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令和元年度第２回調布市子ども・子育て会議議事録 

 

1 日時：令和元年 7 月 26 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 14 人 

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

健康推進課 2 人 

 (3) 傍聴者 1 人 

 

次第1 第2期調布っ子すこやかプラン（調布市子ども・子育て支援事業計画）骨子案につ

いて  

・事務局より以下の資料について説明 

 第2期調布っ子すこやかプラン（調布市子ども・子育て支援事業計画）骨子案（資料6） 

 第2期調布っ子すこやかプラン施策体系検討案（資料7） 

 

○会長  ありがとうございました。お気づきのことがある委員の方がいらっしゃったら、

ご発言をよろしくお願いします。 

○委員16  質問を。前にもしかしたら聞いているかもしれないので、それだったら申し

わけないのですけれども、資料７の真ん中の基本的方向の視点を４つに絞ったというとこ

ろで、それは国の視点というご説明でしたか。その前のとき、現行は６点になっている、

これも当初は国がそういう視点をとっていたということなのですか。 

○事務局I  前回つくったときは、現在もそうなのですけれども、子ども条例を平成17

年に施行しまして、そこで書いてあるものをピックアップしながらやってきたというのが

当時の状況です。今回は、少し似ているものもありますし、絞り込んで視点をはっきりさ

せたほうがいいかなという事務局の考えもありまして、国で方針を改正しているのですけ

れども、その中で一人一人の子どもの視点と、家庭で支援をしていくという視点と、地域

全体でというところで、少しシンプルにというか、わかりやすくというところで、また当

時は、基本指針、基本方針はここまで限定的には載っていなかったのですが、現行のすこ

やかプランは、子ども条例の中身をそのまま引っ張ってきたというところで、今回の計画
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とは若干違っている点かなと思っています。 

 以上です。 

○委員16  もう一点、同じところなのですけれども、新計画の下のところが、「次世代

を担う子ども・若者等の健全育成の視点」となっているのです。現行のところだと、「困

難を抱える子ども・若者への支援の視点」が「次世代を担う子ども・若者の視点」と矢印

がなっていて、それが基本的目標になると、両方が困難を抱えるとか、特別な支援をする

という、ある意味、限定的な対象に絞っているような感じがしたのです。４番目の視点は、

困難とかそういう視点ではなくて、割と包括的な名称になっているのが若干違和感を感じ

たのですけれども、その辺は特に何かあるのでしょうか。 

○事務局I  今、委員16からお話をいただいたように、我々もここの方向の名称はすご

く悩んでいるところでして、委員16おっしゃったように、目標のところの「特別な支援を

必要とする」というところが、現行の計画から今回計画をつくるに当たって、この５年間

ほどで新たに出てきた課題ということで、現行の計画だと、調布市の新たな課題というこ

とで、子ども・若者計画ですとか、妊娠から出産期の切れ目ない支援ですとか、貧困対策

も少し触れているのですけれども、当時は、課題というところでまだ具現化されていなか

ったところで、今現状だとさまざまな施策を、いろいろな世帯、家庭がある中で、調布市

としては幅広く支援していきたいというところで、３本の基本目標の上と下、「妊娠期か

ら切れ目ない支援」と「多様な保育ニーズへの対応強化」というのは、どちらかというと

幅広い対象かなと思うのですが、真ん中の「特別な支援を必要とする子ども・若者や家庭

への支援の充実」というのは、確かに少し特化した内容かなと。 

 さまざまな施策、若者もそうですし、貧困対策もそうで、その辺がここに入ってくるの

で、その辺も今ご指摘いただきましたので、基本的方向をどういう名称にするか、もう一

度考えさせていただきながら、今の委員のご指摘だと、方向では少し広目だけれども、目

標に落ちると少しかちっとなっている、ちょっと違和感というようなところ、おっしゃる

とおりだと思いますので、そこはまた検討させていただいて、次回またお出しできればな

と思っています。 

 以上です。 

○会長  よろしいですか。 

○委員16  はい。 

○会長  ありがとうございました。委員4さん、お願いします。 
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○委員4  今のお話を伺っていて気づいたのですけれども、取り組み内容の真ん中の

