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平成 28年度 第１回清瀬市新次世代育成支援行動計画策定委員会  議事要旨 

 

 

 

平成 28年度 第 1回清瀬市新次世代育成支援行動計画策定員会 次第 

 

 

日時 平成 28年 7月 13日（水） 

 午後 6時 30分から午後 8時 00分 

場所 児童センター 2F 子ども会議室 

 

 

 

1 開会  

   

2 委嘱状交付  

   

3 挨拶  

   

4 委員紹介  

   

5 委員長選出  

   

6 議題  

 （1） 清瀬市新次世代育成支援行動計画策定委員会趣旨 

   

 （2） スケジュール説明 

   

 （3） アンケート調査項目内容確認 

   

7 その他  

 （1） 次回協議会日程確認 

   

8 閉 会  
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 議事要旨 

 

日時 平 成 2 8 年 7 月 1 3 日 （ 水 ） 午後 6時 30分から午後 8時 00分 

場所 児童センター 2F 子ども会議室  

 

1 開会 事務局より開会が宣言 

   

2 委嘱状交付 各委員に委嘱状が交付 

   

3 挨拶 子ども家庭部 佐々木部長 挨拶 

   

4 委員紹介 各委員の挨拶と簡単な自己紹介及び事務局の紹介 

   

5 委員長選出 日本社会事業大学菱沼委員が委員長に選出 

   

6 議題  

 （1） 清瀬市新次世代育成支援行動計画策定委員会趣旨 

 （2） スケジュール説明・確認 

 （3） アンケート調査項目内容確認 

   

○上記（1）～（3）についての意見等は下記のとおり 

 

 （1）清瀬市新次世代育成支援行動計画策定委員会趣旨 

 

委員長： 本計画は、国の次世代育成支援対策推進法に基づいた計画ということだが、期間は

10年ということでよろしいか。 

事務局： 短期的に平成 31年までの３ヵ年をみており、その後計画を見直していく。 

委員長： 前回の「次世代育成支援行動計画」も 10 年だったが、途中で、前・後期に分け見

直しをしていた。 

 

（2）スケジュール説明・確認 

 

委員長： 策定委員会は全部で 6回、計画は今年度中に策定することになる。パブリックコメ

ントを実施した後、委員による検討の有無についてどうか。 

事務局： 事務局と策定支援コンサルタントで確認をし、委員会が開催可能であれば行いたい

と考えている。 

委員長： パブリックコメントで大きな修正の必要がなければ 6回で終了とする。必要に応じ

て第 7回も開催する。タイトなスケジュールだが、特に第 4、5、6回が重要である。

素案の段階で事業内容等が適切かを検討することする。 
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 （3）アンケート調査項目内容確認 

    

委員長： 本計画のニーズ調査が必要であり、アンケートをどう生かすかを議論したい。この

質問項目では、本人（若者）の生活ニーズが中心で、子育てニーズに焦点が当たっ

ていない。長期計画で行ったアンケートデータも活用し、焦点を絞っているという

説明だった。但し、既存アンケートに含まれてない項目を追加する必要がある。故

に、どのようなニーズ調査が必要かを自由に議論していただきたい。 

委 員： 「若者向け調査」は、ひきこもりの具体的な抽出に有効だと思う。他にはどのよう

な特徴を抽出しようとしているのか。 

ＩＲＳ： 無職者やニート、就職関係及び病気の有無及び現状、生育歴でのいじめの有無及び

現状の関係等が導けると考えている。 

委 員： その結果によって青少年のニーズまでが把握できるのか。 

ＩＲＳ： 環境整備や学校教育のニーズは、子ども・子育て支援事業計画策定時の調査にて伺

っている。また、長期総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略策定時にも調

査を実施している為、それに重複しない部分を今回の対象としている。計画案には、

ここで掴んだニーズに一定程度まで対応した施策を取り入れていく。国の若者支援

大綱にあるような就労支援施策までは困難と考える。 

事務局： 次世代育成支援行動計画として、児童センターでも中高生等の若者に対する事業展

開をしてきたが、若者が事業に関わっていない実情と、中高生とその上の世代が何

を抱え、何を求めているか、また、20～40 代の若い世代が本市から転出している

原因を知りたいというのもある。ひきこもりという点では「居場所」が問題になっ

ており、そのニーズが見えてくれば他の面での打開策にもつながっていくのではな

いかと考え、このアンケートを作成した。地域のつながりをどうやって広げていく

かということも検討していきたい。 

委員長： 本計画での対象上限何歳は「地域若者サポートステーション」の 39 歳までを対象

にしている。前計画は高校生までだったが、本計画はどうするのか。 

事務局： 児童センター事業の対象は 18 歳までだが、それではそれより上の若者の支援が途

切れてしまう。国は子供・若者育成支援大綱等で 39 歳までを考慮していることに

鑑み、対象年齢を上げて継続的支援や地域とのつながり、居場所の確保を行ってい

きたい。 

委員長： 町田市の保健所が、20歳～64歳までの市民 2,000人を対象にひきこもり調査をし、

820件のデータを集め注目されたが、参考になる部分もあると思う。郵送でのアン

ケート調査には難しい部分もあり、回答しない人もいる。民生委員に依頼し、対象

年齢の中でひきこもり等の気になる世帯がないかをヒアリングし把握していく方

法もある。 

事務局： 民生委員によるヒアリングの実施実績はない。 

委 員： 民生委員としては青少年関係のみの把握であり、直接家に訪問実施はしていない。 

事務局： 民生委員に調査の協力依頼をした場合、協力は可能か。 

委 員： 可能である。 
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委員長： アンケート調査だけでは実数の把握は困難だが、地域の人の気づきも大切だ。秋田

