっていかないと、非常に厳しいだろ

うと考えています。 
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 あとは、先ほど出た窓口ですよね。「くにサポ」がこの４月からできたんですけども、かなり相談

が入っているんです。そのわりに認知度としてはまだ低くて、「くにサポ」目当てに来るというより、

わからなくて相談に来て、「くにサポ」に通されるというパターンがあるので、まず「くにサポ」を

中心に、子ども・子育ての総合相談窓口ですので、まずはここが軸になるべきだと思っています。 

 ただ、そこと今度ソーシャルワークができたときに、どう総合的につなげるかということは、ま

た中でも考えていかなければいけないですし、ご利用される市民の方の声も聞いてつくっていく必

要があるとは考えています。 

【子ども家庭部長】  それから、「くにサポ」は、妊娠前からの相談として、きっかけづくりで入

ります。かなり初期の段階でつないで、ご不安のある状況でお互いに理解しながらご家庭と寄り添

っていくという形がとれるんですね。その後に保育という課題ができれば、そことつながるので、

そういう意味では、「くにサポ」でまず入口が早い段階というところで、今皆さんの窓口になってい

るのかなと思います。 

【参加者】  ぜひ連携というか、既にたくさんある窓口で役割みたいなのがあって、そこら辺の

整理も含めた形で、「くにサポ」の内容とかを整理して、保育ソーシャルワーカーにどういう機能を

持ってもらいたいのか、そうじゃないソーシャルワーカーが取り扱わない案件をどこでするのか、

それと同時に市民の方にどうやって訴えていくのかということも含めて、公立四園保護者会の懇談

会に出ていた保護者で、保護者はもっと悩みを抱えていたりとかして、先生たちに話を聞いてほし

いと思っているんだけれども、それが巡回相談でやってもらえるのかと思ったら、違うんですねみ

たいなお話も出ていたので、そういったニーズもあるんだなというのを私も知ったので、そういっ

たことも含めて応えていただきたいと思います。 

【児童青少年課長】  園の中で公私立にわたって発達だけじゃなくて、生活支援も含めて、役所

に相談に行ったほうがいいという方はいらっしゃるんですけど、働いていて５時に終わって行けな

いとか、自分のお子さんのことを、こういうことに関して躊躇があったりとか、役所、行政嫌いの

方も当然いらっしゃります。そのときにソーシャルワーカーが本人の承諾をもってこちら側が行っ

て、相手方がお迎えに来る時間にお約束をしたりして、また個別の相談のときは時間をとって、例

えば役所に一緒について行こうかみたいな、福祉のソーシャルワーカーはそういう役割を本来して

いるべき仕事ですので、そういう役割というのをソーシャルワーカーに期待をするというか、そう

なっていってほしいと思っています。 

【参加者】  アウトリーチはほんとうに基本になってきていると思うので、ぜひよろしくお願い

します。ありがとうございました。 

【児童青少年課長】  理想をいうと、千葉県のある市では、保育所で母子手帳の交付をしている

自治体もあるんですね。そうすると保健師さんも栄養士さんもいるので、土曜日とかでも母子手帳

の交付とかができるようになってきて、そこが各園でできると、基本そこでもらって、一時相談と

いうのがそこでできるようになったりすると、すごく理想的だろうと思います。ハードルはかなり

高いとは思うんですけども、そういういろんな先進自治体の事例も勉強しながら、どんどんよい取
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組を取り入れていきたいと思っています。 

【参加者】  保育整備計画自体は、未就学ということで、事業団の内容としても未就学の子ども

の子育て支援みたいなところが中心でということだと思うんですけれど、広く子どもと考えたとき

に、その先をまたどうつないでいくのかという課題とかもいろいろあると思いますので、私も勉強

したいと思います。 

【児童青少年課長】  いかがですか。お話しする中でいろいろ出していただければと思いますの

で、今日、児童発達支援センターの情報提供も、ここで最後のところに児童発達支援センターの提

供も出させていただいていますけど、これは念願といいますか、賀川学園のような形で通所という

のができるようになっていけばと思っています。 

 公私立の園長会の中でも、保育園は保育が必要なご家庭が基本ですので、しょうがいのお子さん

を受け入れたときに、保護者としては入れたいんですが、お子さんの園での様子というのは保護者

がわからないところもあったりするというようなお話もありましたけど、ほかから聞くと、８時間、

しょうがいのあるお子さんが園にずっといるということに対する負担というんでしょうか、例えば、

音がだめなお子さんや、子どもの声がだめなお子さんもいたりして、そのお子さんが耳を押さえて

ずっと８時間そこにいるという状況の辛さというのですね。ただ、集団生活の中で覚えて、集団の

中でしか学べないことも当然ありますので、集団生活をするのと、午後はそういう通所のようなと

ころに行って、機能の訓練ですとか、いろんなことができるようなところがあるといいというよう

な話もあったので、こういうことも民営化の中ではやっていきたいというのがあります。こういう

ことにも今後ほんとうに力を入れていきたいと思っているところです。 

【参加者】  発達支援室は、移行する形になるのですか。 

【児童青少年課長】  いえ、そこのすみ分けをまたちゃんとしていかないといけないと思ってい

ますが、今はどうしても巡回相談が望まれているのと、発達支援室は療育ではないので、相談に行

った後にその次のステップというのがなかなかない、今、ペアトレをやったりはしていますけども、

機能的に拡充していくのか、児童発達支援センターができたときに、ほんとうにすみ分けをして違

う部分をしっかりやっていくのかという部分もあるかと思いますので、その辺はまだまだこれから

整理が必要なところなんだなと思っています。 

【子ども家庭部長】  今ちょうど組織改正をして、保健センターの子育てに関する部分を子ども

家庭部に持ってきました。今まで１歳半健診や３歳児健診とか、それぞれの後に発達が気になるお

子様のご相談とかを受ける形でいろいろと仕組みはあるんですけど、それも発達支援室等を含めて

やっていく、それと今連携を、今、組みかえてきているんですね。それはあります。今後の児童発

達支援センターは、医療系ではないんですけども、医者がいたりとかしているので、今度そっちと

連携をとって、発達支援室が休止されるということではなくて、あくまでも広く市として各園に支

援する、学校とのつながりをつけるとか、行政が考えるべきことは発達支援室をどうしていくか、

あるいは保健センターとどう連携をとっていくかということで、その中で今度東京都さんが主でや

りますけども、そっちとの形をどうとるかというのは、これからということだと思います。 
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 いずれにしても、今まで市外に行かないと発達支援のより療育的なものを受けられなかったお子

