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第３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１０月１９日（水） 午後６時３０分～午後８時３５分  

場   所：調布市教育会館２階２０２会議室 

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

猪股委員、大川委員  

欠席委員：橋本委員 

オブザーバー：調布市青少年ステーション CAPS職員１人 

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、出席委員、オブザーバーについて

確認。 

 

■オブザーバー自己紹介 

 

オブザーバー出席者から自己紹介がなされた。 

 

■１．報告事項（１）第 2回委員会の振り返り、（２）乳幼児家庭のための児童館の将来像

等の修正 

 

委員長：それでは、次第の 1．報告事項、（１）第 2 回委員会の振り返り、（２）乳幼児家

庭のための児童館の将来像等の修正について、事務局から一括して説明をお願いいたしま

す。 

 

業務支援者：資料 1 をご覧ください。1 枚目めくっていただきまして、第 2 回委員会の振

り返りを記載しております。前回は報告事項ということで第 1回目の振り返り、ならびに

国の最近の状況ということで児童福祉法の改正を中心にご説明をさせていただきました。

また、調布市で行っている、子育てひろば事業の現状および課題について、ご報告をさせ

ていただきました。その後議事に移りまして、児童館の将来像（案）ということで、今回

もご提示しておりますが、A3版の資料を基にご説明をさせていただきました。こちらにつ

いてご意見を頂戴しております。代表的なもの二つ掲載しております。児童館を利用して

いない子ども、子育て家庭へのアプローチが必要なのではないか。あるいは、産前、特に

中高校生世代から産前と考え、また、産後、乳幼児家庭へのつなぎまでも視野に入れる必

要があるのではないかなどのご意見を頂戴しております。また、乳幼児家庭のための児童

館の将来像(案)についてということで、今回も A4版でお示ししておりますけども、そちら
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の原案を提案させていただきました。そちらについてさまざまなご意見頂戴しまして、五

つの点で集約をしております。市民にとって、身近な児童館、子育て支援の地域拠点とし

て必要である。気軽に利用できる。ニーズがなくても来ることができることをアピールす

る必要がある。機関との連携が児童館の活動の支えになったり、活動になったりすること

につながる。乳幼児から利用することにより児童期はもちろんのこと、それ以後に関わる

ことができ、妊娠期にもつながり、切れ目のない支援を児童館は果たす可能性がある。利

用時間延長について検討する必要がある。というようなご意見を頂戴いたしました。これ

を基にまとめてまいりましたのが、資料 2ならびに資料 3でございます。資料 2は A3版に

なっております。変更した点について、ご紹介させていただきます。中ほど左側にござい

ます、乳幼児家庭のための児童館の将来像というところで、皆さまのご意見を頂戴し、地

域の子育て支援の拠点として気軽に集い、出会い、相談連携ができ、親子で楽しむことの

できる児童館、というふうにまとめております。もう一つの変更点は、網掛けの枠がござ

いますけれども、その一番下の段になります。世代をつないでいく、地域をつないでいく

というご意見頂戴いたしました。地域や世代をつなぐ役割として、全ての子ども、子育て

家庭を対象とし、切れ目ない支援を行う。アウトリーチであるとか、いまだ来館していな

い方へのアプローチをイメージするっていうことで、ご意見をこちらのほうに反映してい

ます。それでは資料 3をご覧くださいませ。前回の中心課題でありました、乳幼児家庭の

ための児童館の将来像に求められる機能・役割についてご意見から修正した点が赤い文字

で入っております。乳幼児施設連絡会については医療機関等との連携ということもご意見

頂戴しましたので入れております。また、現在、調布市の児童館で行っています助産師の

巡回事業がございますが、これについても記載をしています。また、前回ネウボラなどの

ご意見頂戴いたしましたが、子育て世代包括支援センター機能・役割の位置付けというと

ころで表現をしております。職員の資質の部分では、子育て家庭への子育てに関する相談、

悩みを聞くことのできる職員ということで、前回ご意見多くいただきました。ネウボラお

ばさん的な存在でしょうか。そういったところを表現しております。情報の発信力という

ところでは、切れ目のない支援を展開する児童館、これについて理解を促進するための方

法を意識した文言にしております。具体的に書いておりますが、子ども時代に児童館を利

用したことがある方が、保護者になった際にも継続して支えることができるというような

児童館ならではの支援の循環というようなことで表現をしております。こういった形で皆

さまのご意見を表現しております。以上です。 

 

委員長：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はありますか。な

いようでしたら、次第 2．議事に入ります。（１）小学生のための児童館の将来像（案）お

よび、求められる機能・役割について、事務局から説明をお願いします。 

 

業務支援者：それでは引き続き資料 4をご覧いただきます。小学生のための児童館の将来



3 

像（案）について、ということで、2 ページ目でございます。これは前回も同じような図

を提供させていただきましたけども、切れ目のない支援といったところで今回の論点にな

っております、小学生のための児童館の将来像というのがこの 7 歳から 12 歳、13 歳まで

というところを意識していただければと思います。前回からの議論から引き続いた形での

議論を続けていただければと思って提示した図でございます。ここで本日机上配布いたし

ました、参考資料 4をご覧いただければと思います。こちらに東京都内の児童館の状況と

いうことで、私ども業務支援者が聞き取り、あるいはホームページ資料等で作成した資料

でございます。本日限りではございますけどもご覧いただければと思っております。特に

小学生を中心にした、児童館の機能役割に注目してまとめております。きょう初見でご覧

いただいているということもありますので、かいつまんで幾つかのポイントをご紹介させ

ていただきたいと思います。現在 23区、あるいは市部も含めて、都内全域で児童館の民営

化が進んでおります。民営化の内容としては指定管理者制度の導入、あるいは業務委託と

いうような形で、児童館を民間に委託する流れ、民営化する流れが進んでおります。特に

小学生との関わりで見てみますと、A区、B区、C区、D区などでは特徴的であります。全

小学校にいわゆる全児童対策、放課後子ども教室と放課後児童クラブを併せ持ったような

機能の事業を導入することによって、児童館の活動を乳幼児と中高生に特化していくよう

な流れが幾つか見られるかと思います。23区で先んじてそういった形を取っている区もあ

りますが、その中でも E 区であるとか、F 区などご覧いただきますと、児童館はそういう

中においても継続して運営していく、そういうような各区や市のカラーが見て取れるので

はないかと思っております。23区ではもう一つの大きな状況としましては、児童館が廃止

傾向にある所が出てきております。大きな数字で見て取れますのが、G 区でございます。

今年度から、乳幼児に特化した児童館運営ということになっております。それに伴いまし

て、公共施設マネージメントの中で平成 28年度からは 12施設を廃止する。そのような大

きな減少傾向を示す区も出てきております。それでは、資料 4 にお戻りいただきます。3

ページにグラフがございます。児童館別の小学生の利用人数をまとめております。各館の

平成 25から 27年度にわたる 3カ年の利用人数の経過を示しております。各施設の配置状

況あるいは施設・設備、あるいは学童クラブの人数、そういったところが影響しながら、

それぞれ利用人数が変わってきている部分もございます。あるいは施設での、取り組み状

況によって、利用者人数を大幅に伸ばしている児童館もあることが見て取れるかと存じま

す。4 ページでございます。こちらが調布市の児童館での小学生の利用状況についてまと

めたものでございます。登録もなく開館日、開館時間に来所し、自由に遊ぶことができる

という児童館の特性そのものを指し示している利用状況がございます。定員もございませ

ん。運営時間についてはそちらに記載しているとおりでございます。また、各館での児童

館事業だけではなくて、市内全部の全館事業というものも設定をしております。児童青少

年フェスティバル。ウルトラキャンプ。児童館交流大会、これはスポーツやゲームそれぞ

れの種目によっての交流です。あるいはサークル活動等も行っておりますので、各館での
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活動の発表、交流の場としての全体での交歓フェアという事業を設定しております。また、

現在児童館ガイドラインの中で、全国の児童館で非常に注目されている「子どもの意見を

述べる場の提供」という活動内容がございますが、これを調布市の中では児童館メンバー

ズというような活動として、子どもが運営に参加していくというような取り組みを行って

おります。小学生の取り組みということで 5ページには小学生の放課後対策という視点で

行っている事業を表にしております。児童館が一番左にございます、利用対象、あるいは、

利用できない日、開設時間、利用方法についてまとめております。真ん中にありますのが

ユーフォーです。ユーフォーは、国の事業でもあります「放課後子供教室」事業に当たる

ものでございます。当該小学校の在校生を対象にして、利用登録をした子どもたちに放課

後、また学校休業日の居場所を作ると、そういうような事業でございます。現在、調布市

内の全 20校で設置が完了しており、平成 27年度から全施設で民間事業者による、運営委

託を行っているところでございます。児童館の中でも行っている事業ですが、学童クラブ

の事業を一番右に載せております。こちらは利用に関して要件が定められており、申請承

認が必要な事業になっております。放課後、あるいは学校休業日の育成支援を行うという

ことで国の児童福祉法上の事業として位置付けられているものでございます。以上概要を

説明させていただきました。 

 

