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平成３０年度第４回調布市子ども・子育て会議議事録 

 

1 日時：平成 30 年 9 月 28 日（金）午後 6 時 30 分～午後 8 時 30 分 

2 場所：調布市文化会館たづくり西館 ３階健康増進室 

3 出席者 

 (1) 委員 13 人 

 (2) 事務局 子ども政策課 5 人 保育課 1 人 児童青少年課 3 人 

 (3) 傍聴者 0 人 

 

次第１ 平成３１年度開園認可保育園について 

 ・事務局より以下の資料について説明 

   平成３１年度開園認可保育園について（資料９） 

 

○会長  ありがとうございました。では、今のご説明に関してご質問等ありますでしょ

うか。お願いします。 

○委員１６  入間町の保育園でちょっとお伺いしたいのですけれども、私はここの立地

がわからないのですが、仙川駅から徒歩30分、車で５分の立地に157人集まるという予測

はついているのですか。 

○会長  お願いします。 

○事務局I  おっしゃったように、原則、市内の保育園については車の登降園は禁止さ

せていただいています。どうしても駅から何分という書き方をしているので、徒歩30分と

いうことでかなり遠いようにみえるのですけれども、この場所は中高一貫の学校と、同じ

法人さんがやる特別養護老人ホームと保育園、あとサービス付き高齢者住宅というので、

一帯で開発をしたかなり大きい土地です。 

 今回、特別養護老人ホームと認可保育所が合築になるのですけれども、国領にあるとき

わぎ国領さんみたいなイメージなのですが、その中でかなりの敷地がありますので、我々

のほうも委員おっしゃったように、なかなか集客といいますか、ご希望がどうかなという

のもありましたので、原則、車の登降園禁止というのはあるのですが、この場所について

は駐車場を設けるスペースもありますので、そこを売りにというと言い過ぎなのですけれ

ども、そういうところも配慮しながら誘致していますので、それなりの広範囲から来てい
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ただけるかなと考えています。 

 もともと東部地域は待機児童が非常に多い、市としても 優先に考えている地域なので、

その中でこの大きな保育園がつくれるというところは、我々として魅力ではありましたの

で、その辺は配慮しながら誘致をしているという状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員１６  ありがとうございます。 

○会長  よろしいですか。そのほかいかがでしょうか。委員１７、お願いします。 

○委員１７  もう一園の認証から認可になるほうなのですけれども、認証だから庭がな

いということで、代替の庭が、大人の足で園から徒歩16分、子どもだったら30分で、ちょ

っと代替とはいえないのではないかと私は思うのですが、今後新しく建物を建てるとか、

そういった予定はないのですか。 

○会長  お願いします。 

○事務局I  この案内図の書き方が、東京都にいろいろ書類を提出する関係で、トイレ

と水飲み場がついている公園を代替園庭にしなければいけないという縛りがありまして、

そうすると、この近隣はターザン児童遊園ということになります。徒歩16分なので、これ

からちょうど秋口になると、お散歩に行ける距離ではあると思うのですけれども、実際に

事業者さんにはヒアリングをしていて、まさに京王グループですので、お隣のフローラル

ガーデンさんも京王さんでやっています。連携しながら、そこで遊ぶこともしているとい

うところです。 

 あとは、京王キッズプラッツ多摩川という破線のボックスがある上に信号があると思う

のですけれども、文字が化けているのですが、稲荷橋というのがあります。その西側にも

恐竜公園といわれている遊具がある公園があったりしますので、実際はそこに行って遊ぶ

ことが多いと。ただ、あくまでも東京都の認可基準でトイレ、水飲み場を設置している公

園を代替遊技場に指定しなさいということで、今、そのときの案内図を使わせていただい

ているので、ターザン児童遊園という個別名称が出ていますけれども、基本的には、ここ

に行くこともあるかもしれないですが、近隣の公園を使いながら遊んでいるという状況に

はなっています。 

 以上です。 

○委員１７  もう１ついいですか。もともと認証だったということで、同じキャパを使

って新しく人を受け入れるということで、前、認証から認可になった園があったと思うの
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ですけれども、あそこに関しては、そもそも認証に通っていた保護者がすごく不満が多く

