
第１回 調布市児童館のあり方検討委員会 議事録 

 

開 催 日：平成２８年６月２９日（水） 午後６時３０分～午後８時４５分 

場 所：文化会館たづくり西館３階健康増進室 

出席委員：鈴木委員、能登委員、遠田委員、村山委員、橋本委員、山﨑委員、山本委員、

猪股委員、大川委員 

欠席委員：竹中委員 

傍 聴 人：１人 

 

■開会 

事務局から配布資料及び傍聴、本会議の議事録の公開について確認。 

 

■児童青少年課長あいさつ 

 

児童青少年課長：皆さま、あらためまして、こんばんは。 

お忙しいところお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。皆さん、ご存じの

とおり調布市の児童館は昭和 40年に、今から 50年前に第 1号館ということで、つつじヶ

丘児童館が開設されました。先ほど皆さまのお手元にある、この「じどうかんのいちねん」

という冊子、50周年を記念してこういったものを作っています。この中には例えば 67ペー

ジをご覧いただくと、ここにその当時の『市報ちょうふ』があって、このように児童会館

ということで、当時は児童館と言わずに児童会館と言っていました。67ページにあります

ように、その当時はここの児童館が東京都で 2番目ということで、多摩地区で初めての児

童会館ということで、親子連れで大変にぎわった、そんな記録があります。 

 この、初めてのつつじヶ丘児童館ができてから、50年たったわけですけども、その当時

10 館構想ということで、調布市では 10 館の児童館を目指して、建設をしていきましたけ

ども今現在、11 館ございます。その児童館 11 館の他、平成 7 年には中高生の居場所とな

る、青少年ステーション CAPSも オープンしています。そういったことで、12の児童の施

設がございます。今回、調布では、この過去の 50年間の長い歴史のあるこの児童館が今後、

時代の変化とともに、ニーズがまた、その当時と変わっていたりとか、また、児童館に求

められること、それから、児童館の今後の地域の子どもたちの拠点となるためには、やは

り今までどおりの機能ではなくて、時代に合った機能、それから、役割を果たしていかな

ければならないと思っています。 

 そんなことで、今後の児童館がこうあるべきだということを、今年度皆さまにお力をい

ただきまして、報告書を作成して、今後、調布市の方向性、児童館の方向性を決めていき

たいなというふうに思っております。今年度末まで、およそ 5回、ないし 6回ぐらい、皆

さまにはお越しいただいて、この会議を開催したいと思っております。皆さま、各分野で
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ご活躍ということで、大変お忙しい中、大変恐縮ではありますけども、どうか、皆さまの

忌憚のない、活発なご意見をいただきまして、この検討委員会が実のある、有意義なもの

になりますことを祈って、ぜひお力をいただきますよう、よろしくお願いします。以上で

す。 

 

■調布市児童館のあり方検討委員会設置の目的 

 

事務局：それでは、早速ですが、次第に沿って進めてまいります。まず、次第の 1．調布

市児童館のあり方検討委員会設置の目的について事務局から説明いたします。 

 

事務局：それでは、児童館あり方検討委員会設置目的について説明させていただきます。

お手元にある、調布市児童館のあり方検討委員会設置要領、資料 1をご確認ください。第

1 の設置についての部分。そのところが目的に当たる部分になると思います。その背景に

ついて、少し詳しくご説明させていただきたいと思います。今、お話もありましたが、児

童館、この 50年という歴史の中で、さまざまな遊びや事業を通して、子どもたちの自主性

や協調性、創造力を高められるような取り組みを行い、多くの子どもたちの成長を見守っ

てきました。また、子どもたちの日常的で、安定的な放課後の居場所を確保してきただけ

ではなく、子どもを中心にした地域の大人たちのつながりをつくってきました。 

 今、時代は変わって、子どもたちを取り巻く社会的な環境が大きく変化し、不登校やい

じめ、非行、共働きや一人親家庭の増加、子育て放棄や虐待など、子育て環境や青少年を

めぐる課題は山積しています。調布で子どもが生まれ、地域で育ち、大人になっていく過

程において、地域の中にあって、ゼロ歳から 18歳まで、子どもたちの成長と発達を継続的

に見守ることのできる児童館の存在は大きいのではないかと。 

しかし、物があふれて一見、豊かに見えるこの時代にあって、子どもたちの興味や関心

は多様化するばかりではなく、防犯、防災など、子どもへの安全、安心に対する保護者の

意識の変化に伴って、児童館の事業内容や利用形態など、市民の方のニーズが様変わりし

てきています。そんな中で、今後の児童館はどうあるべきか、その機能と役割、職員の専

門性、地域との連携のあり方と、果たすべき役割について、50年の児童館活動の成果につ

いて評価を加えつつ、市民の皆さまのご参加をいただきながら、今後の児童館のあり方に

ついて検討し、方向性を示していくことを目的として、この児童館のあり方検討委員会を

設置するものです。 

 実施要領については、構成、委員長、その他、項目がございますけれども、細かいとこ

ろは省かせていただきます。設置の目的については、以上でございます。 
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■委員自己紹介 

各委員及び事務局から自己紹介がなされた。 

 

■委員長選出 

 

事務局：続きまして、次第の 3．委員長選出でございます。資料の 1の第 3．委員長の所を

ご覧ください。『検討委員会に委員長を置くこととし、委員長は委員の互選により選任す

る』とございます。これに従って当委員会の委員長を決めさせていただきたいと思います

が、どなたか、立候補、もしくは推薦、ございますか。 

 

委員：鈴木委員がいいと思います。 

 

事務局：ありがとうございます。ただ今、推薦がありました、鈴木雄司委員、よろしいで

しょうか。それでは、鈴木委員に委員長をお願いしたいと思います。それでは、改めまし

て、鈴木委員長から、ごあいさつをいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いしま

す。 

 

委員長：ただいまご紹介いただきました、東京福祉大学の鈴木雄司と申します。調布市児

童館のあり方検討委員会の委員長として、あらためてごあいさつさせていただきます。 

 児童館の歩みは、児童福祉法 40条から始まります。およそ 70年の歴史を持つことにな

ります。調布市は 50年です。私が神代中学校を卒業する時、つつじケ丘にある児童会館で

学芸会的な発表会を行ったのを記憶しています。子どもの施設が少ない時代でしたから、

大変新鮮な感覚で受け止めました。 

 その後、昭和 50年代に入り、児童館建設が急速に進み、私が勤めました杉並区では、１

小学区に１児童館の建設計画が立てられ、児童館行政を先取りし、様々な活動が展開され

ました。当初は、来館する子どもが中心で、学校との繋がりや地域での活動は、ほとんど

ありませんでした。午前中の幼児の取組は、今では、子育て支援の活動として、児童館活

動の大きな柱の一つですが、児童館でなぜ幼児の活動をするのかと職員から否定的な意見

も多数ありました。中高校生の受入や、障害児対応の活動は領域外といった感じでした。 

 しかし、全国の自治体の児童福祉行政への姿勢や職員、地域住民の努力と実践で、児童

館は地域社会で必要なものとなり、一定の役割と機能を明確にし、地域でのステータスを

確立してきました。 

 一方、少子高齢化の進展、国の社会福祉政策の変化、自治体財政の圧迫で、児童館の建

設や活動の見直しが余儀なくされてきました。 

 特に、ここ数年、国や東京都、23区の動きに見られるように児童館を取り巻く環境は厳

しく、施設の廃止や削減計画、運営の見直しも検討されています。これまで培われてきた
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児童館の機能が低下し、十分な活動が展開できない状況になってきています。 

 こうした中、50年の歴史を持ち、地域との繋がりを作り、子どもの放課後における生活

場面での重要な拠点となってきた調布市の児童館を今後どのように発展させるか、重要な

局面になってきたと思います。 

 子ども達に起きている様々な問題に対して、児童館がその現状を踏まえて、何をすべき

か、解決のためにどのようにその役割・機能を高めるか、その方向性を検討し、調布市の

児童館の今後の姿を描くことが、調布市児童館のあり方検討委員会に課せられた役割では

ないかと思います。 

 委員の皆さまにおきましては、夜間、ご足労をお掛けして大変申し訳ありません。検討

委員会で熱心なご検討をしていただくとともに、議事進行にご協力をお願い申し上げて、

私のごあいさつとさせていただきます。 

 

■報告事項（１）本会議の進め方について 

 

事務局：それでは、次第の 4、報告事項に入りたいと思います。ここから、司会進行を鈴

木委員長にお願いしたいと思います。委員長よろしくお願いいたします。 

 

