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第２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８月２４日（水） 午後６時３０分～午後８時３０分 

場 所：調布市教育会館２階２０１会議室 

出席委員：鈴木委員長、竹中委員、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 

傍 聴 人：４名 

 

■開会 

事務局から配付資料及び傍聴について確認。 

 

■委員自己紹介 

 

第 1回欠席委員から自己紹介がなされた。 

 

■報告事項（１）第１回委員会の振り返り及び国の動向について 

 

委員長：それでは、次第の 1の報告事項 1、第 1回委員会の振り返り及び国の動向について、

事務局から説明をお願いいたします。 

 

業務支援者：資料 1についてご説明させていただきたいと思います。 

 前回の委員会の振り返りということで、委員会設置の状況あるいは報告事項について簡

単にまとめております。特に、子どもを取り巻く環境についてということで、人口動態や

子ども・子育てをめぐる社会的諸問題について、いくつかご紹介をしております。調布市

の人口動態については年少人口が今後も微増傾向が続いていくというような数字のご紹介

をさせていただいております。また、共働き世帯の増加が見られるということもご紹介を

しております。また、子どもの変化がいくつか載せさせていただいておりまして、その後、

児童虐待について触れております。増加傾向ということでございますが、前回の委員会で

ご報告した数字以後に、平成 27年度の児童相談所での児童虐待の相談件数が発表されてお

ります。最新の数字をそちらに掲載をしております。 

 その後、全国の児童館の状況についてご報告させていただき、また、東京都内の児童館

の状況について、併せてご報告をしております。現在、東京都内では区部で減少傾向にあ

り、市町村部ではほぼ横ばいというような形で、統計上推移しております。大きな動きと

しましては、平成 24年 3月末をもって都立の児童館であります東京都児童会館が廃止にな

っているというような状況がございます。 

 その後、調布市内の児童館の状況について、現在の運営の内容また状況について説明を
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させていただきました。本日、お手元に参考資料の 3 ということで、カラーのグラフがお

手元に入っているかと思います。前回の提出資料は平成 26年度までの統計調査についてご

報告をしておりました。平成 27年度のデータが入りましたものを皆さまのお手元に準備し

ております。児童館の利用者数については 1 枚目でございますが、27 万人程度を現在も推

移しているという状況でございます。 

 1枚めくっていただきまして、見開きで細かいグラフがたくさん載っておりますが、上の

ほうが、事業分類ごと、一般利用、各館事業、中高生事業、ひろば事業、この 4 事業の分

類ごとでの各館ごとの 3 年間の利用者推移を見ていただくグラフになっております。利用

者数が減少している所、利用者数が増加している所、横ばいの所ということで、館によっ

てかなり差があるということが見て取れるかと思います。 

 下のほうのグラフは、『世代ごと・館ごと』というような表題を付けておりますが、一般

に公表されているデータは事業ごとのそれぞれのまた、小学生、乳幼児、中高生の利用者

数が出てきますが、それを再集計したものというのは、公表はされておりませんので、事

務局のほうで再集計をさせていただきました。乳幼児の世代、小学生の世代、中高生世代、

その他の世代に分かれて、どれぐらいの利用が各館であるかということを示したグラフに

なります。総計は一緒ですので、形としては上のページと同じものがそのまま出てきます

けれども、利用者数の分類を分けて見ていただけるかと思います。 

 次のページでございますが、利用者数の総計ではなくて、今度は構成比をご紹介してお

ります。特に下のページになりますけれども、かなり館によって世代の利用者数が違う、

構成比が違うということが見ていただけるかと思います。例えば、つつじヶ丘児童館であ

れば、3分の 1ずつぐらいの範囲で乳幼児、小学生、それから、その他という世代が分かれ

ているところであります。染地児童館であれば、小学生の部分非常に数が多いようなもの

が見て取れるかと思います。館の位置であるとか、設備、活動内容について、こういった

ところでも数字に表れていることがご理解いただけるかと思います。 

 では、本資料のほうにお戻りいただきたいと思います。その後、利用者アンケートの結

果(速報値)について、ご報告をさせていただき、皆さまの議論をしていただいたということ

でございます。 

 4ページでございます。第 1回目の振り返りを行いましたけれども、この児童館のあり方

検討委員会の位置付けというのを少し再確認していただくように、図にしております。子

ども・子育てを取り巻く環境の変化であるとか、今の全国的な児童館あるいは東京都内の

児童館の状況、それから、これまで調布市が積み上げてきました児童館の 50年の歴史とい

うところ、その中での変化あるいは成果というところを基にしながら、今後の調布市の児

童館が、この現状を踏まえて解決のためにどういう役割を果たして、機能を高めていくか

ということで、この委員会が設置されているということで、振り返っていただければと思

っております。 

 その前提となるのが理念というところですが、この児童館を取り巻く状況の中で土台と
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なるようなものがあるかと思います。そこに、児童福祉法であるとか、権利に関する条約、

あるいは、調布市子ども条例といったところが土台にありますということが図示されてい

ます。 

 特にきょうは国の動向ということで、児童福祉法がこのたび改正されておりますので、

それについて少しご報告をさせていただきたいと思います。本年 5月 27日に成立しまして

6月 3日に公布されている、児童福祉法等の一部を改正する法律によって、大きく四つのポ

イントで改正が行われました。 

 一つは児童福祉法の理念の明確化ということでございます。これまで、児童福祉法が昭

和 22年の制定時から理念については大きくは変更されておりません。しかし、現実の子ど

も・子育ての現状を見ると、昭和 22年のときとは趣が変わってきているのではないかとい

うことで、今回、理念の明確化ということが行われています。ポイントとしては、子ども

の権利というところが児童福祉法の中に入ってきたということでございます。5ページの上

の段でございますけれども、下線を引いてございますが、権利のことが入ってきておりま

す。 

 また、それと連動する形でもありますけれども、調布市では調布市子ども条例というの

を制定してございます。この子ども条例というのが全国千七百の自治体がございますが、

67 の市区町村に子ども条例が制定されております。東京都内では 9 の区市でありますが、

そういう中で調布市がこういった条例を持っているということは評価されるところではな

いかというふうに思われます。この中でも、児童福祉法で今回、出てまいりました子ども

の権利というあたり、あるいは、保護者、地域との関係、それから、まちづくりというと

ころで、今の児童福祉法を先取るような形で、子ども条例が制定されていることが読み解

けるかと思います。 

 二つ目は児童虐待の発生予防ということがございます。その一つの取り組みとして、今

回出てまいりましたのが、子育て世代包括支援センターの法定化・全国展開というもので

ございます。妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援というところで、ワンストッ

プの拠点をつくっていこうというような取り組みが今後、スタートしてまいります。 

 続いて 7 ページですが、虐待の予防、それから、虐待への対応というところが必要にな

ってまいりますが、市町村における支援拠点の整備というのが今回、明確に提示されてお

ります。やはり、子ども・子育ての支援というのが身近な場所で行われるということが非

常に重要視されております。そのため、市町村での取り組みをいっそう強めていく必要が

あるということが、今回の法改正でも出ております。 

 次の 8 ページでございます。その市町村での支援拠点、取り組みの大まかな図がござい

ます。先ほどご紹介した子育て世代包括支援センターが一番上にございます。真ん中程に、

虐待への対応というところが中心になりますけれども、要保護児童等に対する支援の拠点

というものがあります。その間に書かれている事業の中で、児童館がここで登場しており

ます。左上に「ポピュレーション・アプローチ」というふうに書いておりますけれども、
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課題を持っている方に集中的に関わっていく、下のほうにありますハイリスク・アプロー