て、狭いスペースにゼロから５歳までの子どもが同じ空間で生活するのはとても不安だと

いうことを生活が始まった後に――ゼロの子が大きい子と同じ生活空間に一緒にいること

が、生活リズムも違うのにそれはどうなのだという意見があって、今回も認証から認可に

なるということで、キャパだったりとかが同じ中で人数が変わると思うのですけれども、

どういった形で変更があるのですか。 

○事務局D  京王キッズプラッツ多摩川の現在の定員なのですが、ゼロ歳については６

名、１歳が12名、２歳が12名、３、４、５歳で10名という形になっておりますので、先ほ

どごらんいただいた認可保育園の31年の開設予定に書いてあるところと比較いたしますと、

１歳、２歳の部分であるとか３、４、５歳の部分とかは定員が変更してあるといったよう

な状況にはなってございます。 

 以上でございます。 

○会長  はい。 

○事務局I  確かに委員おっしゃるように、ご不安な声というのも聞いたことはあるの

です。認証保育所の場合だと、今、事務局Dからあったように、現時点の定員は６人、12

人、12人、３、４、５歳が10人というところで、事業者さんからは認可保育所へ移行した

いというご希望もあったので、支援をしているところです。 

 その背景としては、かなり空きが出始めている状況が正直あるというところで、当然、

年度がスタートすれば徐々に埋まるので、どこかでは満員になるのですけれども、であれ

ば、ゼロ歳から５歳、就学前まで保障される認可保育園にしたいという希望もありました

ので、一方で保育の保障というように捉える方と、ゼロから５歳、全然発達が違う中でワ

ンフロアでやるというところに不安を覚えている方はいらっしゃると思うのです。 

 我々も今、市内で５ヵ所、認証から認可に移行した園、全て指導検査で回らせていただ

いていますけれども、ワンフロアに全年齢の子どもがいるというよりは、可動式ですが、

しっかりと間仕切りで区画をして発達に合った保育をしているというところは確認してい

るので、今度、京王さんについても、もともとしっかり区画をしている保育園にはなるの

ですけれども、その辺は変えずにゼロから５歳の定員になるということで、ゼロ、１、２

歳の定員を少し変更して、ゼロから５歳のフルスペックにするというところなので、指導

検査の中でも実際の保育内容がどうかというところは市としてもしっかり確認をしていき

たいと思っております。 
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 以上でございます。 

○委員１７  ありがとうございます。 

○会長  ほかにいかがでしょうか。では、お願いします。 

○委員６  私も、こちらの京王キッズプラッツのことについてお聞きしたいのです。先

ほど委員１７がおっしゃったとおり、ターザン公園は相当遠いと思ったのですけれども、

ある程度の広さと規模がないと代替に認められないのだろうと思ったのですが、この立地

をみると、多摩川児童館が物すごく近いと思ったのです。 

 例えば、児童館を園庭のない保育園の保育場所として、庭ももちろんですけれども、雨

の日などは室内でも遊べる空間があるということで利用したりすることが可能なのかどう

か、実際行われているのかどうかというのをお聞きしたいと思ったのです。 

○会長  お願いします。 

○事務局G  実際、ほかの児童館で館庭を保育園に貸し出してという取り組みは既に実

施しておりますので、そういうお声がけがあれば、可能な範囲でという形にはなると思い

ますけれども、ご依頼いただければと思っております。 

○会長  実際あるのですね。 

○事務局G  ほかの児童館にはなりますけれども。 

○会長  では、可能性としては今回もなくはないかなと。 

○事務局G  事業の関係だとか、その辺の調整はあると思いますけれども。 

○委員６  ありがとうございます。 

○会長  では、委員１、お願いします。 

○委員１  実際に私も保育士だったときに、児童館にしょっちゅう遊びに行かせていた

だいたことがあって、おもちゃもすごく豊富だし、子育てサークルのようなものも一緒に

かかわったことがあるので、それはとても安心できるのではないかと今聞いていて思いま

した。 

 それは、今いおうと思って手を挙げた内容とは全然違うのですけれども、聞きたかった

のは入間町地区、若葉のあたりは保育園は今何園ありましたっけと思って。入間はなかっ

たような記憶があって。 

○事務局I  入間町の住所自体はないですね。若葉町にはあるのですけれども。 

○委員１  若葉町だとどこになる…… 

○事務局I  パイオニアキッズ仙川園は若葉町になります。 
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○委員１  結構広い入間町の中に今まで１個もなかったというのが不思議なぐらいで、

今回、157というのはありがたいのではないか。マンション群もできるし、住宅街でもあ

るし、また、意外と仙川よりも成城学園のほうが歩くと近いのではないかなと。今さっと

調べたら成城学園は26分と出ていたので、２駅利用可なんて書いてしまっても結構あれな

のかなと。小田急も京王もなんていってもいいのかなと思ってしまうこともありました。 

 私も前、若葉地区に勤めていたので、あそこら辺は保育がないというのをずっと感じて

いたところなので、いいのではないかなと。駅から遠いというのがちょっとあれなのです

けれども、住んでいる人は駅に住んでいるわけではないので、いいのではないかとは思い

ました。 

 以上です。 

○会長  ありがとうございます。そのほかは。委員６。 

○委員６  先ほど委員１から保育園の立地の話が出たのですけれども、150人を超える

定員は市内でもかなり大きな規模かと思うのですが、とはいえ今調布では３歳児以上のク

ラスは定員割れしているところも実はあったりしますよね。それで、ここは狛江とか世田

谷とかからかなり近い場所で、かつ車での通園もオーケーという話になってくると、調布

市内で希望で埋まらなかった場合は、例えば世田谷区の住民の方が越境するような形で利

用したりすることも可能なのでしょうか。 

○事務局I  現状でも、今、待機児童がいるゼロ、１、２歳については、市外のお子さ

んは利用ができないという状況なのですが、３、４、５歳については委員おっしゃったよ

うに、空きがある状況ですので、いわゆる管外と呼んでいますけれども、調布市外の方が

お申し込みいただいても入所できるという状況になっていますので、今後もこの園につい

ても同じ運用をしていく予定でございます。 

 以上です。 

○会長  ありがとうございました。ほか、いかがでしょうか。よろしいですか。――あ

りがとうございました。 

 