事務局：続きまして、資料 6ページをご覧ください。これは今の子どもたちの現状から小

学生の健全育成の場として、児童館に期待されていることについて表にまとめております。

これらは職員による内部検討、事務局でまとめたものでございます。黒丸印が課題として

とらえられており、大きなものとして三つに分類しております。少子化、一人っ子の増加、

親子のふれあいの減少。近隣関係の希薄化。遊び場の減少、安全安心。遊びの質の変化。

虐待、貧困やいじめなどの支援を必要とする児童の増加。子どものニーズと大人のニーズ

のギャップ。これら、課題として捉えられているものが、ともすれば子どもたちの健全育

成を妨げるものにはなってはいないかという視点で挙げております。これに対して、表の

枠、右側の欄が児童館に期待されているものということでまとめてあります。全ての説明

は省略しますが、児童館では遊びや活動の中で子ども同士の異年齢子どもが関わる機会を

つくることですとか、子どもも大人も忙しい状況の中で土日の活動を充実していくこと、

遊び場が減少している中で、子どもが生活圏内に児童館があって、さらにユーフォーが全

校に設置されたということにより、児童館とユーフォーとが、連携していることで相互効

果を生み出すのではないかと。ゲームやインターネットなどが身近な今の子どもたちにと

って、利用環境を整えるということや、今の時代にあった新しい遊びのプログラムを開発

していくこと。福祉的な課題を持つ児童や家庭に必要な支援を届けるための手だてとして、

生活圏内の身近な環境機関と信頼関係を築いて連携していくこと。こういったことが、児

童館に期待されているのではないかということでございます。資料 7、下のページになり

ますが、こういった、児童館への期待に応えていくために児童館の抱えている課題という
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のもあります。それが 7ページにまとめたものでございます。簡単にご説明いたします。

学童クラブを併設しているということで一般利用者がアウェー感、疎外感を持たないよう

にすること。また、児童館、学童クラブ、子育てひろばという 3本柱の事業を全て行うに

はそれぞれが中途半端にならざるを得ないということ。ユーフォーと児童館の明確な違い

について理解を進めていくこと。学校と連携し、教員と信頼関係を築く中で児童や家庭の

情報共有を行っていく必要があるということ。児童の家庭の状況を把握するために方法を

検討し、個別な課題を支援する仕組みを作る必要があるのではないか。あるいは、経験年

数の浅い職員、資格のない職員が実は多く、異動のサイクルなども早い中で、積極的で專

門的に児童や家庭と関わるための職員を育成していく課題ですとか。そもそも児童館はな

ぜあるのかといった点も含めて、必要な情報発信、その方法を検討し、より広く市民の方

に児童館を知ってもらうといったようなことをこの表に挙げております。本日お配りした

参考資料 1ですけれども、そちらをご覧いただきたいと思います。これは昨年度実施いた

しました、児童館利用者調査の自由意見の中で記述されているものです。報告書の中には

ないものですが、今、申し上げた児童館の課題や期待など、市民の方のご意見です。これ

は小学生の保護者からいただいたご意見で、一致する部分が見受けられます。児童館への

期待ということで「学区内に児童館があるとよい。」「児童館が遠い」といったものも多い

です。七つ目の枠ですが、遊びの質の変化についてここにも親御さんの記述があり、保護

者の方の今時の子どもたちの遊びについての複雑な思いが読み取れます。また、その四つ

ほど下の枠と、その下続けてございますが、児童館が学童クラブを併設していることの課

題についての記載が表になっております。また、表の枠、下から四つ目とその下のところ

にも子どもの貧困とか、不登校の児童などについて福祉施設としての役割を期待するよう

な記述がございます。以上のことから、小学生を取り巻く状況が彼らの健全育成を妨げる

ものになっているとすれば、児童館がどの役割を持って機能を発揮したらよいのかという

点について、皆さまとの議論の中で確認することができたらと考えております。事務局か

らの報告は以上です。 

 

委員長：ありがとうございました。ではここから委員の皆さまにご意見をお伺いできれば

と思っています。今日この場で委員の皆さまにご意見をいただきたいのはA3の資料2です。

こちらに記載のある小学生のための児童館の将来像です。これを踏まえて、児童館に求め

られる機能・役割は何なのか、またその機能・役割を果たすためにはどのようなことが必

要か。地域、関係機関との関わり。職員の資質。情報発信力。施設の設備。の 4項目に沿

いながらご意見をいただければと思っています。もちろん、小学生のための児童館の将来

像の記載内容についてもう少し表現を変えたほうがいいということがありましたら、それ

も結構ですのでご意見をいただければと思います。まず、話の取っ掛かりとしまして、資

料 4の 6ページ、小学生の課題と検証と児童館の期待について、先ほど事務局から説明が

ありましたので、今小学生の抱えている課題、置かれている状況に対して、今、児童館は
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何ができるか。その辺りから、議論をお願いできればと思います。挙手をしていただけれ

ばと思います。いかがでしょうか。質問でも構いません。 

 

委員：じゃあ、いいですか。質問を。すいません。資料の 4のグラフの中で、染地児童館

がこの辺で、ものすごく小学生の利用者が伸びているんですけれど。こちらのなんか要因

とか具体的な理由とか、何か思い当たるところはございますでしょうか。他は大体 3年で

平均しているように見受けられるんですけども。 

 

事務局：まず、26年度までは、染地児童館内に 2学童、定員 120名で学童クラブの子ども

たちがおりまして。ある意味、学童クラブの子どもたちでごった返していたというところ

が、27年度に、近隣に染地小学校の学童クラブができたということで、小学生の一般利用

がしやすくなっているという現実はあるかなと見ております。 

 

委員：はい。 

 

委員長：よろしいですか。 

 

委員：ありがとうございました。新しい事業を特にしたとかそういうことではなくて、恐

らく、学童のその。想像はできるんですよ。今、その話にちょっとつなげたいなと実は思

ったもんですから。思いどおりの答えが返ってきてうれしいですけれども。なぜ、この質

問をしたかといいますと。ちょっと違うお答えだったら、違うことを考えようかなと思っ

たんですけれども。私の子どもが、今、上が 20歳の就職しまして、下は高校生ですけれど、

学童保育クラブを利用させていただいたときには、とにかくどんどん増えて。長男が学童

に在籍したときは登録児童が 100名だったんです。近所の預け入れ方はともかくそこに 100

名いたというようなときでして。全くもって今おっしゃってたとおりで、遊びに行きたい

けど遊びに行けないわっていうような、よく保護者同士の声を聞こえましたけれども、今

は、ものすごい数の学童クラブをつくっていただいて。だいぶ、児童館の中が、変な言い

方ですけど、この 3事業の先ほどの問題にも絡んでくるんですけれども、落ち着いてるん

ではないかなと。そうすると、小学生が遊びに来るという。遊びに来たら子どもたちが必

然的に圧倒されずに、学童クラブで来ている子たちともうまく溶け込んで入れるっていう

ような。中にはどこかに。おやつを一緒に食べられないから寂しいというような意見もあ

りましたけれど。そういった個別の問題まだまだあるんですけど。そういうことが、大き

いのではないかなというの、ちょっと想像しまして。そうすると、こちらの児童館では多

かれ少なかれ学童クラブが中にあることの是非という話と、あってはいけないというふう

に私は決して思っていないんですけれども、それの事業とそれから、同じ時間の放課後を

同じ小学校なり近隣の小学校の子どもたちが過ごす過ごし方みたいなところについて、少
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し工夫をしてみると、何かまた違う形のものが見えて来るのではないかなというふうに思

いまして。やっぱり、どうしても、たくさんの子どもたちが学童クラブで毎日通ってきた

ら、恐らく職員の方もその子たちをきちんと安全安心を含めて見ていくことで、ある意味

精いっぱいだったところが、今ちょっとそういう意味では、本来の児童館で遊べる提供で

あるとか子どもたちのこういった様子を、学童に登録していない普段遊びに来る子どもた

ちでも、その子どもの様子を見るその福祉的な意味合いであるとかっていうところをよう

やく発揮できるところに来ているのかなというふうな受け止め方をいたしましたので、ち

ょっと発言しました。 

 

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：はい。私はまさに児童館の中にいますけれども、子どもたちがいろんな大人の人に