県藤里町では 18歳以上 55歳未満を対象に 2年以上無職の方へ調査を実施し、対象

者は口コミでの把握だった。ヘルパーやケアマネジャーが訪問しているお宅でひき

こもっている方がいないか、民生委員や地域の方に気になる人がいないかヒアリン

グを実施して推計し、113名の該当者を抽出した。 

「8050問題」といって、80代の高齢者と 50代の無職の子供が同居しているという

ケースがある。これは子供が 50 代になる前の 30 代、40 代の時期に支援からもれ

ていることも要因の 1つとなっている。その点で 18歳以上 30歳までを対象として

いるのはいい選択だ。この年代の方が家庭を持って子育てできることが理想である

が、単身者となってしまっている。 

委 員： アンケートでは 18歳から 30歳のひきこもりを想定しているようだが、その前の年

代での不登校については調査しないのか。 

委員長： 学校で不登校調査は実施していると思う。活用できるデータはないか。 

委 員： 目的外使用となる為、扱いは難しい。教育委員会での調査データは指導課にあり、

そちらの判断となる。 

委員長： 数量把握では、どのような支援をするかという目的を明確にすることが重要だ。子

供達の居場所をつくることを目的とするならば、各地域に支援の必要な子供がどれ

だけいるかという人数がわかれば、地域毎に支援できる社会資源があるかを検討す

ることができる。 

事務局： 現状として子供達が求めるものが見えない。今、清瀬高校の生徒が主体となってバ

ンドを組み、卒業生が在校生に指導してイベントを実施している。そういった輪を

広げていきたい。子供達のニーズや課題が見えない中で、高校生達もできることを

模索している。そういったイベントやアンケートを通して見えてきたものを基に事

業展開を考えていきたい。その際は学校にもご協力いただく必要がある。その他、

色眼鏡で見ない、区別しないという意識を本市だけでもつくっていきたいと考えて

いる。 

委 員： ひきこもりの定義も改められている。元々は自宅に半年以上引きこもっていること

を指していたが、現在は自宅にいてもオンラインで友達とコミュニケーションを取

っていたりする。ひきこもりの何を問題とし、何を目標とするのかがわからない。

本市としての趣旨を教えてほしい。 

事務局： 児童センターで子供達と関わっているが、ゲームを中心に行っている子供達は会話

が苦手で、自己表現が不得意である点が課題である。単語のみで会話が成立する環

境で生活している傾向があり、文章としてのコミュニケーションがとりにくい。 

児童センターではそういった子供達がみんなで遊べるような事業を実施し、顔を合

わせて一緒に汗を流せるような遊びの展開を心がけている。参加した子供達は表情

に変化が表れる。その後、職員等に相談等を投げかけてくることもある。私たちは、

今後も色んな人と関係性を持てる場、悩んだ時のはけ口となる場をつくっていきた

い。アンケートで子供達の悩みを明白にした上で、人間味ある関係性を構築できる

事業をめざし、展開を行いたい。 
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委 員： 以前は不登校やひきこもりは本人に困り感があったので対応ができた。今は本人が

