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平成３０年度第５回調布市子ども・子育て会議議事録 

 

1 日時：平成 30 年 10 月 30 日（火）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 ２階予防接種室 

3 出席者 

 (1) 委員 15 人 

 (2) 事務局 子ども政策課 5 人 児童青少年課 3 人 

 (3) 傍聴者 0 人 

 

次第１ 子ども・若者意識調査について 

 ・事務局より以下の資料について説明 

   子ども・若者意識調査設問項目（案）（資料１１） 

 

○会長  ありがとうございました。今日ごらんいただいている資料ですので、少し時間

を差し上げますので、よくごらんいただいて、質問、ご意見のある方は、ぜひ発言をお願

いいたします。 

 さて、いかがでしょうか。前回出たご意見を十分反映させた形で今回のものができ上が

っているので、あら探しみたいなものをする必要は全くないと思うのですけれども、ここ

がどうしても気になるという箇所がもしおありになれば。 

○委員１  私の想像力不足であれば申しわけないのですが、問24番なのですけれども、

「その他」があって、「当てはまるものはない」とあると、何か矛盾というのか、当ては

まるものがないのであれば、「その他」に書くのかなと。「その他」に書いてしまえば、当

てはまってしまうのかなと。何が可能性としてあるかとずっと考えたのですけれども、

「その他」が思い浮かばなくて。 

○事務局G  13歳から39歳までなので、幅広に回答選択肢も設定しないといけないとい

う頭がありつつ、余り細かくも入れられないし、というところで、「その他」を入れたの

ですけれども、両方は要らないですかね。 

○委員１  当てはまるものがなければ、「その他」に書くのかなと。ただ、そうなると

奇数なので、見た目が段々になってしまうしと思って。それはどうでもいいのかもしれな

い。 
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○会長  ただ、質問の意図は、要するによくしていることが何もないというのをとりた

いという意図がありますか。「その他」はよくしていることが何かしらあるのですよね。

よくしていることは何ですかと聞かれて、よくしていることは何もないという。 

○委員１  ぼうっとしているというのは「その他」なのかなとか。何に入るかなとちょ

っと考えてみたのですけれども、ごろごろしているというのも、もしかしたら「その他」

にごろごろしていると書いてしまうのかもしれないなと。済みません、変なあれなのです

けれども。 

○事務局G  そこまで細かく一つ一つ我々も知る必要はないかなというところはありま

すが。 

○委員１  自分がもしこれが来たときにどうしようかと。 

○事務局G  当てはまるものはない、では、どう過ごしているのですかというところま

で、我々が把握する必要があるかどうかですよね。 

○会長  自分が何をしているのだろうというのがわからない状態にいるというのは、結

構まずい状況ではあるから、それを知りたいという意図があるのだったら、それなりの項

目が多分。大人対象の調査だったら絶対必要な、無目的で何の意欲もなくてただぼうっと

していますみたいな。 

○事務局G  どれかしらには該当しそうな項目出しはしているので、これに当てはまら

ないというのは、では何をしているのかなと。でも、いずれにしてもどちらかですよね。

両方は必要ないと思うので。 

○事務局E  「その他」でいいのではないでしょうか。 

○会長  「その他」でいいような気がします。 

○委員１７  インターネットをみているという項目が多分「その他」に多く入ってくる

のではないかと思うのですけれども。 

○事務局G  確かにそれはありますね。 

○事務局E  それでは、インターネットを特出しして入れるかどうか検討したいと思い

ます。 

○委員１７  あと、済みません。揚げ足をとるつもりはないのですけれども、問24の設

問の「ふだんご自宅にいるときに」という文章が、ほかはもうちょっと何というのですか

ね、なぜ自宅にだけ「ご」をつけるのかなというのを、さっきいろいろな文章をみていて、

ここだけだなと。何かちょっと文章に違和感が。 
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○事務局G  ６ページの問23も「あなたのご家族」とかでほかにも「ご」が入っている。

