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⼥性・⺟親・会社員の視点から小平の“未来”を創造します！

通
信小平市議会議員 竹井ようこ 会派 フォーラム小平

小平市議会Webで
定例会⼀般質問の動画配信中

市議会議員としての1期目の任期も残すところ1年となりました。
これまでの経験と反省を糧に残りの任期も精⼀杯頑張ります。

http://www.discussvision.net/kodairasi/2.html

３⽉定例議会報告
⼀般質問において以下３点質問しました。

１．働きたい人を最大限に応援する
保育⾏政を

小平市は、この5年間で保育園を24園、
小規模保育園を2園新設し、定員は着
実に増えています。
しかしながら、今年も「認可保育園に⼊

れなかった」というご相談を頂きました。中
にはひとり親の方も。このことをきっかけに、
保育⾏政の現状について質問しました。

【質問①】 第一次受け付けにおける
内定者の指数は最高と最低でそれぞ
れいくつか。
【回答①】 保育園によって違うが、
0〜2歳の指数は以下のとおり。

最高指数 最低指数
ゼロ歳 102 86
１歳 102 97
２歳 100 91解 説 認可保育園の⼊園選考は

就労状況や家庭の状況等によって指数化され、高指数の世帯から決定されます。
(同点の場合は市⺠税額の低い順)
今回の場合、１歳児の最低指数が９７と高く、保育を

必要とする度合が高くても第⼀次受け付けでは決まらず、
結果として待機児童も多くなっています。
また、シングルマザーになったばかりで、これから仕事を始

める方を例にとると、合計７０点(右記)となり、最低指数
に届かず⼊園が難しいことがわかります。

(例)
[基本指数]

配偶者不在 50点
[調整指数]

求職中 ＋10点
ひとり親 ＋10点

シングルマザーの声「認証保育園の保育内容には満足だが、認可保育園との
価格差が依然として大きく、ひとり親としては大変厳しい」。
市としては、ひとり親の「保育」の必要性が高いことは認識しているとの答弁でし

た。引き続き要望していきます。



学童クラブは、保育園と違い出席率が低いので、⼈数が超過したとしても⼀定
程度容認できるのではないかという考えもあるようですが、上述のクラブの在籍児童
数に平均的な出席率(約68％)を乗じても、すべてクラブで定員を超過しているこ
とになります。今年の新⼀年⽣の⽣まれたころは、ちょうど保育園の待機児童が急
増し180⼈近くになった世代のため、今後しばらく学童クラブのニーズも高いことが
予想されます。現在、空き教室の利⽤などで対応していますが、今後の増設につ
いては、学校敷地内を第⼀優先として、隣接地、近接地の利⽤も考えていくとの
答弁でした。本年度は、「5小」と「花小⾦井小」の学童クラブで増設が⾏われます。

待機児童は、昨年同時期と⽐較すると７名増(右記のとおり)。
地域別では東部地域60名、⻄部地域36名となっています。
東部地域に待機児童が多い現状をふまえ、花小⾦井地区で認
可保育園の開設(平成31年4⽉)に向けて準備するとのこと。
就学前児童数は減少に転じたことで、待機児童数も落ち着くこ
とが想定されますが、需要を的確に把握することが必要と考える
ことから、引き続き要望していきます。

2. これからの学童クラブ
のあり方について

【質問①】 定員を21名以上
超過している学童クラブの
現状は。
【回答①】 平成29年4⽉1日
現在で6クラブが該当。
そのうち12小学童クラブは、
2年以上継続して超過。
【質問②】 平均的な出席率は。
【回答②】 平成28年度の7⽉、8⽉除く
平日の出席率は約68％。