チではなく、もしかしたら、虐待をするかもしれない、子育て不安を抱えるかもしれない

というリスクを抱えている中で、あまねく人々にサービスを提供することによって、その

リスクを抑えていこうという考え方です。児童館はそういった位置で活動をしているとい

うことが国のほうでも表現されているという図でございます。 

 9ページになります。図は、児童館が果たしていく児童のライフステージ別の取り組みと

いうことでございます。国の動きの中でも、切れ目のないというような言葉が何度か登場

しておりますが、児童館はまさに 0から 18歳未満の子どもたちの継続的な支援、連続性を

支えていくということをずっと行ってきております。その中で、子育てを支えること、そ

れから、子ども自体の活動であるとか、育ちを支援していくという両面を持っております

けれども、それが、世代が上がっていく中で、そのライフステージに応じた取り組みを児

童館に期待されているのではないかというふうに考えられております。 

 今回、第 2 回の委員会の論点としては、この連続性の中でも、切れ目のない支援の中で

も、乳幼児期を取り上げることによって、今後の議論の一つのステップとしてご覧いただ

けるのかなというふうに思います。 

 ここで、参考資料 1 と 2 についてご紹介させていただきます。参考資料 1 は、調布市内

の児童館で 2016 年 2 月上旬に行われた利用者調査の報告でございます。各館で年度の末、

2月のあたりに利用者調査を行いまして、次年度の活動に生かすようにということで行って

いる調査でございます。各館のひろば事業のご担当の方、館長あたりが作成されて配布し

ているものになりますので、聞いている設問が各館によって異なっている状況があります。

ですので、全てを比較して見ることはできないのですけれども、全体的な傾向というとこ

ろでご覧いただけたらというふうに思います。 

 1枚めくっていただきまして、ひろば、乳幼児期の子育て世代の利用のきっかけという所

でございます。1位は、友人・知人の紹介というところで、口コミが非常に大きいのかなと

いうふうに思われます。また、保健師の訪問による助言というところ、あるいは、ホーム

ページというようなものが続いております。 

 3番目ということで、子育てひろば事業に参加して良かったことということで、自由記述

でたくさん出ております。あるいは、選択肢を設けて聞いているのですけれども、こちら

で再集計を行いまして作った表になっております。保護者への効果ということで、保護者

自身のお友達ができた。続いてのページ、子どもへの効果というところで「体を動かすこ

とができる」、プログラム等というところで「家庭ではできないことができた」、設備では

「おもちゃがたくさんある」、そういったところが良かったというようなご意見をいただい

ております。 

 相談員を子育てひろばでは配置をしておりますが、その認知度あるいは相談員・職員へ

の相談経験について伺っております。 

 その後、今後の活動希望というところで、どのようなプログラムを期待されているのか、
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実際に現在も行っているものも含まれておりますが、一度体験して、また今後もやりたい

というようなものも含まれているかと思います。 

 すいません、ページ数がないのですけれども、最後に、7.感想ということで、カテゴリー

をこちらで設定いたしまして、自由記述を整理しております。非常に、感謝というところ、

多いのですけれども、ひろばを利用されたお母さまがた、お子さまがたからの喜びの声が

多数寄せられていることが分かるかと思います。下線が引かれているものは、複数、そう

いったご意見があったということでございます。感謝の中でも、いろんなママと話ができ、

情報を得ることができたり、悩み事が解決できたというような趣旨のコメントが非常に多

かったということでご覧いただければというふうに思います。 

 参考資料 2 でございます。こちらは、児童館で採った調査ではございませんで、乳幼児

医療証・義務教育就学時医療証の発送時にアンケート用紙を同封し、返信していただくと

いう、子ども政策課で調査しているものでございます。1640 件の回答件数の中から、児童

館に関わるところあるいは乳幼児の子育てに関するご意見の中で、児童館に関係するであ

ろうというような意見を事務局のほうでピックアップしたものでございます。ご参考まで

にご覧いただければというふうに思います。以上、ご報告でございます。 

 

委員長：大変分かりやすく、また、貴重な資料の説明ありがとうございました。ただ今の

説明について、ご意見、ご質問がありますでしょうか。挙手をお願いします。 

 

委員長：よろしいでしょうか。では、ないようですから、続いて、2の子育てひろば事業の

現状及び課題について、これも事務局から説明をお願いいたします。 

 

■報告事項（２）子育てひろば事業の現状及び課題について 

 

事務局：それでは、資料の 2 について説明いたします。子育てひろば事業の経過・背景な

どというところで、年代別の経過を見ていきます。昭和 40年、つつじヶ丘児童館ができて

から、既にその頃から幼児対象事業を行っていました。大変人気がありまして、幼稚園入

園前の活動の場としては需要が多かったようです。この頃、4歳から幼稚園に入る方が多か

ったため、その前に児童館を利用したいということも要因にあったかというふうに思いま

す。 

 その後、昭和 50年代にかけて、幼児サークルを児童館で活発に行っておりました。また、

施設開放ということで、主婦が遊びに来られるという児童館が、午後は小学生が来る前の、

午前中にそういった事業を展開しておりました。 

 平成 8 年に子育てセンター事業を、市内の染地児童館、多摩川児童館が開始しまして、

相談員を配置いたしました。これによって、これまでどちらかといえば、職員の手が回ら

なかった赤ちゃんの年代に色々な講座ですとか、事業を行うことが可能になり、また、相
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談員を置くことによって、相談件数が増えてきました。 

 平成 8年以降、順次、子育てセンター事業を市内で始めまして、平成 20年に全児童館に

子育てひろばを設置いたしました。 

 なお、平成 10年に子育てセンターという名称が子育てひろばに変わっております。 

 下の資料 2 の 3 ページ目は、子育てひろば事業の現状ということで、実施要綱というの

が下のほうにあり，目的、事業内容ということで記載されております。 

 4ページ目をおめくりください。こちらに事業の内容が記載されております。事業の概要

は、お手元にピンクのパンフレットが配られているかと思います。こちらも併せて見てい

ただければと思います。また施設開放ということで、活動内容も特に決めずに自由に遊び

に来るというようなことを基本に、赤ちゃんひろば、幼児ひろば、そして、お昼ご飯を一

緒に食べてくださいということで、ランチルームといったような居場所と機会提供をして

おります。 

 それから、子育て相談は相談員が中心になって行っており，利用者に気軽に利用しても

らう中で、日常会話の中からの相談も含めて行っております。それから、意図的に仲間づ

くりをしていくということで、相談員の働き掛けによって色々な出会いの場を作っており

ます。 

 

 また、啓発ということで、『知識を増やす・情報を得る』と書いてありますけれども、 

講演会他、さまざまな講座や、季節の遊び、土曜日の事業など、さまざまな機会を提供し

ています。 

 6ページ目の相談員の勤務体制・役割でございます。相談員は現在、調布市の再任用職員

または子育てひろばの専門嘱託員を配置しております。月 16日の勤務で、土曜日、日曜日、

水曜日または木曜日が休務日となっております。主に、利用者の橋渡しや、年齢の近い子

ども同士を結び付けたり、そういった仲間づくりを援助したり、また、初めての子育てと

いうことで、2カ月、3カ月の生まれたばかりのお子さんを連れてこられる方に対し、親御

さんがどうやって関わっていいのか分からないということのお手本を示したり、ストレス

が大きくならないうちにいろんな相談、お話を聞くことを仕事としてやっております。 

 また、イベントや講座なども企画しています。毎月、主にやっているイベントはこちら

に書いてあるとおりになります。 

 また、ちょっと戻りますけれども、2ページ目に平成 27年度から乳幼児施設連絡会、28

年度には全館実施予定、そして、28 年度に助産師の相談を全館で月 1 回行うようになりま

した。これは、地域の拠点である児童館がネットワークをつくっていく、その機能を担う

んだということでスタートしたものでございます。 

 最後ですけれども、9 ページ目、児童館の利用をしている子どもたち、親子を見ていて、

子育て家庭の課題はどういったところにあるのか、挙げています。 

 参考資料の 4をご覧ください。これは平成 25年から、2枚目が 26年、3枚目が 27年と
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いうことで、子育て相談の件数を一覧にしてあるものです。裏面には児童館ごとの集計が