その辺の統一感がないので、そこは精査します。ありがとうございます。 

○会長  そのほかいかがでしょう。 

○委員７  ５ページの問20の回答欄に、８番「恋人」というところがあるのですけれど

も、４ページの15、17の回答欄のところにも、10代、20代の回答の方は割とこの恋人とい

う欄が出てくるかなと思うのですが、それは「その他」でまとめてしまうようなことでよ

ろしいでしょうか。 

○事務局G  入れたほうがいいですね。問15と問17に、追加します。 

○会長  そろえていないことに特段の理由があるわけではない。 

○事務局G  特段理由はありません。すみません。 

○会長  では、そろえたほうがいいと思います。委員７、よろしいですか。 

○委員７  はい。 

○会長  では、お願いします。 

○委員１５  問10と問11なのですが、問10の「学校のクラブ活動に参加（スポーツクラ

ブに通うなど）」このスポーツクラブは、ひょっとしたら問11のところに、「学校のクラブ

に参加していましたか」だから、「スポーツクラブに通うなど」は、「学校以外での」とい

うところなのではないかと思ったのです。 

○会長  おっしゃるとおりです。そのほかお願いします。どうぞ。 

○委員１  たびたび済みません。勘違いだったら申しわけないのですが、以前の表記だ

と「兄弟姉妹」は平仮名で「きょうだい」と書いてあったかと思うのです。それがもう各

家庭にお配りしているほうも今ざっとみたら全部「兄弟姉妹」となっているのですが、そ

れはあえて変えたのか、ただの平仮名の「きょうだい」だとわかりづらいのかなと私は思

っていたこともあって。漢字表記で兄妹と書いても「きょうだい」と読むのだろうとか、

そういうところで恐らく平仮名で「きょうだい」とやっていたのだと思うのですが。問24

の９番「兄弟姉妹の世話」というのがあるのです。さっきから私、24ばかりなのですけれ

ども。 

○事務局G  おっしゃってるのは漢字表記のことでよろしいですか。 

○委員１  漢字で、以前、いろいろなこの子ども・子育て会議の資料は「兄弟姉妹」で

はなくて平仮名で「きょうだい」と書いてあったことが多かったと思うのですけれども、

それが今回、そういう表記になっているので。初めは誤植かなと思っていたら、ただ、よ
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く考えたら、確かに兄妹も「きょうだい」だろうしというところの誤解を生まないために、

あえてそういう平仮名表記にしているのかなどと勝手に思っていたのです。今回、就学前

だったか、就学児童のほうだったかも、さらっとみたら「兄弟姉妹」と漢字で書いてある

のです。なので、あえてそうしたのかななどと、ただ、それは疑問に思っただけの話でど

うこうということではないのですが。平仮名「きょうだい」と漢字「兄弟姉妹」が多分両

方混在しているかなと。 

○事務局A  国のモデルと合わせています。 

○委員１  就学児童のほうも漢字で「兄弟姉妹」と書いてあるところがあったり。 

○事務局G  未就学児と就学児童は、国のモデルをベースに平仮名にしているというこ

とでよいか。 

○事務局A  そうですね。 

○事務局G  いずれにしても表記は統一します。 

○会長  就学前は平仮名でやっていたのですよね。 

○事務局G  そうですね。 

○会長  であれば、もうそれは動いてしまっているから、そっちに合わせておかないと、

全体としての統一感がないとちょっとぎくしゃく感が出てきてしまうと思うので。 

 そのほかいかがでしょうか。――どうでしょう。出尽くした感がありますか。とりあえ

ず、今のところの質問の傾向は多分統一感みたいなものがキーワードだと思うので、全体

を見渡していただいて、言葉の表現の仕方を最後チェックするというのは、ぜひお願いし

たいと思います。委員１６。 

○委員１６  問27―２の「受験に失敗した」「いつ？（①高校②大学）」なのですけれど

も、13歳だと中学受験に失敗して公立に進んだ人もいるかなと思うのです。そうしたら、

中学も入れたほうがいいのかなと。知り合いにいるので、失敗して不登校になってしまっ

たと。中学受験に失敗したのがきっかけで、公立の中学にも進めなくなったとかという人

がいました。一部だと思いますけれども。 

○委員１５  済みません、細かいのですが、27―２のところの６番の「人間関係がうま

くいかなかった」「だれと？」のところに先生というのが、学校でよく先生と合わなくて、

理解していただけなくて行けなくなるってあるかと思うので。ひょっとするときょうだい

とかよりも多いかもと思って。 

○会長  最初はきっと「その他」に入るかなというイメージだったのですよね。 
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○事務局G  そうですね。今のお話だと特出ししたほうがいいかと思います。 