答弁後の平成30年4⽉では、上記8
クラブが超過となり、2小と15小第⼀
クラブ以外は、2年連続の21名以上
の超過となっています。

（平成30年4月）

クラブ名 定員（人）
在籍者数
（人）

定員に対する
超過率

１小 ４０ ７４ １８５％

２小 ６０ ９０ １５０％

５小 ６０ １２６ ２１０％

８小 ４０ ９１ ２２８％

１１小第一 ６０ １０３ １７２％

１２小 ４０ １０４ ２６０％

１５小第一 ４０ ６４ １６０％

花小金井小 ４０ ８１ ２０３％

定員を21名以上超過している学童クラブ

【質問②】 認証保育所の保育料は、認可保育園よりも高額のケースが多く、認
証保育所としても、認可保育園に空きが出ると年度途中で園児が転園してしま
い、年間計画の⾒直しが発⽣するなどの苦労がある。認可保育園と認証保育
所の保育料の差を最小限にすることにより、転園も少なくなると考えるが⾒解は。
【回答②】 認証保育所利⽤者への補助⾦の⾒直しを⾏う予定。所得の低い層
の補助をより手厚く、同時に第2⼦以降の補助についても上乗せしていく考えである。

保育園待機児童
（4⽉1日現在）

０歳 ９名
１歳 ６１名
２歳 ２２名
３歳 ４名
４歳 ０名
５歳 ０名

合計 ９６名

デ ー タ

定員に対する
超過率

１５８％

１６２％

１５３％

１５２％

１７８％

１７５％

（平成29年4月）

デ ー タ



制服は、中学⼊学に際して
最も高額な準備品の⼀つです。
この10年間、全国的に値上がりして

います。
今回の調査で以下のことが分かりまし

た。
①同じ小平市でも学校により標準服
の価格が違う。

②8校中7校において、男⼦よりも
⼥⼦の制服の方が価格が高い。

③販売店が1社より2社以上⼊って
いる方が価格が安い傾向にある。

④ホームページに標準服の価格を
掲載している学校はなし。

⑤販売店の案内は3校。標準服の
写真掲載は１校のみ。

３. 中学校標準服（※１）の価格の
公開について
【質問①】 各中学校の標準服の価格
差は。
【回答①】 以下のとおり。

※１標準服は制服と違い必ずしも着用しなけれ
ばならないものではありませんが、現状は転校
生などを除き、ほぼ全員が着用しています。

男⼦ ⼥⼦

８校中
最高値

54,406円 61,450円

最安値 37,300円 47,634円

差額 17,106円 13,816円

【質問②】 保護者が入学、転入の前に
価格を知ることにより、準備を円滑に進
めることでき、また価格の妥当性の議
論の材料ともなることから、標準服の価
格を各校のホームページで公開するべ
きと考えるが如何か。
【回答②】 今後、学校と調整を図り
ながら検討していく。

調 査

特に学校間、性別間の価格差はで
きるだけ小さい方が望ましいと考えます。
価格の公開については検討するとの

答弁でしたので、今後も注視していき
ます。

活 動 記 12⽉〜4⽉の主な活動(順不同)

【子育てナンバーワンのまちへ】
成⼈式、中学⽣意⾒発表会、⼀中・十四小卒業式およ

び⼊学式、三中・六中吹奏楽部定演、ここフェス、ふくしま
キッズプロジェクトin小平募⾦活動、HPVワクチン副反応被
害に関する国際セミナー、花小⾦井南中学地域開放型体
育館懇談会、地域⾒守り視察
【ワークライフバランスが実現できるまちへ】
「⼦育てを楽しむ新戦略〜パパの笑顔が社会を変える」

講演会
【高齢者、障がい者を孤独にしないまちへ】
障害者作品展、サタデーひだまり、ひだまり総会、認知症

に関わる日英の取り組みセミナー、「大介護時代」懇談会、
「障害者差別解消法と合理的配慮」講演、地域包括ケア
システム研修、小平福祉園⾒学、熟年いきいき会講演会
【ICTの活用で人と人とをつなぐまちへ】
オープンデータ懇談会