載っております。平成 25 年から 27 年にかけては、さほど大きな増減はなく、同じような

数が推移しています。内容については、やはり、発達に関する相談が多く、健康や基本的

な生活習慣等の相談が続いていることが分かります。 

 その一方で、虐待等の深刻な相談等は少ないんですけれども、前回の委員会の中の説明

にも、0歳から 3歳の虐待の件数は、全国的に見ても、平成 23年度からの 4カ年では 5000

件増加しているという話があり、こういったことからも、支援を必要とする児童や特定ニ

ーズの増加等、産後うつ、育児ノイローゼ、子育てストレス等から児童虐待につながるリ

スクが大きい等、子育て家庭をめぐる課題は極めて大きい、深刻な状況であるというふう

に考えております。 

 こういった課題がある中で、児童福祉法が今年度、改正されたという話が先ほどもあり

ました。そこでは、身近な場所での支援を適切に行うように、自治体の責任を求めていま

す。こういった中で最も身近で誰でも自由に利用できる児童館は、児童福祉施設としての

機能と役割をあらためて認識して、地域の子育て家庭の課題を解決するための新しい取り

組みを考える必要があると考えております。 

 今、説明してまいりましたように、市内 11の児童館では、子育てひろば事業を従前から

行っており、こういった背景がある中で地域の拠点として、今の時代に合った役割や、機

能の強化をしていくために、新しい施策が求められていると考えております。以上、簡単

ではありますけれども、資料 2の説明を終わります。 

 

委員長：ありがとうございました。現状だけではなくて、歴史的な経過を踏まえての子育

てひろば事業の説明であったかと思います。ただいまの説明を聞いて、ご意見、ご質問が

ございましたら、挙手をお願いいたします。 

委員：一つだけ分からなかったので、ちょっと説明をいただきたい所があるんですが、資

料の 8 ページの所に関係機関との連携というのがあるんですけれども、この中に児童館主

催で実施している乳幼児施設地域連絡会とあるんですが、これは具体的にはどのような施

設が関わって、連絡会を持たれているんですか。 

 

委員長：お願いします。 

 

事務局：各児童館で行っているので、地域差ありますけれども、保育園、幼稚園、それか

ら、保育ママさんですとか、あるいは、民生児童委員さんといったところです。 

 

委員：医療機関とかは入っていない？ 小児科の先生とか。 

 

事務局：医療機関は今のところ、入っておりません。 
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委員：分かりました。ありがとうございます。 

 

委員長：他にございますか。では、私のほうから一つだけ、お聞きしたいんですが、6ペー

ジの相談員の点です。全 11館に相談員が配置されたということで、とても重要かなと思い

ますが、ここの実績について、数とか、その内容について、教えていただきたいんですが、

もし、無理であれば、次回、資料を提出していただければと思います。相談員のところで、

どのくらいの件数があって、どういう内容かっていうことです。 

 

事務局：件数ですか？ 

 

委員長：件数と内容ですね。 

 

事務局：参考資料 4、この表の、相談件数という縦の欄の一番下です。 

 

委員長：わかりました。 

 

事務局：平成 27年度で全ての相談が 1750です。主なものについては、面接がほとんどで、

電話も若干あり、主に乳児よりは幼児が多いです。 

 

委員長：わかりました。他にございませんか。よろしいですか。 

  

 

 

 

 

■議事（１）児童館の将来像(案) 

    （２）乳幼児家庭のための児童館の将来像(案) 

 

委員長：それでは、次第の第 2、議事のほうに入りたいと思います。（１）の児童館の将来

像(案)について、（２）の乳幼児家庭のための児童館の将来像(案)について、これを一括して

事務局から説明をお願いします。 

 

事務局：それでは、続きまして私のほうから、調布の児童館の将来像ということで、資料 3

‐1、A3サイズ、縦長のものがありますけれども、こちらをご覧ください。 

 調布市では、平成 17年に子ども条例を公布して、家庭、学校、地域のつながりの中で子
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どもが夢を持って健やかに育ち、安心して子どもを育てることができるまちを目指してお

ります。 

 市の基本計画の施策の中では、一覧で示してありますが、子ども・子育て家庭の支援、

青少年の健全育成という大きな計画を目標に掲げております。一つ目は子どもたちが自然

の中でのびのび育つこと、二つ目は、地域の中でさまざまな体験や世代間交流を通して豊

かに成長していくこと等々をうたっております。子ども生活部でも、地域全体で子ども・

子育てを支援し、子育てのしやすいまちづくりの推進を基本目標として掲げております。 

 ですが、今の社会状況を見るとき、子育て費用の増大、育児ストレス等から来る児童虐

待の増加、共働き世帯の増加、家庭の教育力の低下等、子どもを取り巻く環境は目まぐる

しく変わっており、自己肯定感の低い子どもたちが多いといった話も聞きます。そのこと

がいじめや若者のニート、引きこもり等につながっているような印象を持っています。 

 事務局としては、このあり方検討委員会の中で、子ども条例や基本計画の実現に向けて、

児童館が一体、どこのどんな部分を担っていくのか、児童館としてやるべきことは何なの

か、これまでの遊びを提供するだけの児童館でいいのか、具体的な議論をする必要がある

というふうに考えております。 

 これまでの児童館の成果をふまえ、こちらの表の真ん中の部分にある、『地域に住む子ど

もや大人の誰もが気軽に集え、切れ目なく子どもたちの心身の成長を支援できる児童館』

を将来像として掲げ、乳幼児、小学生、中高生世代という世代別、そして、地域とともに

どういうふうに健全育成を進めていくかという視点で四つの柱を立てています。その前提

となる求められる職員の資質について検討を加えていく必要があるというふうに考えてい

ます。ここまでが資料 3-1の説明となります。 

 続きまして、議事（２）、きょうのテーマになります。資料の 3-2をご覧ください。これ

は、この乳幼児の部分を大きくしたものになります。乳幼児家庭のために今の児童館に求

められている機能・役割を果たすために、それぞれの項目が４つ、下にあります。事務局

の案として列記しております。 

 児童館に求められる機能として、ここに５つ挙げています。子育て中の親子への居場所

の提供と交流の促進、課題を抱えた家庭に対する支援、乳幼児の遊びのこと、子育てに対

する情報の提供、そして、相談支援です。こういったことが今の児童館に求められ、これ

をやっていくためには何が必要かということで、この４つの分類をしております。 

 これは事務局の案です。地域・関係機関との関わりとして、まず、昨年からやっており

ます、乳幼児の連絡会の実施、支援が必要な場合の関係機関との連携や協力、そして、イ

ベントを通していろんな子どもたちをつないでいくうえで、近隣でのボランティアの活用、

地域の協力者の発掘が必要ではないか。 

 職員の資質については、まず、悩みを聞くことができる職員、助言ができること、提供

する遊びを知っていること、いろんな講座を通して親たちへのアドバイスができること、

そして何よりも、利用者同士の関係づくりができるという職員、この力が必要ではないか
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と考えます。 

 情報発信力として、市のホームページだったり、今もやっておりますけれども、その他

にも SNSやコサイトの活用ですとか、乳幼児連絡会をより活発的にしていくこと。 

 施設や設備に関しては、こちらに書いてあるような充実を図っていくということで挙げ

ております。この点についてはまだまだ不十分だったり、いろんな視点があると考えてお

りますので、皆さんのご意見をいただき、より良い形にしていければと考えております。

説明は以上になります。 

 

委員長：ありがとうございました。それでは、議論は休憩の後、進めたいと思いますので、

まず、質問だけお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。調布の児童館の将来像の

イメージと、それから、乳幼児家庭のための児童館の将来像と、2本出てますので、よろし

くお願いいたします。よろしいですか。ございませんか。 

 それでは、ちょうど切れ目がいいので、10分間休憩を取りたいと思います。 

 

(休憩) 

 

委員長：それでは再開をしたいと思います。 

 ただいまの報告に基づいて議論をしていきますが、三つぐらいに分けたいと思います。

まず、報告 2の、全体を通して、感じたことなんかを言っていっていただいて、2番目には、

児童館の将来像を図で非常に分かりやすく説明されていますよね。これについて、議論を

していきたいですね。最後に、きょうの中心になります、乳幼児家庭のための児童館の将

来像に求める機能と役割です。特に、この上段にあります機能と役割、ここら辺のところ

を、抽象的に書いてありますので、具体的なことを踏まえながら、議論を進めたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 では、どなたからでも結構です。ご意見をお願いいたします。挙手をお願いします。い

かがでしょうか。 

 

委員長：児童館の将来像について何か。事務局のほうで、補足することがあれば加えてい

ただきたいと思います。いかがでしょうか。 

 