○会長  先生が出ると、これは大人も対象だから、職場の同僚というのも大いにあり得

そうなのですよね。 

○委員１５  でも、小さい中学生からだと、トラブルがあって、受けとめてもらえなく

てというのがあるかなとか。 

○会長  あると思います。どうでしょう。ちょっとふやせますか。 

○事務局G  はい。どこまでふやすかというのはあるのですけれども。学校の先生は追

記します。 

○委員１  やはりこの27―２というのは、マイナス思考的なことがメインになってしま

うのだと思うのですが、例えばデイトレーダーをやっている人とかは多分目を離せないか

ら家にずっとこもってしまう。ご飯を食べにコンビニぐらいは買いに行くのであれば、27

番は７に○をつける可能性がある。そうすると、全体的に不登校、なじめない、受験失敗、

うまくいかない、病気。結婚はあれかもしれないですけれども、「その他」に入れにくい

かななどと勝手に思ってしまったのですが、仕事で家に、自営業の方であったりというこ

とも可能性としてあると、マイナスばかりの中で自営業というのも何か申しわけないなと。 

○事務局G  我々が把握したいのは６から９の人で、支援の必要がない人はできるだけ

１から５の中で外したい思いはある。 

○会長  アクティブに動いているような人を１から５でつかみたいのですよね。だけれ

ども、家の中でやっている人もいるからな。どうぞ。 

○委員１７  あと、同じ問27―２なのですけれども、高校進学以降のことを「大学にな

じめなかった」というくくりにしていると思うのですが、大学ばかりが進学先ではないの

で、専門学校もあると思うので、「専門学校・大学等になじめなかった」というような表

記のほうがいいのではないかと思いました。 

○会長  これはいつと聞いているから、むしろ中学卒業時、高校卒業時みたいにしてお

けば大体網羅されてしまうのですね。 

○事務局G  小・中・高のときに外出の頻度が少なくなってしまった人は１番をイメー

ジしています。高校を卒業した後の方は２番を想定していますので、先ほどの専門学校を

追記して、「専門学校・大学になじめなかった」に修正します。 

○会長  委員１０、お願いします。 

○委員１０  前のほうになるのですけれども、問６番のところで、「あなたは、現在、



- 6 - 

 

結婚していますか」があるのですが、問題が幅広いといったところで、対象がどのぐらい

に当たる方かわからないのですが、あぶり出したいことが結婚観についてということであ

れば、完全にしていない人だけあぶり出したいということであれば、「している」のとこ

ろの後ろに「する予定がある」で、完全にしていない人だけを絞り込むのがよいのか、し

ていたけれども、離婚して今現在はシングルだという人もいるので、８番のところに「現

在していないけれども、していたことがある」というのもあぶり出したいのかというので、

ちょっと設問のあれが変わるのかなと思いました。 

○事務局G  問６と８はもともと一緒の設問で、中学生が調査対象に入ってきたので、

分けています。 

○会長  だから、何をこのあたりで聞きたいかというところの問い直しが必要かもしれ

ない。 

○事務局G  希望を聞いて何につなげるかというのがみえない設問は余り必要ないかな

どと思ったりしますので、問８を削除して逆に問６だけにするのも考えだと思います。 

○会長  委員１６。 

○委員１６  でも、今削除するとおっしゃったのですけれども、問28の「調布が取り組

むべきことは何だと思いますか」に、８番「出会いの場の提供など」と書いてあるのです。

これを把握するには、今の設問がないと把握できないのかなと思ったりするのです。それ

なら８番もいっそ削除してしまう。 

○会長  委員１７。 

○委員１７  あと、ここの項目で、せっかく最後に卒業した学校を聞いているのであれ

ば、子ども基金とかで進学したいけれども、できなかったひとり親はいますかみたいな、

基金がありますよね。助成金を出しますよという制度があるのであれば、もしここで最終

学歴を聞いたのであれば、さらに進学したいところがあるかとかというのを設問項目に入

れると、どのぐらいニーズがあるかというのは拾えるのかなと思ったりするのです。 

○事務局G  本当は進学したかったのにできなかったひとり親とか。 

○委員１７  サポートしますという基金を今回やりますよというお話があったと思うの

ですけれども、ここに入れなくても最後に入れてもいいと思いますが。 

○事務局G  問９に入れるのか、先ほどの出会いの場みたいな話がありましたけれども、

問28で聞くか。一旦進学を諦めたけれども、やはり勉強をし直して学校へ行きたいという

ニーズがどれだけあるかというのは、聞き方は考えますが、どこかしらで入れたいと思い
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ます。 