次第２ 子ども・子育て支援ニーズ調査について 

 ・事務局より以下の資料について説明 

   子ども・子育て支援ニーズ調査（就学前児童）設問項目（案）（資料１０－１） 

   子ども・子育て支援ニーズ調査（就学児童）設問項目（案）（資料１０－２） 
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○会長  ありがとうございました。この後、子ども・若者意識調査もあるのですけれど

も、ひとまず乳幼児と小学生のところで区切って議論したいと思います。会議のときに出

たご意見を事務局のほうでかなり丁寧に対応していただいてでき上がったのが、今ご説明

があったものになります。では、ご質問、ご意見、どうぞよろしくお願いします。お願い

します。 

○委員６  小学校の就学児童用のほうについてお聞きしたいのですけれども、これはい

わゆる調布市立ではなくて、私立小学校などに通われているご家庭にも届くものなのです

か。それとも、そこはあえて外して、調布市立の小学校に通われているご家庭だけに届く

ものなのでしょうか。 

○会長  お願いします。 

○事務局A  2,000件といった形で、地域バランスも考えて無作為の抽出をしております

ので、場合によっては私立のお子様にも届くようなイメージです。 

○委員６  ただ、どこの学校に通っているかというのは、ぱっとみた感じ、質問項目に

はないですよね。それは確認しなくても大丈夫なのですか。 

○事務局G  実際、どこの小学校に通っているかということですか。 

○委員６  そうですね。 

○事務局G  基本的に私学のお子さんについても、ご自宅の近くの学童に通われている

というような状況もありますので、お住まいの地域については、今お住まいの地域がどこ

の公立小学校区域にあるかということでお伺いしているといった状況です。 

○委員６  この質問は必要がない、例えばユーフォーに行かない理由とかの中に、その

小学校に通っていないからみたいな回答項目とかをつくる必要はないですか。 

○事務局G  制度的には私学、国立の小学校に通われているお子さんも利用できる制度

にはなっているのですけれども、そのあたりの周知が十分でないとかという状況ももしか

したらあるかもしれないので、項目に追加することも検討する必要はあるかなと思ってお

ります。 

○会長  この類いの調査で、ほかの自治体の中では公私みたいなところを聞いていると

ころもあったりするのですか。私も余りみたことがないのだけれども、多分、委員６は、

そこに何か意味があるのではないかというのがあるのですよね。 

○委員６  もしかしたら思い込んで、市内の小学校に通っているという前提での集計結
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果になってしまわないかなと。初めから外しているのであれば、そこはいいのかなと思っ

たのです。そもそも割合として大分少ないのですかね。 

○会長  そうですよね。割合は少ないかもしれない。 

○事務局I  今、就学児童のアンケートの12ページ、問26にユーフォーに登録して利用

していますかという質問があります。登録しているけれども、利用していない、または登

録していないと回答した人は26―４ということで13ページに飛ぶのですが、登録していな

い理由は何ですかというところにそういう選択肢を加えるという方向で……。問26のユー

フォー回りのところで拾えるようにということで、 後に調整をして実施していきたいと

思っております。 

○事務局G  聞き方はちょっと考えさせてください。例えば、26―４で私学に通ってい

るからと書いてしまうと、そもそも私学に通っている子はユーフォーに通えないのではな

いかみたいな捉え方もされてしまうので、聞き方は考えます。 

○委員１７  クロス集計するのであれば、 初の何年生とかというのを拾っているとこ

ろに公立に通っているか私立に通っているかという情報を拾っておけば、結局私立に通っ

ているからユーフォーにも通っていないのかなという推測は立つのかなと思うのです。後

の項目に入れなくてもと思うのですけれども、それは何かまずいのですか。 

○委員６  もしかしたら、この地域で私立に通っている子というと特定されてしまいま

すかね。 

○委員１７  そうかもしれないですね。 

○会長  ちょっと思ったのは、自治体によっては、かなりの割合が私立に行っている自

治体があったりするから、そういうところと比較して考えたときに、調布もいるわけです

よね。 

○事務局G  今、私学の子を想定した設問設定をしていないので、そのあたりを考え直

す必要はあるかなとは思います。 

○会長  今のご意見を吸い上げて何かうまく反映させるような工夫をお願いします。委

員１５、お願いします。 

○委員１５  13ページのところ、これは親御さんが回答してくださいというのが前提に

あって、今までのところは全部親が判断で答える感じなのだけれども、26―３の登録して

利用している方に伺います、どんなふうに感じていますかという回答は、子どもがおうち

でいっていることを聞き取れということ。前後、今までの中でこれだけ違うような感じが
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したので、例えば問を聞いてみてとか、会話に出てくるかとか、ぱぱっとみたときに何か