委員：児童館の全体像の前に、先ほどちょっと議論のような形になった資料 2 の所であり

ますけれども。一応、情報提供というか、現状、こんなことになっていますというところ

での、今度は説明を加えさせていただければと思っております。 

 お手元の資料 1の 6ページ目、7ページ目をご覧いただければというふうに思います。も

ともとは児童福祉法の改正に伴って、子育て世代包括支援センター、これを法定化すると

いう流れになっております。それの一つの基本的な考え方というのが 7 ページ目にあるよ
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うに、支援拠点の整備をしながら、そこと連携をするというような考え方であります。そ

この本旨としては、やはり妊娠期から子育て期、18 に至るまでの途切れない支援を行う中

で、例えば、児童虐待を予防していく、そういう予防の観点ということも含めて位置付け

ているものと、私どもでは理解をしております。 

 そういう中で、調布市においてはということになりますけれども、こちらの 6 ページ目

の子育て世代包括支援センターってなかなかなじみがない話で、これだけを聞くと、総合

福祉センターみたいなセンターが 1 個、ドーンとできるのかっていうふうに思ってしまう

のですが、実はこれは包括センターというふうに理解をするときに、機能だっていうふう

に理解をしていただいたほうがいいのかなというふうに思っています。例えば、この包括

センターというのは利用者支援事業という、いろんな相談支援をやる、そういった機関と

保健センター、それらがリンクをする中でトータルで子育て世帯を支えましょうねという

ものになっております。 

 具体的に言いますと、現在、調布市では子育て世代包括支援センターというのを設置し

ている形になっています。というのが、健康推進課が保健センター、ここが母子保健型の

利用支援事業、それから、すこやか、これが利用者支援事業の基本型といわれるものであ

ります。それから、保育課、これが特定型といわれるもので、もう既に調布市においては

子育て世代包括支援センターというのが存在をしている。そういう中でこの議論がされて

いるというふうにお考えをいただければ分かりやすいかなと思います。 

 今回のテーマとのつながりで言いますと、例えば、そこの包括センターが情報を共有し

ていくということで、この 6ページの下の段に、妊娠前から、例えば普及啓発、不妊相談、

妊婦検診、全戸訪問事業、これは調布市では、こんにちは赤ちゃん訪問と言っていますけ

ども、あとは、定期健診と予防接種、これはもう皆さん、ご案内のとおり実施をしている

ところでありますけれども。 

 白抜きの所が、実はまだ十分にできていないところであります。産前・産後サポート事

業あるいは産後ケア事業、これが抜けている。産後ケアについては世田谷区さんなんかが、

例えば、医療機関とタイアップをして、産後直後の人たちのケアをする、あるいは、グル

ープワークで戸別訪問でケアをする、そういったさまざまなやり方が取られている地域も

ありますけれども、なかなか全国的に設置をされていない。あるいは、産前サポート事業

というと非常に分かりづらいかと思いますが、かなり一般化されているところで言うと、

ネウボラ的な機能。例えば、和光市ですとか、浦安あるいは名張、そういった所で先駆的

に実施をしている、ちょっとした相談相手が身近にいますよというような、そんな機能を

各地につくってくださいねというのが 6ページ目の図ということになります。 

 としたときに、今回、議題になっている乳幼児のための児童館の将来像というところに、

こういったネウボラ的な発想も含めて、身近な場所での相談支援というのも一つの方向性

としてはあり得るのではないかなと。逆に言うと、今まで子育てひろばが果たしてきた役

割をより今日的な全国展開と合わせて考えるというような視点もあってもいいのかなとい
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うふうには考えられようかというふうには思っています。 

 資料 2 ということで言いますとこのものをどういうふうに発展をしていくのかというこ

とが、資料 1 の関係でご議論いただけると、広がってくるのかなというふうにはちょっと

思いました。以上です。 

 

委員長：ありがとうございました。3番目の議論に入っている感じですけれども。全国的な

展開の中に児童館の今までの活動が位置付いてくるという感じですね。 

 では、また戻しまして、よろしいでしょうか。もし、今のところに関連する発言がござ

いましたら、挙手をお願いします。 

 

委員：はい。 

 

委員長：お願いします。 

 

委員：今、ネウボラっていう言葉が出たかと思うんですけれども、まだ、一般的に皆さん、

ちょっとご存じないとか、十分にご理解されてない部分もあるんじゃないかなとちょっと

思ったんですが、私ども、ちょこネットのほうで昨年、ネウボラの勉強会のようなことを

させていただきまして、行政の皆さんも少しお呼びして、そういう取り組みがあるんだっ

てさというような、そんな話し合いをさせていただいた経緯がございます。そのときにち

ょっと伺った話等を少し、ここでご紹介できたらなと思うんですが。 

 ネウボラというのはフィンランドの切れ目ない子育て支援の仕組みで、フィンランド国

内にはもう数百カ所の拠点が既にあり、そこにはもう徹底的に研修を受けた本当にプロフ

ェッショナルなネウボラおばさんと呼ばれる方たちがいらっしゃるそうです。おばさんと

言っても、本当におばさんなのかは分からないんですか。 

 

委員長：そのネウボラという言葉の意味は何ですか。 

 

委員：アドバイスっていう意味だそうですね、ネウボラっていうこと自体が。英語ではな

く、フィンランド語なんだと思います。 

 

委員長：分かりました。 

 

委員：妊娠が分かったときから、1人のネウボラおばさんが 1人の妊婦さんに対してアドバ

イザーみたいに付いてくださるんだと。私も行ったことがないので、もう聞いた話ですけ

れども。そういう取り組みをすることで、全ての妊婦さんがまずはそこに来て、健康な方

も、ちょっと病気のある方も、家庭が裕福な方も、そうでない方も、フィンランドはそん
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なに差がないのかもしれないんですけれども、それから、夫婦関係がどうのという方もと

か、いろんな家庭の事情の方も全てをまずはいったんすくい上げるというのが、その根本

的な考え方で、そういった拠点が本当にあらゆる所にたくさんあるというのがネウボラだ

そうです。 

 今、おっしゃっていたのは、児童館というのが今、調布市内には 11カ所あって、その 11

カ所の意味というのを何回か伺ったことがあるんですが、例えば、ベビーカーなんかを押

しても、何とか歩いてたどり着ける地域に一つあるっていうイメージ、それは同時に小学

生がそこに何とかたどり着けるイメージで 11 カ所あるっていうふうに聞いておりまして、

そういった場所にずっといつもいるおばさん、それ、理想ですけれども、いつもいてくれ

る信頼できる相談相手がそこにいれば、今、地域がどうしても崩壊ぎみなので、どこに、

誰に相談していいか分からない孤立してるお母さんたちがたくさんいる中で、行政の仕組

みとしてまず、そこに行って、そこのちょっと頼れる、実はすごい専門家のソーシャルワ

ークもばっちりなおばさまに出会うことで、困ったときに早期に問題の解決につなげたり、

そういうことができる効果がある、そんな仕組みがあると聞いています。 

 フィンランドのネウボラは、就学前のお子さんっていうイメージで支援されているそう

ですが、この児童館の将来像というのを見ると、もう妊娠期からそこまでいくともう思春

期まで、もしかしたら、社会人になってからも、いろんな形で関われる地域の拠点になっ

ていけるんだろうなというふうなことを、すごく希望的に今、感じて、拝見してまして、

その中の初動の乳幼児家庭のための児童館の活用という意味では、フィンランドのネウボ

ラをそのまま持ってくることは到底無理だとは思うんですけれども。 

 似たような機能、例えば、児童館には赤ちゃん家庭が行ってもいいんだってさ，という

ようなことがすごく分かりやすいマークが付いてたり、そういうお部屋があったり、今も

子育て相談員の方はいらっしゃいますけれども、月に 1 回、助産師さんも入ってございま

すし、そういったいろんな地域の専門家の方が集って、例えば、チームになってそこを運

営していただいて、そこに地域のお母さんたちが、ちょっと遠い保健センターに行くより

も、まず児童館に行こうっていうようなムードづくりができたらいいのではないかという

ふうに、ちょっと今のお話聞いて思いました。ぜひ、そんなことも検討していただけたら

なと思います。以上です。 

 

委員長：ありがとうございました。そうですね。児童館は気軽にというところが非常に大

きいので、それが包括的に非常に高い専門性を持って、ワンストップでここが処理できる

となると、かなり期待できますよね。 

 