育ててもらうっていうのが大切なことだというのは、もうずっといろんな方もおっしゃっ

てますし、私も正直思っているんです。ここにも将来像っていうことがありますけれども、

地域の中にあるその児童館が、おこがましいんですけども拠点みたいな形で、それでいろ

んな方たちとも接点を持てる場であると思ってるんです。学校内にある施設もユーフォー

とか、もちろん子どもを安全に見てくれてるところではありますけれども。よりオープン

っていうか、いろんな方との交流があったり。それが児童館ならではの地域の方のところ

のお祭りに出掛けていくこともありますし、逆にお祭りにいろんな方が来てくださったり

とか、普段もいろんな交流があったりするっていうことでは、その、今、市の職員がやっ

ていると思うので、市民の方も安心して要求要望とかも言ってくださるし、こちらからも

お願いがしやすいってことでの、地域との人間関係でいうと、より密接なっていうところ

で、そういうことができるのが児童館だなっていうふうに思っていて。去年から、幼児さ

んのほうが限定の拠点になってできるようになったんですけれども、やっぱりそういうの

がこの児童館ならではのいいところなのかなと、ちょっと思っているので。役割としては

私はそういうところにあるのかなと。1個はね。あるかなと思いました。 

 

委員長：はい、ありがとうございました。他にいかがでしょうか。では、お願いいたしま

す。 

 

委員：よろしくお願いします。こちらの 6ページ、資料 4の 6ページの中で。ユーフォー

などでの遊びの出前、出前児童館というようなことが記載されているというふうに書かれ

ていますけれども。今、実際どんな形で出前児童館をやられているのかとか。そのときの

評価というかですね。ユーフォーの人たちが子どもたちがとてもよかったねっていうよう

な評価なのか、何しに来たのっていうような評価なのか、そこら辺の実態とかがあればち

ょっとお伺いしたいんですが。 
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委員：はい。私は昨年度は東部児童館という所にいまして、そこでは若葉小学校というと

ころのユーフォーと連携事業をずっとしていました。東部児童館は施設的に広いスペース

がないので、まず、お互いのよさを出し合えるところで場所は広い場所を提供してもらう。

だけど、プログラムは児童館で考える。そこに若葉小に通っているいつもユーフォーに通

ってる子も、学童クラブに通ってる子も、それから学校外にわかば学童クラブという公設

民営の学童もあるんですけども、そこに通ってる子たちも一緒に会して遊ぶっていうこと

を 3施設の職員が企画をしてずっと運営をしてきました。始まりは、同じ地域の子どもた

ちを地域の大人が育てていくためには、何が大事なのかなっていうところをみんなで話し

たときに。やっぱり、顔見知りにならないと駄目だよねって。子どもたちから児童館の大

人の人だなとか、ユーフォーのスタッフさんだなとか、わかば学童の先生だなっていうふ

うに分かってもらわないと、道でこんにちはとか、なんか困ったことがあったときに声掛

けても変なおじさんとかおばさんで通報されてしまうような時代でもあるので、まずそう

いうことを大事だよねっていうことで始まりました。だんだんやっていくうちに子どもた

ち同士で、こういうのがやりたいとかいう意見が出てくるようになりました。同じ小学校

に通っているけど、場面とか時間によって、所属が学童だったり、児童館であったり、ユ

ーフォーであったりするけど、地域の中でお互い顔見知りになって理解し合うってことが

すごい大事かなというふうに思っています。この 4月からはつつじヶ丘になりましたが、

つつじヶ丘は調和小と上ノ原小と滝坂小の三つのユーフォーを管轄してるというか同じエ

リアになっているんです。それぞれの学校ごとに年 3回ぐらいは行けるといいよねってい

うことで計画して、2 回ぐらいずつ終わったんですけれども。昨日はたまたまタグラグビ

ーをやったんですけれども。子どもたちはそのとき楽しかった、また来てねみたいな話も

ありました。今はユーフォーの子どもたちがユーフォーを利用した時に集団になっている

感じもありますけれども、今後は調和小の地域としても他の団体や機関がちょっとずつ支

え合っていくような関係ができ、その他にも出張児童館が実施されるなどのことができる

と、違った展開もあって、出前児童館の意義も高まっていくんではないかなというふうに

考えています。 

 

委員長：ありがとうございました。 

 

委員：というふうにお伺いをすると、参考資料の 1を見させていただくと、23区では逆に

そうしたユーフォーのような放課後子ども教室が 23区で広くできて。だからそこが全児童

対策だよっていうところで児童館がなくなっていくというような傾向があるというような

ことを聞いていますけれども。やはり、今のところも含めてよくユーフォーのアンケート

なんかで、ユーフォーが結構遊べなくてつまらないとか。結構子どもたちの声がいろいろ

アンケートなんかに出てきてるようですけれども。そういう意味では、児童館もやっぱり
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そこを出前というかアウトリーチをして、いろいろなつながりをつくりながら、遊びをつ

くっていくっていう今のような出前児童館の取り組みっていうのはすごく大事だなと思っ

ています。その意味では児童館がきちっとそこにあるからこそユーフォーや学童も充実す

るっていう、地域のエリアの中で児童館だけとかっていうふうな視点ではなくて、小学生

のそういった遊びだとか安全だとか安心だとか、何よりも楽しいってことが。やっぱり、

館があるからできてるのかなというふうに、ちょっと思って 23区との比較を。でももう一

度ちょっと冷静に検討する必要があるよなというふうには思ったところです。以上です。 

 

委員長：はい。ありがとうございました。他にいかがですか。この 7ページには幾つか項

目があると思います。学童クラブとの併設による問題。先ほど、委員からも出ましたけど

も。他にこういった児童館職員の関わりとかありましたらお願いします。いかがでしょう

か。 

 

委員：はい。ちょっと整理ができてないのですけど。私が今いろいろな活動の中で、特に

小学生の実態っていうものを聞いてきますと。多くの方が放課後はとても忙しいとか聞い

ています。その一つはお稽古ごとが非常に増えている。もちろんその全員ではないです。

やはり、経済的な事情もあると思いますので全員ではないとは思いますが、何か忙しすぎ

る小学生っていうイメージは拭い去れないというのが私の今の印象です。一方で児童館に

子どもたちは遊びに行きたいと思っているのかなっていうのが私のもう一つの感想なんで

す。それは今の小学生が。私の子どもにはいないので、ちょっとピンと来てないところも

あると思うのですが。児童館に何の魅力があるのかなというところ子どもたちにとってで

すね。ものすごく行けば楽しいに決まってるし、行ったときにすごく楽しかったってうち

の子どもたちも言っていましたし。なんですけれども。お母さんたちは、お稽古ごとのほ

うがやっぱり、大事って思って。児童館に行くっていう選択肢をあまり考えてないのかな

っていう気もしなくもない。もちろん、全員が押し掛けちゃったら駄目だと思いますので。

それは全員が使うべきとかではないと思うんですけど。何となく暇つぶしができるって書

いてあるのを見ると、暇じゃない子どもたちは来てないんだなあっていう。その一部の小

学生のための取り組みに見えて仕方がないなって。今ちょっと感想レベルで思っています。

ですが、子育て世代のフォーカス的な支援など、なっていくとなると、その他のエリアみ

たいに中高生と乳幼児だけの施設になりつつあるっていうのは、うがった見方なのかなと

いう気もしていて。小学生って一番安心安全なところに預けたいっていう親の気持ちが働

く世代なのかな。そうなっちゃうといいんですけれども、それだとひとつながりの支援と

いうのは実現しないなと思って。じゃあ、どうしたらいいのかなと。ちょっとそこの整理

がつかなくて。意見というよりは、ぼやきになってしまいました。 

 

委員長：はい。ありがとうございました。確かに児童館が急増したときの背景として、一
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つは交通事故がとても多くて安全な場所を求めてるというのがありました。施設として、

子どもたちが安全に遊べる場のイメージがあったと思います。今お母さんがたがそういう

ふうに考えてるかどうか。その辺のニーズと今の活動がどのくらいでマッチングしてるか

なっていうのもあるかもしれません。職員との関わりの中で育ったという実感もある方が

いるかと思います。 

 

