
 - 1 - 

 

 

平成 28年度 第 4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 4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 11月 10日（木） 

 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 議題  

 （1） アンケート調査報告書（傾向・課題・対策）について 

   

3 その他  

 （1） 次回協議会日程確認 

   

4 閉 会  
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 議事要旨 

 

日時 平 成 28 年 11 月 10 日 （ 木 ） 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 議題  

 （1） アンケート調査報告書（傾向・課題・対策）について 

   

○上記（1）についての意見等は下記のとおり 

 

 （1）アンケート調査報告書（傾向・課題・対策）について 

 

事務局： 平成 17年に実施した前回調査で多かった、「図書館の学習スペースを増やしてほし

い」という市への要望は、今回は減少した。また、児童センター「ころぽっくる」

に対しては「楽しく過ごせること」を望む回答が多く、「居場所」として利用され

ていると感じた。ただ、児童センターだけでは数が足りないという意見もみられた。 

委員長： 清瀬駅南側にも居場所になるような施設があるといいのかも知れない。 

委 員： 児童センターについては利用している子どもは頻繁に利用している。ただ、中学生

位になると習い事ができたりと、個人個人で生活スタイルが変わったりしてくる

為、それに合わせた機能が必要。 

委員長： 「利用したい児童館の機能」で、「学習室」の回答が多かった。母数は少ないがこ

ういった声を大事にしたい。また、中高生の居場所としてダンスができるスタジオ

を要望する声も聞くので、そういった機能も必要かも知れない。 

事務局： 本市では、ボーカロイドの普及により、バンドを組む人が減っている。 

委員長： 時代の変化だ。児童センターの機能として強化したい点があれば、計画の中で取り

上げるといいと思う。現場で働いていて感じることはあるか。 

事務局： 子ども達からは、スポーツや音楽活動等の表現の場を求める声が多いので、希望に

応じて対応している。例えば、スポーツ関係では卓球大会を開催しており、盛り上

がっている。前回は、不登校気味の子どもが参加し、学校に行くきっかけになった

ということもあったので、継続していきたい。他にフットサル等も考えている。ま

た、小学校向けには小学生の中で流行っているけん玉を利用した活動を青少年委員

と共に実施している。バースデーフェスタではけん玉体験会を行ったが、親子を含

めて 80 名の参加があり好評だった。子ども達の興味を探し、可能な限り提供して

いきたい。 

委員長： そういった催しは小学生や中学生が混ざって参加しているのか。 

事務局： 混合で実施している。ライブ等でも異なる学校の子ども達が集まっている。もう少

し参加者が増えて、時間調整等もすれば大々的なものができると考えている。 
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委員長： 以前、当大学に中学生が集まって少し問題になったことがあるが、やはり彼らにも