「子育てを楽しむ新戦略～パパの笑顔が
社会を変える」

講演されたファザー
リングジャパンの安
藤哲也さんと。
竹井ようこ事務所イ
ンターンの男子学生
（19歳）が、「早く子ど
もが欲しくなりました」
と言ったのが印象的
でした！

【クローバル人材が育つまち、若者が活躍できるまちへ】
やんぐステージ、みんなでつくる音楽祭



小平市仲町在住
【略歴】
1966年 1⽉28日 滋賀県⽣まれ 名古屋育ち
名古屋市⽴菊⾥高校卒業
南山大学外国語学部英米科卒業

1988年 4⽉ 日本電信電話(株)⼊社
国際部などで業務経験を積む

1991年 4⽉ (株)情報通信総合研究所出向
Didier & Associates法律事務所（ﾍﾞﾙｷﾞｰ）派遣
欧州各国での情報通信政策について調査・分析

1994年 6⽉〜98年 9⽉ 出産・育児のため休業等
職場復帰後は育児に仕事に多忙な日々を過ごす

1999年 7⽉ ＮＴＴコミュニケーションズ（株）
情報通信の最前線で企画・法務等の業務に従事

2015年 4⽉ 小平市議会議員選挙にて初当選
家族：夫、⻑男（大学⽣）、⻑⼥（大学⽣）柴犬（♀）

所属委員会等
総務常任委員会
広聴広報特別委員会（副委員⻑）
公共施設マネジメント調査特別委員会
湖南衛⽣組合議会（議⻑）

竹井ようこプロフィール

【防災、安心安全】
市議会参集訓練、消防団出初式、ごみ⼾別収集・有

料化説明会（⾃治会にて）、⼥性視点の防災講演会、
こだいらソーラー周年式典、忘れない3.11展
【にぎわいのあるまちづくり、環境、その他】
小平駅北商栄会イルミネーション点灯式社会保険労

務士会賀詞交歓会、新春あるけあるけの集い、連合三
多摩新春の集い、商⼯会⼥性部新年会、⾷品衛⽣協
会新年会、市⺠活動ネットワーク新年会、商⼯会第三
⽀部新年会、NTT労組⻄エリア新年会、商⼯会賀詞
交歓会、KPU三多摩賀詞交換会、料飲⾷同業組合
新年会、小平サミット、小平⻘年会議所35周年式典、
東京土建総会、あきるの市役所視察（広報）、商⼯
会⼥性部総会、憲法セミナー、小川駅前再開発説明
会、小平駐屯地観桜会、財政研修、市⺠と議会の意
⾒交換会、小平⻘年会議所新春賀詞交歓会、東京
都市議会議員研修会、デジタルカメラ同好会作品展、
連合東京「地域政策を実現する会」、三多摩メーデー
【選挙応援】
町田市⻑選挙 かわべ康太郎候補応援

http://takeiyoko.com/

フェイスブックは
「⽵井ようこ」で検索！

⽵井ようこホームページ

「ごみ有料化説明会」

自治会にて、有料化
に向けた出前講座を
企画し開催しました。

昨年末に足⾸を骨折し、
不⾃由な⽣活を送りました。社会が健常者目
線で出来ていることを痛感しましたが、⼈の温
かさも改めて感じた次第です☺

編集後記

⽵井ようこ
市政報告会のおしらせ

＜日 時＞
２０１８年７⽉2９日(日)

1３:３0〜15:０0
＜場 所＞
小平市福祉会館 第１集会室
小平市学園東町１丁目１９１３

報告会を開き、これまでの取り組み、
市政の現状などについてご報告いた
します。
ぜひ⾜をお運びいただき、ご意⾒を
お聞かせください。
皆さまの声を市政に
反映してまいります。

◇７⽉から市のホームページにおいて、
気象庁の災害情報がリアルタイムで
配信されます。またツイッターやフェイ
スブックなどでも同様に配信されること
になりました。

平成2９年9⽉定例会で提案