ひっかかったのですが。 

○事務局G  今、委員１５からいただいた26―３は、実際お子さんに質問しないと保護

者の方は書けないと思います。これはもともと我々児童青少年課で毎年実施している調査

の中では、基本は保護者なのですけれども、お子さんとよく話し合って書いてくださいと

いうお願いの仕方で入れているものですから、それをそのまま引っ張ってきてしまったの

で、ここでの聞き方はまた考え直します。 

○会長  お願いします。では、ほかはいかがでしょうか。お願いします。 

○委員２  大したあれではないのですけれども、就学前の中の２ページで、さっき問１

―１につけ加えたというのがありましたね。ここを読むと、宛名のお子さんが５歳以上の

方に伺いますと。この通知は５歳以上の方に出していないのではないの。前をみると、こ

の通知はゼロ歳から５歳までの就学前のお子さんがいらっしゃるご家庭の中から無作為に

選ばせていただいた。だから、いないはずなのです。だから、もしとるのだとすれば、こ

こはちょっと考えたほうがいいのではないの。 

○事務局I  ５歳までですから、そうですね。ありがとうございます。 

○委員２  もし、これがどうしても必要ならば。 

○事務局I  そのほかにも同じような表現があるので、表現はあくまでも就学前のうち

の５歳児、要は５歳児クラスのお子さんという意味なので、そこはわかるように修正させ

ていただきます。 

○委員２  そうだとすれば、それは書いたほうがいいよね。 

○会長  では、委員１７。 

○委員１７  就学前の問８のところで、みてもらえる人がいるかいないかというところ

なのですけれども、細かく１から５まで刻んだ理由とかはあるのですか。頭の中でイメー

ジして、１キロ、２キロみたいに考えるのですけれども。 

○委員６  市内か市内ではないかぐらい。 

○委員１７  市内か市内ではないかとか、隣に住んでいるかとか、その程度ならわかる

のですけれども、うちの実家まで５キロかなみたいな。その理由があれば聞きたいと思っ

たのです。 

○事務局I  では、市内、市外というところでシンプルに。 

○会長  私は徒歩圏内、自転車圏内、車を使わなければとか、そのほうが具体的イメー
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ジができるかなと。確かに数字だとぴんとこないところがあるかな。お願いします。 

○委員２  21ページの問31、児童虐待についての部分なのですけれども、これを知って

いるか知らないか、このアンケートでどうするの。それがよくわからないのだけれども。

知っているか知らないか聞いて、知らないのが多かったら宣伝をしようというだけですか。

とる趣旨が。もうちょっと必要なものを。 

今、東京都では法律の方向性を決めて、住民にこんなことでいいかというアンケートを

とり始めたでしょう。そういう中で、もうちょっと虐待というものをどのように捉えてい

るか、本質的なことを聞いたほうが、調布市の子育ての中でどのようにしていくかという

ことであるならば、もうちょっと考えたほうがいいかもしれない。ここだと知っているか、

知らないかだけだもんね。どこに通報するかしないかだけでしょう。 

○事務局I  委員がおっしゃるとおりなのですけれども、問31が調布市の 上位計画、

基本計画という中で、それぞれの施策に応じて、まちづくり指標という目標値を定めてい

る中に、児童虐待についてご存じですかという設問があるのです。毎年のように目標値を

定めて、毎年ローリングをかけているのですけれども、そこの数字を拾うための設問とい

うところでこの問31はあるのですが…… 

○委員２  では、知らない理由を聞いたら。理由は何かというのを聞けば、それに伴っ

て対策が立てられるから。もしどうしてもということであれば。 

○会長  質問の趣旨は、児童虐待というものに対する距離感みたいなものをまずざっく

り知りたいということなのですか。例えば、虐待防止法を知っていますかというのも、中

身まで知らないけれども、名前は知っているという人が丸をつけたときに、本当に知って

いるかどうかというのは別問題だから、防止法を知っているということ自体で少し距離が

近い。全く知らないとなると、虐待なんてこっちの話みたいな人か、ある程度距離が近い

人かみたいなのを本当に大枠で知りたいという趣旨なのですか。 

○事務局I  まずは大枠で聞くというのが一番の趣旨です。ただ、今、委員がおっしゃ

ったように、なぜ知らないのかというところも一緒に合わせてクロスができると、周知が

足りないのかとかそういうところにつながっていくと思うので、今の問31のところで、全

体的なボリュームで可能な範囲で少し設問を加えさせていただくように検討したいと思い

ます。 

○委員２  実際問題、しつけの範疇だとかという感覚が多いではないですか。だから、

その辺のところも原因を追及したほうがわかるのかな。 
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○事務局I  前回あった虐待、これはどう思いますかというような表現みたいにならな

いように、シンプルな選択肢でクロスして何が不足しているかというのがわかるような形

で、どうできるか明確に即答できないのですけれども、加えられるように検討していきた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