「子どもの居場所づくり・体験活動の充実」という項目があるのですが、これは特別な支

援を必要とする子ども・若者ではなくても、「多様な保育ニーズの対応の強化」の下のと

ころでもあり得るわけで、今のご説明だと、限定されている中にそれが入っているけれど

も、そうではなくて、今、若者たちの居場所でというのは、もっと広く捉えて考えてもい

いのかなと思って、何かその辺のことが気になりました。 

○事務局I  委員おっしゃったように、子ども・若者支援の居場所と幅広い居場所とい

いますか、多様な保育ニーズへの対応強化の中に、地域子ども・子育て支援事業というの

がありますけれども、さまざまな事業がこの３つの基本目標に再掲であったりだとか、居

場所についての事業もそれぞれにあってもいいと思っていますので、これから、今回、次

回でこの骨子もまとめさせていただいた後に、具体的に肉づけということで、どういう事

業をやっていくかというのを、また10、11、12月の３ヵ月かけてやっていきたいと思って

いますので、そのあたりで少し全体のバランスをみながら、こっちにあったほうがいいの

ではないかとか、これはこっちのほうがいいのではないかというご意見をいただきながら

進めていければと思っていますので、またそのときにお示ししたいと思います。よろしく

お願いします。 

○会長  そのほか、いかがでしょうか。委員1さん、お願いします。 

○委員1  すごく話がわかりやすくて、ありがとうございました。 

 内容をまだ深く読んでいないので、あくまでぱっと見た印象、ぱっと思い浮かんだこと

なのですけれども、この計画自体の対象がおおむね18歳未満というところが挙がっている

のです。３章の29ページ、４つの視点の網かけになっているところが、こういうところで

いうのがちょっと恥ずかしいのですけれども、子どもに関するところがすごく少ないイメ

ージというか、家庭支援の充実とか子育て支援の視点はぎっしり書いてある割に、18歳未

満を対象にしている、その対象にされている子どもに対しての視点が、ぎゅっと凝縮され

ているのだとは思うのですが、自然豊かなところで、どう育っていってほしいという計画

もあってもいいのかなと思ったのです。 

 「一人ひとりの子どもを尊重する視点」は、現場でもとても大事にしているところだと

思うのですけれども、新計画から「多様な保育ニーズへの対応強化」のほうに矢印が伸び

ていっていないのです。現場の保育の充実にも、子ども一人一人を尊重する。集団になっ

ていく上でも、一人一人を大事にしてからグループができ上がってくるものだと思うので
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すけれども、保育現場にも、一人一人を大事にするというところがかかる必要があるのか、