委員：そうですね。私は深大寺児童館の学童クラブにお世話になっておりました。1 年生

から 3年生までに。もともと家庭環境があんまり、両親と一緒に過ごした時間というのは

正直覚えてないぐらい、学童のほうに長くお世話になっていて。子どもの頃に本当にその

学童クラブに行くと先生が自分一人に対して何人も見てくれる。いろいろ話をしてくれた

りとか、遊びを教えてくれるっていうのはすごく楽しくて。他の学年、自分の学校、自分

の小学校の他の学年の子たちと遊んだり、他の学校の子たちと遊んだりっていう中で、年

下の子の面倒を見るとか。私今一番下なんですけどっていう機会がなかった中で人に何か

を教えてあげるとか一緒にやってあげるっていう経験ができたんで、すごく。今、現在の

仕事もそうですし、太鼓のこともそうですけど。そこにすごく生かされてるなっていうの

があって。この間たまたまちょっとイベントでご一緒した方が、その学童クラブの頃に私

が一緒に遊んでいた、2学年くらい下の子なんですけど、その子のお母さんだったんです。

覚えてますかって言われて、お姉ちゃんだと思ってたんだよっていうふうに言われてすご

くうれしかったと思いました。そういう経験ができるのも学童クラブというか児童館って

いう環境、いろんな学校の子たち、いろんな学年の人たちが来てできる環境だなっていう

のがすごくあるので。そういう経験は、本当にできる環境をそのまま残しといてほしいな

って今でも思います。あと、今の現代で考えると、先ほどもう出てますけど、習い事とか

やっぱりあって、なかなか学童に行く機会がないっていう中で、そのいろいろ和太鼓サー

クルやら。私は和太鼓サークルなんですけど、さっき。バトミントンとかいろいろ私の世

代からもありましたけど。そういう所で、部活までいかないですけど、きっちりできるよ

うな環境があったらいいのかなっていうのと。あと、和太鼓サークル、サークル活動も一

応 6年生まで、小学生までっていう区切りだったので、中学生になったらできなくなるん

だっていう考えがフッと浮かんでしまって、やめちゃうとかっていうのがすごく寂しかっ

たので、中学生とか高校生とかもそれを続けていくというか。教えていけるような。ボラ

ンティアで来てくれるような活動も取り入れていけたらいいのかなと思いました。あとは、

習い事も今だと塾とか勉強のものが多いと思う。あまり、学童、児童館で勉強するってイ

メージは正直。やってないんで、ないんですけど。今のニーズでいったら、そっちが大き

いのかなってすごく思うので、高校生とかも塾の講師とかでバイトしてるくらいなんで、

その子たちうまく練習の場じゃないですけど、本当そういう簡単な夏休みとか利用して、

ちょっとでも来て、学童利用してた人たちが来てくれる場もつくっていけたら、この先の

流れには乗れるのかなっていうのはあります。はい。まとまりはないですが。 
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委員長：他にいかがでしょうか。確かに子どもの権利条約の第 31条に余暇・遊び・芸術に

ついて触れています。その観点からすると、児童館の役割が出てくるのかなと思います。

他にいかがでしょう。 

 

委員：ちょっと、質問なんですけど、この児童館別小学生利用数っていうので児童館の利

用数が出てるんですけど。今お話があったように幾つかの学校を統括して使ってる児童館

と、比較的 1校しか使ってない児童館とがありますよね。この中で見ても。こういう表を

出す意味っていうか、これは、どう。これは頑張れよっていうことなのか、たまたま統計

として出しているものなのか、その辺のところがちょっと分からないので教えていただき

たいということと。あと、意見としては、やっぱり、児童館ってイベントをするときにお

子さんが比較的集まってくるのかなっていう気がするんです。そのイベントをつくり出す

担当のかたがたってすごい大変だなあっていつも思いながらご苦労が多いだろうなってい

うふうに思っていて。その中でもいろんなイベントをつくりつつ、子どもにいろんなこと

を教えてくださっていることへの意味合いもすごく大きいなというふうに思っているんで

す。例えば、学童クラブとユーフォーとの整合性っていうのか、その辺をどういうふうに

考えてったらいいのかなって。学童クラブに申し込むのって、すごい面倒な手続きがいる

から簡単なユーフォーに行かせちゃえばいいって、それでそういうことでユーフォーがあ

るんだとしたら、それはどうなのかなっていうふうに思うし。やっぱりここにも出ている

ように、貧困とそれから不登校とかそういった問題なんかと、児童館、ユーフォーとがど

う関わっていくのかっていうことと、あと、地域の中でそういうことをどういうふうに考

えていくのかっていうことが、やっぱりこれから、整理して、結党的にやっていかないと

いけないのかなって。やっぱり、児童館にもユーフォーにものらない人たちがいるってい

うことを、どっかで考えていかないといけないかなっていうふうなことをちょっと。それ

は意見として感じています。 

 

委員長：はい。ありがとうございました。では、最初のほうの質問の統計について、事務

局から説明をお願いいたします。 

 

事務局：児童館によって、あるいは、同じ児童館でも人数が変わってくるところがありま

す。例えば緑ヶ丘児童館は緑ヶ丘小学校の子どもしかほとんど来ないです。そういった児

童館が緑ヶ丘だけですが、他にはものすごく近い距離に小学校と近い距離にあるような染

地児童館は、子どもたちが児童館の場所をよく知っており、そのように置かれてる状況が

違うので来館者数は違って当たり前であると認識しています。また、イベントをやること

によって、人数が増えたり、自由来館を重視していて数が伸びなかったりということがあ

ります。数が多ければよいんだということではないということを、職員の内部検討の中で
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も話をしていて、実は毎週何らかの取り組みをすることで子どもは変化していったことを

地域の人や関係者と共有することが数よりも大事だというようなところに職員も意識を持

っている。そういった意味で、表はあくまでご参考にということで示しています。 

 

委員長：他にございますか。いかがでしょう。 

 

委員：私の子どもたちは児童館で本当にいろんな昔の遊びをさせていただいてます。私な

んかは、外で暮らしていたので近所のおじいさんおばあさんからはいろんなことを教わり

ましたが、私が自分の子どもに教えてあげることができませんですし、それは時間がない

っていうところです。そういうことを児童館の先生たちがしてくださる。けん玉検定なん

かしてもらうと、本当に張り切って家でも練習して、その検定合格に向けていうところで。

その親たちが本当は子どもに伝えたいことを児童館が代わりにやってくださってるってい

うところと、そういう思いのある親たちは行け行け言ってあれもあるよ、このイベントも

あるよって、本当に手紙が来るのが楽しみでこれ申し込めってやるわけです。だから、知

らない子たち暇を持て余してしまってる子たちも誘って行きなさいなんていうことは言い

ますけれども。本当に小学生のやっぱり、お金のあるお宅のお子さんはきっと習い事、お

金だけの問題じゃないですよね。やらせたいって思いのお子さんたちは、親御さんたちは、

習い事のほうを優先させていくと思うんですけれども。やっぱり、人との関わりとかそう

いうところが今後、重要だと思うのでもうちょっとアピール上手にして、子ども時代に必

要な遊びとかそういうものを。せっかくやってると。もっとこう引き付けていけるのかな

っていうふうに思いますし、ユーフォーのお子さんたちはあんまり関わってはないんです

けども、やっぱりこのいつ見ても大人多いなあっていうのと、子ども少ないなあっていう。

私の地域では石原小学校は外で、グラウンドで遊んでるお子さんに比べて大人が多いなあ

っていうか。そんなふうにも感じる面があったり。室内できっと遊んでるんでしょうけれ

ども、児童館が出前でオセロ大会やったのかな。そのときはすごくにぎやかで、どっちも

楽しかったなんていう話が聞こえたり、何かこう、もうちょっといろんな子が遊びに出た

らいいのかな。本当にいろんな取り組みやっていただいて、私は本当にありがたいなと思

ってます。 

委員長：どうぞ。 

 

委員：今ちょっとあの。お聞きしてて思ったんですけど。調布の中といっても児童館がっ

ていうと。学童は全く目的が違うのでちょっと置いとくとして、そうすると、今ユーフォ

ーは多分、私の理解が違ったら申し訳ないんですけれど、安全安心な放課後の校庭開放に

大人の番人が付いてる場所って言うイメージ。だから、子どもたちは何をするのも、多分、

危ないことをしない限り妨げられないけれども、児童館は遊びの提供をしているっていう

のも。絶対的に私はこれが大きな違いだなと。まさに委員長がおっしゃったとおりで。子
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どもには遊びが保証さなければいけないんだけれども、忙し過ぎて遊べない子どもたちっ

ていうのが、今現実にいるっていう中で、これは実は大きな役割。児童館行ったら遊ぶの

当たり前って実はちょっと思ってた部分があるんですけど。もしかしたら、一番大きな役

割なのではないかと。大人もわが子にピアノを弾かせるようになりたい、英会話。これ決

して否定するものではないんですけれども。子どもにとって遊びがどれだけ大事なんだっ

ていうことをあまり理解をされてないというふうに、あらためて思いまして。ここがもし

かしたら、この特に小学生における児童館の一番の必要な大事なところではないかなと、

ふと思いましたので。すいません。口を挟ませていただきました。 

 

委員長：今各委員から、小学生の子どもたちが忙しいというようなご意見が出されました。、

伝承遊びも含めて遊びをどう広げていくのかっていうところが議論の焦点なのかなと思っ

ています。例えば、6ページの忙しい親子の実態から土日の活動を充実させていくことが、

期待されるのかと思います。 

 