委員長：では、ただ今から司会を私のほうで務めさせていただきます。どうぞよろしくお

願いいたします。これからの報告事項に関する説明について、ご質問、ご意見等につきま

しては随時伺ってまいりますので、よろしくお願いします。それでは、次第の 4（1）．本

委員会の進め方について事務局から説明をお願いします。 

 

事務局：本会議の進め方についてご説明をいたします。資料は、資料 3、それから資料 4

をお手元にご用意いただければと思います。 

説明に入る前に、本日の委員会なんですけども、資料のボリュームも多く、事務局側の

説明もかなり長くなってしまう状況が想定されます。できれば、委員の皆さまにいろいろ

とご意見をお伺いしたいところなんですが、時間も限りがありますので、本日はこちらか

らの情報提供について、皆さんで情報を共有していただく時間をメインにしていきたいな

と思っています。 

 次第にもあるとおり、最後、議事ということで、今、児童館が抱えている課題について、

事務局側のたたき台としてご提案させていただきますので、それについて、それぞれご意

見を頂戴できればと思っていますので、よろしくお願いします。 

それでは早速、資料の 3に基づいて、今後のスケジュールということでご説明をさせて

いただきます。後ほど、説明もあるかと思いますが、昨年度、平成 27年度に児童館につい

ての利用者アンケートを実施しております。下の矢印の中に、「修正基本計画（平成 27

年度から平成 30年度）」とあるかと思いますが、その中に行革プラン 2015として、児童
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館のあり方検討というものを位置付けております。よって、市の取り組みとして、今後、

児童館がどういう役割、機能を果たしていくかということで、市の上位計画に位置付けら

れているということで、まずはご認識をいただければと思います。 

 上に戻りまして、今年度、アンケート結果を踏まえて、当該あり方検討委員会を設置し

まして、今年度中に報告書を策定し、取りまとめをしていきたいと考えております。来年

度以降についてですが、その報告書をもとに、方針のようなものを策定をいたしまして、

平成 31年度からの後期基本計画に向けて、平成 30年度の計画の見直し作業に反映をして

いきたいと考えております。 

そこで、今年度の取組ということになるんですが、資料の 4をご覧いただけますでしょ

うか。先ほど課長の小柳から、今年度の検討委員会は年 5回程度実施をするということで

報告をさせていただきましたが、黒い矢印で記載のとおり、既に児童館の館長を集めて、

内部検討というものを定期的に、多いときでは週 1回とか集まって検討している状況でご

ざいます。 

 そういった検討内容もこのあり方検討委員会のほうに反映をさせていければいいなとい

うふうに考えております。議題としましては、今回については一番下の欄に記載のとおり、

子どもたちをめぐる状況、それから、調布市の児童館の歴史だとか、これまで児童館がど

ういう役割、成果を果たしてきたのか。それからアンケートについて、簡単に情報提供さ

せていただきたいと考えております。 

とかくこういった委員会になると児童館の数の議論ですね。数を増やしたほうがいいん

じゃないかとか、あとは運営形態の話ですね。直営なのか、委託なのか、そういった議論

になりがちになるんですけれども、今年度のあり方検討会については、そういった数だと

か、箱の議論ではなく、あくまで児童館の機能ですとか役割、中身の部分について、これ

までの時代背景、昨今の状況踏まえて、どういった方向性を示していったらいいかと、いっ

たところで議論を、ご意見をいただけたら幸いかなと思っておりますので、どうか、よろ

しくお願いいたします。私からの説明は以上です。 

 

■報告事項（２）子どもを取り巻く現状 

 

委員長：続いて 2の子どもを取り巻く現状と課題について。これも事務局から説明をお願

いいたします。 

 

業務支援者：児童館のあり方を検討していく上で、今、日本の子どもたちを取り巻く状況

がどうなのか。人口動態などはどうなっているのか、といったようなさまざまな子どもを

めぐる環境というものをきちんと抑えた上で、議論に入っていただいたほうがよろしいか

と思います。今回、ちょっと長めになってしまうんですが、そうした資料、どこかで目に

したことがある資料も多数あるかとは思うんですが、あらためて委員の皆さまに、認識を
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同じくしていただくという意味も込めまして、ご説明をさせていただいて議論にこの後

移っていただくとよろしいかということでご用意をいたしました。 

 まず、人口動態でございます。こちら全国のデータでございますが、出生数と合計特殊

出生率ということになっております。こちらのほうですけれども、昭和 40年代、第 2次ベ

ビーブームというのがございました。このブーム以降、どんどんと出生率が下がっており

ます。特に合計特殊出生率というものがどんどん下がってきている傾向がございまして、

平成元年には 1.57ショックというのがございまして、ここから国が本腰を入れて少子化対

策を行うというような状況になってございます。そして 2005年には 1.26という、史上最

低の合計特殊出生率を見るに至っている状況でございます。合計特殊出生率というのが 1

人の女性が一生の間に産むであろう子どもの数の平均をいいますけれども、これを目安に

して全国の自治体がこの動態を見ていくというような状況でございます。 

 続いて、人口構造でございます。わが国の総人口は 2015年 10月 1日現在、1億 2711万

人というふうになっております。年少人口、これはゼロから 14歳というのを年少人口とい

います。この黄色い部分ですね。こちらが 1611万人となりまして、総人口に占める割合は

12.7パーセントというようなことになっております。こちらの年少人口の率がだんだんと

下がっていく傾向がございます。2025 年、平成 37 年には 11.0 パーセントとなり、2050

年には 9.1パーセントになる。そういう想定でございます。どんどんと子どもの数が減っ

ていくということを想定されております。 

調布市の人口動態でございます。そうした状況でございますが、調布市のほうは順調に

人口を伸ばしている状況でございます。児童館ができた昭和 40年時点では約 11万人の人

口ということでございましたが、平成 27年では倍の 22万を超えるに至っている状況でご

ざいます。 

 一方で調布市の人口動態の中でもこれを年齢、3区分で見てみると、平成 26年、こうい

う状況になっております。平成 12年に年少人口と老齢人口が逆転をしているわけでござい

ますけれども、この逆転をして以降、老齢人口が上昇し、年少人口が減少していくという

ことになっておりまして、どんどんと差が開いている状況というのが見られます。こちら

は調布市の年少人口のみを取り出し、推計を図化したものでございます。こちらが基準線

となっております。平成 25年以降が推計値ということでございます。やはり、だんだんと

年少人口は減っていくという予想になっておりまして、しばらく微増傾向が続くんですけ

れども、平成 33年に 2万 8867人でピークを迎えた後は減少していくというようなことに

なっております。平成 42 年、総人口に占める割合は基準年の 12.6 パーセントから 11.7

パーセントまで下がると。子どもたちがやはり減っていくという予想になっております。 

 同じく調布市の人口動態でございますが、こちらは合計特殊出生率に着目をしておりま

す。東京都の合計特殊出生率より高い数値を示している状況でございます。続いて、子ど

も・子育てをめぐる社会的諸問題に入らせていただきます。まず、共働き世帯数の推移で

ございます。ちょっとプリントは白黒になっているので、この画面でぜひ確認をしておい
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ていただきたいんですが、緑色が共働き世代で、赤色のグラフのほうがいわゆる専業主婦