委員：一つ補足なんですけれども。フィンランドの場合は、問題が起こる前から関わって

いるので、何かあったときにもその経緯をたどりやすく、解決に導きやすいっていうこと

なんですが、日本の今のやり方は、虐待案件が発露したっていうところからたどっていく
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ので、ほどくのが大変だったり、すごく、そういう大変さが伴って、結果的にものすごく

現場の方がご苦労されてると聞いているので、そんなに簡単なことではないと思うんです

が、逆転の発想で、先に手を打っておくことで結果的に負担が減るんではないかというふ

うな、そんな話もありました。 

 

委員長：ありがとうございます。 

 いかがでしょうか、今のお話に関連したものでも結構です。 

 

委員：今のお話を伺ってて、全く逆の利用者の立場から同じようなことを実は思っており

まして、今、子育てひろば事業とか、毎日、ランチを食べに来るような家庭とかっていう

のを救って、どちらかというと交流事業をメインにやっているけれども。相談って、急に

できないと思うんです、児童館の門をたたいて、悩んで悩んで。実は私、自分も子育ての

過程のときに、教育相談所に相談に行こうかな、行こうかなって何回も悩んだことがある

んですけど、結局、行かずじまいでした。行かないで済んだ案件だったっていうこともも

ちろんあるんですけれども、それだけやっぱり、相談ってすごくハードルが高いと思うん

です、利用者の側で。 

 だから、利用者がそもそも職員の方と顔見知りになっていたり、ネウボラおばさんじゃ

ないですけれども、児童館には頼りになる館長がいるんだよとか、そういうことを日々繰

り返すことがまず必要で、もうほとんど、これ、今、乳幼児の話にシフトしてしまってい

ますけれども、一番悩みが大きいのはこの時代だと思うんです。保護者としての立ち位置

で言うと、子育ての悩みがどんどん、もうマックスに膨れ上がるのはこの一番最初の乳幼

児の時期だと思うんですね。だから、そうしたときにも、変な話、上からではなく、一緒

になって悩んでくれる人とか、あるいは、顔見知りの人で、実はよく聞いたら、あの人に

相談すると、すごくいいんだよっていう人がいるっていう存在を身近に置いておくってい

うのは、相談する側にとって非常に有用であったり、今、虐待に至る前に手を打てってい

うのもまさにそれで、問題がここに出てこない層だっていうのはたぶん次もその話もした

いなとは思っていたんですけれど。 

 利用者の側から言えば、気が付いたら、するっと相談員の人が寄り添ってくれて、「じゃ、

ちょっと、別室に来ない？」っていう感じで話ができるような環境っていうのが、児童館

だとできるかな。相談所みたいな場所だと、本当にそこの門をたたける人は相当ハートの

強い人だなというふうに思いますんで、そこはやっぱり児童館に求められるかなというふ

うに思います。 

 

委員長：ありがとうございます。 

 

委員：今のネウボラおばさん、ぜひ、いいシステムだなっていうふうに思いましたね。私
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たち、児童館に勤めておりますと、さっき、ちょっとここでお休み時間に話したんですけ

れども、児童館にもう訪ねてきてくださる方は OK と言うと、ちょっと語弊がありますけ

れども、もう、そこで関係が分かるし、ちょっとつながりができているんですけれども。

児童館っていう所に現れない方たちというのが実はたくさんいて、そこの方たちの所にや

っぱり、家庭に課題がある方が多い、そういうのがひしひしと分かるんですね。児童館に

来てる方たちは、相談事っていっても割と軽い相談が多くて、おむつの湿疹だとか、ご飯

を食べないとか、イヤイヤ期に入ったとか、そういう具体的な答えられやすそうなことが

多いと。でも、それも十分、そのお母さんたちにとっては大問題ではあるんですけれども。 

 特に、足を児童館に向けてもらうっていうところで、今、実は、助産師さんが月 1 回入

って、富士見児童館の場合、大変ラッキーなことにうちの地区の赤ちゃん訪問している助

産師さんだったんです。そうしたら、助産師さんが赤ちゃんのいるご家庭をたくさん知っ

てたんです、私たちが知らないのに。それは訪問してるから知っていて、「あそこの新しい

マンションにたくさん赤ちゃんの家庭があるのよ」っていう情報を入れていただいて、「そ

こに宣伝しようよ」っていうような助言をいただいて、実はそこの新しくできた所に貼り

紙をしに行ったら、来るわ、来るわ、もう、こんなにいらしたんだと。 

 そうすると、1回来だすと口コミで「児童館へ行って良かったよ」とか、良くなかった人

もいるかもしれないけど、基本的に「良かったよ、こういうこともやってるよ」っていう

のが、口コミが今度、大きくなってきて、やってくるというところで、そうすると、今度、

その子たちは数年後に絶対に近くの石原小に行くんだっていう。そうすると、その後に調

布中に行くんだというとこになるので、これは切れ目なく、ずっと、引っ越さない限りっ

ていうとこではつながりが持てるんだなっていうところがあって、いろんな方が児童館に

入ってくださることで話が広がるっていうのはすごくあるので、ちょっといいきっかけだ

ったし、地域連絡会も実は個人で去年、伺いました。課長も。国領さんなんですが、職員

が相談員をやってるもんですから、ぜひにということで、やっぱりやったら、いい反響が

ありまして、顔見知りになるっていうところがいいのかなと思っているので、そういった

きっかけで進んでいきたいなと、全体のイメージですけれども、すいません。 

 

委員長：素晴らしいですね。助産師さんが持っているそういう情報が、児童館という拠点

の機能と結び付くことによって展開できるわけですからね。ありがとうございました。 

  

委員：私もすごくネットワークっていうのが大切だなっていうふうに思っていて、ただ、

やっぱり守秘義務の問題が今、すごく大きくいわれているので、なかなか情報が一般化さ

れないっていうようなのがあって、本当に必要なところに手が届かないっていう、ことが。

いい機能はいろいろいっぱい、行政的にも、地域的にもつくられているんだけど、そこに

果たして本当に必要としている方たちが来てくださってるのかっていうと、そういうとこ

ろをチェックしていくことっていうのがすごく必要だろうなっていうふうに思っているん
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ですね。 

 だから、そういう意味では今、おっしゃったように、いろんな所とタイアップしながら

やっていくっていうのと、今、富士見町地域で子どもに関するネットワークづくりをしよ

うっていうんで、たまたま Kiitos とか、子ども食堂とか、いろいろできてきていることが

あるので、その辺で掘り下げて、そこと児童館なんかも結び付いて、学校なんかも結び付

いていって、必要な所に必要な手だてができるといいかなっていうふうに思っています。 

 

委員長：ありがとうございます。新しい展開の方法ですね。他にいかがでしょうか。 

 

委員：切れ目のない支援というところでは、今、思春期の大人になり切れない子たちがお

母さんになっちゃうところを一番心配していて、それがやっぱり、ちょっと、この図を見

ても漏れてるんですよね。妊娠前の前なんです。私が一番気になる部分、ここなんですけ

れども。どうしてもここを何とかしたいっていう。そうすると、虐待も違ってくるのかな。

大人になった段階でお母さんになれば、そういうことはない、少なくて済むと思うんです

けれども。大人になり切れないままお母さんになることでいろんな問題が出てきてしまう

ので、その前のところを何とかって思うんですけど、なかなか出ないっていうのが現状で。 

 そのマンションにいたお母さんに連れられた子がお母さんになる年代、もしくは、性を

体験する年代のときに、児童館の存在を意識してくれたらいいなというか、つながるなと

いうのがあって、今すぐにはきっと出ないと思うんですね、話とか。10年、15年後ぐらい

を見据えてもらったらすごくいいなというふうにちょっと感じました。 

 

委員長：なるほど。きょうの議論は 0～7 歳のとこですが、7～13 歳、13～18 歳のところ

が恐らく、これから中心になってくるんだろうと思います。この部分で、児童館が力を発

揮できれば、ひとつの成果を生み出せると思うような気がします。 

 

委員：結局、5、6 年生とか、中学生って、一番児童館に行かない年齢なんですよね。今の

ところ、様子見てても、そこっていないんですよ。そこを集客するためにはって大変なん

です。 

 

委員長：はい、そうですね。 

 