○会長  お願いします。委員１。 

○委員１  就学児童のほうの設問なのですけれども、９ページの下にユーフォーと学童

クラブの違いという表があるかと思うのですが、そこの項目の学童クラブのほうに「調布

市立学童クラブ」と「調布市立」を入れたほうがいいのかなと。実際に調布市立だから5,

000円で、おやつ代が1,500円。たしか他市は、おやつ代は1,500円ではないですよね。利

用時間も多分違ってきたりとかするかと思うので、これだと学童クラブ一般ととられてし

まうかなと。 

 また、あえて表現を変えて民間事業者の学童保育事業と書いているのだと思うのですが、

そことも混同してしまう人もいるかもしれないかなと思うと、題目もユーフォーと調布市

立学童クラブの違いのほうが、学童とユーフォーはこう違うのだねということがわかるの

かなというのと、そこまでは要らないかなといわれるかもしれない、職員が専門職かどう

か。学童は今資格になったではないですか。放課後児童支援員になっているかと思うので、

ちゃんとした有資格者がみているのか、地域の方がみているのかというところも内容が結

構変わってきてしまうかなと思ったりもするのですが、そこはいかがでしょうか。 

○会長  お願いします。 

○事務局G  委員おっしゃるとおり、問20のところで表に３、４とあえて分けて書いて

いるので、ユーフォーと比較する対象としては、調布市立と入れて３番に合わせるほうが

いいのだろうと思いますので修正をさせていただきます。職員の資格の有無という部分に

ついても追記させていただこうかなとは思っております。 

 逆に前回、委員６から民間学童も選択肢の１つとして入れたほうがいいのではないかと

いうことで今回追加させていただいたのですけれども、我々は民間学童、という表現をよ

く使っていますが、言い回しとして４番に入れた表現でわかりますでしょうか。 

○委員１  委託している学童なども民間といえば民間なのかなというところもあるかと

は思うのですが、そこは市立かどうかというところが大きな違いなのかな。市立は全部同

じルールでやっているので夕食は出ないし、別の民間事業のところは夕食がオプションで

出たりとか、家までの送迎があったりとかするではないですか。そういうのが調布市立の
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学童は当然やっていないので、違いはあると思うので、そこは違っていていいのかなと思

いながら。民間という表現がすごく難しい。公設民営もあるし、完全な民民もあるし、公

立もあるしというところで、民間事業者というところが誤解を生みかねないというところ

でなくはないかなと。 

○事務局G  もしいいアイデアがあれば。４番の表現については、我々も頭を悩ませた

ところもありますので、後日でも何かいい表現があれば。 

○会長  ユーフォーと学童の違いという表なのですけれども、手前のところで、学童と

放課後子供教室の違いという制度的な大もとの違いがあって、それとこれはちょっと違う

わけですものね。調布のユーフォーと、調布市立学童クラブの比較という表になっている

から、読む人が放課後子供教室と学童の違いというように拡大してとる可能性もあったり

するので、あくまでもこのアンケートを書く人が誤解しないようにという視点で、調布の

実態に即した対比表を書くということになるのですかね。アイデア……。 

○事務局G  この表現が通じれば、このまま行かせていただきたいと思うのですけれど

も、ほかに表現があればというところです。 

○会長  知恵を絞っていただいて。お願いします。 

○委員９  ３番の学童クラブというのが、右下にある学童クラブのことですよね。 

○事務局G  そうですね。 

○委員９  では、４番はそれ以外の学童クラブということですね。それを書けばいいだ

けですよね。４番のところに括弧で下記の学童クラブ以外とか。 

○事務局G  学童クラブでもないのですよね。 

○委員９  学童保育事業なのですね。 

○事務局G  事業者さんは学童保育という言葉を結構使われているのですけれども……。 

○会長  指名してしまうのはあれなのですけれども、委員７は民間学童の施設長、何か

ご意見があればぜひお伺いしたいのですが。 

○委員７  差があるとすると、公設学童クラブとかという形になりますかね。今の調布

市は公設になると思うので。 

○委員１７  民間事業者が自主的に行う学童保育事業というのは、どの程度あるかみた

いなのは把握されているのですか。 

○事務局G  保護者の方がですか。 

○委員１７  いえ、調布市さんが。 
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○事務局G  我々のほうがどういう内容をやっているかですか。 

○委員１７  何ヵ所ぐらい、何事業ぐらいあるか。 

○事務局G  市内４ヵ所ぐらいですかね。 

○委員１７  いろいろな名称であるのであれば話は違うと思うのですけれども、代表的

な一、二ヵ所、例えばみたいなので書いてしまうと、４ヵ所ぐらいしかないのであれば保

護者は認識していると思うので、その差はわかるのではないかと思うのですが、どうです

か。 

○事務局G  こういった公的の調査で固有名詞を出してしまっていいのかなという気も

しますが。 

○委員１７  そうですね。売り込む感じになりますね。 

○会長  お願いします。 

○事務局E  提案で、こんなのどうかなというところですけれども、民間学童保育事業

（民間サービス）、上記の法に基づく放課後健全育成事業と民間サービスですという対比

もできるのかなという１つの案ですけれども、いかがでしょうか。 

○会長  どうですか。個人的には悪くないと思います。 

○課長E  ご意見等あればメールなどでお寄せいただいて、なければ我々もまた検討さ

せていただきます。 

○会長  誤解のもとみたいなのは意見として出たような気がするので、それに対応する

形でやっていただければと思います。 

 ほかはいかがでしょうか。この後、もう１つのほうに行きますけれども、とりあえず進

んでよろしいですか。その後で、もしまた戻ってというのがあったらお願いします。今度

は子ども・若者意識調査のほうになります。お願いします。 

 

 ・事務局より以下の資料について説明 

   子ども・子育て支援ニーズ調査（子ども・若者）設問項目（案）（資料１０－３） 

 

○会長  ありがとうございました。少し時間的な余裕があるのですけれども、きょうの

きょうの資料なので、四、五分時間をとりますので、ざっとごらんいただいて、今の時点

で確認とか質問とかがおありの方はお願いしたいと思います。 

 さて、いかがでしょうか。委員１５、お願いします。 
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○委員１５  さっき説明にあった一番 初の住まいの地域についてというところで、こ