世帯というなことになりますが、平成 8年辺りを境にどんどんと差が開く、上昇している

傾向でございます。その要因として考えられますのが、女性の就労に関する意識の変化で

ございます。特に大きいのがこちらの線になりますが、こちらが子どもができてもずっと

職業を続けるほうが良いということで、子どもが結婚して子どもができても、そのまま仕

事を続けたいと願う女性が増えている状況でございます。 

 続いて、一人親家庭の現状でございます。一人親家庭や夫婦の離婚、再婚によりまして、

再形成した家庭、祖父母が保護者となる家庭など、実に多様化している現状がございます。

こちらの表は母子、または父子以外の同居もいる世帯というのも入っております。実際、

母子のみにより構成される母子世帯は 76万世帯、父子のみにより構成される父子世帯数が

約 9万世帯ということになりますので、こちらはその他の方も住んでいらっしゃるという

場合になります。特に着目すべきはこの就業状況の部分でございます。それぞれ仕事に就

いておられるわけですけれども、父子世帯が正規の職員、従業員という所の割合が高いの

に対して、母子世帯に関してはパート、アルバイトの割合が非常に高いということ。これ

も、原因となりまして、年間の就労収入というのが大変低い状況が母子世帯で特に顕著に

なっている状況でございます。 

 続きまして、子どもたち自身の体等の状況はどうなのかということでございます。身長

の平均値の推移というのは平成 6年から平成 13年辺り、この辺りですね。このポツポツが

いっぱい出ている辺りが、こちら辺りをピークにして、その後横ばい傾向ということでご

ざいます。よくいわれるのが、身長だんだん伸びているというような、感覚的なことでい

われるんですが、ずっと横ばいが続いている状況でございます。 

体重についてですが、子どもの体重の状況は平成 10年度から平成 18年度辺りをピーク

にして、その後減少傾向ということになっております。それから肥満傾向児の出現率とい

うのは前年度と比較すると、男子については、9歳および 10歳、女子については 8歳、12

歳、16 歳で増加しておりますが、男子、女子ともに昭和 52 年度以降は肥満傾向児の出現

率は増加傾向でしたが、平成 15年度辺りから減少しているというような結果となっており

ます。 

 体力・運動能力です。長期的に見ると、こちらのあるように握力、走跳投能力にかかる

項目が、体力水準が高かった、昭和 60年頃と比較すると中学生男子 50メートル走、ハン

ドボール投げ、高校生男子の 50メートル走を除き、低い水準ということになっております。

新体力テスト施行後の 17年間の基礎的運動能力を見ると、男子の握力およびソフトボール

投げについては低下傾向を示している。しかし、持久走、立ち幅跳び、ハンドボール投げ

では一部の年代を除いて横ばい、または向上傾向が見られる。さらに上体起こし、長座体

前屈、反復横跳び、20メートルシャトルラン、50メートル走でほとんどの年代で向上傾向

を示しているということで、実際、遊びが変わってきたので体力が落ちてきているという

ようなことをよくいわれるんですが、データを取ってみるとこのような傾向も現れるとい
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うことがございます。 

 ただ一方で、一昨年でしたでしょうか、体育の日に子どもの遠投力が落ちたというよう

なことが 1面トップに出るような新聞記事が出ました。あの中ではやはり遊びが不足して

いるとか、遊びの内容が変わったっていうようなことで示されておりましたのが、印象に

残っているかと思います。 

子どもの生活についてでございます。こちら、厚生労働省の全国家庭児童調査というも

のでございます。特徴的なのが、中学生の生活ぶりでございますが、クラブ活動に所属し

ている数というのが大変多くなっております。また、受験などの対策で塾などに行ってい

るという傾向も多くなっております。学年が上がるにつれて、だんだんと所属率が高まる

というような数値を示しております。 

 それから、子どもの生活、行き場所ですけれども自宅、友達の家、公園等が多くなって

おります。児童館、児童センターというのもございますが、若干、残念ながら低い数値を

示している状況でございます。 

それから、不登校児童数の推移でございます。ほとんど横ばい傾向にございます。ただ、

この平成 26年度ですと小学校が 255人に 1人が不登校、中学校では 36人に 1人が不登校

という状況でございまして、特に中学の場合、1 クラスに 1 人は不登校児童がいるという

状況が伺えます。不登校の理由でございます。本人に掛かる状況という所が高くなってお

りまして、情緒的混乱、不安などですとか、無気力というものが高い傾向を示しているわ

けですけれども、これは全くの推定ですが、不安定、情緒的混乱、無気力になるというの

は本人の責任ではなく、学校ですとか、家庭、友達との関係などが、関係しているのでは

ないかというふうに考えられます。 

 続いていじめの認知件数の推移でございます。それぞれ波線は集計の方法、調査の方法

が変わったところでございますが、非常に高い水準でいじめの認知がされているというよ

うな状況でございます。特に平成 24年、大変大きな数値を示しているところでございます。 

非行についてでございます。刑法犯少年の検挙数、それから、触法少年の補導数という

ことでございます。刑法犯少年というのは刑法に触れる、刑罰を受けるような法に触れる

ような事案を起こした 14 歳以上、20 歳未満の子どものことをいいます。触法少年という

のは 14歳、同じものでも 14歳未満ということになります。だんだんと減っている傾向が

ございます。刑法犯少年の年齢別の検挙数でございます。注目すべきは 14歳、15歳で 40

パーセント以上を占めているということで中学 2年生から 3年生の世代、こちらの検挙件

数が非常に多いということでございます。中学校でのイライラですとか、子どもの発達の

ところでの、発達段階による心の不安定さ、などが考えられますが、こうした傾向が出て

いるということでございます。 

 子どもの貧困についてでございます。最近、子どもの貧困について非常にマスコミ等で

も触れる機会が多いと思いますが、わが国では 6人に 1人の子どもが貧困状態にあり、特

に一人親家庭では 2人に 1人の子どもが貧困であるというふうにされております。子ども
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の貧困では相対的貧困率というものを基準にして見てまいります。この相対的貧困率とい

うのは、全国民の所得の中央線、年間所得として一番多い所のラインをさらに半分にした

ものというのが大体いわれておりますが、それが一般的で、そこを貧困線として、それ以

下の場合、貧困だという言い方になります。だんだんと上昇している傾向が見て取れます。

ちなみに平成 21年がこれが最新の表になっておりますが、平成 21年の貧困線は 112万円

となっておりますので、年収 112万円を下回るご家庭が貧困ということで、相対的貧困率

16パーセントというようなことになってございます。 

 それから、児童虐待も大変問題になってございます。こちらも統計を取り始めて以降、

毎年、上がっている状況で、相談対応件数が増加している状況でございます。平成 26年度

では、児童相談所への相談対応件数は 8万 8931件、市町村には 8万 7694件という数字が

出てございます。市町村における虐待相談の内容別件数の推移というのがございます。い

わゆる虐待といわれるものが 4種類大別されます。身体的虐待。これは体を傷つけたり、

投げるとか、たばこの火を押し付けるとか、水につけるとかいったものですが、そうした

身体的虐待、それからネグレクト。育児放棄、育児を怠慢する。それから学校に行かせな

いで部屋に閉じ込めておくとか、そういったものですね。それから、性的虐待。これは肉

体的な関係を迫ったり、性的行為を見せたりとかっていうようなことになります。それか

ら心理的虐待ということで言葉による暴力。常に子どもが傷つくような言葉掛けをすると

か、きょうだい間で差別をするとか、そういったものですね。そうしたものがありますが、

ネグレクトが一番多い。そして、身体的虐待が、それに次いで多く、そして、心理的虐待

というようなことが多くなっておりますが、年々増加傾向です。これがまた、単一で出て

くることが少なく、複数からみあって出てくるというのが特徴かというふうに思います。 

 虐待を受けた子どもの年齢構成でございます。小学生が一番多い状況です。次いで、3

歳未満から学齢前の児童、ゼロから 3歳未満ということで、中学生、高校生の数が少なく

なっている状況でございます。 

障害のある子どもについてでございます。近年特別支援学校や特別支援学級に在籍して

いる幼児、児童、生徒が増加する傾向にございます。通級による指導を受けている児童、

生徒も平成 5 年度の制度開始以降増加してきている状況でございます。平成 23 年 5 月 1

日現在、義務教育段階において特別支援学校および小学校、中学校の特別支援学級の在籍

者ならびに通級による指導を受けている児童、生徒数の占める割合は約 2.7パーセントと

いうふうになっております。知的障害のある子どもについても増加傾向にございます。手

帳取得ですとか、特別支援教育、障害のある方の地域生活支援に対する意識が変化してき

たということが想定されます。発達障害についてでございます。学習障害ですとか、注意

欠陥・多動性障害、高機能自閉症等の学習や生活の面で特別な教育的支援を必要とする児

童、生徒数について、文部科学省が平成 24年に実施した調査でございます。こちらでは約

6.5 パーセント程度の割合で通常の学級にこうした発達障害の子どもが在籍している可能

性が示されております。以上でございます。 
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■報告事項（３）これまでの児童館の役割と成果 

 