委員：ここの集客が関わってくる。 

 

委員長：大変大きな課題ですね、ありがとうございました。 

 他にいかがでしょうか。 
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委員：質問なんですけど、子育てひろばの相談件数の参考資料 4なんですが、平成 25年度

は子どもからの相談ゼロだったんですけど、26 年度になったら、子どもからの相談件数が

出てて、そこの境目って何か特別なものを配置したからとかあるんですか。 

 

委員：カウントの仕方ですかね。 

 

委員長：事務局のほうから説明をお願いします。 

 

事務局：相談は主にはもう親御さんからなんですけれども、相談員さんが長年いることに

よって、子どもとのつながりができてくるんですね。そうすると、子どもたちからの相談

の内容は決して、重い内容じゃないですけれども、いつもの先生にっていうことで相談を

してくることがあるので、それをカウントするようになったのと、この相談は相談員だけ

が受けた数じゃないんですね。児童館の職員も受けることがあるんです。それが入ってる

と思います。 

 

委員長：では、そこの辺りはもう少しはっきりしといていただいて、次回にでもご報告く

ださい。 

 

委員：はい。 

 

委員長：では、他にございますか。 

 

委員：皆さまの意見を聞いて、全くそのとおりだと。ネウボラおばさんがいてくれたらい

いなと。 

 私は結婚もしてないですし、子どももいないので、育児のことは全く分からず、実際、

妊娠して、出産して、その後にどれぐらいの不安とかっていうのが出てくるのかが全く分

からないんですが、今の話を聞いていて、私はもともと児童館っ子だったので、今、こう

いう活動をしているのも、最近はもちろん知っているんですけど、すってやっぱり行くと

思うんですよ、児童館には。子どもを連れていってい楽しいだろうなっていうのが分かっ

ているので、私は行くと思うんですけど。 

 先ほど、おっしゃられてた行かない人のほうが、問題を抱えてるっていうところで、そ

こにどうアプローチをしたらいいのかなっていうのをさっき、すごい考えていて、私は多

分、自分の友達がもし、子どもが生まれて、「おめでとう、児童館行きなよ」ってパッて言

うと思うんですよ、ちょっと無責任ですけどね。「絶対楽しいし、同じ悩み抱えてる人とか、

多分、気持ち的にも楽になるよ」って言うと思うので、そういう発信はもちろん、私はこ

れからもしていこうとは思うんですが。 
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 本当、それ以外のところで、先ほど、おっしゃってました、子どもが子どもを産むよう

な状態っていうときに、多分、場に出るのも恥ずかしいというか、ちょっと自分的にも行

きづらい気持ちを持ってる人のほうが多いと思うんですよ。その子が例えば、学童に通っ

てたとかいって、そういう情報がもちろん、児童館のほうには入ってくると思うんですけ

ど、そういうときに児童館の先生が「生まれたんだ、おめでとう」みたいな、「見せに来て

よ」とかって言うだけでも、足は出るのかなって思うんですね。 

 それができるまで、まず、そこをつくるための 18歳までしっかり、これから見ていこう

っていうのがあるとは思うんで、今、現状できてなくても、この先、この事業を始めてっ

て、後の 20歳ぐらいの子たちがみんな、そういうふうに児童館に子どもを連れていってる

ような状態になったら一番いいのかなって思います。 

 もう 1 点、ちょっと職業はやっぱり違うんですけど、今、整骨院で働いていて、整骨院

に来る人はやっぱり、体が痛かったり、何か問題を抱えてきて、どうしたらいいって困っ

て来るわけですけど。最初に来たときは、その人の相談を聞きますけど、その後はやっぱ

り通ってもらって、状態を確認していくっていうことをやっていくんですね。なので、予

約を取ったりしていくんですけど。予約を取って来た方に、一言目に「最近、調子どうで

すか」って、本当に一言、声掛けるんですけど、それで全てを引き出せるような安心感を

皆さん、持ってくださっているので、本当に児童館に来た方には誰一人欠けることなく、

一言でも声を掛けられたら、帰りにこそっと何かを言って帰ったりとかっていう引き出し

ができるのかなと思うので、児童館の職員さんたちにはものすごい負担かと思いますが、

本当に一言だけで伝わると思うので、そこの注意は必要かなと思いました。 

 

委員長：ありがとうございます。 

 それでは、児童館のあり方とか、将来の問題とか、実際の乳幼児の活動のことが出まし

たので、もう一度戻りまして、事務局から提案されてます、児童館の将来像について、こ

ういう形でいいのかどうか、少し、これを補強したほうがいいのかどうか、そのあたりを

議論していただいたほうがよいかと思います、いいがでしょうか。 

 

委員：よろしいですか。 

 

委員長：では、お願いします。 

 

委員：どうしても児童館の中で何をやるかっていうことを考えがちなんですけど、今の課

題ってやっぱり、児童館の外にあるっていうことだと思うんですね。だから、どうやって、

この専門性を外に発信していくかっていうことと、外に持ち出すかっていうことが、多分、

この図ではちょっと描けない、この辺とか、この辺に必要になってくる。この人たちを引

っ張ってくる部分っていうのがやはり、どうしても必要になってくるなと、今の皆さんの



19 

 

ご意見を聞いて、それは思いました。 

 具体的な、今、ちょっとあれはないんですけれど、やっぱり、いかにここに連れてくる

かっていうことと、それから、ここじゃなくても、もしかしたら、いいのかもしれない。

すこやかが気に入る人もいるかもしれない、また、別の場所がいいかもしれない。例えば、

私なんかはゼロから保育園に預けましたから、保育園で十分かもしれない。 

 だけれども、ここからこぼれてしまってる人をどうやってここへ連れてくるかっていう

部分を少し考える必要があるかなって思います。 

 

委員長：児童館の将来像として、4本柱が挙げられています。これは児童館がこれまで行っ

てきた、また、今後の課題にもなりますが、これだけじゃなくて、他にあるのではないか。

意見ございますか。 

 

委員：そうです。そこの中に多分、限りなく包括されるか、この地域とか、その辺りを少

し発展させた形になるのか、ちょっとその辺・・・。 

 

委員長：これで完結してはいけないっていうことですね。 

 

委員：そうですね。この中で完結してはいけないっていう部分ですね。 

 

委員長： ありがとうございました。他にいかがでしょうか。 

 

委員：きょう、たまたま、調布市の健康推進課で実施しているゆりかご調布事業を取材さ

せてもらいまして、それもいわゆるネウボラっていうものの事業の育児パッケージってい

う、出産が決まった人たち全員に肌着とか、そういう赤ちゃん用のグッズを詰めたギフト

をプレゼントしますっていう制度なんですけれども。それをもらうために、まず、母子健

康手帳をもらったら、必ず専門の保健師さんと面談をして、面談でその人の不安を聞き取

ったりなんかをして、もし、もうちょっとケアしたほうがいいなと思ったら、専門家につ

なぐとか、地域の保健師に直接つなぐとかいうふうなことを始めたというふうにおっしゃ

っていました。その面談を受けると、育児パッケージというギフトがもらえるっていうこ

とを、9月 1日から全面的に開始するっていうことなんですね。 

 

 

委員：これは恐らく、外側にいる人とかっていうのも、もらえるならっていうところで引

き上げる、いいきっかけになるっていうふうに、担当の方がおっしゃっていて、実は暫定

的にもう、この事業は始まっていて、4月 1日からの妊婦さんがこれの対象になっているの

で、ギフトはまだ届いてないので、9 月にならないと配れないんだけれどもということで、
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面談は既に実施しているそうで、実際に効果を伺ったら、例えば、とても若年な妊婦さん