事務局：平日に活動をすると、子どもたちは学校にいる時間が長く、児童館でしっかりと

準備をして事業をやっても、たかだか 1時間もできないとか、曜日によっては来られない

とか、土日のほうが時間が取れるというような意味では充実させる必要もあるかと思いま

す。ただ、一方ではもう既に土日はいろんな地域の活動やサークルやクラブに入っている

ということもありますし、そこは悩ましい問題です。ただ、じっくり時間をかけて何かを

していくキャンプだとか、大きなイベントの取り組みは、やはり平日にはできないものが

あるだろうと考えています。 

 

委員：そこら辺は多分、まずは利用者のニーズがどうなってるのかっていうところも分析

する必要があろうかっていうふうに思うので、確かに平日は、皆さんすごい忙しいって私

の友人たちも。ほぼ、子どもたちビシッと入ってるとかっていうところがあるので、そん

ないろんな工夫もできるといいんだなっていうふうに思いながら聞いていました。以上で

す。 

 

委員長：ありがとうございました。他にございますか。 

 

委員：ちょっと思い付いたって感じなんですけど、今の話には全く意見同じというか遊び

の大切さっていうのがありますよねって話だったと思うんですけれど。でも子育て中のお

母さんは教育が大事って思っていて私たちのやっているお店に来るママたちも英語のイベ

ントになると、どっと押し寄せるっていうのが現状なんです。0 歳から英語をやっていれ

ば何とかなるとか。なるわけないよねって思う人がいるでしょうけれど。分からない。そ

ういう人がいるかもしれないけど。いろんな方がいらっしゃるもんですが、やっぱり、分
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からないから、英語良さそうとか、分からないから早めに教育しておきたいとか、心配だ

から、どうなるか分からなくて心配だから、遊びよりも勉強だよっていうふうな当たり前

の感覚だと思います。お母さんたちの。ですが、ここにいらっしゃる経験者の皆さんは遊

びが大事だよってやっぱりおっしゃっているっていうのは、人生の経験値があった末だと

は思うんですが、年配の人が遊べよって言っても、やっぱり今は時代が違いますとかって

なっちゃうと思うんです。じゃあ、遊びの保証っていうのを、遊びを保証しなければ子ど

もは豊かに育たないのかっていう一つの説をちゃんとお母さんたちや、保護者とかに伝え

なければ、多分この事業はこのままじゃないかなと思ったんです。とある、私たちの事業

を以前やっていた中で、子どもの遊びを研究してらっしゃる先生がいらっしゃいまして。

その方がおっしゃるには子どもが遊べば遊ぶほど、勉強する素地も育っていくのだってい

う研究をしている方で、それ以後ちょっと切れてしまって、そのことを私確認できてない

んですが。放送大学か何かでそういうの授業に。それを教科書にも作っていて、ちょっと

教科書の素案みたいなの見せてくださったんです。遊びと、勉強は両輪であるっていう。

どっちかが欠けてもバランスが悪くなるっていう、勉強しないで遊びだけでも駄目だし、

遊びをしないで勉強するのも駄目だしっていう。科学的なのかはちょっと分かんないんで

すけど。学問的な裏付けがされつつあるっていうような、その何か、お母さんたちを説得

する材料を私たちは探す必要があるのではないかという話です。今の先生の話は一例で、

そう言ってらっしゃる方。そういう研究をしてらっしゃる方、あとは、実際実績を上げて

る方がいらっしゃると思います。私が今ちょっとお仕事でお話しする機会が何回かあった、

市内の幼稚園の名前言うといけないかもしれないんですが、私立の晃華っていう所なんで

すね。園長先生のお話を聞いたんですが、一般教育で高校までいってるんですけれども、

幼稚園時代の方針は徹底して遊ばせるっていうふうにおっしゃっていて、そこは小学校に

なるとお受験から入ってくるような子もいるので勉強、勉強になるんですが。やっぱり、

遊びを通した多様な体験を幼少期にしていると、その後、中学、高校と進んでいくに連れ

ていろいろな豊かな花が開いていくのが、実際に見ることができているというふうに、そ

の方はおっしゃっていて。その自分の学校の中のことなので見えるところにその追跡じゃ

ないですけども、先がちょっと見えるということがあって。その方は遊びを徹底した遊び

をやるとおっしゃってました。ですのでまあ、地域にもそういう先生がたがいらっしゃい

ますので、そういう文化を。調布の子どもは思いっ切り遊んだ結果、勉強ができるように

なったとかね。そういうなんか実績をつくらなければ、ただ、そのためには目の前の子ど

もが急に勉強できるなるわけではないので、ちょっと時間がかかるかなっていうのが、5

年、10年かかるとは思います。 

 

委員長：ありがとうございました。遊びと勉強、遊びと労働が対立するという考え方に対

し、ホイジンガの『ホモ・ルーデンス』という本があります。それには遊びは文化の源泉

だと。遊びがなければ知識も育たないということを述べています。そういう点から児童館
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が発信していくと、理解してもらえるかもしれませんね。ぶつかってしまうと、教育と対

立するかもしれません。 

 

委員：すいません。私はずっと調布学園で長く働いてたんで、下層って言ったら申し訳な

いんですけど。下の層のことがすごく気になるんですけども。今、社会でいろいろ犯罪と

かが起きている子どもたちって人たちの過去を見ると。やっぱり、お家で引きこもりをし

てたりとかっていう経緯を持って育ったかたがたが犯罪を犯すってケースってすごく多い

と思うんです。それは、やっぱり、人間関係をちっちゃいときからやってこれなくて、人

との関係をつくれなくって痛みが分からなくってっていうようなこともあったりするので、

本当に人との関わりを小さいときからきちんと持っていくっていうことが。やっぱり、健

全な社会をつくる一歩になるんだろうなっていうふうに思っていて。例えば不登校の子が

いても小学校の頃から関わっていけば、改善できるような要素ってあると思うんです。小

学校だったら、私たちが関わって何とかできるっていうこともあると思うので。例えば、

児童館。この間研修があって聞いたので、やっぱり、一緒に行ってこう誘い出すっていう

ようなことから始めないと、人は変わらないっていうようなことをおっしゃった話があっ

て。やっぱり、誘い出して交わらせるって、そうじゃないと、1 日中、ゲームをしたり、

テレビを見たりして済んでしまうっていう子どもたちになってしまうので。それを誘い出

すっていうようなことっていうのをどこがやったらいいのかなっていうふうに思うと。そ

ういう役割って昼間の学校は子どもたちがいるし、なかなかできないし。児童館あたりで

そういうことができない、それを地域として協力して連れていくとかいうのが、できるの

でそういうような役割も児童館が持ってくれると。もう少し不登校とかそれから、貧困で

なかなか出て行けない子どもたちが出て行く一歩を小学生、幼児の頃からつくっていける

かなっていうふうな思いなんかもしているんですけれども。 

 

委員長：ありがとうございました。今、言われたようなまさに乳幼児のお母さんに対して

のアプローチ、小学生に対してはまた違うアプローチ、中学生、また、若者に対するアプ

ローチができるのは恐らく児童館職員ではないかと思います。時間もだいぶ過ぎましたの

で、この辺でもしご意見がなければ、各皆さんからいただいた意見を事務局で整理をして

いただき、次回、また ご報告をしたいと思います。よろしいでしょうか。それではこれで

5分ほどちょっと休憩を取りたいと思います。 

(休憩) 

 

委員長：それでは再開をいたします。終了時間が 8時半になってますので、それまでに終

わりたいと思いますので皆さまご協力をお願いします。それでは、議事（２）中高生世代

のための児童館の将来像、案および、求められる機能、役割について事務局から説明をお

願いします。 
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業務支援者：それでは資料 5 をご覧ください。2 ページに児童館別の中高生の利用人数を