の調査が39歳の方まで幅を延ばして聞くのであれば、今回、調布市のほかの地域福祉の計

画がみんな８地域に変わったので、できたら小さい学齢期ではないような方たちも含めて

いうなら、例えばひきこもりだとかのケアを考えたときには、そちらに合わせる方向で考

えていったほうがいいのではないかと思ったのが１つあります。 

 それともう１つ、問14のところで、悩みを聞いてほしいことがあったとき相談できる次

の機関を知っていますかと。これも年齢制限のある、例えばＣＡＰＳとかそういうところ

がありますよね。対象年齢が39までだったときに、経験を聞く分には当然、昔そこにかか

わったとかがあるけれども、今はもう自分はそこではないと思っていたときにどう丸をつ

けるかなと思って、知っているけれども、もう自分は違うから省いて書くかもしれない。

その辺のところはどのように集計をとられるのかなというのが気になりました。 

 以上です。 

○会長  ２点、お願いします。 

○事務局G  まず、問１のお住まいの地域の部分なのですけれども、福祉圏域だとか民

生児童委員さんの担当区域だとか、その辺と合わせたほうが分析結果としては我々の求め

るものが出てくるのではないかというところで調整は進めています。ただ、結構細かく何

丁目何番地とかとなってくると、かなりページ数をとってしまうというのもありまして、

その辺、今、頭を悩ませているというような状況ですので、また来月の会議でお示しした

いと思います。 

 問14に関しては、おっしゃるとおり各相談機関によって年齢制限があるといったところ

で、ここも聞き方については考えたいと思います。ありがとうございます。 

○会長  きっと知っているか知っていないかという部分を聞きたいというレベルなので

すよね。そこがストレートにちゃんと伝わるように。ほかはいかがでしょうか。委員１、

お願いします。 

○委員１  私も問１の区割りは、学区にしてしまうと、大人になってから引っ越してき

た人が、私はどこ小学校の学区に住んでいるのでしょうかとわからない。学区の線は結構、

複雑怪奇ではないですか。なので、このまま、もしくは先ほど委員１５がいわれたような

ほうがいいのかなというのは思いました。 

 前回のときは中高生のアンケート、中学生はどこに行ってしまったのでしょうか。小学

生までのものと就学前と15歳以上となると、中学生は、私は何も聞いてくれないのでしょ
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うかとなってしまったというのは、今、私は率直に思ってしまったことが１点。 

 あと１つが、問15番なのですけれども、徐々に暗くなっていってしまう。身の回りのこ

とは親にしてもらっていますかから始まって、人と会話をするのが煩わしいとか、信頼で

きる人はいないとか、精神状態は健康ではないとか、肯定的にも書けるのではないか。あ

えて否定的にしている意味が何か、そっちのほうに引っ張り込もうかなという狙いがある

わけではないと思いつつ、ひねくれているもので勘ぐってしまったりしたのです。 

 私、たしか前回も自殺云々の設問のとき、あなたは幸せですかみたいなところの次に自

殺を考えたことはありますかみたいな順番だったような気がしたことがあって、設問によ

って人の気持ちが引っ張られてしまうことが多いかなと思ってしまうと、調布市はどっち

を求めているのかなと率直に思ってしまっているのですが。精神状態が健康ではないと思

うというのは、はいと笑顔では書けないだろうし、いいえと書くと悪いイメージだし、で

も内容的には、いいえで書きたいしみたいな。今、だあっと読んでいると気分がどんどん

暗くなっていってしまったというところがありました。 

 以上です。 

○会長  ありがとうございます。何か狙いがあっての表現なのでしたっけ。 

○事務局G  内閣府の調査を参考にしているというところもあり、先ほどの対象年齢や、

聞き方も含めて、調布で聞いたらどういう状況になるか、内閣府の結果と調布の結果と比

較できるような分析ができるといいという思いは私どもではもっておりましたが、今、委

員がおっしゃるとおり、回答するのが嫌になってしまっても困るので、前向きになるよう

な聞き方に変える必要はあるのかなと思っております。 

○委員１  さらに、次の私の家族は温かいという答えが出てくる落差があったりしたの

で。 

○会長  はい。 

○委員２  前提としては、 初から病気の人を対象にした調査なんだ。だから、何がと

りたいかというのがよくわからない。 後のほうに来ると外出の状況と就労状況でしょう。

これ、何をとりたいのですか。総務省？の調査というのは何を求めているの。 

○事務局G  この結果をもとに子ども・若者計画の見直しにつなげていくというのが大

きな目的の一つとして考えています。 

○委員２  だから総務省？はもっと広いのではないですか。設問がたくさんあって、そ

の中から一部だけとるから、はっきりいわせてもらうと、 初から病気の人を対象にして、
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あなたは何をしているという調査だよ。だから、どのぐらい出てくるかもわからないし、