様が市内でも受けられるということと、プラスアルファで支援的なものがより強化されるといいま

すか、そういうところにつながるということで、そういう意味ではかなり期待している事業という

ことです。 

【参加者】  児童発達支援センターは、国立市の方だけを受け入れるんですか。それとも他市の

方も受け入れて３０人ですか。 

【子ども家庭部長】  特にないんだよね。 

【待機児童解消対策推進担当係長】  済みません。まだその辺を検討している最中であるんです

けど、基本的には東京都さんがつくるということもあるので、市民以外の人を受け入れることにな

ろうかとは思います。その辺の市民枠みたいなのを厚くとか、そういったことは今後の検討になろ

うかなと思っているところです。 

【参加者】  あと、府中とかには、療育センターみたいのがあるんですけど、療育をするところ

ではなくて、支援をするところということなんですか。私も勉強不足で申し訳ないですけれども、

しょうがいの方で療育が必要な方の療育をする場所ではないということなんでしょうか。支援、サ

ポートをするだけのところなのですか。 

【待機児童解消対策推進担当係長】  通所の枠というのが３０人ぐらいということで考えていま

すので、通所で来るお子さん方については、療育をするというような機能を持つということを今検

討しています。 

【子ども家庭部参事】  医療系ではないということですよね、府中とかではない。 

【子ども家庭部長】  より障害度の高い、例えば医療的なケアという意味では、今言った医療系

じゃなくて、福祉的な支援、療育という範囲ですので、若干療育の範囲というのが限られていると

いうことですね。 

【参加者】  じゃ、受け入れの方もできない方もいるということになるということですよね、そ

の程度によりということですね。全てが受け入れ可能ということの支援ではないということ。 

【児童青少年課長】  程度という言葉が適切か、またあと人数も当然ありますので、そのあたり

は、まだほんとうにこれからの検討であろうと思います。 

【参加者】  私も勉強不足で申しわけないんですけど、一般的にドクターから療育が必要ですね

と言われた方が通所で通うという場所ではあるんですよね。 

【児童青少年課長】  そういう認識でいます。 

【参加者】  でも、しょうがいの程度によっては通えない方もいるということですか。 

【児童青少年課長】  今日、情報提供の段階なので、所管がしょうがいしゃ支援課なので、また

しっかりわかればお伝えしたいと思いますし、保育園や幼稚園の現場の先生方が、どういうふうに、

今、そのお子さんを預かっているか、どういう施設を望んでいるのかといったことを事業者が決定

する前に意見交換もしたいと思います。また、今日資料にも出しました１４ページ、こういう整備

計画でいろいろ聞いて回るような機会がありますので、そういう中でも、ここにテーマで発達が気
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になる子どもの支援というような題材で集まって、声をかけて、これも説明会というより、場所を

設けてやるときもあれば、子ども家庭支援センターのひろばのようなところに出向いたりとかする

中で、ちょっと聞かせてくださいということも含めて、いろいろ声を聞いていこうと思っています。 

【子ども家庭部長】  しょうがいしゃ支援課から聞いているのは、今市外に行かなくてはいけな

い方が何人かいて、その方々がこの規模で行くことができるということは聞いていますので、それ

は解消されていくということになります。 

【参加者】  ありがとうございます。 

【薄井子ども家庭部参事】  補足で、児童発達支援センターというのはかなり広い概念があるら

しくて、その中でも国立につくるところは、どちらかというと発達しょうがいのお子さんを中心に

考えて計画されています。 

【参加者】  ありがとうございます。 

【参加者】  事業団がよくわからないんですけれども、保育士については、事業団の保育士は公

立から、市の職員が行って、徐々に変わっていく、移行しますと書いてあるんですけど、移行とい

うのは、市の職員、保育士が何かのタイミングでやめるときには、財団が雇って入れていくという

意味ですか。 

【児童青少年課長】  前もお話をしているかと思うんですけど、イメージの１つは、移管して、

５歳児が卒園するときに、例えば５歳児は１人ですけど、例えばその１人が卒園で子どもが出ます

ので、その職員はほかの園に例えば戻ってきます。そうすると誰か、次の４歳から持ち上がるかも

しれませんけど、１が欠けたところは事業団の職員を採用して入れていくというのもイメージです

し、ほかのソーシャルワーカーですとか、ほかの部署に人を生み出すために事業団の職員を何人か

雇って、人事交流で例えばなかよしだとか、矢川とか西、ほかのところにも事業団の職員が派遣で

行って、その出された人材が違う部署で働くというパターンもあるかなと思っています。 

【参加者】  最終的にというか、何年か後には市の職員、保育士はいなくなって、事業団の採用

だけでやるということですか。 

【児童青少年課長】  丸々になるかどうかというのは、ほんとうにまだ全然わからないですね。

武蔵野市さんは、事業団に移したところの園長と副園長は、公立の職員をそのまま採用しています。

というようなパターンもありますし、昭島市はここで残りの公立１園を事業団に移管したんですけ

れども、４園あったうちの２園を最初に一般の社福に民営化をしていたので、違う部署にいた保育

士の職員をもう一回保育園に派遣しているというようなことをやられていると伺っています。あと

のところについては、補充は、だんだんいわゆる雇用職員を入れていくというようなイメージです

ね。 

【参加者】  それはいつの段階で、誰が、どうしていくか決まるんですか。 

【児童青少年課長】  ３３年度からなので、基本は同じ先生で移管したいと思っていますので、

矢川については、３２年度でロックするようだろうなと思っているんですね。３２年度で１回異動

がもしあれば、そこまでに終えて、３３年に移すときは、同じ先生がそのまま移れるというような
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イメージでいこうと思っています。ただ、今いる矢川の先生をそのまま移したいとは思いますけど