がやってくると。やっぱり育児パッケージがあるとかで来るわけです。そうすると、その

人に子育てってこういうものなのよとか、出産、どうするのとかっていう、本当に基本的

なことも何も考えてないような人たちに最初にコミットできる、すごい効果を感じてるっ

ていうふうに担当保健師さんがおっしゃっていて、手応えがあるとおっしゃっていました。 

 なので、今、おっしゃってた、お母さんになる前にお母さんになっちゃったかもしれな

いけれども、なった直後にも手だては今、ちょっと打ててるかなっていうのが調布市の現

状。調布市はそういう意味では早く手を打たれたなというふうに思います。 

 あと、地域で、民間で活動していらっしゃる助産師さんたちが、今、調布市の児童館の

子育てひろばに月 1 回入ってくださっているので、結構、その人たちが外とのつながりを

やっぱりつくるキーマンになってくる。彼女たちは、性教育なんかにも関心をもって、性

の正しい知識を伝えることも大事だっていうふうなことを考えてらっしゃるところもある

ので、まずは上手に、全てがじゃないと思いますけれども、そういう人たちのパワーも使

っていければなという気がして、ちょっと引っ張り出せない人たちも、もしかしたら、こ

れから調布市の最初のゆりかご事業で少し引っ張り出せそうだということを知ったという

ご報告です。 

 

委員長：なるほど。この図で言うと、乳幼児家庭のためのこの辺ですか。 

 

委員：そうですね。 

 

委員長：この中高世代というふうなのが少し課題として入ってくる感じですね。 

 

委員：つまり、妊娠中からの支援が必要っていうところで、これはもしかしたら、ここの・・・。 

 

委員：そこは、もしかしたら、産後だと思うんですけれども。 

 

委員長： そうですね。 

 

委員：やっぱり委員がおっしゃってた産前からもう、今はやってらっしゃるわけですから、

それはちょっと連携すればいいことじゃないかなと思うんですよね、例えば。 

 

委員長：連携ね。 

 

委員：連携していただいて、ちょっと、例えば、サポートが必要なお母さんがいるってい

う情報はどのように共有できるか分かりませんが、内部では共有できるでしょうから、結
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構、歩いていくこともできるでしょうし、あとは相談がすごくハードルになるって、今、

委員さんがおっしゃってましたけど、私ももう相談、絶対しないって思ってる感じで、相

談なんかするぐらいだったら自分で悩むって思ってるような母なので、相談に行きたくな

い人はすごくいっぱいいるんですが、さっき言ったネウボラの良さは、別に相談事がなく

ても行っていい場所なんですよね。ただ単に定期的にちょっと通う場所っていう感じらし

くって、なので、重大な相談を抱えていても、世間話をする人も同じ扱いなんですよ。そ

れで入ってきやすいっていう気がします。 

 

委員長：なるほど。 

 

委員：調布の小児科の先生で、ところがやはり、小児科っていう窓口になると、割とどな

たも来やすいんだけれども。連携している心療内科の先生とかがいらっしゃって、何か本

当にあったときにはちょっとご紹介するっていうようなこともあるらしく、お母さんの悩

みもさりげなく、お子さんの診断のときに、拾うっていうことをされているそうなので、

入り口は入りやすく、出口は専門家がきちっとっていうところが、もしかしたら、この児

童館の役割になるんではないでしょうか。 

 

委員長：そうですね。まさに間口は広いですからね。 

 

委員：誰でもどうぞって言えるので来やすいと思います。 

 

委員長：そうですね。ちょっと大きなヒントをいただいたような感じがします。 

 

委員：それについて 1ついいですか。 

 

委員長：どうぞ発言してください。 

 

委員：そのゆりかご、これって、どこでやるんですか、場所。 

 

委員：ゆりかご調布っていう、健康推進課のほうでやっている事業の名前なんですよ。 

 

委員：ごめんなさい、場所の意味が違って、面接場所。 

 

委員：それは母子健康手帳を発行している、つまり妊娠届を出すと。 

 

委員：すこやかでもやってる・・・。 
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委員：保健センターかすこやかっていう、子ども家庭支援センターすこやかっていう所が

あるんですけれども、そこが母子健康手帳を発行しているんですね。 

 

委員：これを児童館でやることはできないのかなって、私、思っちゃったんですよ。 

 

委員：資格ないです。 

 

委員：そうですね。究極はそこですよね。 

 

委員：児童館の人間がやるわけでは。 

 

委員長：だいぶ具体的なプログラムの話になりましたね。 

 

委員：面接場所としてそこを使ってもらうと、行ったことないとか、見たことない人が単

純に施設を見学できる。ここだったら来れるとか、おもちゃとかいっぱいあって、こうい

うのでも遊べるんだっていうのがやっぱり視覚的に捉えるものが一番おっきいし、先生が

たもいらっしゃる、この人たちがこういう雰囲気がやってるんだっていうのが分かるので

はあれば、本当、事業に乗っかるっていう言い方になりますけど、場所だけでも入り口と

いうか。 

 

委員長：一つのアイデアとして。 

 

委員：児童館でやるかともかくとして、妊娠してらっしゃる方がここしかないっていう場

所に行くのって大変ですよね。 

 

委員：確かにそれもそうですね。近くでやってくれるのであれば。 

 

委員：そう、近くでね。 

 

委員：その面接官のほうがきっと動きやすいはやすいはずなので、ちょっとどうでしょう。 

 

事務局：先ほどの『子育てひろば案内』のちょうど後ろの所に、『妊娠中の皆さまへ』なん

ていうところで、『子育てひろば案内』では生まれる前の妊娠中のみなさんにもぜひという

ことではうたってはいるんですが、実際はどうなんですかね、その辺のところ。 
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委員：実際はやっぱり少ないですよね、まだね。こないだ、うちの保育園との提携の会議

をしたときに、やっぱり、保育園や認可保育所には妊娠したらすぐ、皆さん、心配だから

行かれるんですって。でも、やっぱり児童館には生まれて 2 カ月ぐらいになると、お母さ

んたちもそろそろ、ずっと家にこもっているのは耐えきれなくなったり、行かなきゃって

思うみたいで、お電話をくださって、「どうしたらいいですか」っていうご質問をいただい

たりしますけれども、それはないですね。 

 だから、逆に、民生委員の方とか、地域の保健師さんとかから、すごい、今度、若いご

夫婦が妊娠されたので紹介しましたので、ケアお願いしますみたいな連携をすることはあ

りますけれども、やっぱりご本人がなかなか来る気が少ないみたいです。 

 

委員長：それでは、時間の関係がありますので、この調布市の児童館の将来のイメージ図、

こちらのほうは何かございますか。もし、ないようでしたら、これまで出された意見をま

とめて、事務局のほうでもう一度整理して、次回以降に報告をさせていただければと思い

ます。よろしいでしょうか。お願いいたします。 

 もう一つの課題となっています、この乳幼児家庭のための児童館の将来像、この求めら

れる機能・役割ですけれども、資料の 3-2の上段に書かれてます、この点ですね。少し議論

を深めていきたいんですが、いかがでしょう。これまでの活動を踏まえて整理した内容で

もあると思いますので、基本的な柱立てかなとは思うんですけれども。 

 

委員長：いかがでしょうか。 

 

委員：こちらの総合のほうのイメージには、「気軽に集い」っていうことが書いてあるんで

すけれど、この児童館に求められる役割っていうところの中にも、もう一番上の段に、気

軽に来られる場所っていうのを掲げて、どうしたら、じゃあ、今、外から拾うっていうこ

とを、すごくずっと私は苦労しているんですけれども、気軽に来られるのか。例えば、さ

っきのパッケージの中に、裏に書いてあるやつじゃなくて、表に書いてあるこのパンフレ

ットを一つ忍ばせておくとか、そんなちっちゃなことでもいいのかなっていうのは思うん

です。 

 それで、必ずしも、調布で生まれて育って、調布の児童館の場所を熟知している人ばっ

かりではないと思いますし、むしろ、今は新しくマンションができて、新しい家庭の人た

ちが入ってきて、だからこそ、多分、新生児のいるおうちの所に、新しいマンションの所

に掲示をしたら、あんな所に児童館があるのねっていうことを初めて知ったりとか、あと、

前回の会議のときにも、児童館って各市、いろんな形があって、調布のような形が全てじ

ゃなかったりするじゃないですか。だから、調布の児童館は産前の人から来てもらえる場

所なんですよっていうアピールをするとか。だから、そういうところで言うところの気軽

っていうのを一番上にやっぱり掲げてほしいなっていうのがありますね。 



24 

 

 

委員長：そうですね。これを見ると、ニーズがある方が来るっていう感じですね。 

 

委員：そうなんです。ニーズがなくても来る場所みたいな。 

 

委員長：そうですね。ニーズがなくても来るというね。 

 