書いております。先ほどの小学生のグラフと、桁が少し違いますので、グラフの伸びと見

え方が違うということだけはご了解いただきたいと思います。つつじヶ丘児童館と東部児

童館については少ないように見えますけども。環境、あるいは施設・設備の影響も大きく

出ているのではないかというふうに事務局では分析をしているところであります。調布市

の一つの特徴として 3ページにありますが、中学生、高校生世代を対象にした、特化型の

児童館として、調布市児童青少年ステーション CAPSがあるということが挙げられるかと思

います。CAPSの概要について 3ページにまとめてあります。設置場所は西調布にございま

す。平成 15年に開所をいたしまして、現在 13年というところになります。開館時間は他

の児童館とは異なり、午前 10時から夜 8時までということになっております。休館日につ

いても児童館とは違う休館日の体制を取っております。運営につきましては、特定非営利

活動法人ちょうふこどもネットに委託をしております。利用対象として、他の児童館との

大きな差ですけども。主として中高生世代ということで定義をしております。中学生、高

校生という言い方ではなくて、今回の委員会、ずっと続けておりますけれども、中高生世

代ということで、0から 18歳までを児童館は対象としていますので、高校に通っていない

17 歳 18 歳も含めて対象にしていこうということの表れとして世代という言葉を利用して

います。重要コンセプト。あるいは、主な事業につきましては、書かれているとおりです。

特に中学生、高校生世代が自分たちの創造性あるいは主体性というところを大事にして、

自立への道を探っていく、そのための寄り添い型の支援をしているというのが特徴的なと

ころかと思います。東京都内でも非常に珍しい中学生、高校生世代を対象とした特化型児

童館として、全国でも注目されている施設であります。4 ページ目に各年度別の利用者数

をまとめております。現在、約 3万人程度を平均して推移しているところであります。主

として中学生、高校生世代というふうに申し上げたとおり、利用者数の中にもありますけ

れども、小学生の利用もあります。新規の登録者でも小学生の人数が出ておりますので、

その小学生高学年を中心とした次の中学生、高校生世代へのつなぎというところも CAPS

ではイメージしながら、運営をされているということであります。中学生の人数が少ない

ように見受けられますけれども。やはり、中学生の行動範囲、移動の可能な距離からして

も、調布の西側にある、CAPSには東部エリアからはちょっと遠いというようなご意見も寄

せられているところでございます。そういったところから、このような数字が出ているの

ではないかというふうに分析をしております。 

 

委員長：ありがとうございました。 

 

事務局：続きまして、資料の 5ページ、下のページになります。先ほどの小学生パートと

同様に中高生世代の抱える児童館の課題、そして児童館への期待が、表にまとめておりま
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す。黒丸印が課題としての項目になっております。現状の施設で中高生世代まで受け入れ

ることは施設的に困難ではないかということ。職員やボランティアなど、中高生と共感で

きる「人」の問題。また、利用の少ない中高生世代の対応に慣れてない職員が多く、実情

に照らした仕組みを作っていく必要があるのではないか。また、居場所があるということ

では青少年ステーションのような専用児童館、特化型の児童館のさらなる必要性。健全育

成上課題の課題という視点での中高生世代の関わりの必要性、重要性。そして、地域の児

童館の中高生事業と CAPSとの連携をいかにしていくかなどが記されております。こういっ

た課題を解決するには、つつじヶ丘児童館ホールの活用、職員の意図的な働き掛けノウハ

ウや経験を持った職員の配置、行く所のない子どもたち、目的意識が低い子どもたち、所

属のない子どもたちの居場所の確保、学習支援、相談支援も含めて福祉的な課題に対応す

ることなどが児童館へ期待されているのではないかというところでございます。参考資料

の 2、中高生の意見をまとめています。こちらの利用者アンケートの意見は、中学生が自

由に意見を書いたものです。回収率が非常に高くて 3校だけですが、学校の授業の中でア

ンケートを採ったということで、かなりの子どもたちが自由意見を書いています。中には

真面目に書いたのかどうか不明なものもありますけれども、多くは児童館や CAPSに対して

肯定的な意見が多く、スポーツが思いっ切りしたいとか、みんなで楽しく遊べたらいい、

音楽やインターネットについての要望ですとか、そういった意見が目立ちます。また、職

員がいい人だとか、職員のことへの記述ですとか、自分は行かないけど、必要な人はいる

んじゃないかといった意見もあります。否定的なものとして、小学生が行くイメージで思

い切り遊べないといったものがありますし、そもそも必要がないといった意見もございま

す。自由記述以外の部分では第 1回のときにも調査報告書を配布させていただいておりま

すが、中学生は普段は部活動が 71パーセント、塾や習い事が 47パーセントでした。忙し

くしてるという様子が分かります。それは学年が上がるに連れて上昇しているということ

がこちらの中でも数字として出ていました。利用の感想としては、楽しいというのが 57

パーセントありました。中には時間つぶしといったものもありましたが、肯定的な意見が

多かったです。逆に児童館を利用している子は 29.3パーセントという数字が報告書の中で

出ており、小学生の 41パーセントに対して、数字上では、利用している子が少ない傾向が

出ておりました。利用しない理由として、施設に魅力を感じないが 43パーセントと多く、

小学生が感じ方の違いがありました。小学生は利用しない理由が、忙しいということが 40

パーセント超えていました。そういったことで、中学生の生活の実態とか感じ方や、自由

記述から、児童館が中高生に対して何ができるかといったことについて議論いただけたら

というふうに思っております。事務局からの報告は以上です。 

 

委員長：ありがとうございました。それではここで、本日、CAPSの職員の方にお越しいた

だいておりますので、普段、中高生世代と身近に接している立場から、彼らの抱えている

課題について、現場の実態をご報告いただきたいと思います。では、よろしくお願いいた
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します。 

 

オブザーバー：よろしくお願いします。まず、先ほどもご説明がありましたとおり、年間

3 万人前後を推移して、毎年利用者が来館しております。その中でも中学生、高校生とを

比べると 3 分の 2 は高校生、3 分の 1 が中学生という形になるかと思うんです。やはり、

西部地域にあるということで、一番利用しているのは調布中学校と第五中学校の中学生た

ち。ほぼ、7 割 8 割になっております。東部地域のほうから、三中だったり神中だったり

とか。たまに八中も遊びに来てくれるんです。平日はほぼ来ません。来るのはやっぱり土

曜日、日曜日という形で。平日は遊びにくるのが授業が終わってからだと、やっぱり、5

時半頃になってしまうということで、あまり来館できていないっていうのが実情です。彼

らは普段何をしているかというと、やはり、先ほどもお話に上がりましたが、ゲームをや

ったり、カードゲームをしたり、中にはバスケットをやったり、スポーツをやったり。今

ダンスが授業で取り入れられているので、中学生はダンスの練習をしたりということで利

用しております。勉強する場というところも、年々需要が増えておりまして。当初 15年開

設当初は、勉強する子はほとんどいませんでした。なので、認識としては、やはり、勉強

をする場ではなく、居場所として遊ぶ場所ということで利用しているのが実態です。です

が、徐々に勉強して、うちに来る子たちが増えているかなと思っていたんですが、最近、

やはり塾に行くとか家で勉強するとか。やっぱり、静かな場所でいうと、図書館を利用す

るとかっていう利用者が増えてきているかな。でも、何人か勉強しに来るんです。その子

たちはやはり塾に通えないとか、本当に基礎の基礎が分からなくてどうしていいか分から

ないっていう子たちは、中学生も高校生もテスト前になると、勉強しに来ております。あ

とは、いろんなことをやっているんですが、イベントも定期的に行っております。年に 3

回の大きな夏祭り、クリスマス、卒業イベントも行っております。前年度、その利用者を

対象に、より楽しく過ごせることができるんであれば何が必要かということをアンケート

を採ってみました。そうすると、意外と今のままでいいと言う子たちが多かったというの

は、私たちにとっては非常にびっくりしました。でも中にはスポーツエリアの所で屋根が

欲しいとか。カラオケ、ボーリング場を造ってくれとか。シャワーを欲しいとか、そうい

う声もありましたが、ほとんどの子たちは今のままでも構わないということが、アンケー

トとして結果として出ております。それは、何を意味しているかというと。取りあえず安

心安全で何も大人に干渉されず過ごせる所がほしいというところが彼ら彼女たちの気持ち

ではないかなっていうことを実感しております。なので、小学生の来館もございますが、

いろいろルールを徹底しておりまして。小学生の子たちは、やはり他に、11児童館ござい

ますのでそちらのほうが過ごしやすいよとか、そちらのほうに促して、いろいろ遊びやす

いよということを話しまして。ぜひ中学生になったら、遊びに来てねという話を常にして

おりますので。もう 4月 1日は中学生なので、どっと押し寄せるというのが今の現状です。

あとは、高校生の子にも少し話を聞きました。西のほうにある関係で、もし東のほうにダ
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ンスの練習とか音楽の練習とかできる場所があったら行くのっていうことを、神代高校と

桐朋女子の子に聞いてみたところ、CAPSまで行くのは遠いので、近くにあれば絶対利用し

ます。という声をいただいています。でも、とにかく高校生とかは、忙しくって塾、塾、

塾という形で。テスト前になると、今は遊びに来ないというのが現状です。あとは課題と

しては特別支援学級、学校の子たちが増えているというのが特に挙げられるかと思います。

特に調布中学校には、特別支援学級がございまして。そこの子たちが、多く利用するよう

になってきております。やはり、その関係で、私たちも相談員という形で臨床心理士の資

格を持った方が勤務しているんですが。いかに、中学校と連携をしていくかということが、

大事ではないかと思っております。本当に不登校の子から元気な子からやんちゃな子まで、

いろいろな子たちが来るので、全てに対応できるスタッフのノウハウが、やはり必要にな

ってくるかな、それで補えなえなければ、市内の団体と連携して運営をしていくというの

が、やはり CAPSとしては利用者にとっていい環境をつくるための手段ではないかなという

ことが分かってきました。以上です。 

 