ないのかというところはどうなのかなとちょっと思った印象です。 

 まとまらなくて申しわけないのですけれども、そういう印象をもちました。 

○会長  かなり根っこの部分のご指摘ですけれども、いかがでしょうか。 

○事務局I  ありがとうございました。本当におっしゃるとおりで、かた苦しい文章が

なっていっているところがあるので、まさに子どもにとってどういう環境がいいのかとか、

そういう現場の視点で、調布ならではの表現とかも入れていくように、この会議の中でい

ろいろ議題を出しながら、提起をしながら議論ができればなと思っています。今のような

キーワード的なものも次回入れ込みながら、少し個別に議論できればいいのかなと思って

います。子どもを尊重する視点のところだけではないと思うのですけれども、そういう意

味では、少し次回につながるような資料づくりができればなと思っています。 

 確認なのですけれども、矢印の件は、資料７の「尊重する視点」が、下の基本目標の

「多様な保育ニーズへの対応強化」にあってもいいのかなということですね。 

○委員1  はい。 

○事務局I  わかりました。ありがとうございます。 

○委員1  子ども条例の前文が、しょっぱなが深大寺の森であったりとか、自然云々と

いう調布ならではの、ちょっと向こうへ行ってしまえば、コンクリートジャングルみたい

なところなのにもかかわらず、畑だったり、そういうところも多い。それでいて利便性も

高いというのが、きょう、改めて調布はいい土地だよなと思いながら、ここに向かってき

たというのがたまたまあって、調布っ子とうたっている以上、調布ならではというのがあ

ったら、私も調布で子どもを育ててみたいなと思えるような――ほかの区や市でどういう

ものができるかというのは私は一切わからないですけれども、調布ならではって、何かす

てきだなという印象がありました。 

○会長  ありがとうございました。お願いします。 

○委員15  委員15です。よろしくお願いします。 

 今のお話ですけれども、基本方向から基本目標までの矢印が、あと２本足すと全部網羅

されるということで、そのようにみていくと、全部入るというイメージを受けました。 

 小学校の目でみると、中盤のところがメインになってくるのですけれども、小学校プロ

パーが今日的に抱えている課題がたくさん網羅されていて、すばらしいなと思います。子

どもの貧困の問題とか、外国の児童がたくさん入ってきた中で、多様な文化をもった子ど
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もの対応とか、虐待への対応とか、非常に先をみた施策がされるのではないかと。その１

つ前の、特別な支援を必要とするということも、調布市の特別支援に係る評判はすごくよ

くて、東京都でも一、二を争うぐらいの特別支援に対する手だてが厚いねということで、

東京で一、二ということは、多分全国で一、二ぐらいなのではないかと思いますけれども、

先ほどもありました調布のよさというのはこういうところにも出ていると思いますので、

このあたりはぜひ充実させていただきたいなと思いました。 

 最後に、基本理念の中に、「安心して子どもを産み、育てることができるまちづくり」

ということなのですけれども、最近、我々のほうで安全面のところが非常に話題になって

います。地域の保護者のほうでも、この間、登戸の事件があって、その前の池田小の事件

があって、学校の中ではある程度警察との連携とか、非常通報装置とかがすごいしっかり

してきているのですけれども、あとのきは、学校に行くまでの間が狙われたということで、

ユーフォーとか学童とかのあたりも、気をつけなければいけないよなみたいなところがあ

りますので、さっき、肉づけして、ふやしていくのだというお話があったので、この一番

下の多様な保育ニーズ、対応強化の中にそういうものが入っていくのだろうなと思います

が、ぜひそのあたりも強調して、含めていただけたらなと思います。 

 以上です。 

○会長  ありがとうございました。ほかはいかがでしょうか。 

○委員5  事例としてあったら教えてほしいのですけれども、「外国人支援」とか「多様

な文化を持った子どもや家庭への支援」というのがあって、うちの園では、現状としてそ

ういったお子さんはいないのですが、豊島区とかは、海外から来たお子さんがかなりたく

さんいらっしゃって、例えば言語だったり、給食だったり、食するものとかに宗教的なも

のがあったりして、保育する上で非常に苦労しているというお話をあるところで聞いたこ

とがあって、実際、調布市の中で、そういった問題とか、そういったことが起きていたり

するのかどうかというのを、もし事例としてあったら教えてほしいのです。 

○事務局D  詳細まではあれなのですけれども、保育園に通っている保護者の中で、ご

両親とも日本語が全くお話ができない中で、友人の方を介して、いろいろ連絡事項等をと

ってもらうような形で手配をかけたりだとか、窓口に来ていただいて、その辺をお願いし

た中でお預かりするといったお話をさせていただいたりとか、そのような状況があるとい

うところは認識しているところです。 

○委員5  そういうのが多数寄せられているということではないのですか。 
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○事務局D  多数ということではなくて、私どもの承知している範囲で、窓口でそうい