業務支援者：それでは、ここから全国の児童館の状況についてご説明をさせていただきま

す。児童館の事業の目的、内容でございますが、ご承知のとおり、児童福祉法の第 40条に

規定する児童厚生施設の一つでございます。児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進

し、また、情操を豊かにすることを目的とする、ということがうたわれておりまして、児

童厚生施設の外バージョンが児童遊園で屋内型が児童館という住み分けになっております。

そこで何をするのかということですが、遊びを通じて集団的、個別的指導ですとか、健康

増進、放課後児童の育成、指導、母親クラブ等の地域組織活動、地域のボランティアの皆

さんの育成助長等、それから、年長児童の育成指導、子育て家庭の相談等、こうしたこと

が内容ということで示されております。全国の状況でございますが、平成 26 年の 10 月 1

日現在の国の調査では 4,598カ所の児童館があるというふうにされております。そのうち、

公営が 2,794カ所、民営が 1,804カ所ということになってございます。 

 設置や運営主体でございますが、都道府県立であったり、指定都市、市町村、社会福祉

法人などが設置、運営者ということになっております。児童館の設備、職員等については

ご覧のとおりでございまして、調布の児童館も同じかと思いますが、集会室ですとか、遊

戯室、図書室等々がございます。それから、そこに職員がいるというのが児童館の大きな

特徴でございます。ただ、子どもたちを遊ばせる場ということではなくて、子どもたちの

遊びを促進したり、時には子どもたちの相談に乗ったり、保護者さんの相談に乗ったりと

いうようなことができる、専門的な職員、児童厚生員がいるということが特徴でございま

す。公的な助成でございます。これが今、児童館の減少の 1要因ともいわれておりますけ

れども、施設整備費については平成 28 年度予算、57 億円という交付金という形になって

おります。要は何かといいますと、児童館を建てるため専用のお金ではないということで

ございます。その中の内数となっています。それから運営費、運営に掛かる補助金という

のもなくなっておりまして、事実上、今はございません。平成 24年度から交付税化されて

いて、たくさんのいろんな費用が渡された中の一部として使えますよということが示され

ている、そういう状況でございます。 

 そうした中で、児童館の内容、あり方というのをもう一度きちんと再提示しようという

ことでできたのが 6、運営についてにございます、児童館ガイドラインでございます。平

成 23 年の 3 月、まさに 3.11、地震があったときなんですけれども、この時期に児童館の

運営や活動、もう一度再検証してきちんと示そうじゃないかということでできたのが児童

館ガイドラインということで、厚生労働省の雇用均等・児童家庭局長通知ということで全

自治体に発信をされている状況でございます。 

児童館の種別でございます。地域で多く見られますのは、この小型児童館と児童センター、

また、大型児童センターという所になります。根拠とする法律は先ほど申し上げた第 40
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条の児童厚生施設でございます。規模についてですが、217.6 平米以上が小型児童館、児

童センターで 336.6平米以上、大型児童館というのは県立の児童館になりますので、ちょっ

とここでは省かせていただきます。 

 内容ですが、小型児童館、地域の全ての子どもたちと子どもに関わる大人たちの活動の

拠点、居場所としてさまざまな事業を行うということでございます。こちらにかなってい

て、法に触れる内容でなければ、要は何をやってもいいのが児童館というのが特徴でござ

います。児童センターはこの小型児童館の機能に加えまして、児童の体力増進のための設

備が付いているというものが児童センターということになります。さらに、大型児童セン

ターですが、これは中高生対応するための設備、スタジオだったり、アトリエなどという

ような、中学生、高校生が満足するようなプログラムができる設備を持っているものを、

大型児童センターといっております。 

 対象ですが、これも児童館の大きな特徴でございますが、ゼロから 18歳未満。要は児童

福祉法でいうところの子どもは全て対象ということになります。それから保護者、ボラン

ティアというのも対象になりますので、皆さんもそのようなことになるのかと思いますが、

全年齢、基本的には使う機会が持てるというのが児童館の大きな特徴でございます。職員

は先ほどお話をしましたが、児童厚生員がおります。児童の遊びを指導する者というのが、

今法律上の言い方になっておりますが、これを 2名以上置くということになります。これ

にプラスして、児童センターでは体力増進指導に関わる職員を置く、それから、大型児童

センターは中高生世代も使うということも想定して、年長児童の指導に関わる職員などが

置かれるというような状況でございます。 

 全国の児童館の推移でございます。児童館はこの調布市の児童館もそうですけれども、

昭和 40 年代から、50 年代にかけて、大変増えてきております。高度経済成長がもたらし

た子どもの事故、車が多数路地にあふれてきて、かつては路地裏で遊べましたが、だんだ

んと危ない場所になってきて、子どもたちが安心して遊べる場所ということで児童館が建

設されたという状況であったり、それからいわゆる鍵っ子が増加してきたということで、

これへの対応ということで急激に数を増やしている状況でございます。だんだんと公営の

児童館が減少してきている状況がありますが、逆に民営の児童館が増えているという状況

ですが、だんだん微減をしているというのが全国の状況でございます。 

児童館ガイドラインについてでございます。こちらにあるとおり、児童館ガイドライン

の趣旨ですが、『児童館の運営や活動が地域の期待に応えるための基本的事項を示し、望

ましい方向を目指す。そして、本ガイドラインを参考にして常に児童館における活動や運

営の向上を図る』というのが目的で出されています。 

 こちらで特徴的なのが機能、役割をあらためて整理をしたというところにございます。

このガイドラインで示している機能、役割は大きく分けて、五つございます。一つが発達

の増進。子どもの発達を増進するための遊びを通しての支援ということでございます。そ

れから 2番目、日常の生活の支援ということで、子どもたちの日頃の生活、そして、遊び
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というのを支えましょうという内容。それから 3番目、問題の発生予防、早期発見と対応

ということで、先ほど、少し触れたような虐待であるとか、子どもの貧困であるとか、そ

うした子どもの周りに起こるさまざまな問題の発生予防や早期発見をしての対応というの

が求められている。それから子育て家庭への支援ということで、子育て家庭に対する相談

や援助を行って、さらに子育ての交流の場などを提供するというような機能、そして、地

域組織活動の育成ということで、健全育成に興味、関心を持っていらっしゃる方、児童館

に関心を持ってくださる方を地域の中に増やしていくという、そういった機能が期待され

ているという形で整理がされているところにございます。 

 それから活動内容というのがこちらにある、8点ございます。遊びによる子どもの育成、

子どもの居場所の提供、保護者の子育ての支援、子どもが意見を述べる場の提供、地域の

健全育成の環境づくり、ボランティアの育成活動、放課後児童クラブの実施、それから、

配慮を必要とする子どもの対応等々でございます。それから、家庭、学校、地域との連携

というのも非常に重要視しております。やはり児童館だけが子どもの健全育成、子どもの

遊び、関わりについて頑張っていればいいというわけではなくて、子どもの生活、遊びを

支援していく上では、やはり子どもの生活を一つの面として見まして、家庭や地域と連携

しながら、一緒に進めていきましょうというのがあらためてうたわれているというのが特

徴でございます。そして、職員、運営のことについて書かれております。 

 こちら、児童館の施策の推移区分でございます。雑ぱくではございますが、このような

形に分かれるのではないかというふうに思っています。今問題になっておりますのは 2010

年代、類似事業が出てまいりまして、児童館の廃止、転用というのが全国的に進んでいる

状況がございます。私どもでは、平成 27年度に厚生労働省の補助により、「児童館におけ

る子育て支援と実践状況に関する調査研究」というのを行いまして、調査結果と提言内容

というのがこちらにございます。特徴的なのが、まず児童館の設置、児童館ガイドライン

を周知している市区町村が、児童館を設置している所で 55パーセント、ない所は 2.9パー

セントであったということで、せっかく発表されたガイドラインが使われていないことが

あったということがございます。それから、児童館の市区町村設置率は 62.2パーセントで

減少傾向であるということ。それから、新設予定検討中の市町村は 85あり、そのうち、大

型児童センターの新設は 5館あったということでございます。 

 一方で休館・廃止予定の市区町村というのも 107ございました。そして、児童館の主な

活動として遊びによる子どもの育成をあらためて社会に発信する必要性というのがこの研

究会の中で提起をしているというのがございます。提言要旨でございます。こちらの研究

会では児童館本来の目的や役割というのを放課後児童クラブや地域子育て支援拠点事業な

どをもって代替することはできないということを提言しております。また、子どもの貧困

対策や要支援家庭への対応というのは非常に緊急性が高い内容でございますが、各地域の

児童館ではこちらを感じ取り、ニーズがあるということで、さまざまな配慮や工夫をしな

がら、既に取り組み始めている所もあるということが分かりました。そして、実態調査で
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は、ガイドラインでうたわれている子どもが意見を発信するというところも重要視されて