委員：まず、場所として、ちょっと子どもとか、子育てとかにキーワードはなるけれど、

とにかく、そこに来るっていう場所に、何かできる方法はないかなとか、常にじゃなくて

もいいんですよ。児童館まつり的なきっかけでもいいし。何かの事業をやるとかでもいい

かもしれないですし、さっき言った相談をずっとはできないかもしれんけど、スポットで

そこでやるとか、イベントみたいなものをやるとか、何でもいいと思うんですけど、ここ

に来られる気軽さをやっぱり一番上に掲げたいです。 

 

委員長：なるほど、ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

 

委員：今のところは、急に間口を広げるっていうの、難しいと思うんですけど、例えば、

開館時間に対しての延ばすとかっていうのが有効かどうかっていう議論っていうか、そう

いうのはされたことはありますか。できれば、CAPSと同じぐらいまで開いていれば、もう

ちょっと拾える子どもが増えるのかなっていうのはあるんですけど。ただ、それが有効か

どうかっていうのは分かんないですけど、間口は広がるのかなっていうのがあるんで、そ

の辺はどうお考えでしょうか。 

 

委員長：いかがですか。 

 

事務局：開館時間自体は個々の施設の違いになりますけれども、本当に入ってくるのかな

っていうところもありますが、それも含めて、今後、議論の中でできればいいなと考えて

いるところです。児童館の内部検証の中でも、そういった話が出ています。 

 

委員長：基本的に要望があるっていうことですね。 

 

委員：あるかなとは思いますが。 

 

委員長：それがどういう時間帯なのか。 

 

委員：そうですね。 
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委員長：時間が延びれば、そんだけ来館者は来るわけですね。他にいかがでしょうか。 

 

委員：すごい大変そうで、こんな全部、きっと抱え込んだら、児童館は難しいっていうふ

うに思ったりもしたんですが、逆に、例えば、さっき言ったような、その地域の担当保健

師っていうのが地域にはいますし、調布市には。地域に児童館があって、地域の助産師さ

んが関わってくださってっていう、その地域専門家チームというのがもう既にできてるん

じゃないかなって思うんですよね。 

 だから、例えば、保健センターが拠点になって、ちょっと部署の問題があるので難しい

とは思うんですが、保健センターで今、いらっしゃる地域に出張っている助産師さんたち

の包括支援センター的な拠点がちっちゃくても児童館にあれば、そこの地域の専門家で、

職員の方は正直言って異動があるので、10 年後に行ったら、顔ぶれ全部変わってるじゃな

いですか、現実には。だから、ちょっと厳しいと思うんですけども。いかに地域に暮らし

ている人たちをそこに、なおかつ、専門家だったり、子育て支援をしたいと思っている人

だったりっていう、相談員の方もできればずっとそこに、いると良くないっていう事情も

あるのかもしれないですけど、「チーム地域」みたいなものが児童館に設置されれば、この

求められる役割・機能っていうのも多少果たせるかなっていう気がするんですが、あまり

大風呂敷を広げてしまうと、もう苦しくなってしまうので、やっぱり他でやっている事業

と上手に連携して、抜くところは抜いてやらないとっていう気がしましたね。 

 それと、もう一つ、ちょっとコサイトって書いていただいて本当にうれしかったんです

けど。もううれしいと思って、認めてもらえたっていう気持ちがいっぱいなんですけど。

コサイトは幸い、今、ウェブサイトとして徐々に、徐々に育っていて、コサイトを見まし

たって言って、何かに参加するっていう頻度が上がってきてるっていう声をよく聞くよう

になりました。まだまだなんですけれども、ただ、さっき見たら、子育てひろばの存在を

知ったのは友達から聞いたのがほとんどっていうことを聞くと、コサイトでアナウンスし

てなかったなっていうことに今、気付きましたので、そういったところはもう常に明日か

らでも実行できるなっていうふうに、今、思っています。以上です。 

 

委員長：ありがとうございます。 

 

委員：今のお話との関連なんですけれども。結構てんこ盛りではあるんですが、実際、そ

の規模はともかく、こちらの資料 2 の中にも、今、子育てひろばの中では、相談やサーク

ルづくりが啓発相談っていうのをそれなりにやってるというところでは、ここの機能って

いうのはある部分まあまあできてるんだろうなというふうに思っています。今、何が、じ

ゃあ、それに加えて求められているのかっていうことで言うと、今のお話の中で、国でも

こちらの児童福祉法の改正の中で言われていますが、連携なんだろうなと思ってます。 
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 今、例えば、妊娠期から特に赤ちゃんのときに、健康推進課はこんにちは赤ちゃん訪問

事業で 96 パーセントか 97 パーセントのお子さんは全部、アプローチして、対面してます

よね。じゃあ、その中で、例えば、その保健師が子育てひろば、こういうのあるよとかい

う情報提供をして、来てる方もいると思うんですが、あるいは、こちらの報告書でもあっ

たように、子育てひろばのほうが、すこやかや健康推進課と連携をしてるっていうとこで

言うと、全ての人を 1カ所で多分、拾えないと思うんですよね。 

 だから、粗い網でも何重かにしておいて、そこでどっかに引っ掛かるというようなこと

が多分、大事だろうと思っていて、そういう意味では、ここに書かれている子育て全般に

関する相談支援、で、相談支援っていう広い概念の中には、多分、マネジメントだとか、

ネットワークだとか、外来語がいっぱいですけど、そういうものが全部入っている。それ

の本当に身近な拠点として児童館が機能すれば、そこだけで完結しようっていうよりは、

健康推進課にお願いする、あるいは、すこやかにお願いする、他の機関にお願いするって

いう関係性を多分、これは役所的に言うとどう横断する話なんですが、もう既に健康推進

課と児童青少年課、子ども政策課なんかではこのテーマで話し合いを始めているので、そ

ういうことが現実にできてくるといいのかなと。そういう意味では、相談支援の機能や、

先ほどお話しになった気軽にっていうところが出発点になりながら、よってたかって話に

なりますけど、そこが大事なのかなと、すごく思います。 

 

委員長：ありがとうございました。他にございますか。よろしいでしょうか。 

 それでは、皆さん、いろいろとご意見ありがとうございました。この乳幼児家庭のため

の児童館の将来像については、先ほど、児童館の将来像と同様に、各委員さんからいただ

いた意見を踏まえて、もう一度、事務局内で内容を整理していただき、次回、事務局のほ

うから、その内容を報告させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 全体を通じてですが、皆さんのご意見を聞いてると、今回のテーマ、中心の、乳幼児家

庭のための児童館の将来像の共通の認識はやはり、市民の身近にある児童館が子育て支援

の地域拠点として必要なんだという視点で議論されたんではないかなと思います。また、

次回も、このような形でよろしくお願いしたいと思います。次回は、小学生、それからま

た、中高生、こういう議論になりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 

■その他（事務連絡） 

 

委員長：それでは、最後に次第の 3、その他について、事務局から連絡をお願いいたします。 

 

事務局：本日は遅い時間までありがとうございました。貴重なご意見ありがとうございま

す。 

 事務局からの事務連絡ということで、また、次回の日程をここで調整させていただきた
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いと思います。次回は 10月になりますが、こちらで候補日を先に決めさせていただいてお

ります。10 月 19 日の水曜日か、26 日の水曜日、いずれかで開催ができればなと思ってお

ります。 

 

委員：26日はすみません、児童館まつりの実行委員会が入っております。 

 

事務局：そうですね。じゃあ、19日で大丈夫ですか。 

 

一同：はい。 

 

事務局：ありがとうございます。それでは、次回は 10 月 19 日水曜日、時間はきょうと同

じく、6時半からと予定をしております。また、連絡は事務局のほうでお伝えします。次回

のテーマは、資料 3-1にお示ししております小学生と中・高生世代のための児童館の将来像

ということで、二つのテーマを予定しております。また、あらためまして、委員の皆さま

には、次回の開催通知等はお送りします。場所等につきましては、また、そちらでご確認

いただければと思っております。他に何かなければ、事務局からは以上でございます。あ

りがとうございました。 

 

委員長：ありがとうございます。 

 最後に全体を通じて、何かご意見ございますか。よろしいでしょうか。 

 なければ、以上で、本日の第 2 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) 

 