も、自己申告、あと年数のこともありますので、１０年いる先生もいたりとか、いろんな先生もい

ます。それはほかの園でもいますし、ほかの４園との退職者の関係でもありますので、それまでに

少しの人事異動はある、これは毎年のことで１人なり２人はありますので、ある予定ですが、３２

年度の段階ではロックをかけたいと現在考えています。それは我々と、人事の部署との話し合いに

なってくるんだろうと思っています。 

【参加者】  今の段階だと、市が職員課というのが事務方として決めるんでしょうけど、事業団

になった場合は、事業団の事務職員というのがいて、保育士がいてという形なんですか。 

【児童青少年課長】  今の人事異動については、私に権限があるわけじゃないので、全体の中で

自己申告者が出てくるものをみんな見た中で、異動が毎年あるんです。自己申告書は私も見られな

いです。職員課が出しているものなので、担当の課長はそれを見てはいけないとなっているので、

ご本人たちがどういう希望をしているかというのは、わからないようになっています。ただ、いろ

んなことがあって、面談をしたりとかという人もいますから、全部が全部じゃないですけど、基本

はわからないんです。 

 今度、事業団ができると、当然ですけど、事業団の事務局が必要になります。いわゆる理事長で

すとか、事務局長ですとか、事務担当者です。今言ったクラスのところは、市の職員、我々が派遣

で行くような感じになると思います。それは１つのミニ総務課みたいになって、そこで職員の採用

ですとか、もろもろのことを全部運営していくというようなことになると思います。あと、それ以

外に理事会というのがあって、社会福祉法人をつくるときには、理事を６名以上、あと監事を２名

とか８名以上決めなきゃいけませんということは法律で決まりがあります。その人選というのも、

当然誰でもよいわけではなくて、公募でやるものではありませんので、ちゃんと規定があります。

学識の方を入れなければいけないとか、地域の民生委員さんのような方を入れなければならないと

か、地域の社会福祉に貢献している人を入れなければいけないとかの規定があって、その方々が理

事となりますので、勝手に採用するというようなものではありませんので、しっかりとした新しい

会社で採用になっていくということです。ただし、どの程度採用していくというのは、現在の市職

員の退職の関係ですとか、補充の関係がありますので、そことのバランスというのは市と事業団の

両者で決めていくようになると思いますけれども、雇用自体は事業団でかけていくことになると考

えています。 

【参加者】  わかりました。済みません、もう一点あるんですけど、去年、役員をやっていたの

で、３月までの民営化関係の動きというのは、かなり情報は入ってきていたんですけど、今年は一

般保護者になって、なかなか情報が入ってこないんですね。今年度の役員さんもいらっしゃいます

けど、保護者の代表としての役員がどういう話をしてきて、どうなってと、それが見えない状態で、

民営化通信も、わっと出たかと思ったら出なくなったりというような状態で、今出ていないと思う

んですけど、なので情報をいただきたいなと思います。 

【児童青少年課長】  わかりました。出ていないのは、１回９月に決まったところで動きがない
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ので、今のところ出していないというところです。ここで公立４園の保護者懇談会もありましたの

で、また民営化通信は出していきたいと思っています。９月に決まったということを、私が役員会

に行かせていただいたのは、１０月の２週目の土曜日の８時半、矢川の役員会がありましたので、

基本役員会を通じてということでやらせていただいているので、私と園長で出席させていただいて、

議会の福祉保健委員会で事業団という方式で進めますということの報告は出させていただきました。

そのため、その結果は民営化通信で出しているんですが、またこの先動きが出てくれば、来年度、

事業団をつくるための予算化ですとか、いろんなことがありますので、それについてはちゃんと適

時に民営化通信を使って出させていただければと思っています。 

【参加者】  たしか委員会のときだったと思うんですけど、保護者と話をした上でみたいなこと

が出ていて、ただ、そういう話は全く聞いていなかったので、いつ何を話したのかなと思ったのが、

ちょっと不信感につながっていたので、よろしくお願いします。 

【参加者】  事業団で公立保育園との人事交流ということで、事業団から公立保育園へ派遣で来

る場合があるということだったんですけども、私立保育園に対しての派遣というのは考えられてい

るんですかね。 

【児童青少年課長】  市長は、以前の皆さんとの、たしか今年の２月であったかと思いますが、

懇談会を開催したときに、時期はそのときかわからないですけれども、私立との人事交流もありで

あるといった話はしていたと思います。ただ、それができるかどうかというと、ハードル的には高

い部分もあるんだろうと思います。まず、今自分たちのところの足元も固めなきゃいけない中で、

私立との交流というのがですね。ただ、合同でやる研修というのが、明らかに前より研修の数は増

えています。これは発達のお子さんの研修だけでなく、あと保健師、看護師研修、栄養士職の研修

というのも増えていて、２５年当時から比べるとかなりの数が増えています。必ず最後にグループ

ワークをしていて、情報交換をするようにしていて、大分お互い顔見知りになってきていると思っ

ています。そういう面でも交流、あとこの間、保育園なるほどフェアを、家庭的保育も含めて全部

のところに集まっていただいて、かなりの職員、保育士の先生方も出席いただいていますので、そ

の中ではお互いがお互いを知らなかったというか、写真の展示をしたりして見た中で、いろんな情

報が得られたというのがありましたので、積極的にそういう交流みたいのは仕掛けていきたいと考

えています。 

【矢川保育園長】  あと、保育の研修についてなんですけれども、矢川保育園の４歳児クラスに

公私立の保育園の保育士さんが研修に来たんですね。その中でほかの私立保育園の先生たちが全部

の園舎を回りながら写真を撮って、掲示物とか作品とか、こんなものをしているんですねとか、そ

うやってこんなふうに工夫しているんですねとか話しました。１つ質問されたのが、そのときに、

たまたまうちの保育園はホールとかが小さいですので、４歳児の部屋で研修するのに５歳児の部屋

をあけたんですね。５歳児の子どもたちがどこで過ごすのかといったら、分散したんですよ、０歳、

１歳、２歳、３歳というふうに。それはふだんから私たちの保育園がお手伝い交流という、公立の

保護者さんならわかると思うんです。お手伝い交流というのをしていて、そうやって５歳の子ども
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たちがグループごとに違うクラスに行って過ごすということの仕組みになれていたので、とてもス