いたわけなんですが、残念ながら子どもの参画や子どもの権利に関する記述というのは少

なく、わずかであったということでございます。全般的にいえることですが、市区町村の

行政担当者の児童館に対する考え方が、その自治体の児童館施策に大きく影響していると

いうことが明らかになり、館長、現場職員の考え方との間に大きな差異があることが分かっ

ております。ちょっと欠けておりますけれども、国のほうで「遊びのプログラム等に関す

る専門委員会」というのも設置しております。社会保障審議会の児童部会の中に設置され

たものですけれども、こどもの城が完全閉館ということになりましたが、国のそのこども

の城ではさまざまな遊びのプログラムというものを、研究開発し、全国の児童館に広めて

いくという仕事をしておりました。こうした内容について、どれほど機能、役割について

浸透していたのか、そして、各地の児童館にどの程度、その効果があったのかというよう

なことを検証する委員会として立ち上がった経緯がございます。 

 この中で、あらためて地域の児童館の果たすべき機能、役割の検討ということを行い、

ガイドラインについても見直していくという動きを国ではしておりますので、まだ、児童

館について全く必要ないというようなことを言っているのではなくて、やはり、子どもの

健全育成には児童館が必要で、ただ、このあり方というものをもう一度再検証しようとい

う動きが国のほうでも持っているというような状況でございます。研究、この審議会の中

の子どもへのアンケートを採っております。こちら、子どもが児童館を利用している子ど

もたちの中で、その利用頻度について着目をして、その優位性を見たものになってござい

ます。ご覧のとおりですが、使う頻度が多いほど、優位な、優位性が見られるというよう

な状況になってございます。 

 東京の児童館・学童クラブの事業の実施状況ですが、こちら資料がこのスライドではな

くて、手元の配布資料になりますので、そちらをご覧いただきたいのですけれども、資料

の 6番になります。そちらをご覧いただければというふうに思います。こちら、東京の児

童館・学童クラブの事業実施状況ということで、東京都の福祉保健局少子社会対策部が行っ

た調査でございます。ページをお開きいただきまして、こちらで取っている児童館でござ

いますが、児童福祉法第 40条に定める児童館、それから、きょうはこちらには触れません

が、放課後児童クラブ、いわゆる学童クラブについて取っているというものにございます。

児童館の状況の中で育成室という言葉が出ておりますが、学童クラブのための専用スペー

スがあったり、専用部屋があったりというものを育成室といっている。それから、併設の

施設については、の中で、老人施設というのは老人福祉センターや老人憩の家などをいっ

ていると、そんなことになっております。ページをお開きいただきまして、3 ページをご

覧いただきたいと思います。きょうは児童館のことだけ、お話をしてまいりたいと思いま

すが、この下のほうの四角い、地をはうようにグラフが描かれているのが、こちらが児童

館の数値でございます。平成 14年 622館ございまして、平成 26年、この調査をした段階

では 611 館ということでございますので、12 年間の間で 11 館減少したということでござ
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いますので、年 1館ずつ減少しているというような数値になっております。 

 ただ、平成 27年にまた、ちょっと大きな動きがございまして、幾つか減っている状況が

ございますので、若干また数が変わっている状況がございます。一方で公立小学校が 58

校減ということでございますので、数から考えますと、この減少率というのは非常に児童

館のほうでは高いのかなというふうに思います。5 ページをご覧いただきたいというふう

に思います。児童館の、都内の児童館の状況でございます。都内の施設数、611 館ござい

ます。単純ではございますが、都内の公立小学校数で割りますと、2 校強に 1 館、都内で

は児童館があるというような状況が見て取れます。それから、併設の状況でございますが、

圧倒的に区部では併設型、市町村部では大体拮抗しておりますが、単独、併設がほぼ同じ

ぐらいの形になっております。特にこちら、調布市で市町村部でございますので、市町村

部について見てまいりますが、併設している施設で多いのが老人の施設、老人福祉センター

やいこいの家との併設型が多い状況が見て取れます。それから、職員の状況でございます

けれども、市町村部で児童の遊びを指導する者、資格の内訳でございますが、40.7パーセ

ントで教員資格を持たれている方が職員に置かれている状況というのが多くなっておりま

す。1館当たり、職員 7.9人というのが市町村部の平均でございます。 

 続いて 6 ページでございますが、活動の状況でございます。1 番目の利用人数でござい

ますが、やはり小学生の利用というのがメインになってございます。市町村部で利用の年

間述べ利用人数の総数が 415 万 9060 名ということになってございますが、そのうちの 54

パーセント、225 万 2247 名というのが小学生ということになっております。次いで、63

万 9508人ということで幼児の利用、7パーセントで中学生が 29万 4121名の利用というよ

うなことになっております。隣に 1館当たりの 1日平均利用人数というのがございます。

小学生が 52名、幼児が 15、中高校生で 9、その他 16で、大体 1館当たり、96人ぐらいが

1 日利用するだろうというような結果になっております。それから、集団指導の状況等で

ございますけれども、乳幼児、親子のたまり場活動、いわゆるこちらでいうとひろばの活

動に当たるのかと思いますが、こちらはほとんどの児童館が取り組みを始めておりまして、

市町村部 145 館のうち、115 館、79 パーセントがこの活動をしておる状況です。1 館当た

り、登録が 3951人、平均の登録人数ということになっています。 

 また、中高校生の利用は大変少ない状況ではございましたが、58パーセントの児童館で

何らかの中高生プログラムに取り組まれていて、中高校生もいつでも来ていいよっていう、

そういう姿勢は児童館でも示している状況というのが見て取れます。約半分強といったと

ころですが、そうした対応をしているというふうなことでございます。それから、施設数

の推移、5番目でございますが、区部では平成 15年がピーク、493館というのをピークに

してどんどん減っている状況でございます。一方で市町村部でございますが、平成 20年に

146館というのがピークになっておりますが、減ったり増えたりを繰り返しつつ、平成 26

年には 145館ということで、あまり変わらない状況というのが東京都内の市町村部では見

て取れるわけでございます。それから、ちょっと細かめの表でございますけれども、こち
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らはちょっと見出すときりがありませんので、ちょっと大まかな所だけ見ていきたいとい

うふうに思いますが、後ほど、調布の児童館の状況もお話があると思いますが、これはペー

ジ数が 8 ページ、横向きで付いているので分かりづらいのですが、8 ページにございます

が、調布の児童館の施設数、この時点では 12館ということになってございます。都内の市

町村部では非常に多い数になっております。同じ 12 館で八王子と西東京市というのが 12

館ということになっております。 

 続いて、10ページをお開きいただきたいと思います。活動の状況でございます。こちら

に1館当たりの1日平均利用人数等が出ておりますが、これは事実としてお話をしますが、

残念ながら調布の児童館の1日平均利用人数が同じ規模の12館持っていらっしゃる市町村

に比べて若干低い数値を示しております。特に小学生の利用が残念ながら低いという状況

がこの数値からでは見て取れますが、各市町村の児童館の設置されている場所ですとか、

それから施設規模、持っている設備などによってだいぶ左右されるかなというふうに思い

ますので、単なる数字としてはこういう傾向を示しているということをご承知おきをいた

だきたいと思います。それから開館時間や休館日についての資料がこちらにございますが、

めくっていただいて、12ページが市町村部のデータとなってございます。先ほど、少し見

ましたように、中学生、高校生世代のプログラムというのも半分強ではございますが、取

り組まれているということで、館の指定もございますが、21時までやっている館ですとか、

20時までやっている館、19時までやっている館など、若干長めの傾向が出ている状況がご

ざいます。 

 こちらの資料については以上でございます。最後に、これはご参考までですけれども、

放課後児童クラブの概要についてお話をさせていただきます。放課後児童クラブは国の施

策として今補助金も出し、運営指針なども発信しまして、まさに今、どんどんと進めてい

る状況でございます。こちら調布でいいますと学童クラブがそれに当たるわけでございま

すが、毎年どんどんと増えている状況がございます。特に放課後子ども総合プランが平成

26 年 7 月に出されまして、国全体の目標として平成 31 年度末までに放課後児童クラブに

ついては約 30万人分の受け皿をつくるということを発表しておりまして、小学校区で一体

的、また連携し、1 万カ所以上、一体型、放課後児童クラブと放課後子ども教室を一体的

にやるという内容でやりなさいというようなことを発表をしている状況でございます。 

こちらは調布市の児童館で行われている子育てひろばと同じような内容になりますけれ

ども、子ども・子育て支援新制度という国が示した制度の中で示されている、地域子育て

支援拠点事業というものになってございます。その中に、この子育てひろばというのが位

置付けられております。 

 それから、放課後子ども総合プラン、これが児童館とまた、関連する事業でございます

が、こちらの放課後児童クラブに加えまして、文科省が行う放課後子供教室というのが、

取り組みが進んでおります。全ての子どもを対象として、学習支援や多様なプログラム、

実施するという、小学校内につくる基本、小学校の中でやるものが多くなっておりますが、
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そうした実施場所も子どもの放課後の居場所づくりというのが進んでおります。調布市で

いうと、ユーフォー事業というのがこの放課後子供教室に当たる内容でございます。以上

でございます。 

 

委員長：大変詳しい説明ありがとうございました。子どもたちの取り巻く現状とか児童館

の課題、基礎的な資料に基づいて提案でございました。ありがとうございました。 

 では、今の説明について、何かご意見とかご感想ございますでしょうか。もしないよう

でしたら、時間の関係ありますので、次の 3のこれまでの児童館の役割と成果について、

それも事務局のほうから説明していただきたいと思います。 

 