委員長：はい。ありがとうございました。それでは委員の皆さまからご意見をお伺いした

いと思います。先ほど小学生の A3のこのイメージ図ですね。これに沿いながらご意見いた

だけるとありがたいなと思っています。ではよろしくお願いいたします。 

 児童館が、運営が始まった頃、中心は小学生で、乳幼児は全く関係なかった。中学生も

関係なかったんですね。今乳幼児を重視し、中学生重視で真ん中がなくなっちゃうという

おかしな現象になってきましたけれども。そういう意味では、乳幼児それから、小学生、

中学生。つながってるから、とても大事なんですけれども。いかがでしょうか。 

 

委員：そうですね。一応中高生の保護者としてもですね。まず、CAPSのような専門という

場所っていうのは、もうずっと前から東とか北とかニーズがあるっていうお話もいろいろ

と聞いていますし。実際にやっぱり CAPSにいると、いいんですよ。中がすごく。なので、

ああ、これはもう本当に。それでしかも、あまりうるさいことを言われずに、ある程度ル

ールさえ守れば中で自由に過ごせる場所っていうのはなかなかないということが 1点と。

異年齢でこそないが、世代は限られてしまいますけれども。さまざまな学校から、さまざ

まな環境。あるいは学校に行ってない子も含めて。さまざまな環境の子どもたちが、そこ

で集まれる場所。いろんな子どもと交流ができる場所って言う意味でもいいなあというふ

うに思っています。やっぱり、あのずうたいのでかい高校生が公園でなんかやってるだけ

で怒られる。何もしてないのに座ってしゃべっているだけで怖がられるっていう、事実も

一方でありますので。ただ、ちょっと意見を見ると CAPSはちょっと怖いような感じがする

なんていう子どもの意見があったりとかっていうところがあるので、そういう場所ではな

いよって、きちっとそこはやっている所だよっていうのをアピールをしていってもいいの

かなということと。可能であれば、北や東にも同様の施設があるといいのになっていうの
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が率直な部分だと思うんですね。一方で 11ある児童館の中で、どこかに何か、何区だった

かな。ティーンズの拠点みたいな児童館を設定しているようなところがあったとして。例

えばじゃあ、市内の児童館の中での全館に同様に中高生に開放するのではなくて、今の同

じような時間帯だけでやる児童館と。例えば、それこそ 20時まで中高生タイムを広げるよ

うな児童館があってもいいのかなと。そうすると意外なことに勉強のニーズが増えている

っていうのも。実はうちの子どもは、どうも塾に行きたがらないもんですから、幸い学校

の近くに住んでおりまして、たづくりの学習室を使わせていただけるので 9時半までは毎

日勉強に。今、試験前なのでして、できてるんですけども。多分そういう場所がそもそも

ないから、児童館とかその CAPSで勉強ってすごいなと思いますけど。でもとにかく、その

家ではない場所。高校生とかもうちょっと。大学生なのかな。ぐらいになると、スタバと

か、ああいうコーヒーの所とかで、マクドナルドとかでかな。勉強したりしてますけど、

さすがに中学生・高校生ではちょっとはばかられるところもあると思うのと。場合によっ

ては静かな、学習室はしゃべると怒られるもんですから。お友達とちょっと勉強教え合い

ながら、場合によっては、ちょっとそこにいる職員にここ分かんないんだけどって教えて

もらいながら勉強ができるような場所も含めて、子どもも中高生になってくれば、放課後

の過ごす場所の選択として大いにあり得るものかなというと、事業をいろいろやっていた

だきたいというよりも中高生がこう自由に使える時間帯とか場所を児童館の中で。その中

で例えばもっと小さい子と交流してみないとか、膨らませていくことは幾らでもできると

思っているんですけれども。ただ、全館でやることはむしろないかなという気もしていま

す。利用の数も状況によってもそんな気がしてます。 

 

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：今のご意見も踏まえてということになりますけれども。やはり、アンケートなどを

見ると、比較に小学生などとのニーズの違いというのは本当にすごくあるなというふうに

思います。館長のほうのお話も含めて、非常に。例えば、児童館に中高生が集まるという

ふうな機能を発揮するためには、今もご説明にいろいろあったようなところを学びながら、

児童館がそこを取り込んでいくことはとっても大事だなというふうに話を聞いていました。

しかしながら、そういうことで考えると先ほどのまんべんなくというのはかなり無理があ

るなと。やはり、特化型みたいな形でどっか重点的に機能分化をしていくということも一

つの手法としては、考え得るのかなというふうにちょっと思っていたところです。そうい

う中では、例えば、今、社協のほうでこの子ども・若者総合支援事業やってますけども、

やっぱり、寄り添い型で勉強を見てもらうとか、自分のことと相対で接してくれるってい

うような環境が、非常に中学生に好評だっていうところがあります。そういった、そこま

での環境はできないにしても、そういったシチュエーションをつくっていくことなども。

近隣のボランティアを活用する。今までの児童館のやり方とは違ってはいますけども、必
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要な視点ではないかなというふうに思いました。それが 1 点です。2 点目としては、ここ

でも書かれていますけれども、乳幼児と高校生のふれあい交流というような課題だとか、

命の大切さっていうキーワードが出ています。先般、保健師であるとかいろんな方とお話

をしたときに、あと、うちの若年の母子の関係の仕事も範疇で。いわゆる特定妊婦さんの

問題というのが非常に大きいなというふうに考えています。とりわけ若年の特定妊婦とい

うことになると、そもそも産前産後ケアっていうのが、途切れない支援のとっぱじめであ

りますけれども。いや、実は妊娠前だよねっていう、小さい頃からそういった命の大切さ

や、子どもを産み育てるということの本質的な意味というものを理解をする。そういう意

味では、途切れない支援は、何も乳幼児と妊産婦だけではなくてもっと高校生世代だとか、

そういうところにも焦点を当てながら、始まっていかなきゃいけないのかなというふうに、

ちょっと今ここの書きぶりを見てちょっと発言していたところでございます。以上です。 

 

委員長：ありがとうございました。 

 

委員：すいません。私はこどもネットの理事をさせていただいていて、CAPSに顔を出すこ

とも多いんですけれども。高校生に関しては CAPSに来るお子さんたちって、目的を持って

行くっていうか、ダンスをしたり、歌うたいたいとか、踊りを踊りたいとか。ギターを弾

きたいとかって。中学生ぐらいっていうのが、やっぱり、今、割と部活が盛んで部活をや

っているお子さんはなかなか来れない。部活にも参加しないお子さんたちが来るっていう

ことで、当初はそこで CAPSでトラブルを起こしてっていうようなことも結構あったんです

ね。だけど、私なんかもその CAPSの人たちはうちで問題を起こしてるっていうようなこと

ですごく考え込んでた時期もあったんです。私はその町のどっかでトラブルを起こして訳

が分かんないよりも、CAPSで起こすから学校との関係だってできるんだし、それが、解決

の方向にだって向くんだから、それはそれでいいんじゃないのなんてお気楽なことを言っ

てたんですけど。やっぱり、年月と共に学校の理解も広がって今すごく連携がうまく取れ

るようになったっていうようなことではやっぱり、中学生、高校生って若干、来る子ども

たちの意味合いが違うけれど、やっぱり、それぞれの子どもたちが大切にされて、学校と

の連携なんかもできてくるっていうことでは、やっぱり、すごい大きな意味合いがあるか

なっていうふうに思っているので、ぜひとも、いろんな形で増えていけるといいかなって

いうのはすごく感じます。 

 

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：質問です。いいですか。中高生の拠点館っていうのが。他市であると言っています

けども。拠点館っていうのは、何を中高生の拠点と言っているのかなと思っていて。CAPS

というのは私も何回かお邪魔しておりますけれども、非常に充実した設備と、子どもが行
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きたいと思える空間がそろっていて、あれがそりゃあ、10 個ぐらい児童館を減らせよと、

そういうわけにはいかないとなったときに、じゃあ、それに似たようなプチ CAPSみたいな

ものがやっぱりなければいけないのか。そうじゃない別の意味で拠点館と、そういうのじ

ゃない既存のものをただ単に何かの機能を付加して拠点館としてるのか。 

 

委員長：その辺を、事務局でお話しできますか。 

 