困っていないことも多い。そういった人はどうするのか。困っている人だけを支援

するのか。 

事務局： 難しいところだが、引きこもっている子供達と関わっていて感じるのは、会話を通

して新たな発見をし、やりたいことを見出す子がほとんどだ。引きこもっていると

家族以外に刺激がない。そういった子供達に外からの違う刺激を与えて化学反応を

起こせるような事業を行いたい。 

委員長： 前回の「保健福祉総合計画」では中高生の悩みを調査し、友人関係で悩んでいる傾

向があった。つまり、生きづらさを抱えた人の受容や、相手を尊重する言葉がけを

する力といったものも大事になる。自分が怒らせたり、知らずにしてしまったりし

たことに目を向ける機会もあるといい。 

昨年度に貴市の社会福祉協議会で活動計画を策定した際、市内 2つの小学校 6年生

を対象にアンケートを実施。認知症の方、身体障害者、知的障害者、発達障害者に

ついて学んだことや接したことがあるかをきいたところ、認知症や身体障害者につ

いては学んでいるが、接したことは少なく、知的障害者や発達障害者については学

んだことも接したことも少なかったため、福祉教育としての学習機会が課題となっ

た。本計画でも学ぶ場について考える必要がある。中高生に関しては高校の先生や

スクールソーシャルワーカー等の支援者に、気になる子供の状況をヒアリングして

ニーズを整理する「専門職アンケート」という方法もある。 

委 員： 清瀬高校でも長期欠席し転校する生徒は毎年数名いるが、彼らは目的を失った訳で

はなく、環境を変え、違う道を見つけるために決断している。完全に自宅に閉じこ

もってしまうという子供の話も聞くが極めて少ない。アンケートの対象数は 18 歳

～30 歳の 500 人ということだが少なくないか。引きこもっている子供の数がどの

くらいなのかわからない上、アンケートに回答するのかも疑問だ。期待するような

数字がでるのか。 

委員長： 調査の母数はどうするか、回収率を想定して、統計学的に有効な回答数を得られる

かを考えないといけない。500人というのは予算の関係か。 

ＩＲＳ： 対象が特殊なため多くの回答数を得ることは難しいかもしれないので、回答率を見

ていくことになるだろう。予算と統計学的な観点を加味して 500人はぎりぎりの数

字だ。 

委 員： 回答数が 100人を切ると量的調査としては無意味。アンケート項目は全体的にネガ

ティブで、困っていることが前提になっている。現生活の満足度や将来に対する展

望という項目も入れて、満足度の高さや展望の有無についてその差を比較分析まで

できるといいのではないか。 

事務局： アンケートは庁内他部署にも依頼し、ケースワーカー等にも協力依頼ができないか

検討する。 

委 員： 協力依頼の際は、調査対象者の抽出の時点でバイアスがかからないように工夫しな

いといけない。 

事務局： 各部署へ話をし、可能かどうか検討する。 
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委員長： 若者向け調査は就業中の方も対象だが、ひきこもっていることが前提の質問内容に

なっている。視点が偏っているのではないか。 

事務局： 質問内容についてはご指摘いただいた点を含めて再度策定支援コンサルタントと

相談し、委員の方へ通知する。 

委 員： 日常の感覚として、資料にある「父母その他の保護者が子育てについての第一義的

責任を有するという基本的認識」というものが揺らいでいる。今回の計画策定は「子

育ち」支援に視点があるとのことだが、果たして家庭に食い込んで支援していける

ものになるのか懸念している。「子ども・子育て支援事業計画」がどういう内容か

わからないが、そちらと併せて家庭を支援できる内容ならいいが、中核部分への支

援について触れられていない。 

委員長： 共通理解、共通認識の為にも「清瀬市の子ども・子育て支援事業計画」資料を委員

に送っていただきたい。 

委 員： 学校現場では子供を育てられない家庭に困っている。そこを支援しないと次世代は

育てられない。そういった家庭の割合は少なくないし、減少してもいない。その課

題に対応できる計画にしてほしい。 

事務局： 子ども・子育て支援事業計画については、再度見直してわかりやすい形で情報を提

供したい。 

委 員： 若者でも母親でも「孤立感」をしっかり聞いていきたい。母親向け調査では相談で

きる相手・機関についてきいているが、相談できることと利用できることは違う。

実家や近所等には相談はしなくても利用していることもあり、相談できない＝「孤

立」ではない。夫やパートナーの育児支援は聞いているが、それ以外の人の育児支

援は聞いていない。項目が網羅的になっていない。加えて、うまくいっている方へ

のポジティブな項目も加えてほしい。 

委員長： 母親向け調査では、第２子の大変さもあるので、母親のニーズや今後の意向につい

ての項目があるといい。また、今ある項目が必要なのかも精査する必要がある。例

えばチャイルドシートの質問は、どう施策に生かすのか。ただきくだけでは意味が

ない。本市に必要な項目については、子ども・子育て支援事業計画でのアンケート

も見た上で検討したい。 

委 員： 成年後見人をしている関係で、孤独死や孤立死対策のボランティアをしている。一

番困るのは相談してほしい人が相談しないことだ。子供でも同じだと思うが、支援

が必要なのに相談しない人をどう支援するかというジレンマがある。アンケートも

そういった人は書かないと思う。違う方法はないのか。 

委員長： 支援が必要で相談しない方については、周囲の関係者にヒアリングする等具体的か

つ丁寧に見ていく必要がある。「専門職アンケート」もできるといい。学校の先生

方等に既存の制度の中で起きている問題を聞き、それに必要な社会資源の洗い出し

及び連携したい機関について確認ができると、計画へも反映していける。費用もそ

こまでかからないはずだ。 

委 員： 母親向け調査は、お子さんがいる方でないと答えにくい。対象者の属性を絞って、

アンケートに答えやすい方に郵送しないといけない。 
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委員長： 例えば精神疾患のある親だったり、自炊ができなかったりする親等、子育てする能

力のない親の問題や、医療ケアが必要な子供達への対応といった問題も考えなけれ

ばならない。 

事務局： 健康推進課でも事業を展開している。本計画は母子保健計画についても触れながら

策定していく予定だ。 

委員長： アンケート調査については内容を事務局と策定支援コンサルタントで精査してい

ただいてからデータを送付いただき、次回の委員会で検討した後に実施したい。 

 

7 その他  

 （1） 次回協議会日程確認 

  平成 28年 8月 10日（水） 午後 3時 

児童センター 2階 子ども会議室 

   

8 閉 会 白石児童センター長 挨拶 

 

 

 

 