事務局：それでは手元の資料で説明をさせていただきたいと思います。本市の児童館の歩

みという、資料 7 でございます。1 ページめくっていただいて、児童館の歴史、施設とい

う所になります。先ほど来、昭和 40年に調布の児童館がオープンして、当時、子どもだけ

の施設で 3階建てという非常に珍しいというものでありました。注目度も高く、マスコミ

の取材も多かったということです。この頃にはなかなか日頃体験できないような経験がで

きる場としてたくさんの利用があったということです。その昭和 50年代から、次々と市内

には児童館が開館していきます。このときに 10館構想ということで、市内に 10カ所の児

童館を建てるということで、順次開館をしていきました。平行して学童保育所ですね。昭

和 41年からできていったんですけれども、児童館ができるごとにその中に入っていくとい

うことで、併設方式ということが行われて、平成 4年に 11カ所目の染地児童館が開館し、

その 11カ所目の児童館の中に学童クラブは全て入ったということで併設方式、平成 4年に

11児童館ということで今でも続いております。 

 そして、下の段ですけれども、職員が開館以降、6 人体制で当時の市の職員、事務担当

者、児童館担当ですね。その後、6人でずっときたんですけども、昭和 59年に館長制度が

始まりました。そして昭和 60年には児童館の職員が専門職化しました。当時の学童保育指

導員、これが児童厚生職ということと、事務職員で、児童厚生職になる者がいたというこ

とで、昭和 60年に専門職になりました。それと同時に 6人いた職員が 5人になり、そのう

ちの 1人が館長。この頃の館長は事務職員で残りの 4人が順次、児童厚生職の専門職に代

わっていったというところです。その中で、平成 5年に児童厚生職という、専門職の職場

だったんですけれども、この下の欄にもありますような理由で組織の硬直化、運営のマン

ネリ化などが理由で人事の活性化が必要だろうということで、一般事務職に一本化したと

いうことになっております。そして、平成 24年には保育園の職員が一部児童館の職員の中

に入ったりとか、学童クラブが多くなっていく中で学童クラブ嘱託指導員という職員が入

り、学童を担当するようになっていきます。 

次のページ、学童クラブです。学童クラブは先ほど言っていますが、染地児童館ができ

たことによって、全て単独学童はなくなり、児童館併設になりました。この後は障害児の
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受け入れが始まったり、それまでは無料だったんですけど、育成料が導入されていくと。 

この頃から定員超過の問題が非常に多くなってきまして、単独学童はなくなっていたんで

すけど、平成 13年に分室が復活するということで、このときに初めて児童館の外にまた、

学童クラブができた。そのときに嘱託員 5人体制というものができています。 

平成 17年には、調布市子ども条例というものができて、非常に他の自治体にはあまりな

い子ども条例ができています。この頃にはあちこちで定員超過が多くなってきて、小学校

の中にも分室を設置すると。小学校の中に今まで学童クラブはなかったんですけど、平成

16年頃から随時、小学校の中に学童クラブができてきています。 

 平成 20年から、公設民営があるということで、事業委託する学童クラブが現れ、始まっ

て、その後順次、民間委託が広がっていくところです。平成 26年、平成 27年で育成時間

の延長ですね。午後 7時までの延長が全ての児童館が。児童館併設、それから学童、公設

民営の学童クラブで全て 7時までのということと、朝の時間も当初は 9時だったんですけ

れども、8 時半になり、8 時 15 分、8 時と前倒しでシルバー人材センターに委託を、見守

り業務をしていく所です。 

子育てひろばについては、各児童館、全館で平成 20年に全ての子育てひろば、これは子

育てひろばというのは乳幼児ですね。乳幼児のための事業になっています。 

中高生についても、平成15年に青少年ステーションCAPSの開設をしているところです。 

次のページ、全館事業は表のとおりですので、省略させていただきます。昭和 53年から

ですね、やっております。特徴的な行事ということでちょっとまた後で見ていただきたい

と思います。地域の関わりについては、児童館の運営、会議の特徴的なところで全児童館

に地域の方のご意見を聞くということで、年 2回から 3回の会議をやるということで、地

域との関わりを大事にしていると、なります。 

 そして、本市の児童館の現状ということで、こちらもご覧いただければと思います。調

布市の、11児童館、そして、青少年ステーション CAPS、それをちょうふこどもネットに委

託をしているということ。続きのページ、現在、児童館で行っている事業、こちらもご覧

いただければと思います。3 本柱ということで児童館の事業、学童クラブの事業、子育て

ひろば事業と、この三つが3本柱ということで公設民営の全児童館20館でやっております。

児童館の運営状況丸 1、次のページ丸 2、下の段丸 3ということで、開設時間、開館時間等

記載されております。青少年ステーション CAPSについては、中高生専用の児童館という位

置付けで開設時間10時から夜の20時ということで開館時間、他の児童館とはちょっと違っ

ております。次のページヘ行きたいと思います。児童館の配置状況は地図の通りです。11

の児童館が記載されています。先ほどの青少年ステーション CAPSは西調布にあります。下

の段の調布市の児童館の配置状況、施設数ですね、11となっております。これは青少年ス

テーション CAPSが入っていない数字になっております。西東京、八王子とあります。府中

はちょっと施設形態がだいぶ違いますので、三多摩の中ではかなり多いほうという先ほど

の説明もございました。次のページですけれども、床面積、これも調布は非常に広い所と
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いうことで、見て取れるかなというふうに思っております。あとは近年、5年間、平成 26

年度までの直近の 5年間の利用者数ということで各事業、全館事業も含めた利用者数、一

般利用というのはフラッと遊びに来た子どもたちの利用の数になっていて、中の事業には

参加していないけれども、自由に遊んでいるといったところです。 

 （３）児童館の果たしてきた役割ということで、こちらの資料にもありますけれども、

大人の目が届く遊び場、遊びの空間ができた、非常にワクワクする。日常的にワクワクす

るような体験の場ができた、地域や学校、学校、学年を超えて、子ども同士が出会う場が

できたこと、伝統的な遊びや文化とかだったり、地域の協力者と一緒に、地域ぐるみで子

どもたちに伝えてきた、子どもたちの、あと、地域をつないだり、子どもを中心にして、

地域の大人同士のつながりとか、児童館による意図的な働き掛けの中でつくっていくと

いったことがあります。こんな時代に子どもたちの遊びの要求も多様化して、子どもたち

の自主的な活動を組織したりとか、そういった活動をこの間行ってまいりました。また、

乳幼児についても、冒頭の鈴木委員長のお話もありました、なんでそんなことやるのって

いう中から、午前中の児童館は今、乳幼児であふれ返っているというような状況になって

いますけれども、仲間づくりや、お母さんの仲間づくりも含めて、子育て不安を解消する

場にもなってきています。中高生事業に対しても、中高生専用館ができたことだけでなく、

中高生対応も行うなど、若者たちの活躍の場をつくり出してきたという、この 50年間です

ね、ちょっと駆け足で来ましたけれども、そんな役割を担い、そういった成果があると。 

 子どもたちが生まれて保育園、幼稚園ですとか、小学校から高校生になるまでの中で、

継続して子どもたちの成長を見守るということが児童館の中でやれてきたということは他

の施設にはない一定の評価ができるというふうに思っています。ということで下の段、こ

の 50年の間に見えたのが、時代の背景も変わってきています。この資料にもありますけれ

ども、安全とか安心に対する意識の変化っていうのが児童館の活動を制限することにもつ

ながったりとか、忙しい子どもたちの実態は児童館の利用の仕方にも影響が見られている

というふうに思います。女性の社会進出ですとか、男性の育児参加など、大人の側のライ

フスタイルも変化して、子どもと向き合う時間に影響が出てきて、いい面もあれば、悪い

面もあるのかなというふうには思います。職員の専門職から事務職に変わったことによっ

て、人事異動のサイクルですとか、そういったことも変わって、子どもたちとじっくり関

わることができないと。専門性を積み上げていくということができていない状況などもあ

ります。 

 こういった状況の中で児童館が児童福祉施設であると。誰でも利用できる児童福祉施設

だという強みを生かして、地域の子どもの問題に迫ることにいかなければならないという

ふうに思います。そういった意味で何が期待されているのか、利用者、市民からどんなふ

うに見られているのかということで、このあり方検討委員会が始まる前に市民向けのアン

ケートを調査しておりますので、その速報値について、この後、ご説明をするような形に

なると思います。駆け足でありましたけれども、以上となります。 
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■報告事項（４）利用者アンケートの結果報告（速報） 