業務支援者：ある区の事例が載っておりますけれども。児童館の中で、子ども若者支援と

いう観点から少し対象年齢を広げていこう、あるいは開館時間を延ばしていこうというと

ころから始まり、現在では区内を複数のブロックに分けて、それぞれのブロックに一つず

つ中高生拠点館を用意しています。中学生、高校生の通える範囲という意識よりも、少し

離れたエリアにわざわざつくっています。そういうことによって多様な中学生、高校生が

出入りできるような特定の中学校だけがとか、特定の高校の子だけが集まるような場では

なくて、できるだけ交流が促進できるように少し学校からは離れているような館を選んで

いるというふうに聞いております。施設設備は、ほぼ改修していません。スタジオである

とかダンスができるようなお部屋っていうのは、ほとんど持っていません。逆に中高生の

居場所という所を特化していこうということですので、職員の関わりを重視していこうと

いうような意味合いを強めているのかなというふうに思います。ですけども、やはり、場

が少しでも使いやすいほうが、もちろん中高生は集まりやすいというのもありますので、

徐々に改修作業はしていこうというような方針はお持ちのようです。 

 

委員：中高生が行きたいと思えるかどうかっていうのは、またちょっと別の話なわけです

よね。そういうことって基本的に。 

 

業務支援者：ハード面での魅力ということを前面に出しているわけではないです。 

 

委員：工夫してイベントを例えばやるっていうことですよね。 

 

業務支援者：そうですね。 

 

委員：具体的にはどんなことか、そこまでは分からない？ 

 

委員：中高生のキャンプ事業をやったりとか。児童館内のお泊まり。あるいは地域行事に

中高生が積極的に参加するということを前面に出していますので。商店街のお祭りである

とか。あるいはこれから、クリスマスシーズンになりますけれども、クリスマスのサンタ

クロースを中学生、高校生がやるとかですね。ご家庭からプレゼントお預かりして、幼児
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のご家庭に届けていくとかですね。そういうふうに、中高生が地域に出掛けて行くという

ことを事業の柱として持ってらっしゃいます。 

 

委員：本当にその中高生に。中高生ってすごいデリケートなので、ある程度専門性のある

スタッフとスキルのあるスタッフが関わらないと難しいところもあると思うんですが、そ

ういう配置もされてるということなんでしょうか。 

 

業務支援者：そうですね。できるだけ、得意というのでしょうか。スキルは何で測るかが、

非常に難しい分野だとは思っていらっしゃるようです。希望を取りながら、いろいろして

いただいてるという実情はあるようです。 

 

委員：ありがとうございます。 

 

委員長：恐らくその、専門的なスキルをお持ちの人は最初からいないと思います。トレー

ニングや、自分で学習し、いろいろ経験したりとか、研修を受ける中で職員もスキルアッ

プしていくものと思います。 

 

委員：なるほど。今ちょっとその子ども・若者って事業をやってるっていうと、正直言っ

て専門性があまり。すごく実は問われる部分。特にちょっと問題のあるお子さんが関わる

ことが多い事業だと聞いてますので。そういう専門的な関わりができる人がいないと非常

に一個一個進めるのは難しいっていうふうに聞いていて。 

 

委員長：実際そうですね。 

 

委員：でもその、もちろん、健全って言ったらあれですけど、一般的な子どもたちが関わ

る分には、その一般的な職員がスキルアップしていけばいいことだよってことだと思うん

ですけども。もしかしたら、今、おっしゃってたようなちょっとその辺課題があるお子さ

んに関わるとか。あるいは、若年の妊婦とか特定妊婦の問題とかその前の高校生ぐらいに

対するいろんな抑えること。私は多分そこは、性教育だと思っているんですけれども、命

の教育というよりは性の教育だなって思ってるんですけれども、そういうところに授業中

でなくても専門家っていうのが常に配置されるようなイメージが持てると中高生の拠点館

って。別にそのハードが十分じゃなくてもいいかなって気がしましたね。 

 

委員長：ハード面では CAPSと同じような施設が杉並にある『ゆう杉並』です。他はあんま

りありません。そういう意味では調布は小学生それから中学生へつながりとても優れてる

かと思います。他にいかがでしょうか。 
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委員：渋谷区のフレンズ本町っていう所。まだ私ここ見には行ってないんですけども。主

人の実家がこの近所でこの前身のセンターっていう所にはよく行かせてもらってたんです。

館内とても広くって、私が赤ちゃんを連れて行く、めいっ子おいっ子たちは中高生ってい

う。みんなで一緒に行って、みんなで遊べるんです。私は赤ちゃんブースで、高校生の子

たちはバスケットができる広い体育館。卓球台が何台も並んでて。工作室があってってい

う。本当、上にはローラースケート場、地下にはプールっていう感じでそれが、50円とか

無料とかで使える。その渋谷区ってすごいなって思って。みんなでワアッとこう、いとこ

でみんなで行くと、それぞれが思い思いの場所で充実した遊びができてっていうものがあ

ったんです。リニューアルしちゃって、どうなったかはちょっとまだ確認には行ってませ

ん。そういう、みんなが行ってみんながそれぞれ夢中になって遊べる場所っていうのがあ

ると、中高生なんかも。5 時までは小学生の時間。その後の 8 時までは中高生のっていう

ところで。早めに来た子たちは小学生にバスケット教えたりとかっていうそういう活動も

できるし。あれ、いいなってちょっとここでは思ったのと。私の姉が川崎で児童館のおば

さん、見守りおばさんをやってるんですけども。そこではやっぱり、川崎の事件があった。

上村くんが殺されちゃった。あの近辺なので、本当にいろんな悪い子たちが集まってくる

児童館というか、派閥があるような抗争があるようなそういう所のおばさんをやっている

ので、やっぱり、この子たち通報しなきゃっていう場面があったりもしてるけれども、そ

こにいる子たちはまだやっぱり安心安全というか、まだ、大人の目のある所だからって先

ほどおっしゃってた。ただ、そこにはすごく人が集まって来て、小学生も中学生も高校生

もわんさかいるんだあっていう話を聞いたことがあるので、ちょっとここの会では話せな

いので現状を見てこようかなって思うぐらいです。本当に CAPSの存在っていうのはすごく

大きいなと思いますし、部活、やれてる子はいいかもしれませんけれども、それ以外の子

たち多過ぎますので、そこら辺の心を引き付けるというか、そういう拠点が調布にも一つ

二つあるといいなって思います。すいません。 

 

委員長：ありがとうございました。では時間も迫ってまいりましたので、この辺で一応閉

めたいと思います。よろしいでしょうか。はい。では、各委員の皆さんからいただいたご

意見を、事務局で整理をさせていただき、次回、内容をご報告をさせていただければと思

います。また次回もよろしくお願いします。それでは最後に次第 3、その他について事務

局から連絡をお願いいたします。 

 

■その他（事務連絡） 

 

事務局：本日は長時間ありがとうございました。貴重なご意見を頂戴しましたのでまた、

次回の資料に生かしたいと思います。 
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事務局からの事務連絡は、次回の日程の調整についてです。次回ですが、12 月 20 日火

曜日、同じ時間で、もし、よろしければ、進めたいと思います。 

 

委員：火曜日ですか。 

 

事務局：火曜日です。大丈夫ですか。それでは、12 月 20 日夜 6 時半から行いたいと思い

ます。これまでは、乳幼児家庭、小学生、中高生世代とやってまいりました。次回は『地

域と共にある児童館の将来像』と『求められる職員像』、この二つのテーマを予定しており

ます。またあらためまして、皆さまには開催通知をお送りしますので、また、会場はそち

らでご確認いただければと思います。また冒頭でお伝えしました。資料 3点ですね。回収

ということでそのまま机の上に置いてお帰りください。事務局からは以上です。 

 

委員長：最後に全体を通して何かご意見ございますか。よろしいでしょうか。 

 

委員：ちょっとだけいいですか。申し訳ございません。言いたいと思って言えなかったこ

と言いたくて。次回の会につながると思うんですけれども、児童館のスタッフの皆さんが、

遊びとかをたくさんすごく提供してくださってることは分かったんですけれども、どれく

らいの感じの人たちが、どんな感じの人が、どんなふうに子どもたちに遊びを教えてくれ

てるのか、まあ、もしかしたらスキルがどういうスキルがあるのかっていうことなのかも

しれないのですが、そういうことがもっとアピールできると遊ばせてみようかなって思え

るかなと思ったのでそういう発信の際にはそういう部分もしっかり出てくるといいかなあ

と思います。すいません。 

 

委員長：それに伴った、資料は必要ですか。どんな遊びをしてるかとか。 

 

委員：そうですね。資料。具体的に実態を教えていただければいいかなと思ってるんです

けれど。そこにもしかしたらこういうのが追加されたらいいんじゃないですか、とかもあ

るかもしれないし、実際に発信するに当たるものなのかどうなのかっていうのを皆さんで

考えられたらいいなとお思います。 

 

委員長：次回のテーマは地域とともにですから、当然そういったものを発信していくとい

うのが大事になります。事務局はもし適当な資料がありましたら、ご用意してください。

それでは、以上で本日の第 3回調布市児童館のあり方検討委員会を閉会をさせていただき

ます。ありがとうございました。 

 

－－ ありがとうございました。 
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(了) 