ムーズだったんですね。そのことについて質問があって、どういう行事なんですかと言われて、例

えばお話ししたりとか、それいいですね、うちでもやりたいですねとか、そんな私立との交流がで

き始めてきたという現状でございます。 

【児童青少年課長】  学校でやるところの公開授業というんですかね。研究事業みたいなのがあ

りますよね、ほかの地区の先生を呼んで行う研究授業。そんなイメージで年２回とか３回、公立と

か私立に行ってやっている場合もあるので、そういうところでなるべく交流というんでしょうかね。

お互いが高めていけるような仕組みというのは引き続きやっていくことを考えています。 

【参加者】  そういういい活動とかはどんどんやっていただきたいと思うんですけども、事業団

をせっかくつくるのに、矢川だけ、その気持ちはありますけど、だけではなくて、ほかの保育園に

も働くというチャンスといいますか、機会といいますか。そういうのがあったほうが、例えば受け

入れる側の保育園としても、１人退職したからまた更新をかけなければいけないとなったときに、

事業団から１人来てもらえばいいよねというふうになったときは多分すごく楽になると思うんです。

という気が、勝手に思っているだけなんですけど、そういうのも含めて、あるいは事業団からどこ

どこの保育園、Ａという保育園に派遣で行っていて、何年かで公立は異動があるけれども、私立は

ほぼないじゃないですか。という中で、今度はあっちの保育園に行ってみたいというのがローテー

ション的な感じで入れかえるみたいなことができたりすると、働く側の人も少しいい面があるのか

なと思うんです。 

 というのは、僕自身がエンジニアの派遣会社に勤めていて、お客さんの会社に自分の会社の正社

員として派遣に行っているんですね。何年かたつと、ローテーションというのを営業さんがかけて

くれれて、あっちの企業に、ほかの仕事をやりたいというと、かわりの人をこれから連れてくるか

ら引っこ抜きますよみたいなことをやってくれたりして、それから僕も長くても４年ぐらいしか同

じ会社に行っていなくてというので、１０社以上ずっといろんなところを回っているんですという

のがあって、１つの企業に勤めるというのもいいこともあるんですけども、いろんなところを見ら

れる、いろんなことを学習できる、そういう面もあるのかなと思って、そういう仕組みがあっても

いいのかなと思ってみただけです。 

【児童青少年課長】  ありがとうございます。私も実は、３年間外に派遣で行っていたことがあ

りまして、そこは市町村職員研修所といって、各自治体の職員が集まって職員の研修運営している

ところだったんですが、各自治体から集また人員でやっていくんです。プロパー職員は係長さんが

１人いて、あとはみんな派遣の職員で、研修も組んでいくというところで、行ったところで特に若

い方とは限らないんですけど、すごく刺激になるというか、あと違う考え方の自治体の人があつま

ったときに、どうやってお互いに折り合いをつけて１つのことに向かっていくのかという勉強とい

うのは、すごく勉強になるとは思いますので、そういうことは貴重な意見だと思いますので、実現、

すぐにというのは課題もあるかと思いますけど、ぜひ考えていきたいと思います。 

 今すごく難しくなってきたのが、保育士の処遇改善ということで、国が一律例えば６,０００円上
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げますよ、今度そこの上にしょうがいグループリーダーとか、研修グループリーダーみたいな資格

を取ると、プラス幾ら上げて、その上に今度いわゆる主任保育士と一般の保育士の間に階層をつけ

ていって、処遇をよくしていきましょうという仕組みを国がつくるとなっています。 

 今年度はよくて、来年度からは、その研修というのを各自治体でやることにもなるかもしれない

んです。そうすると、今ある十何園の研修というのを、市でほんとうに組んでいけるのか、それは

本来東京都が組んでいくものではないか、全体を統括するところがやるべきじゃないのみたいのが

あって、なかなか処遇改善１つやるにしても、キャリアアップみたいなので毎年お金を幾ら基本で

上げていくというのはいいんですが、資格をつけていくということの仕組みの大変さというのはあ

って、各自治体は頭を悩ませているような状況があるんです。 

 これは例えば何市とかで合同の派遣会社と契約して研修をやっていくのか、その研修に行ってい

る間の保育士の補充はどうするだよみたいな、すごく難しい問題がいろいろあって、課題がほんと

うに処遇１個を上げるのも結構山積みというか、難しいところがあるのかなというのは現実に感じ

ているところです。 

【参加者】  ささいなことなんですけど、「矢川保育園」という名称は変更することはないんでし

ょうか。 

【児童青少年課長】  基本はそのままだろうと思っているんです。 

【子ども家庭部長】  事業団という方法をとっているのは、その考え方はそういう方向性がある

んじゃないかと思います。 

【児童青少年課長】  基本はそのままなるんだろうと思っているんですが、あとは、そのときの

保護者の方々の意見を聞いたりとか、これまで言っていたように、私たちのふるさと、思い出の場

所がなくなるということであれば、卒園した人たちの意見とか声も寄せてもらって、その中で、こ

れは新しい一般の社福法人ですと、ガイドラインの中でも名称を残す、どうする、いろんなことが

ありましたけど、基本、市が設立する事業団ですので、「矢川保育園」でいいのではないかとは思っ

ていますけども、当事者の方々の声を聞くというんでしょうかね。関わった人たちの声も聞く中で

決めていくようになると思っています。 

【子ども家庭部長】  確定ではないけど、民間の社福法人ですと、社福法人が理念として名前を

つけるので、変わることはあると思うんです。しかし、今回は事業団ということで、市がいろんな

理念とかをつくっていて、思いをつくっていくので、それと矢川の先ほどのいろいろな保護者の声

とかを拾って、どうするか決めていくと思いますので、そういった意味では、そのままの可能性と

いうのは強いのかなと、確定できませんけども、そういった方向はあると考えています。 

【児童青少年課長】  どうですか。矢川の保護者の方、何人かいらっしゃいますけど、そのまま

がやっぱりよいですか。 

【参加者】  残っていたらうれしいと思います。 

【参加者】  そうですね。どこ出たの？というときに、矢川保育園って今ないとなったらちょっ

と悲しいところがある。頭には私立というのは、もしかしたら社会福祉事業団とか何かがつくかも
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しれないですけど、矢川というのは残していてほしいなということを私としても思います。 