 

委員長：ありがとうございました。続きまして、利用者アンケート、これについてご報告

をお願いいたします。委員の方の発言の時間を取りたいと思いますので、手短にご報告お

願いいたします。よろしくお願いします。 

 

事務局：まず、資料の 8番に沿ってご説明させていただきます。昨年度末、2月、3月にか

けて、利用者アンケートということで、資料に記載のとおり、児童館利用者、まず、市内

小学校 11校の児童、保護者に対してアンケート調査を実施しております。また、中学生に

ついても市内の中学校 3校の生徒ということで、実施した結果を今回速報値として後ろに

記してございます。2 番の調査方法と回収状況という所なんですけれども、小学生につい

ては 11校の児童について、各学校にご協力いただき、1,015件配布をしたんですが、結果、

回収率が 196件ということで、ご覧のとおり、回収率が 20パーセントに満たないという、

非常に残念な結果となっております。一方で中学生については、市立中学校 3 校の 1、2、

3 年生、こちらも各学校にご協力いただきまして、学校のホームルームの時間ですとか、

学活の時間を利用して、その場で生徒さんに記入していただいて、回収という形を取りま

したので、回収率については 95パーセントということで、かなり高い数字になっておりま

す。 

 続きまして、アンケートの中身については、業務支援者のから報告をお願いできればと

思います。 

 

業務支援者：児童館での時間の感じ方等々について、小学生と保護者の意見など聞いてお

りますが、こちらは後ほど、時間の都合上、大変申し訳ないですが、データを見ていただ

ければと思います。特徴的に出てまいりますのが、保護者への問い 19、問い 20 で保護者

がどう感じているかというのをちょっと見ておきたいというふうに思います。満足度と重

要度というのを並べた表でございますが、資料のスライドの番号だと思いますが 11番にそ

れがございます。満足度が高いのは児童館まつり。そして、子どもの安全、職員の対応、

プログラムや催し、通いやすさ、利便性ということになっておりますが、重要度として見

ているのは全く違った方向性になっておりまして、その児童間の雰囲気であるとか、職員

の対応といった人的な側面、こういったものが非常に重要ではないかということを保護者

は感じている状況でございます。それから子どもの安全性、これは当然であろうと思うん

ですが、これが高い数値を示しております。それから通いやすさや利便性、それから子ど

もを思い切り遊ばせることができる場であるということが重要であろうということになっ

ていて、満足度と重要度との関連性というのが若干違ってきております。それの内容とい

うのが 12番以降のものになっておりますので、こちらも後ほど、解説も簡単なものが付い
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ておりますので、ご覧をいただければというふうに思います。 

それから、中学生についてでございます。こちらは先ほどご説明がありましたけれども、

三つの中学校から取っておりまして、それぞれの中学校において、別々の学年が取られて

いるというようなことになりますので、必ずしも中学校の場所同士での間の相関関係とい

うことは見れない状況でございますのと、それから、1 年生から 3 年生までで、かなり、

学年によって子どもの置かれる状況というのが変わってくるかというふうに思います。中

学校 1年生ですと小学校の延長でもあり、子どもから大人に変わっていく段階の子どもた

ちも混じっておりますし、2 年生になりますと、クラブでいうと主力になってくる時期で

もあり、また、先ほど犯罪の所で見たように 14 歳、15 歳といった辺りが非常に心が不安

定な状況がございます。それから、3 年生になりますと、受験というのがやはり目の前に

ちらついてまいりますので、かなりこの 3学年で状況が違うということと、それから中学

校の距離感というのがございますので、一概にこれが全てではないということは前提とし

て見ていただきたいというふうに思いますが、こちらにありますとおり、「遊びに行かな

い」というのが残念なことですけけれども多くなっている状況でございます。 

 その中にあっても、「楽しい」、「いろいろなことができる」、「好きなことができる」、

「友達と会える」といったような使い方をしておりまして、中学生、高校生世代向けの児

童館の希望というのも「はい」というのはやはり、60パーセント示している中学校もござ

います。第八中の 3年生たちですね。多くなっている状況がございます。逆に 2年生にな

りますと、やはりクラブ活動が忙しかったりというようなこともあろうかと思うんですが、

「特に希望はありません」、というような答えを出しているような所もございますが、非

常に差がございますけれども、中学生、高校生世代の子どもたちの居場所としても、機能

していて、やはり、こちらにあるように楽しかったり、いろいろなことができたり、好き

なことができるというような、そういった場所として活用されている状況というのは見て

取れるということがございます。以上でございます。 

 

■議事 

 

委員長：ありがとうございました。それでは今の説明についてご意見とご質問をいただき

ますが、時間の関係で、議事の 4．現状を踏まえた課題・論点整理を次回に提案させてい

ただき、これまでの説明について、委員の方から発言をいただきたいと思います。最後に

事務局のほうから事務連絡をして終わりたいと思って、よろしくお願いします。 

 

委員：最初ということで、非常にいいアンケートというか、まとめで分かりやすかったな

というのが第一の感想で、この中で何を拾って、何を大事にしながらやっていくのかって

いうのを、ちょっと今すぐには出てこないんですけれど、考えていきたいな。 

一つ、やっぱり私なんかすごく感じているのは、学童クラブとそれからユーフォーの整
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合性みたいなところをちょっと感じていて、その辺がうまく機能するといいなっていうふ

うな。赤ちゃんを抱えたお母さんたちっていうところでは、非常に今、子育てに悩んでい

るっていうお宅が、お母さん方が多いというふうなところを感じると、やっぱりこういう

場面って必要で、もう少し、1 カ所にまとまるんじゃなくて、いろんな所にちょっとずつ

あると、いいのかなっていうような。ちょっと行けるっていうような所があると、もっと

本当にこう悩んで、虐待なんかしそうになるお母さんたちも拾えるのかなっていうような

ことを感じていますので、そういったことも含めてこれからの論議、楽しみにしています。 

 

委員：私は本当に利用させていただいていた立場で、本当に助けられたなって。私が助かっ

た児童館なので、公園で会う、新しく引っ越してきたママたちには、声掛けをさせていた

だいているっていうことだったんですけども、これからもっと 4年生以降の子どもたちを

どうやって引きつけるかっていうところの、目玉ですよね。そういうところを児童館に一

緒に考えていけたらいいのかなということを感じました。私の息子も 4年生になったので、

今、親がいるうちにきょうはあのうちに親がいるっていうと、ゴソッと集まってきて、ゲー

ムやったり、YouTube 見ているんですね。いや、「あんたたち西町公園か児童館行きなさ

い」っていって言うんですけども、やっぱりなんかちょっと小雨が降っていればラッキーっ

ていう感じで部屋に入っていくっていうこともあるので、もっともっと児童館を活用して

いただけるように働き掛けていきたいと思います。 

 

委員：非常に多角的なデータを見せていただいて、まだ全然飲み込めてはいないですけれ

ども大変に参考になりました。ただ、数字だけでは例えば読み取れないところとして、先

ほどチラッとおっしゃっていましたけれども、同じぐらいの数の児童館があるといいなが

ら、府中市は全然違う形態でやっているよとか。あるいは、三鷹や武蔵野には児童館はな

かったり、一つや二つぐらいしかなかったりしますけれども、コミュニティーセンターっ

ていうものがあるよとか。そういったところも近隣の状況も踏まえて、どのような形で、

どのような居場所づくりをしていくのかっていうのを視点として考えたいな。例えば学童

クラブに通っているときは親の意思で無理やり通わされていたけれども、何らか、そこか

ら、今、法律的には 6年生にはなったとはいうものの、実質通えなくなったり、通わなく

なったりした子どもたちが何かのときに、そこに立ち寄れる場所っていうのはとても重要

だというふうに思っています。だから、あまり細かな縛りを設けずにそこにあるというこ

とって本当にとても大事だと思っていて、恐らく、こちらにいらっしゃる館長先生がたも

ご経験があるんじゃないかと思うんですけど、ある日突然、どっか見たことあるような高

校生とか、大人に見えるような子がフラッと来て、館をぐるぐると眺めて帰っていくだけ

で、自分の心が落ち着けるというような。そういう、ちょっと数字には出せないような役

割っていうものがやはり児童館にはあるのかなっていうふうに思っていることが 1点と。

それから、いろんな意味でターゲットが実はオール世代だったっていう、きょう非常にい
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いお話をいただきましたので、地域の交流拠点として子どもを真ん中にして、大人も含め

てどういうふうにここを使っていくのかっていうようなことを少し考えていきたいなとい

うふうに思いました。 

 