○会長  めちゃめちゃ整理が難しいような気がすごくしてきたのですけれども、中学生

から39歳までが射程に入って１個でやるから、どうしてもぎくしゃく感が出てしまうので

すよね。何かうまく区分できれば、中学生がこれをみて、これ、俺が答えるのかと思う中

学生が多分いっぱいいるような気が。 

○事務局G  中学生も調査の対象年齢に入れたので、もともと本人に答えていただく設

定を、今回「または保護者」というのをつけ加えています。なので、保護者が答えていた

だいてもいいようなつくりというか、実際外出の頻度が少ない方についても、本人がなか

なか書けないというときは、保護者の方に回答していただき、そのほうが回答率という面

では見込めるかなというところで、保護者も回答できるように変更しています。 

○会長  とにかく修正したものをもう一回ここでみて確認するという時間がないので、

今日は意見を出していただいて、まとめるのは一任という流れにならざるを得ないので。

これはいつ出すのでしたか。11月に入って…… 

○事務局E  11月末に調査票を発送する予定です。 

○会長  ということは中旬にはでき上がっていないと、まけないですよね。 

 現時点でほかにありますか。委員２、お願いします。 

○委員２  22番の(10)「身近に信頼できる人がいますか」。この設問でこれをとる理由

は何なのですか。相談する人がいるとかいないとかずっと聞いてきて、「あなた自身にど

れくらい当てはまりますか」といって、相談するのだったら大概信頼できるのではないか

と思うのだけれども、ここでこれをとってどこにつなげるのだと。 

○会長  問20で相談のことを聞いていて。 

○委員２  もしやるのだとしたら、もっと前で、相談したいとか何とかで信頼できる人

がいますかという形のほうがいいのではないの。22よりもその前の20番、気軽に話せるだ

けでいいか。 

 もう一個いいですか。８ページの27の――さっき27は出ていたかな。３番の「遊び等で

頻繁に外出する」と「毎日外出する」というのとの頻度の差というのは、ここでいってい

るのは一旦帰ってきたから行ったりするということなのかな、毎日ということは時間的に

は毎日ですよね。３番は遊び等で頻繁にというのは、１日のうちに頻繁にということ？ 

だから、全部１日でしたらどうなのだろう。１日で、その日は外出していますよ、するこ

とは滅多にないよとか、頻繁に外出するよと。ここでとりたいのは、遊び等で頻繁という
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ところが目的なのかな。 