【参加者】  小学校では、みんなどこの出身だったのといったところから友達関係も広がったり

するので、そのときに全然知らない名前の保育園になっていて、そこが定着していて、矢川と言っ

たときに、矢川があったっけって言われたらちょっと寂しいかもしれないです。 

【参加者】  ありがとうございます。以前、事業団になる前の民営化の移行期間というのがあっ

たと思うんですけど、事業団になってからは移行期間というのは、先生が第一の大きい問題が、や

っぱり先生がかわるということがある程度クリアされたわけなんですけど、そういう移行期間とい

うのはその後はどうなっていくんですか。その前の相談というか、民営化するときも保護者と、あ

と市の方、先生方という形で三者で相談して、移行期間の長さとか内容とかも決めていきましょう

という話だったと思うんですけど、それに関しては、事業団になってからはどうそれをやっていま

すか。 

【児童青少年課長】  一般の社福法人のときには、事業者選定委員会を設けましょう、そこでプ

レゼンテーションをして業者を決めて、三者協議会を設けて、移行期間、合同保育の期間前と後ろ

の期間をどのくらいにしましょうかというのを決めましょうねとやっていましたけども、基本はそ

の仕組みというのがなくなりますので、先生たちがそのまま変わるだけです。ただし、引っ越さな

きゃいけないんですよね。１カ月か２カ月間休園しますというわけにはいきませんので、おそらく

３３年の３月３１日でおしまい、３３年４月１日から移転といったら、そこから新しいほうに移ら

なきゃいけないので、そのときに引っ越し等も含めたりとか、いろんなことでかなり検討しなきゃ

いけないし、保護者の理解も得る中で進めていかなきゃいけない部分もあるので、移行期間の取組

の方法についてはまた改めて別として考えていく必要があるんだろうなと思っています。 

【参加者】  それは、保護者の意見も反映されるようにはなるんですか。 

【児童青少年課長】  もちろんそうなると思います。そうしないで、こちらで一方的にというわ

けにいきませんし、２５年に矢川の仮園舎に移るときも、保護者会と協力した中で保護者会でチラ

シみたいなのをつくってもらって、引っ越しのいろいろをやってもらったりしたんです。どちらか

というと、こちらがもっとほんとうに誘導というか、先導した中で、なるべくご負担がない引っ越

しの仕方というのを考えなきゃいけないですし、当然場所がかわる、きれいになるからといって、

子どもが不安にならないということはない話なので、そういうところのケアも含めた中で、しっか

り引っ越しというのも考えていかなければいけないので、今のところ来年度３０年度末ぐらいには

事業団がつくれればということで進めていく予定なんですね。そうすると、今度できたところで事

業団の先ほど例えば事務局長とか、担当課長がいて、それと児童青少年課、私がその場に残れば、

私とで保護者会の方々とお話を進めていって、どういうスケジュールでやりましょうかということ

を決めていくんだろうなと思います。 

【参加者】  あと、内容に関しても、今まで民営化の時点では、例えば名称１つに関しても、事

業者が優先になるのかどうなのかという話もあったりとか、内容に関してもそうですけれども、例

えば先ほど言った理念とか、あと保育方針とか内容ですよね。そういったことは基本的な公立保育
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園のものがそのまま移行するという形で理解していいですか。 

【児童青少年課長】  保育理念はこれまでのものがありますので、基本線はそこに当然なってく

るんだなと思うんですが、１１ページのところで、事業団の設立の意義というのがあって、これか

ら広くこの先の子育て家庭の支援を視野に入れて寄与する、整備計画の中にも出ていますが、ゆく

ゆくは１８歳までとか、児童福祉法でいうところの０歳から１８歳までの総合的なそういうことが

できる、いつも言っていますが、皆さん方が卒園すると、今度学童に入っていきます。児童館を活

用する子もいたりとか、みんながなだらかな道を進めるわけじゃなくて、いろんな状況になってい

って家庭教育が変わったりする、それを支援できる事業団をつくるというのが目的ですので、その

中で基本は今まで考えてきた国立の保育が大事にする視点というのと、また、新たな広がりの中で

事業団としての考え方というのも出さないと、新しく１個会社をつくるということになりますので、

プラスで考えていくということであると思います。 

【参加者】  保育に関しては、公立保育というのががらりと変わる、そこの事業団のところだけ

ほかの３園とは違ってがらりと変わるということはないんですね。 

【児童青少年課長】  それはないです。それをやったら逆に先生に僕が刺されちゃいますので。 

【参加者】  そこは、しっかりと継承されるということは大丈夫なんですね。 

【児童青少年課長】  はい。 

【参加者】  わかりました。ありがとうございました。 

【参加者】  整備計画自体は、何年。 

【児童青少年課長】  ３５年度まで。第３次の子ども総合計画が今２８年度から走っているんで

すけども、それの下位計画なので、計画期間の終了も３５年度に合わせているんですね。計画は、

基本構想でも何でもそうですけど、ずれると最後の１年が、下位計画が先に走ってしまったりとか、

おかしなことにもなるので、今回の計画は３５年度で合わせています。ただ、子ども総合計画第４

次は４次でまた別につくっていきますけど、整備計画の次のところについては、３４年度ぐらいか

ら３３年度に移管したことの効果・検証を含めて次の計画というものに全体の中で考えていくよう

になってくるだろうと思っています。 

 １０ページで、これまでの効果・検証というのが、３３～３４年度の２カ年になっていたんです

が、これは市議会福祉保険委員会、議会にも出したときにご意見をいろいろいただきまして、効果・

検証は単年のとか２年で終わるものじゃないでしょうと、やはり移管した後にずっと見ていくべき

でしょうというご意見をいただいて、期間を延ばしています。これは３５年度にちょこっとやって

終わりという意味じゃなくて、この先も効果・検証というのはずっと続いていきますよという意味

合いでつくっていますので、計画としては次のものを当然つくっていくんですけれども、効果・検

証というのは、まず保育園を移管する部分は、先生方がかわらないということで考えていますので、

そこについては安心があるというのがまず１つありますけども、事業団を今度つくったときの効

果・検証ですよね。具体的なもの、あともっとどの部分を、例えば子育てひろばをやるべきじゃな

いかとか、じゃ、児童館、学童をどうするんだとか、いろんな議論というのはこの先に出てくると
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思いますので、そういうものをトータル的にずっと効果・検証していく必要があるんだろうと思い