物すごく少ないかもわからない。自覚していればいいけれども、自覚していない人が書く

ものね。 

○事務局G  我々、子ども・若者支援ということで業務を所管している立場上、調布の

市民の中に、ひきこもりだとか無業の方がどれぐらいいるのか、どういう状況なのかとい

うのを把握するためにこういった設問を作成してはみたのですけれども、それに特化して

いる内容になってしまっているというのはあると思います。 

○委員２  だから、家族に申しわけないとか、問12だとかそういうことよりも前に、ど

んな生活をしているかということを聞くべきなのではないの。学生だとか何かということ

も含めて聞いておいて、今、調布に住んでいてどう思うかとか、何が足りないかという設

問のほうがいいのではないかと思うけれども、どうですか。 

 それで、病気をしているかどうかも入れなければいけなければ、 後のほうに病気をお

もちですかどうですかというような形で聞いてみる。 

○会長  はい。 

○事務局E  今、委員おっしゃったとおり、問題の差しかえも含めて若者の生活実態、

現状みたいな部分も把握できるような平明な設問も冒頭にもってくるように工夫させてい

ただきたいと思います。 

○会長  はい。 

○委員１７  市内の15歳から39歳という対象の人数と、今回配る予定の人数はどのぐら

いなのですか。 

○事務局I  15歳から39歳の市内の人数というところでよろしいですか。 

○委員１７  質問の内容が、心理カウンセリングを受診したときに、こう書いていって、

自分の心の状態を浮き出すような内容で、ひきこもりだったりとか、そういったことを把

握したいとおっしゃっているのもよくわかるのですけれども、母数が例えば７万とかある

うち、2,000枚を配ったところで、そのうち30％の返信があったとしても、ひきこもりの

人たち、メインで答えてほしい方たちがどれだけ返してくるのかなというところも思った

りして、この母数と配る人数だと余りアンケートの意味をなさないのではないかなと思っ

たりしたのです。何せ働き盛りの39歳までは、市内にかなりの数がいらっしゃると思うの

ですけれども、それをランダムで配っていくというのはどんな感じなのかなと思って。例

えば収入が少ないとかというソートをかけたりされるのか。 
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○事務局I  今、委員おっしゃったように、細かな数字はあれですけれども、ざっくり

７万ぐらいで2,000件、無作為抽出ということで、問１の地区割りをどうするかというと

ころもあるのですが、地域バランスを欠かないように、地域ごとの人口に比例させて、2,

000をさらに案分していくという形ですので、住民基本台帳という我々が管理させていた

だいているものから無作為抽出をするので、所得状況に応じた抽出はできないため、アン

ケートのほうで聞くことを考えています。就学前児童や就学児童の調査票で所得状況を聞

いているのはそういう意味なのですけれども、正直、どういう方に行き渡り、どういう回

答が来るかというところは、無作為なので、委員おっしゃったように、どういう結果が出

るかというところは正直あると思うのですが、所得でひもづけるのはちょっと厳しいかな

と。 

○事務局G  委員の方のご意見をいただいたので、もう一回、整理し直します。 

○会長  難しいと思うのです。15歳の子どもでしょう。それと39歳の人たちがまざって

いて、それをランダムにとるということで、年齢バランスをそろえながらという話ではな

いですよね。だから、それこそ発達がかなりばらばらのところでとってくるので、そうい

うのも視野に置きながら組んでいくというところは大変だと思うのですけれども、何とか

頑張ってくださいとしかいいようがないかな。 

 今も、ひきこもりの話とかそういうのが出てきやすいということは、この調査からイメ

ージされる年代は、30代とか比較的高い気がするのです。もう一方で、さっき委員１が中

学生が抜けているという話をしたけれども、思春期の子どもたちの特性もすごく大事だか

ら、そのあたりが設問によって、ここは重点的にこの世代がおもしろい結果が出そうだと

かというようなのをうまく配置していくみたいな工夫が必要かなと思うので。 

 時間があるので、次の会議までの間にぜひメールでご意見をお願いしたいと。そうしな

いと、これが全部宿題になったら事務局の方は大変だと思うので、妙案が浮かんだ時点で

お知らせいただければと思います。きょうのところはよろしいですか。大丈夫ですか。委

員６。 

○委員６  もし大体このベースで質問をするのであればという話なのですけれども、問

20、外出の状況についての質問をみていたら、基本、この年代の人たちは仕事や学校で外

出をするものだというような前提にみえていて、39歳の方までとるのであれば、例えば私

は子どもがゼロ歳児でまだ育休中だったときに、仕事や学校で平日毎日外出するかという

と違う。でも別にひきこもりとかではなく、買い物とか、家事とか、いろいろ自分の役割
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を果たすために外出はするだろうな。平日はというように限定していたり、仕事や学校で

というように限定していたり、それがすごく違和感があって、学生だけに限定してとるの

であれば別ですけれども、もし広くとられるのであれば、ここら辺の書き方も見直したほ

うがいいのではないのか。普通に主婦の方とか、どれにも当てはまらないけれども、別に

ひきこもっていないとか、すごく違和感がありました。 

 あと、５番から８番は問題があるかのように書かれているのですけれども、５番は普通

かなと個人的には思いました。家が好きな人とか、時々、自分の趣味に関する用事で外出

するけれどもというのは別に違和感はないのです。 

○会長  オタク系のイメージがこの表現になってしまっていると。 

○委員６  いかにも５番から８番は問題だといわれているような感じもして、そこもど

うかなと思いました。 

○事務局G  いろいろありがとうございます。せっかくの機会なので、いいものにして

いきたいとは思っていますので、もう一度考え直します。 

○会長  よろしくお願いします。では、ぜひご意見はメールで出すようにしてください。 

 その他で事務局から説明がありますので、次に行きたいと思います。 

 

次第３ その他 

 ・事務局より以下の資料について説明 

   学童クラブ入会申請における障害児の先行受付の実施について（参考資料） 

 