委員：今日はたくさんの資料を目を通すだけで精いっぱいで、あんまり意見等言える感じ

ではないんですが、子どもが何度か分岐点を迎えたりすることが多くて、まず乳幼児のと

きは児童館に子育て支援のそういったプログラム参加させていただいたんですけど、その

後、保育園に行くことが決まって、いったん児童館を使うことはなくなりまして、また、

小学校に上がると学童クラブでお世話になって、学童クラブ自体が児童館との交流をした

りしているので、また、児童館使うようになって、今 6年生ですけども、学童には行って

いなくて、家にいることが多いですけど、たまに思い出したように児童館に行ってきょう

は卓球をしてきたとか、そういったフリーな使い方をしているので、何度か子どもも私も

分岐点を迎えながら、それでも長く緩く児童館とはつながりを持っていて、いろんな行事

をされていたりだとか、多摩川児童館でもダンボールハウスにお泊まりしようとか、そう

いうのに参加させていただいたりして、いろんなそういう機会が多い、接する機会、タイ

ミング、いろいろな世代に向けての発信が多いっていうことが、児童館の一番の強みかな

とは思っています。 

 今、どういった状態で他の児童館がいるかっていうのは知らないので、もし、他市でも

他の児童館でも何でもいいんですけど、そういった視察じゃないですけど、見る機会とか

があれば、もっといい意見が言えるのかなと思ったんですけど、多分、そういう時間が持

てるのか分からないですけど、ぜひもうちょっといろんなことを知る機会があればいいな

と思います。よろしくお願いします。 

 

委員：同じく情報量が多くてびっくりしております。本当、知らないことがいっぱいあっ

て、子どもの数、調布は増えているんだとか。毎年、親子祭りって調布でやっているイベ

ントには本当に毎年出させていただいているんですが、ここ数年、参加者がものすごい増

えていて、大盛況だなと。すごく私も楽しくやらせていただいているんですが、そういう

のも学童でいろいろやっているっていう背景があってのことかなとあらためて感じていま

す。私自身、本当にさっきも言いましたが深大寺児童館の学童クラブに 1年生から 3年生

まで通いまして、そこで、和太鼓サークルに入らせていただいて、そこからまた、4、5、6

年生、中学 1、2、3年生、高校 1、2、3年、ずっとお手伝いをさせていただいて、その後

もずっとイベントがあったら、そこの自然にお手伝いに行ったりとかいう関わり方をして

きたので、児童館という場所はものすごく身近な所で、このアンケートを見ていて、「仕

方なく行っている」とか、「他に行く所がない」とか言っている子たちの意見を聞いてみ

たい。私は行くのが楽しくてしょうがなかったですし、本当にお世話になっているので、

今でも帰り道に深大寺の児童館の前を通って、職員室に電気が付いていると、誰かいると
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思って、ちょっと入り込みたくなるぐらい深大寺とか本当児童館は好きなので、今、西東

京市で働いているんですけど、西東京で働いている、その所にも来る子どもたちが「学童

行ってきた。楽しかった」って言って、時間に遅刻してきたりとかするんですけど、それ

ぐらい楽しい場所っていうのを感じている子どもたちが周りに多いので、本当に「楽しく

ない」とか、「どこに行っていいか分からない」とか言っている子たちの手助けをちょっ

としてあげたら、私もできることがあるのであれば、ここちょっとしっかり手伝える、手

伝えたらいいなとあらためてちょっと思いましたんで、これからもバンバン遊んできた世

代ということで発言させていただきますので、よろしくお願いします。 

 

委員：私は今は富士見児童館におりますけれども、もうこの道、34年ぐらい、ずっと児童

館におりますが、先ほど数字のこととか出ていましたけれども、実は調布の中でも、来館

者数の差はものすごく地域差がありまして、黙っていてもどっさり来る児童館と、あまり

来ない児童館が実はございます。今、私がいる所もちょっと学校から離れているというと

ころがありまして、児童館の運営会議で先日も子どもたちは一体どこにいるんでしょうか、

みたいなことを質問させていただいて、委員の方たちがこれは大変だということで、やは

り声を掛けてくださったんですね。子どもたちよ、児童館に行けということを委員の方が

してくださったそのちっちゃなきっかけによって、なぜか急に来館者が増えたんです。今、

6 年生がわさわさとくるようになっているんですけれども、やっぱり、そういうことを私

たちも発信して、去年度から広報にとても力を入れているんですけど、宣伝とか、やはり

問題を見つけるのにも多くの子どもたちが来てくれることでいろいろと発見もできますし、

地域の問題も分かってくるので、やはり地域のかたがたとのつながりがすごく大事だなと

いうことをつくづく、30年間も勤めていて今更ですけどもつくづくと感じております。 

子どもたちに学校で全員に、全生徒にお手紙をお便りを出しているんですけれども、楽

しいものには来るんです。だから、学校で便り見ているんだっていうところで、まずは私

たちとしては魅力のあるものを、別にイベント屋とは思っていないんですけども、来るきっ

かけをつくりたいと思いまして、楽しそうなことをいろいろ並べているんですけども、そ

ういうことでちょっと子どもたちと見つけたり、接していきたいなと思っています。皆さ

んのご意見伺うの楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

委員：私も児童館ってやっぱりゼロ歳から 18歳までいる所で、職員がその間に長くいると、

小学校 1年生だった子が学童に来て、学童終わって、中学になって、ぐっと、お兄さんや

お姉さんになってやってきて、下の子たちと遊んでくれる。高校生になって、多感な世代

ですので、いろいろ、いろんな道に行って、迷ったりしたときに、またふっと戻ってきて、

なんか、俺さみたいに、今度は大人と、今まで子どもっていう関係でずっと遊んで来まし

たけれども、そうじゃなくて、1 人の人間と人間として、俺、こんなこと悩んでいるんだ

よとか、彼氏や彼女の話をしてくれたりとか、そして、結婚してまた、生まれた子どもた
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ちを連れてひろばにまた、帰ってくるって。そんなことを幸い、長くいることができた時

代が、私ありますので、見てきて、それが地域の中で子どもが育っていく、循環して、大

人も関わっていくことだなって。そこにはもちろん児童館の職員もいますけれども、やっ

ぱり地域でいろんな方が健全の方とか民生委員の方とかいろんな事業に関わってくださる

方とかが、関わって、地域全体で子どもたちを見守ってきたから、お互いが町の中でいろ

んな人が声を掛けて「大きくなったね」とか、「あなたの所の赤ちゃんなんだ」とかって

いうことから、また、違う輪が広がっていくというのかな、それがすごい児童館のいいと

ころだなと思って仕事をしてきました。 

 だけども、だんだんそのつながりが薄くなっているなって感じるのも一方では事実とし

て感じています。その辺でどう地域をみんながつながっていったらいいのかなっていうこ

とも皆さんからご意見伺いながら、今後の児童館のあり方を考えていきたいと思っていま

す。 

 

■その他(事務連絡) 

 

委員長：貴重な意見ありがとうございました。それでは最後になります、その他について

事務局から事務連絡をお願いいたします。 

 

事務局：次回の調整をさせていただきます。誠に恐縮ではあるんですけど、こちらのほう

で事前に調整をした日程をお知らせします。8月 24日水曜日、また、時間は本日と同じ 18

時 30分、場所は未定です。先の話ですが、都合が悪い方がいらっしゃらなければ、ぜひ、

今のうちにスケジュールに組み込んでいただければと思います。よろしいでしょうか。あ

りがとうございます。 

 

委員長：ありがとうございました。部長さんから発言を最後にいただいて終わりたいと思

います。 

 

委員：本当に情報量が多い中でいろいろ考えていましたけれども、各委員さんがおっしゃっ

ていること、いろいろ反すうをしながら考えたときに、今、地域包括ケアっていうのは高

齢の分野で、地域の中で暮らしやすい生活をっていうような課題がありますけれども実は

地域包括ケアの考え方って、子どももお年寄りも社会的な課題持った人も全ての人が地域

の中で何かあったら、身近な所に行って相談できる、居場所がある、それで生活がちょっ

と楽しくなる。そんな考え方かなというふうに思っているんですけれども、そういう意味

では児童館が地域の包括ケア、児童における包括ケアの拠点になり得るんではないかとい

うようなことを皆さまのご意見からもちょっと思ったところであります。 

 子育て支援や小学生の遊び場、あるいは中高生の居場所、貧困問題に対する対応なども
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含めて、そういったことができてくるといいなと。今後の議論が楽しみだなと思いました。

以上です。 

 

委員長：全ての議事を終了しまして、平成 28年度、第 1回調布市児童館のあり方検討委員

会を閉会させていただきます。ありがとうございました。 

 

一同 ありがとうございました。 

 

 (了) 