ます。 

【参加者】  事業団、ここに関しては、３５年までに関しては、事業団の内容とかということを

いろいろ検証をしていくんでしょうけど、この次の計画を組み立てるときに、その先も継続して、

要は独立した事業団の中身のところまで踏み込めるのかどうかというのが、どう考えていったらい

いのかなというのがちょっと気になっているんですけど。 

【児童青少年課長】  くにたち文化・スポーツ振興財団は、副市長が理事長でして、当然、市に

財団の財政内容もそうですけども、事業報告も当然必要となっています。要するに、市が監査をす

る立場になるので、そこのやっている内容については市が踏み込んで、資本金を払っているのは市

なので、市が踏み込んで見ていく必要というのはあるわけです。ですので、社会福祉事業団におい

てもするべきものだと考えています。 

【子ども家庭部参事】  議会の報告も毎年義務づけられていると思います。 

【児童青少年課長】  １１ページに出ているように、設立意義の上から３つ目の国立市の総合基

本計画、子ども総合計画の実現に向けて、国立市と密に連携するとなっていますので、実際に国立

で子育て支援というような事業を事業団も連携してやっていくということであると思っています。 

 いかがでしょうか。●●（参加者名）さん、よろしいでしょうか。 

【参加者】  幾つかあるんですけど、さっき●●（参加者）さんがおっしゃった職員の研修のと

ころなんですけども、小学校では合同研があって、保護者とか市民にこういうことをやっています

というのがあるので、もし職員の方でそういう研修があったのならば、目に見える形でこういうこ

とをしているんですよという報告があると、保護者としては、こういうことをやっているんだなと

つがりますし、例えば懇談会とかクラス懇談会があるんですけど、実はこういうことを学んできて

いるんですよと言っていただけると、こういうことを相談してもいいんだなとどんどんつながって、

そこからつながっていくものは多いのかなと思うので、ちょっとでもいいので、研修があったら、

こういうことをしたという報告があるといいのかなと思います。 

【児童青少年課長】  わかりました。市でいうと、どうして事務報告書だけで終わっちゃうとこ

ろがあるので、研修に出たときには全員感想なりというのを出してもらっていますので、了解をと

った中で抜粋みたいなことで、またそこの行った職員に、公立の職員にも、研修の報告書を園だよ

りに書いてというと、また負担が増えてくるので、まずできる範囲の中で手をつけさせてもらえれ

ばなと思います。 

【参加者】  ありがとうございます。それとあと、スケジュールの中で、基幹的保育園のことに

触れられていないんですけれども、どのタイミングでなかよし保育園は動かれていくのかなという

のが、どこかに示されているといいのかなと思いました。 

 あと、今回の説明の中で、児童虐待対応などの課題に対することが何一つ触れられていないので、

そういうこともあるといいのかなと思っています。 

 あと、これまで結構説明会には時間をつくって出てきてはいるんですけど、例えば整備計画素案
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での説明会と今回の保育整備計画の説明会の違いというのが、出ていてぴんとこなくて、いつも聞

いているよというのが率直な感想なんですよね。例えばどこが今までと変わって、どういうところ

を聞いてほしいのかというのを伝えていただければ、例えば今回松葉課長から声をかけてください

と言ってくださったので、私も知り合いの方に声をかけたんですけど、こういう内容はほんとうは

もっといろんな方に知っていただきたいことなので、市が何を変えて、何を伝えているから、どこ

を聞いてほしいのか、どういう意見が欲しいのかというのを言っていただければ、保護者の方も参

加しやすいのかなと思いました。 

 以上です。 

【児童青少年課長】  資料のつくりについては、一応素案から変わった部分を入れ込んだ形でつ

くっているつもりではいるんですけども、あと、なるべく過去の反省を含めて、文字をあまり入れ

ないようにということで、図解等をいろいろ入れさせていただいてはいるんですが、ご指摘いただ

いたとおり、今度、繰り返しになりますが、１４ページにあるような、こういう方式で回ってみた

いなと思っています。去年、一昨年をずっと通して、日曜日がいいとか、土曜日がいい、いろんな

ご意見をいただいた中で開催したんですが、やっぱりあちらを立てればこちらが立たずというのが

あったりとか、なかなか一斉のせいの日に集まるのがすごく難しいだろうなと、巡回で相談を受け

たときも、帰りの時間にそんなに時間がとれないというようなご意見もいただいたり、考えてやっ

てみるんですが、ご指摘いただくことが多かったので、今度はみんなで集まるというより、各自で

考え方を全体の中で言いたいけど言えないという人もいたのも事実なので、少しやり方を変えて、

こちらがどんどん出向いていったり、仕掛けをまた変えてやりたいと思っています。 

 ただ、園ごとでもし役員会さんですとか、わくわく塾みたいなのを使って、もしそういうことが

やりたいというような声をいただければ、またこちらが出向いていってやったりするという機会も

あわせてやってみたいと思いますので、今までのような何時、何曜日にどこというやり方は、改め

てまた違う方式でやっていきたいなと、そのかわり数多くやっていきたいなと思っています。 

 いかがでしょうか。待機児童なんかのことも改めていろいろ出していますが、このあたりもご意

見をちょっとだけいただけるとありがたいと思うんですが。 

【参加者】  待機児童のカウントの方法で、数字的に待機児童をなくすということは、テクニッ

クの問題でどうにでもできてしまうというところがあって、そうではない待機というか、保育のニ

ーズのある方々へのアクセスというところ、多分、本質的な子育ての悩みだったりとか、考えとか

というところが、保育園に乗っかれない人たちの、待機児童は、言葉でどうしても先行しちゃうと

ころがあると思うんですけど、そこをどうやって解決していくかというところでの取り組みという

のが必要なのかなと。 

【児童青少年課長】  今年、待機になった方への追跡調査をさせていただきました。少し紹介で

きますか。 

【待機児童解消対策推進担当係長】  そうですね。４月の１２５人の方を対象にアンケートとい

う形でお手紙を出して、今の困りごととか、いろいろお伺いをしました。初回ということもあって、
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なかなか選択肢とか質問は難しいこともあったんですけど、皆さんから自由回答のところにいろい