○会長  ありがとうございました。ご質問等ありますでしょうか。委員２、お願いしま

す。 

○委員２  水を差すようで申しわけない。保育所に来る障害の枠は別にとっているので

すけれども、それを考えたときに、障害をもっている親御さんには怒られるかもわからな

いが、どの程度の障害なら受け入れられますということを明確にしておかないと、障害と

いうのはいろいろありますから、その中でどうして入れないのかということを本当に明確

にしておかないと大変だと思います。こういうことだからだめですということを親御さん

にきちんと説明できないと、障害枠でどういう形でとるのかということをきちんと説明で

きるようにしておいたほうがいいと思いますとだけいっておきます。 

 現在いる人たちは、それぞれがスペースだとかいろいろな状況がありますよね。だから、
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そういうのをよく説明してあげて理解を求めないと、必ず問題が起きますので、障害枠と

して別にとるのだとすれば、その辺は市としてよく決めておかれたほうがいいと思います。 

○会長  いかがでしょうか。 

○事務局G  今はまだ詳細を詰めている段階といいますか、制度設計している状況にあ

りますので、今のご意見を踏まえてきちんとした制度を構築していきたいと思っておりま

す。 

○委員２  障害は、発達センターなどは１対１でやっているところもあるでしょう。お

子さんを１対１で職員がみていますと。では、ここに預けたときには１対１でみなくては

いけないお子さんが来たときにどうしますかと。予算の関係や何かで、そこまでわかって

いて組織だとか人間だとかが確保できますかということもあるわけです。だから、その辺

は十分に決めておいたほうがいいと思います。 

○事務局G  はい。 

○会長  ほかはいかがでしょうか。――特にありませんか。取り組みとしてはすごくい

い取り組みだと思うのですけれども、今、委員がいわれたように、具体的な中身のところ

で、あとワンステップ、ツーステップあるのかもしれないなと聞いていました。この取り

組み自体、ほかの自治体は既にやっているのですか。 

○事務局G  余りないですね。珍しいケースだと思います。他の自治体では障害児さん

だけ受け入れている学童がありますけれども、程度としては既存の学童クラブで受け入れ

ている障害児さんと同じような程度なので、全国的にみても珍しいケースだと思います。 

○会長  だとしたら、なおさらきちっと整備して始めて、モデルみたいになれれば本当

にいいと思うので。では、ご意見よろしいですか。――ありがとうございました。 

○委員６  日程は全然大丈夫なのですけれども、先ほどニーズ調査の締め切り、10月何

日といっていましたっけ。10月30日に引き続きニーズ調査の件を話して間に合うのですか。 

○事務局A  子ども・若者の部分ですね。 

○委員６  そっちは締め切りがもっと先の…… 

○事務局A  １ヵ月おくれなので、ゆっくりもしていられず、次回の会議までにある程

度、固めた段階でお示ししていきたいと考えております。 

○委員６  そして、先ほどの学童クラブの入会のスケジュールをみると、11月に障害児

も、それ以外の健常児の部分も受け付けを開始されるようなのですけれども、12月にある

学童クラブの整備についてというのは、来年４月開設の学童クラブの整備について、何か
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しらご報告だったりがあるということですか。公に広く受け付けを開始しているものを、

ここで委員の皆さんにご報告して何か意味があるのかなというのがあったので、もし何か

あるのであれば、10月末に前倒していただいたほうがいいのかなと思ったのです。 

○事務局I  今回、ニーズ調査をやらせていただく内容として、いわゆる保育園整備、

学童整備、ハード系のものと、地域子ども・子育て支援事業と呼んでいますけれども、在

宅支援も含めた子ども・子育て支援法に定められている13事業のニーズをとるというとこ

ろになります。このニーズ調査自体は、平成30年度、今年度の取り組みですので、基本的

には来年３月末までに策定するというところが目標になります。ここに書いている学校教

育保育施設というものは、いわゆる認可保育園、幼稚園、認定こども園のことを法律的に

学校教育保育施設と呼びます。 

 もう１つ、学童クラブの整備ということで、特にハード系の整備については、来年度の

整備については予算がかかわってきますので、今、私のほうで申し上げたさまざまな調査

項目のうち、整備にかかわる部分のニーズについては、きょうご議論いただきました就学

前児童及び就学児童のニーズ調査を終えた後、予定では10月中に終わりますけれども、そ

れによって出てきたニーズ量に対して、次期すこやかプラン、32年度から５年間の中でど

れだけ必要かというニーズを先行して出していかないと、来年３月まで待っていると来年

度の予算の裏づけがとれなくなってしまうというところがありますので、今お示ししてい

る第６回、第７回、12月と１月については主に来年度整備のお話を。現行計画の８園、６

園、５園というような計画をつくったときも、そのときいらっしゃった方は記憶があるか

もしれないのですが、事務局のほうでニーズ調査の結果を受けて案をお示しして、いろい

ろご議論いただいて予算編成につなげていくという場になりますので、12月、１月という

のはそういうイメージをもっていただければと思います。 

 以上でございます。 

○委員６  わかりました。ありがとうございます。 

○会長  ありがとうございました。それでは、これをもちまして第４回子ども・子育て

会議を閉会とさせていただきます。お疲れさまでした。 

 

                                 ――了―― 

 