○事務局G  いろいろなケースが想定されると思うのですけれども、極端にいってしま

うと、ほとんど外出しない人とそれ以外でここは分けたいのです。 

○委員２  １日で、その日で。週で捉えなくても。それではわからないのか。毎日かど

うかでないと。 

○事務局L  これは週のうちどの程度ということを聞きたい設問になります。週のうち

に１日とかしか出ていないのだったら外出が余りできていない方なのかなというところを

みたいので、１日でというよりは週単位で、週のうちどの程度かを聞きたいところにはな

っています。ただ、おっしゃるとおり頻繁にというのがどういう意味なのかというのは確

かにわかりづらいのかなというところではあるか思います。 

○委員２  それこそあれだったら「平日は遊び等で毎日外出する」でもいいし。上が仕

事だとか学校だという行動というか目的ではないですか。だから、「遊び等で毎日外出す

る」ならいいのかな。「遊び等では毎日」かな。 

○委員５  「仕事や学校や遊びで平日は毎日外出する」「仕事や学校や遊びで週に３～

４日外出する」、頻度、本当に家から出るだけだったら目的は何でもいいのではないです

か。遊びを分ける必要性が。 

○会長  シンプルにしてしまったほうがいいような気がします。 

○事務局G  目的ではなくて、外に出る機会がどれくらいあるか。 

○委員２  だから、あれを使うのだったら、その後につけて、「外出する理由は何です

か」として何個か、「勉強」「仕事」「遊び」というような、もう一問、設問を通せばつな

がりが出てくるかもわからない。 

○会長  あと、信頼できるはどうしましょうか。６ページの(10)番。 

○事務局G  唐突感があるということですしょうか。 

○会長  前で、問20でそれに近いことを聞いているのではないかという。多分、これは

ニュアンスが違うのですよね。きっと聞きたいこと。 

○事務局L  もともと問22の(10)は前回お出ししたとき、過去にこういった人がいまし

たかということを聞いていたのです。今回、中学生が入ったので、過去にという聞き方だ

と、中学生に過去のことを聞いてもというところがあって、現在形の形に変えさせていた

だきました。その関係で多分ちょっと変な文章になってしまっているのかなというところ

です。 
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○会長  すごく深読みすると、やはり信頼するというのと気軽に話せるは似ているけれ

ども、ちょっと違うところがあって、気軽に話せる信用できない人というのがいたりする

から、本当に心の底からわかり合える人がいるかどうかというのをもし10で知りたいので

あれば、これは置いておく意味があるような気がします。 

○事務局G  ちょっと意味合いというかニュアンスが違うのかなと。気軽に話せると身

近に信頼できる人、それぞれ設問としてあっていいのかなという判断ではいますけれども、

そのまま残す方向でいきたいと思います。 

○委員１  先ほどの委員２の話の仕事や学校と遊びのというところで、別に市としては、

ふうてんの人がどのぐらいいるかというのを調べたいわけではない？ 完全に仕事と遊び

とで分けていて、遊びで毎日ぷらぷらしているということは、要は何者というのも把握し

たいのかななどと私は思ってしまったのです。ただ、それを把握してどうするのかという

のはまたあるのですけれども、あえて学校、仕事というのと遊びを分けている意味合いと

いうのは、その割合というのか、ただただ遊び歩いている人がどのぐらいいるのというの

が明確に出てしまうような。 

○事務局G  最初に、例えば「仕事をしていますか」というのがあってもいいような気

もします。中学生が入ってきてしまっているので難しい面もありますが。 

○委員１  要は学校も行かないでぷらぷらしているという人は出さないのですかね。そ

れに○をつける可能性もあるということですよね。不登校でありながら外出はしています

よなどと。 

○事務局G  そうですね。 

○委員１  そうなると、分ける意味はあるのかなと思うのです。 

○委員１５  それから、この１から５は頻度が上が高くて下が少ないと読み取るもので

すか。１が一番多くて、５番に行くほど少ない書き方を求めていらっしゃるのですか。 

○事務局G  そうです。もともとこれは内閣府の設問をそのまま引っ張ってきているの

に、５番を足したという内容です。 

○会長  だから、これは問27はゴシックは「外出の状況についてうかがいます」なのだ

けれども、実際に知りたいのは、ひきこもってしまっている状況を知りたいのですという

ことなのですよね。 

○事務局G  はい。 

○会長  だから、やはり６、７、８、９なのですよね。 
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○事務局G  そうなのです。 