った相談があった中で、そうすると連絡事項、必要な事項がお伝えできないので、コミュ

ニケーションがとれる方が一緒に仲立ちをしていただく中で入園等を検討してくださいと

いう形でご案内した経過があるといったことです。 

○事務局E  児童青少年課ですけれども、学童クラブですとかユーフォー、こういった

場面で、外国人の関係で我々のほうにいろいろ話が上がってきている事例は余りないよう

な状況でございます。ただ、今後という場面では、こういった問題も少し顕在化してくる

ような形はあるのかなと認識していますが、現状としては、大きな声はないところでござ

います。 

○事務局D  給食などでも、その辺の宗教の関係もありますので、配慮されている案件

もあることは承知しているところです。 

○委員1  過去の話なのですが、市内の学童クラブでおやつが出るときに、やはり宗教

関係で、基本的に市販のスナックとかが出るではないですか。ビーフパウダーであったり、

○○パウダーとかというのは全部調べます。あと、危ないのは、謝恩会みたいなときで、

保護者の方が気をきかせて、いろいろなケータリングだったり、うちはあれが食べられな

い、これが食べられないといったことが１回ありました。宗教なので、だめだというわけ

ではないのだけれども――ちょっと話がずれてしまうかもしれないですが、実際に難しか

ったなというところは現場としてはありました。 

○会長  先ほど委員15は、小学校でこういう問題があるとおっしゃっていましたね。 

○委員15  大変です。よくあるのが、お父さんが日本に来る、仕事をすると。お父さん

は日本語が多少しゃべれる。ただ、家族も呼んでしまう。お母さんはしゃべれない、子ど

も２人しゃべれない。では、どうするのだ。家で１人ではないか、２人ではないかという

ときに困っていました。そういう流れが、そのうちこちらにも来たりするのか。だから、

そういう面では先取りして、こういうことについて対応策を考えておくというのは、非常

に有意なことなのではないかと思います。 

○会長  ほかはいかがでしょう。委員13さん、お願いします。 

○委員13  私の職場が○○ということで、主に中学生、高校生を相手にしている場所な

ので、自然とそこがどこに入るのかなと考えてみたのです。全体的にお母様が子どもを育

てるとか、小さい子どもの保護とかサポートのところは結構明確に出ているかなと思うの

ですけれども、例えば高校生が該当するところがどこかなというのが、ぱっとわからなか
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ったりしました。 

 例えば、真ん中の「特別な支援」という文言はまた変えるかもしれないということだっ

たのですけれども、ある程度限定的なところで、うちに来ている子たちは、特別な支援が

必要な子もある一定いますが、普通の子もたくさんいまして、その子たちに対する言及が

余りないのかもしれないなと感じました。 

○事務局I  ありがとうございます。さっき委員1がおっしゃったように、「一人ひとり

の子どもを尊重する視点」がちょっと弱いというところにもつながってくるのかなと思っ

ていて、いわゆる保育園、幼稚園に入っていらっしゃるお子さん、そのお子さんの家庭へ

の支援だとか、特別に配慮が必要、支援が必要な方への支援の充実とか、そういうところ

で、中高生ですとか、例えば児童館に行くお子さんだとかというところの施策が入ってい

ないというのは事実だと思いますので、まさにそこがお子さん一人一人の視点というとこ

ろを肉づけしていく際に、どのようにしたらいいのかというところでご意見をいただきな

がら、進めていければいいかなと思っていますので、今の施策体系のところでどう含める

かというところは、もう一度預からせていただいて、検討させていただいて、次回、満足

いく内容かはあれなのですけれども、修正できればしていきたいと考えています。 

 以上です。 

○会長  よろしいですか。 

 子育て支援という言葉のもつイメージは、圧倒的に乳幼児というところがあるから、今

おっしゃったことはすごく大事で、18歳未満という部分と子育て支援という言葉のずれを

埋めるような書き方とかはどこかで必要だろうなというのは私も感じています。 

 ほかはいかがでしょうか。――次回の会議で案を確定するという流れですので、次回は

決めなければいけない。次回もちょっとだけキャッチボールして、これで行くよという感

じですよね。 

○事務局I  やっていきながら肉づけしてくると、またこっちのほうがいいのではない

かというのも出てくると思うので、基本的な大枠は骨子として方向性だけ、進むべき道だ

け次回でとりまとめさせていただいて、そこからは計画の案としてつくりながら、肉づけ

したものをみていただきながら、施策体系からこっちのほうがいいよねとなれば、それは

全然修正は可能なので、大枠を決めるというのを次回お願いできればと思います。 

○会長  ですので、毎回お話ししていることですけれども、会議が終わった後に思いつ

いたり、気がついたことは、事務局に送っていただければ、それは集約して次回の会議に
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出しますので、ぜひおうちでもう一回検討していただければと思います。ありがとうござ

いました。では、以上で全て終了といたします。第２回調布市子ども・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。 

※「次第２ その他」は事務局からの事務連絡のみ。 

 

                                 ――了―― 

 