ろほんとうに声を書いていただいて、今の状況を聞き取ることができたかなと思っています。これ

は続けていきたいとは思いますので、そういった方々、待機児童をなくすというのももちろんなん

ですけども、先ほどどうしても保育園に乗れなかった人たちへのアプローチというのも続けてやっ

ていきたいですし、そういう方への対応策、いろんな支援策ということも引き続き考えていきたい

と思っています。ありがとうございました。 

【子ども家庭部長】  待機児童の新定義、旧定義、例えばどうしても手を挙げる人が待機なのか

どうかとかありますね。それプラス家庭で保育されているご家庭があって、ほんとうは保育に行き

たいんだけど、家庭で育てていますとか、いろんなケースがあります。例えば子どもとできるだけ

仕事をしないでいたいとか、いろんなケースがありまして、では、そういった家庭をどう支援する

のというのは、待機児童解消と同時並行でやっていくべきかなと思いますし、片や、幼稚園で幼児

教育を受けたいけども、保育は必要ですよという方にどういうサービスをするのかなということで、

それは両輪というのか、並行してやるべきかなと思ってございます。 

【待機児童解消対策推進担当係長】  補足といいますか、国立市の１２５人という数字は、一番

原始的な方法で数えていまして、保育園に申し込んだ方の中から入れた方を引いた数です。国とか

でまとめている例えば認証保育園に入れた方は除きますとか、１園しか希望していない人は除きま

すとか、いろいろあるんですけども、そういうのじゃなくて、ほんとうに原始的な方法で今数えて、

そこにターゲットを当てているというつもりではいます。ただ、もちろんそれでも先ほど馬橋から

申し上げたとおり、漏れてしまう人がいますので、そこは今申し上げたとおり頑張っていきたいと

いうところでございます。 

【参加者】  さっきの自由回答欄にいろんな意見がありましてというところなんですけど、例え

ばどんなのがありますか。 

【待機児童解消対策推進担当係長】  今思いつくのは、入れなくて困っているんですという不安

の表明とか、来年どうすればいいですか、そういう不安のお声もありましたし、今一時預かりみた

いなものを使おうとしているんだけれども、なかなかそういうのが込んでいて使えなかったりする

ので、そういうのを拡充してほしいというようなお声があったりとか、そんなところですかね。持

ってきていないので、すべてお答えできないで申しわけないんですけども。 

【児童青少年課長】  ほかには我々の窓口の対応に対する不満みたいなこと、待機児童を出して

いて国立はこんなことで子どもにやさしいのかといった厳しいことを書く方も当然いらっしゃいま

したし、さまざまいろんな方の、そこを聞くのがまず大事なことだと思っていましたので。 

【子ども家庭部長】  結局、市内で受け皿がなかったときに、市外の認可外へ行ったり、いろい

ろとされていますので、そういうのを含めて今言った声というのが不安の声になっているのかなと

思います。ということは、やっぱり市内でしっかり受け皿をつくっていくのが第一優先かなと、そ

う考えています。 

【参加者】  年度の途中で、私は、ご存じだと思うんですけど、第２子妊娠中に切迫早産で１子
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の預かり場がなくて、しかもその１子は、しょうがいがあったので、子ども部署としょうがい部署

とでいろいろ検討して、私はそのお子さんをお預かりしていたという時期がありましたけど、ほん

とうに命にかかわる問題というところで、年度の途中でそういう事例が発生したときに、どうやっ

てつないで目の前にある命をどう救うのかというところで、他課連携がどうしても必要になってく

るのかなと思うので、ぜひそういう方たちが取りこぼされることのないようにしていただきたいな

と思います。 

【児童青少年課長】  そうですね。狭間に落ちるような方がいないようにですね。 

【子ども家庭部参事】  アンケートについては今ホームページに掲載をしていますので、ご覧に

なっていただければと思います。 

【参加者】  新しいホームページが、ほんとうに探しにくくて、これは多分いろんな方から届い

ていると思うんですけど、審議会の答申が審議会の中に出てこなかったりとか、毎回、迷子になっ

てしまって、それに時間をとられて断念するという。 

【参加者】  ちなみにそのアンケートを読ませていただいたんですけど、思い出せるのは、お仕

事をやめないといけないという状況に陥ってしまう、産休中に預けられなくて、産休明けをどうし

たらいいのかという切実なお母さんが何人かいらっしゃったのと、先ほどおっしゃっていたけど、

一時保育も枠がなくて預けられない、かつ１歳以上で歩けて、普通食が食べられてという条件つき

なんですよね。そんなの１歳であり得ないでしょうって書いているお母さんもいらっしゃったりと

か。 

【子ども家庭部参事】  そこのアナウンスが、市の情報提供が足りなかったんじゃないかという

ことですね。 

【参加者】  実際私も、年度切りかえじゃなくて途中で預けたかった口なので、そういう一時預

かりとかもしなきゃいけないんですけど、もちろん子どもの差はあるにしても、１歳で歩いて離乳

食が終わっていてというと、なかなか条件として難しいのかなと思って、それは私立の保育園なの

で、どうこう言ってもしようがないのかもしれないですけど、そういうお母さんもいらっしゃった

りとか、そういう感じです。特にお母さんが離職しなきゃいけない、その悩みがたくさんつづられ

て、印象深かったように感じました。 

【子ども家庭部参事】  そうですね。育児休業を延長されたけども、延長も期限がありますので、

そこをとても心配されているとか。 

【参加者】  つい先週ぐらいにあったんですけど、私の部署の下の子が産休で、去年の秋に産ん

で１年なんです。それで、会社としては一応１年なので、帰ってくるんだろう、でも絶対に保育園

に入れないよねと、国立市じゃないですよ。埼玉なんですけど、やっぱり入れなかったんです。帰

ってこないとなったときに、来年４月の定員受け入れを待ってくれとその部下から言われて、それ

は普通４月が一番入りやすいのはわかるじゃないですか。そんなものだよなと思っていたんですけ

ど、私とかは、秋に産んで、翌４月には保育園に入れる、だから０歳でひなぎくに入れるというパ

ターンをずっとやっていたので、やっぱりお母さんは１年間は一緒にいたいわとか、あと、うちの
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会社は１年がボーダーで、その後半年は待つけど、それ以上は待てないよと、やっぱり１年半が最