○会長  だとすると、上はやはりさっきのシンプルに。何のためというのは多分そんな

に深く知りたい設問ではないような気がするので、もしやるとなると、また工事が大きく

なるような。――どうぞ、委員５。 

○委員５  例えば普通に主婦で家で子育てしている人は、仕事や学校ではないのですけ

れども、毎日買い物に行くとか公園に行く。とりあえず家から出る。そういう人はここの

場合は仕事や学校ではないし、どこに○をつけていいのかなとなるので、本当にシンプル

に毎日出るか３、４日は外出するか、時々、週１回程度とか、そういった形のほうが答え

やすいかなと思います。 

○事務局L  ６と７で自分の趣味に関する用事のときだけというのと、近所のコンビニ

に出かけるというのを聞いているのですけれども、これは広い意味のひきこもりというも

ので、例えば夜にコンビニだけ毎日出かけていますというのも、広い意味でひきこもりと

いうようにみなされるのです。そのため、そことは混同しないような聞き方をしないとい

けないなというところがあるので、ご意見を伺っているところで、わかりづらいというと

ころはおっしゃるとおりだと思うので、そこを踏まえた上で、混同しない形に変えていか

なければいけないかなと思っているところです。 

○会長  よろしくお願いします。 

○事務局G  本当に１から５についてはいろいろなケースが想定されると思うので、こ

こについてはシンプルに、会長がおっしゃったように余り目的にこだわらず、頻度という

ところに視点を置いて整理をさせていただきたいと思います。 

○委員１７  今のお話があったのであれば、日中にというような表現を入れる。 

○事務局L  今、例で夜といったのですけれども、夜かどうかはわからないので、そこ

はちょっと難しいところなのですが、いろいろなことを検討してやっていきたいなと思っ

ています。 

○会長  ほかいかがでしょう。お願いします。 

○委員４  １個確認で、今のところで１から４の方が問28に飛ぶということなのですか。 

○事務局G  すみません、これは誤植で本当は１から５が問28へ飛ぶ想定です。 

○委員４  調布市が取り組むべきことは何だというところについては、そうすると、６

から９の方は特にここには触れないということですか。 

○事務局G  いや、一番最後の設問ですよね。問28は全員に答えていただきたい設問で
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す。 

○事務局L  「全員にお聞きします」とか書いたほうがよろしいですね。 

○委員４  では、28については全員がということなのですね。 

○事務局L  はい、そうです。わかりづらいので「全員に答えていただきます」といっ

たような表記を加えます。 

○会長  一応９ページの下に「問28へ」というのは書いてあるのだけれども、ここまで

たどってこないとですものね。 

 いかがでしょうか。そろそろ次の議題に行かないとちょっと時間的にあれなのですが。

では、どうしようかな。意見を出すのはこの回までという約束で一応動いているのですけ

れども、例えば数日後までだったらメールでご意見をとかというのは可能ですか。もうこ

こで締めてしまったほうが混乱しない？ 

○事務局A  ちょっとスケジュールを確認してみるので。 

○事務局G  １つ、対象年齢のところなのですけれども、具体的に13から39と出したほ

うがいいかなと思っていまして、※のところを、「子ども・若者育成支援推進法対象年齢

を踏まえ、本調査の対象年齢は13歳から39歳までとしています」とか、具体的に13から39

という年齢をこの調査の中で出していきたいと。その辺は変更させていただきます。 

○事務局I  今回の子ども・若者のアンケートの結果は、今年度末にニーズ調査結果報

告書という形で、冊子としておまとめさせていただきます。報告書に載せるためには、今

11月発送になっていますけれども、次の会議を12月にお願いしたいと思っていますが、こ

ちらでもう一回かけて、１月に発送して２週間ほどアンケートの期間をとって、１月中に

回収するというスケジュールで基本的に大丈夫だと思います。ただ、内部の手続もありま

すので、そこは詳細を確認させていただくのですが、基本的にはもう一度今日いただいた

ご意見を踏まえて修正させていただいて、次の12月の会議でもう一回諮る。そこで確定と

いう段取りでよろしいですか。 

○会長  大丈夫ですか。委員の皆様、どうでしょう。では、その流れにしましょう。今

日ここで決定、最終と最初に申し上げましたけれども、もう一回とってというところでい

きたいと思います。 

○委員５  もう一個だけ。本当に私の個人的な意見なのですけれども、先日、同様のよ

うなアンケートをいただきまして、これぐらいの厚さだったのです。いや、何かと思った

ときに、所要時間10分程度のものですとか、そうやって書いてあって、すごくほっとした
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のです。実際にどれぐらいかかったかはわからないのですけれども、ちょっとそのように