「居場所」が無いという話になった。身体を動かせる場所というのは大事だ。放課

後の子どもの居場所として福祉施設等にスペースを開放してもらうといった、社会

福祉法人の社会貢献と子どもの居場所を結びつける提言も必要だろう。 

委 員： 居場所に関しては、本年度から東京都が支援事業をしている。費用が年間 2,000万

円ベースで、都と市が半分ずつ負担するという事業だが、内容は、居場所と食事の

提供、学習支援、家族相談だ。使える制度は利用するといいのではないか。 

事務局： 実施する頻度の規定が厳しく、現実的に規定をクリアすることは不可能だ。また、

年度の途中であるため、建物や人員の確保が時間的に難しい。 

委 員： 「毎日の楽しさ」の回答では、「とても楽しい」「まあ楽しい」「ふつう」を合わせ

て 95％以上になることから、今回の回答者は鬱々とはしていない子供達だという

印象を受けた。けれども家族には期待をしていないということが他の回答から見て

取れる。そして、市に対してはスポーツや遊びを自由にできる場を求めていること

がわかる。子供に自由を与えることは、好き勝手にやってしまう恐れがあり難しい

部分もあるが、市には子供達が自由にできる場所が足りないのだと思う。「居場所」

に関する提言としては、子供達同士が自由に交流できる場所が必要ではないか。 

委員長： 親以外の大人達と関われる場所も大事だ。子ども家庭支援センターを知らない割合

が 7割以上だったので、認知度を上げることも考えたい。 

事務局： 子ども家庭支援センターに相談するというのは、子供達にとって少しハードルが高

いのではないか。そこで、例えば児童センターであれば、児童厚生委員が普段子ど

も達と関わる中で、問題がある子供を把握し、子ども家庭支援センターへ導いてあ

げるということが必要だと思う。その時利用した子供達が良いと感じれば、彼らの

ネットワークで認知度は広がっていくだろう。 

委員長： 子供達が困っている時は、親にも課題があることが多いので、世帯全体としてみて

いく必要がある。大人達と接する機会をつくることで、支援機関に繋げられる。 

委 員： 前回の計画策定時も居場所づくりについては議論された。しかし、よく考えると

我々が中学生だった 40 年程前にも居場所は無かった。ただ、昔は子どもが多かっ

たが、現在は子どもが少なく大人が多い。子ども達に話しを聞くと、「いつも大人

に見られている」と感じているそうだ。子ども達は大人と接することなく、干渉さ

れない場所、つまりは“秘密基地”を求めているのではないか。 

委 員： 「おひさまネットワーク」では、松山、野塩、梅園で小学生を中心に居場所の提供

する事業を実施している。松山では多くて週に１回程、軽食とボードゲームを提供。

多い時は 6、70人の子どもが来る。年齢は小学校高学年位なのだが、彼らには居場

所が無いのだと感じる。また、中学生の学習支援も週に 2 回実施しているが、10

数人が来ている。学校に馴染めないひきこもり傾向の子供や、10 代でホームレス

になった子どもがいる。 

委 員： 小学校 4年生以降の学童を卒業した子供達には受け皿がなく、家庭の状況によって

は不安定な年代になっている。 
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事務局： 「放課後子ども教室」があるが、小学校 4年生以上に限っていえば参加率が悪い。

もしかしたら、学校内にあるのが参加率低下の要因なのかも知れない。 

委 員： 世田谷区では、全小学校に学童があり、小学校 1年生から 3年生までを対象として

いる。それ以降の学年も軽食は出ないが利用可能としている。場所も小学校の敷地

内ではあるが、校舎とは別のプレハブの建物を使用しているので利用率が高い。 

事務局： 低学年もいるので、落ち着いて過ごせないと感じたり、低学年優先で、自由がない

と思ったりしているのかも知れない。一方で、児童センターは小学校 4年生以上の

利用者も多く、ボール遊びやボードゲームで楽しんでいる。子供達が自由に遊べる

場が提供できているとは思うが、大人が見ている必要もあると感じる。干渉された

くない子供達と、大人達の価値観をすり合わせることが大切である。 

委員長： 今回の調査は中高生が対象だったが、小学校高学年も含めて考えることが必要だ。

また、「相談できる友達がいない」という回答が少数だがあったことも念頭に置き、

居場所づくりについて考えたい。現在母子家庭が増えていることを考えても、食事

を提供する機能は大事だと思う。 

委 員： 「家族との食事」では、「あまり食べない」と「ほとんど一緒に食べない」を合わ

せると 3割を超えており、多い。 

委員長： フランスでは、13歳未満が 1人で食事を食べると虐待にあたるそうだ。“鍵っ子”

は存在せず、考え方の違いを感じる。食事をきっかけに家族が繋がることもあるが、

それを施策にどう取り入れるかは難しいところだ。 

事務局： 飲食に関しては、アレルギーや事故の問題があり、どういうサービスをどこで提供

するかという点や、責任者が常に必要という点で実施するには困難である。児童セ

ンターでは、「おてらおやつクラブ」と繋がりがあるため、富山県や長野県のお寺

からお供え物を頂いてイベント等での景品として子供達に提供している。 

委員長： 母親のアシスタントとして契約を結び、子どもの面倒を見るという仕組みがあるそ

うだ。これに倣い地域で増えている高齢者と母子家庭が契約を結び、子どもの預か

りや、食事の提供をしてもらうといった仕組みはできないのか。 

委 員： ファミリー・サポート・センターの利用者が高年齢化しているそうだ。保育所に対

するファミリー・サポート・センターのようなものはつくれないのか。 

委 員： 小学校高学年位の年代を預かる人を仲介するとなると、何かあったときの責任問題

や預かる時間等で問題が出てくるだろう。 

事務局： ここ 3、4 年程で、児童虐待通告件数が倍増している。受け皿である里親や児童養

護施設の数はほぼ変わっていないため、ほとんどの施設の入所率は 100％に近く、

一時保護施設は 160％であり、異常事態だ。一時保護施設に入れない子供はショー

トステイに流れている。国は虐待の通告を推奨しているが、虐待の予防支援や保護

された子どもの受け皿の整備をしないので、現場は大変なことになっている。清瀬

市の一時預かり事業も定員が 1日 4人であり、需要に追いついていない。こういっ

た事業の拡充も課題だ。 
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委 員： 家庭は徐々に家庭としての機能を失ってきていると感じる。食事を提供する支援に