高なので、だったら離職するのかという話になっちゃうんですけど、途中で入れないと、お母さん

もかわいそうだけど、企業も当てにして待っているので、帰って来られないんじゃんというのは、

働く側として思ったので、そういう人が入れる枠というのが常にないというのはしんどいよね。い

つまでかわからないじゃない、と思います。 

【児童青少年課長】  毎年入所が終わった後に、基準の点数の見直しを図っているんですが、現

場の職員は、切実に言われているので、いろんなところで加点をしてあげたりとか、見直したいと

いうのもほんとうに試行錯誤、これに我々も入って決定をしています。全部入所が終わると、７月

ぐらいまでには次の年度の加点の見直しを出していくことになりますが、今年は１つ例を挙げると、

３０年度は保育士で国立市内でなる人には２点加算するとか、ただ、２点って小さいと思うかもし

れないですが、最後は１点の差になりますので、３５時間のフルタイムで働く人、夫婦で９０点、

９０点、１８０点で、これが普通１８０点ですけど、ここから１点か２点の上積みによって、入れ

るか、入れないかみたいなことになります。ある一定の項目だけ上積みしてしまうと、ほかのとこ

ろとのバランスがくずれてしまいます。今まで兄弟を一緒に入れたいというのがあったので、そこ

も加点をしていたんですけど、１人しか産まないことがいけないのかという声も結構いただいたり

したので、そこの点を下げたりとか、これはすごく難しいんですね。 

 今また議会でも言われているのは、就学をしたい、就労じゃなくて就学をして子どもを育てたい

という人についてはどうなんだというようなご意見もいただいて、このあたりも我々だけではなく、

例えば審議会みたいなところにかけて、有識者の方のいろんな意見を聞いたりする中で、広く出る

ようなものについては、そういうところに諮っていく必要もあるんだろうなと思っています。 

 来年４月にたいよう保育園が１園できますけど、昼夜２回ずつ合計４回ですけど、希望される方

への説明会を開催しました。別に説明会に来たからといって加点が何かあるわけでもなく、優先入

所もないんですけれども、たいよう保育園の説明会を希望される方は、各回３５人定員のところへ

毎回３５人だったので、１４０とか…。 

【待機児童解消対策推進担当係長】  少しあふれ出すような形で、でも、立ち見でもいいから見

たいみたいは方もいましたので。もう少し多かったです。 

【児童青少年課長】  聞きたいという方が、ほんとうに切実な状況なんですね。なので、つくっ

ていかなきゃいけないのと、片や先ほど部長も言いましたけれども、未就学の計画ですので、当然、

我々は幼稚園さんのことも我々は考えなければいけない、３歳以降のご家庭で幼稚園を希望される、

幼稚園に行きたいけど、２時半で帰ってくるんだったら幼稚園は行けないよねという人も、我々と

しては保育園がいい、幼稚園がいいなんていうことではないので、取捨選択ができる仕組みという

のは考えなきゃいけないですので、あわせていろんなことの課題が山積みではあるんですけれども、

またご意見を聞かせていただく中でいろいろ進めていければなと思っています。 

 園長先生、何かありますか。 

【参加者】  先程●●（参加者名）さんもおっしゃったように、基幹園のことが書かれていない
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ということもあって、私たちもまだ基幹園としてどういうふうに動いていくんだろうというところ

もわかっていないですけれども、でも、基幹園としてどういう役割を果たしていくのかということ

も、私たちも課と一緒になって、私たちの要望も伝えながら、またそれも並行して考えていかなき

ゃいけない問題だと改めて感じています。 

【参加者】  ちょっと疑問に思ったんですけれども、４ページの（仮称）かかりつけ園の指向と

書いてあるところのその園は、私立も含む全園で取り組むという意味合いでしょうか。公立保育園

だけでやりますということなんでしょうか。 

【児童青少年課長】  これは、整備計画にも表記をさせていただいておりますが、保育園は市内

に点在しています。保育士がいて、栄養士、看護師、保健師がいて、基本、子育てをしたい家庭の

保護者の方が相談をしたいと思うことのスキルがそろっていますと、それは今だと園に通わないと、

例えば未就学の方は子供家庭支援センターに行かなければいけないとか、乳券とか、いろんなとこ

ろに行って聞かなきゃいけないということじゃなくて、保育所保育指針は、園に通う子どもと保護

者と地域の保護者、地域の子育て支援もしなさい、しなきゃいけないということが盛り込まれてい

るので、その考えに基づいて各園でかかりつけ園みたいな形でやっていくことができればというイ

メージです。ただ、園の規模も違いますし、特徴も違うので、例えばここはひろばをやったりとか、

例えばここは栄養相談ができる園だとか、サービスのメニューをいろいろ設けて、各園が取捨選択

をしてもらう、当然そこには補助金なり何とかという仕組みをつくっていくんですけども、そうい

う意味合いで全園でかかりつけ園ということを考えているということです。 

【参加者】  ありがとうございます。 

【保育事業推進担当係長】  それでは、お時間が参りましたので、懇談会を終了とさせていただ

きます。また、ご意見があれば、メール等でも受け付けいたしますので、寄せていただければと思

います。短い時間でございましたけれども、本日はご参加いただきまして、ありがとうございまし

た。 

 

 


