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座  長 

 本日は議題が三つございます。 

 まず平成20年度分の次世代育成支援行動計画実施状況について、事務局、ご説明よろ

しくお願いします。 

 

計画調整担当課長 

 それでは、お配りしました資料１です。横長の表でございますけれども、これに基づ

き20年度の実施状況についてご説明させていただきます。 

 全体で17ページございまして、事業数として91事業ございます。重複が20ばかりござ

いますので実質的には71事業ということでございますけれども、これについて実施状況

をご説明させていただきます。基本理念・計画目標・基本目標につきましては、お目通

しをいただければと思います。 

 まず基本目標Ⅰの、子どもたちの「育つ力」と子育て家庭の「育てる力」を応援しま

すという目標に対しまして、基本施策１、子育て支援についての情報提供、相談機能の

充実ということが設定してございます。この中では、計画事業が二つございます。子ど

もと子育てに関する情報の一元的な発信、それから２番目に子ども家庭支援センターの

整備ということでございます。 

 この２番目の子ども家庭支援センターの整備というところで、昨年の４月、20年度の

はじめに光が丘子ども家庭支援センターを開設いたしました。これに伴いまして、実施

状況のところでは３か所ということで、１か所増でございます。 

 続いて、２ページをお願いいたします。基本施策２の子育て家庭の交流の促進という

ところで、こちらについては特段大きな変化はございません。 

 ３番の子育て家庭を地域で支える仕組みづくり、こちらでは三つの事業がございます

が、一番最初の児童館を地域の核とする子育て支援ネットワークの構築ということで、

平成20年度検討・調整ということでございます。児童館職員を中心といたしまして18年

度から検討を引き続き行っているところでございます。 

 ４番の保育サービスの充実のところでございます。保育所の待機児童の解消でござい

ますけれども、区立・私立の保育園、これが１園増になってございます。80園から81園

ということでございます。これは私立保育園、ベネッセチャイルドケアセンター大泉学

園という保育園が１園開設されたものでございます。それから、一番下のところでござ
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いますけれども、20年度に認定こども園が１園設置されております。みのり幼稚園、定

員が55というところでございます。 

 ３ページをお願いいたします。一番上のⅠ－４－２でございます。乳幼児一時預かり

事業でございます。これは先ほどご説明いたしました光が丘子ども家庭支援センターの

中に、光が丘ぴよぴよというものが開設しておりますので３か所になってございます。 

 同様に、Ⅰ－４－４トワイライトステイ（夜間一時保育）のところも、同じく光が丘

ぴよぴよが事業を開始しておりますので、３か所が４か所になってございます。 

 それから、とばせていただきましてⅠ－４－８の延長保育のところでございますけれ

ども、先ほどご説明いたしましたベネッセチャイルドケアセンター大泉学園、ここで２

時間の延長保育を開始してございます。１園増でございます。 

 続いて、４ページをお願いいたします。３番目、Ⅰ－５－３中学生・高校生の需要に

応える事業の実施というところでございます。20年度の特記事項というところで記載し

てございますけれども、中学生・高校生の需要に応える事業の実施。20年度に中村児童

館をモデル館として事業を実施し、中間報告をまとめてございます。 

 今度は５ページをお願いいたします。基本施策６の居場所、遊び場、多様な体験機会

の充実というところでございます。一番上の学校応援団の推進事業でございます。20年

度は18校新たに学校応援団ができまして既存の23に加えまして合計で41校でございます。 

 二つ下のⅠ－６－３総合型地域スポーツクラブ（ＳＳＣ）の育成というところでござ

います。中村南スポーツ交流センターがオープンいたしまして、そちらにＳＳＣができ

ましたので、従来の６か所が７か所になってございます。 

 それから、その下のⅠ－６－４（仮称）わかものスタート支援事業でございますけれ

ども、これにつきましてはモデル事業ということで、ニートや引きこもりを抱える保護

者への講演会等を実施してございます。 

 それから、その下のⅠ－６－５、放課後こどもプラン事業でございます。これにつき

ましては、学童クラブ事業と学校応援団が運営する広場事業との連携という事業でござ

いまして、20年度につきましてはモデル校16校でこの連携を行っているものでございま

す。 

 ６ページについては特段ご説明することはないと思います。 

 ７ページをお願いいたします。基本目標Ⅱ、子どもと親の健康づくりを応援します。

基本施策１、健康診査等の充実というところでございます。Ⅱ－１－２につきまして、
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幼児歯科検診というところでございますけれども、従来の歯科相談を充実させまして、