あると、答えてみようかなという気に自分自身がなったものですから、最近、私が出会っ

た言葉でした。 

○事務局G  ありがとうございます。 

○会長  ありがとうございます。 

○委員１７  この問22の設問の狙いというのが、ちょっとこの内容をみていると読み解

けなくて、13歳の子が食事や掃除を家族が全くしてくれないのであれば、それはそれで問

題だと思うのですけれども、一般的な独身男性であれば普通のことで、この問いから導き

出したい調布市のニーズというのは何なのか、何だったらこの設問は要らないのかとか、

ちょっと思ったりしたのですが、教えていただいてもいいですか。 

○事務局G  まず状況をお伺いさせていただいて、後に外出の状況だとかを聞く設問が

あると思うのですけれども、その結果とクロス集計させていただいて、どういう状況のお

子さんがこういう今の外出の頻度だとかに影響してきているのかというのをみさせていた

だきたいというのがありましたので。 

○委員１７  クロス集計のベースということですか。 

○事務局G  そうです。 

○委員１７  わかりました。 

○会長  どうぞ。 

○委員２  最後、11ページの28の「調布市が特に取り組むべきことは」、いろいろと話

を聞いて最終的にここに来るのだと思うのです。その中で、５番なのですが、この文章か

ら、たばこなどの有害なものから子どもたちを守るなど、非行や犯罪防止対策の充実をし

てくれよというのは、親がいうのはわかるような気がするのだけれども、子どもだとか、

それで、薬物やたばこなどにかかってどうしようもなくて動けないという設問も出てきて

いないのです。だから、ここは何を想定しているのかなと思って。こういうものをつくっ

てくれて、更正したいという子どもがいればそれにこしたことはないと思うのだけれども、

ここにつながるかという問題が。あとはみんな今悩んでいるとか困っていることの項目が

入ってきているのだよね。だから、ちょっと違うかなというのがあるのだけれども、もう

ちょっとうまく。 

○事務局G  そうですね。検討させていただきます。 

○会長  ありがとうございました。よろしいですか。 
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 では、ひとまずこの案件は、今日のところはこれで終了とさせていただいて、今回出た

内容を修正したものを次の会議でもう１度確認をして、確定させましょう。 

 

次第２ 平成３０年度子ども・若者総合支援事業「ここあ」の上半期実施状況について 

 ・事務局より以下の資料について説明 

平成３０年度子ども・若者総合支援事業「ここあ」の上半期実施状況について（資料１

２） 

 

○事務局L  今、会長からお話がございましたが、私からは、子ども・若者総合支援事

業の実施状況についてご説明させていただきます。 

 資料12と書かれております平成30年度子ども・若者総合支援事業「ここあ」の上半期実

施状況についてをご覧ください。こちらの資料は、平成30年度のここあの上半期実施状況

に加え、比較できるような形で昨年度の実施状況が書かれた資料となっております。こち

らの資料をもとに、ご存じの方も多いかもしれないのですが、ここあの簡単な事業内容と

今年度の上半期の実施状況についてご報告させていただきます。 

 ここあですが、相談事業、学習支援、居場所事業という３つの事業を行っております。

この３つの事業について、それぞれ上半期の速報値を今回記載させていただいております。 

 まず、１番のところ、相談事業からお話しさせていただきますが、相談事業については、

おおむね中学生以上の子ども・若者及びその家族を対象にいたしまして、電話・訪問等で

の相談に応じ、必要な支援機関への紹介等も含め、課題解決に向けた支援を行っておりま

す。 

 上半期の個別相談対応延べ件数ですが、1,932件となっておりまして、昨年度１年間で2,

191件なのですが、件数は大幅に増加しているところでございます。 

 続いて、２番の学習支援事業になりますが、こちらは児童扶養手当や就学援助などを受

給しているご家庭の中学生の方を対象といたしまして、大学生の学生ボランティアの方に

ご指導をいただいて、学習支援を行っております。上半期の利用延べ人数が954人となっ

ており、昨年度１年間で1,884人となっておりますので、おおむね同じような頻度で利用

されているというのが見受けられるかと思います。 

 ３番の居場所事業になりますが、こちらは不登校の中学生ですとか、高校中退やひきこ

もり等の状態にある、おおむね15歳以上の子ども・若者を対象に他者との交流ですとか、
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調理実習などの活動を通して、社会経験や生活技術といったものを得られる機会をつくっ