しても、家庭の持つべき機能を引き受けることであり、その方向性が本当に良いこ

となのか疑問だ。学校も、勉強を教えるところなのか、生活習慣や躾を教えるとこ

ろなのかわからなくなっている。 

委 員： 親が精神疾患等で食事を作れなかったり、家がゴミ屋敷のようになったりしている

事例もきくが、サポートの仕方としては、家庭の機能を代替するだけでなく、当人

が自力でやっていく力をつけられるように支援する方法もある。社会がどこまでサ

ポートするのかは考えなければならない。 

委 員： 以前、幼稚園が預かり保育を始めた当初、文部科学省は否定的だったが後に容認し

た。入園する 3歳児は、以前ならおむつが取れていたが、現在はほとんど取れてい

ないため、幼稚園で教えている。幼稚園は学校教育法上学校であることを考えると、

現在は教育と福祉が一体となってきている。家庭と社会が失ってきた「子どもを育

てる力」をどこかで補完しなければならない。それをボランティアで行う時代は終

わっており、公的機関が責任を持って支援しなければならないと感じる。 

事務局： 導入には課題が多いが、都内の事例を挙げると小中学生を対象としたクッキング教

室や、フリースペースを調理場として提供すること、介護施設や病院施設を借りて

の食事の提供・学習支援、子ども大学の設立等が考えられる。 

委員長： クッキング教室等はスタッフも参加しやすいのではないか。場所は企業や施設、地

区の集会所等を活用できれば良い。一つの提案となりうるだろう。 

事務局： 食事については規則や制約が多く、児童センターで実施するには難しい面がある。 

委 員： 乳幼児調査についてだが、「マタニティブルーの有無」が気になっている。妊娠時

は不安定になるものなので、あって当然なことを周知したい。出産前や入園前の生

後 57 日までの子供を持つお母さん方に対して、出産が楽しみになるような支援を

したいと考えている。 

委 員： 教育や福祉と括らずに、子供の成長に合わせた支援ができれば良い。保育において

も公立私立を問わず、共にお母さん方を支援していきたい。ただ、支援をするには、

お母さん方自身の覚悟も必要だと思う。兄弟姉妹が何人かいても、皆まとめて家族

全員で育てていくという意識を持ってほしいと思う。 

委員長： 「両親学級への参加」を見ても、不参加が 7割台と多い。妊婦への支援があっても

利用していない事実がある。 

委 員： 少子化と言われる昨今だが、普段の実感として第二子、第三子も多い。産むか産ま

ないかの壁が高いのだろう。第三子になると保育園が無償になる等、この年代に対

する支援は充実している。やはり支援が抜けているのは小学校高学年位の子ども達

に対してだ。駅の南側への児童館の設置の要望はよく聞く。 

委 員： 支援のためのプログラムや資源は多様にある方がよい。虐待通告件数が増えている

ということは、お母さん自身も、自分が虐待をしてしまったと感じることが増えて

いると思う。現在の虐待通告の窓口は子ども家庭支援センターだが、これは市民か

らすると行政機関であるので、相談しづらい。市がやるにしても民間に委託する等

して多様な支援ができると良い。 



 - 6 - 

 

委 員： 通告があっても、民生児童委員としては虐待の確定が難しい。 

委員長： 多様な支援をすることで虐待防止プログラムに参加しやすくすることと、支援機関

を紹介しあえるような周囲との繋がりを持てるようにするという、両面からアプロ

ーチができることが望ましい。 

委 員： 清瀬市の子ども家庭支援センターもフットワークが軽く、信頼できる機関だ。 

委員長： 産婦人科と連携して出産前にハイリスク家庭を把握すると同時に、民生児童委員と

も情報を共有し合い、多面的に見ていけると良い。 

事務局： マタニティブルーから中高生等の各年代での課題まで、幅広く意見をいただいたの

で、それを踏まえて計画のたたき台を作成し、次回皆さんにお示ししたい。 

平成 17 年に実施した前回の調査と今回の調査では、社会情勢も、子供達の価値観

も変化しているが、その中でも変わらない子供達の思いを継続して支援していきた

いと考えている。 

 

3 その他  

 （1） 次回協議会日程確認 

  平成 28年 12月 14日（水） 午後 6時 30分から 

児童センター 2階 子ども会議室 

   

4 閉 会 白石児童センター長 挨拶 

 

 

 