ております。また、復学や高校中退予防のための学習サポートも全ての方にではないです

が、希望される方に行っております。 

 上半期の利用延べ人数なのですが、223人となっておりまして、昨年度１年間732人と比

べますと、利用頻度が減少しているというところが見受けられるかと思います。そのほか

それぞれの詳細な数値につきましては、後ほどごらんいただければと思います。 

 駆け足ではございましたが、平成30年度の上半期に実施した各事業について、ご報告さ

せていただきました。 

 以上になります。 

○会長  ありがとうございました。ご質問、ご意見、よろしくお願いします。 

○委員１  電話相談等の相談事業が恐らく上半期で昨年度とほとんど同じぐらいの数ま

でふえているというのは、そういう電話相談ができるというところの認知度が上がったか

らふえたのか、また内容的には深刻な話がふえているのか、それとも認知度が上がったた

めにちょっとした相談も気軽にできるようになったのか、昨年度との相談の内容の変移と

いうのですか、そういうものは何か特徴とかはふえたのはどのようなあれが考えられるの

かと思いまして聞いてみました。 

○事務局L  １の(2)の実施状況に平成30年度の個別相談人数が書いてあるかと思います

けれども、その横に※で平成29年度からの継続109人、新規95人と書いてあります。今回

の資料には記載はしていないのですが、平成29年度の１年間での新規の相談の方というの

がこの188人のうち80人になっているのです。上半期だけで新規の方が昨年度の１年間の

分を上回っているので、先ほど認知度が上がっていると考えられるのですかとご質問され

たと思うのですけれども、単純に新規が倍増しているという考え方がみやすいのかなと思

うので、認知度が上がっているという印象をもっていただいて大丈夫かと思います。 

○委員１  内容的には深刻な感じなのですか。 

○事務局L  すみません、内容の詳細までは把握できておりません。先ほどの認知度の

補足ですが、昨年度、このここあを中心としまして、子ども・若者支援地域ネットワーク

というのをつくりまして、その関係でいろいろな団体に、調布市内にこういった団体があ

りますよというマップの形状となっているリーフレットをお配りしております。その中で、

迷ったらまずここあに相談してくださいというところの周知も行っているので、その影響

もあるのかなとは事務局では考えているところでございます。 
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○委員１  単純に１人10回ぐらい、200人として2,000件だとすると、延べ件数は１人10

件ぐらい相談があるというような感じ。 

○事務局L  単純に計算すると、そういう形にはなってしまうのですけれども、実際、

個別相談人数は、今相談が継続中ですという人数の合計になるので、１回しか来ていない

人ももちろんカウントされているのです。ただ、１人で10回、20回もやっているという人

もカウントされているので、もちろん単純にみると、そのように見受けられるのですけれ

ども、詳細の分析まではできていないというところです。 

○委員１  とりあえず、認知が上がって、すごく訪ねられやすくなったというようなこ

とですかね。 

○事務局L  はい。 

○委員１  ありがとうございます。 

○会長  そのほかいかがでしょうか。 

○委員４  数字のところなので、わかる範囲で結構なのですけれども、居場所事業の

(2)の実施状況の利用登録人数が29年度だと18人と書いてあるのですが、利用の延べ人数

が732人ということは、18人の方が利用回数としては732人分の利用をしているというよう

な意味合いでよろしいのでしょうか。 

○事務局L  そうです。おっしゃるとおりでございます。 

○委員４  そうすると、30年度は13人の人が登録していて、223回分というか、そうい

うことなのですね。 

○事務局L  そうです。 

○委員４  ここはちょっと数が減ってしまっているのは、利用頻度が落ちているという。 

○事務局L  単純に人数が減ってしまっているというのもあるのですが、昨年度、中学

３年生の世代で居場所を利用していて、今年度も登録している方が多くいるため、高校に

進学したことによって、ここあの利用が減ったのかなと事務局では感じているところでご

ざいます。高校に上がって、中学３年生だった子の利用頻度が減っているということは、

高校のほうで生活が安定しているとみえますので、いいことかなとは思っております。 

 ここあのほうでも、全員にではないのですが、最近どうですかみたいな近況のほうも伺

ってはいるので、基本的にはいい方向に向かっていると考えていただいて大丈夫かと思い

ます。 

○会長  よろしいですか。 
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○委員４  はい。 

○会長  ほかいかがでしょうか。大丈夫ですか。ありがとうございました。 

 ちょっと私の予想よりもここあの件がさくっと終わってしまったので、どうしようかと

今考えているのですけれども、子ども・若者調査について、まだいいたいことがあったと

いう方がもしいらっしゃったら。今日の時点でもしあれば。大丈夫ですか。では、メール

等でお気づきの点はお送りいただくということで進めたいと思います。 

 では、その他、事務局からよろしくお願いします。 

 

その他 

 ・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票（就学前児童）【確定版】（参考資料） 

子ども・子育て支援ニーズ調査票（就学児童）【確定版】（参考資料） 

 調布っ子すこやかプラン実績報告【平成２９年度】（参考資料） 

 

○会長  ありがとうございました。ちょっと早いですが、今日は濃密なやりとりができ

たような感じもいたしますので、これをもって今日はお開きにしたいと思います。お疲れ

さまでした。 

 

                                 ――了―― 

 

 