総合的な母子相談、子どもだけではなくて母子相談という形で事業の見直しを図ってご

ざいます。 

 基本施策の２につきまして、健康相談の充実と育児不安の解消でございます。こちら

ではⅡ－２－３産後４か月児までの新生児・乳児のいる家庭というところでの訪問事業

でございますけれども、訪問率を向上させるため、いろいろな事業の工夫を行ったとい

うことでございます。 

 ８ページにつきましては、ご説明するところは特にございません。 

 ９ページをお願いいたします。基本目標Ⅲ、子どもの健やかな成長を助けるため教育

環境を整備しますということでございます。基本施策１、生きる力を育成する学校教育

というところで、Ⅲ－１－３教育相談でございます。右の方の特記事項のところにあり

ますように、相談件数が1,313件あったということでございます。延べ相談件数16,183

回ございます。 

 10ページにつきましては、再掲の項目だけですので、特に説明はございません。 

 11ページをお願いいたします。基本目標Ⅳ、子どもと子育て家庭を応援するまちづく

りを進めますということで、基本施策１、居住環境の整備と子育てバリアフリーのまち

づくり、Ⅳ－１－１歩道のバリアフリー化、Ⅳ－１－２駅のバリアフリー化、Ⅳ－１－

３公園へのだれでもトイレの設置ということで、いずれもそれぞれ整備を進めまして、

箇所数がそれぞれ増えてございます。 

 12ページをお願いいたします。安全・安心のまちづくりでございます。Ⅳ－２－２の

防犯・防火情報の収集・提供というところでございます。安全・安心メールにつきまし

て、21年３月末現在の登録者数が約１万2,700件ということでございます。 

 続きまして13ページをお願いいたします。Ⅳ－２－４のところ、地域パトロール体制

の充実というところでございます。ここでは20年度から安全・安心パトロールカーを１

台増やしまして、計７台といたしました。それで夜間パトロールの強化、あるいは地域

への貸し出し事業につきまして充実を図ってございます。また、パトロール協定団体に

つきましては21年３月現在で従来の６団体から８団体へと２団体増えてございます。 

 14ページにつきましては、特段ご説明する内容はございません。 

 15ページは子育てと仕事の両立支援ということで、再掲事業でございますので特に説

明はございません。 
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 16ページをお願いいたします。基本目標Ⅵ、特に援助が必要な子どもと子育て家庭を

応援します。基本施策１の児童虐待防止対策の充実につきまして、Ⅵ－１－２児童虐待

防止マニュアルの改定というところでございます。20年12月に改訂版を発行いたしてお

ります。 

 17ページをお願いいたします。基本施策３、障害児の健全な発達の支援ということで、

Ⅵ－３－２特別支援教育の推進というところでございますけれども、ここでは個別指導

計画作成のソフトの開発、あるいはリーフレットの作成を行い、一層の事業の推進を図

ったということでございます。 

 以上、大まかな事業の実施状況のご説明でございます。 

 

座  長 

 ありがとうございました。大変幅広い多様な部分に当たるのですけれども、ただいま

のご報告につきまして、何かご質問・ご意見等ございましたら、どうぞご自由に手を挙

げてご発言ください。いかがですか。 

 では、私の方から一つ。実際に聞いた話なのですけれども、３ページの短期特例保育

になるのですか、一時保育になるのかな。飛び込みの利用は物すごい競争率というか、

なかなか預かってもらえないというので、大変な申込数だというふうに、実際に現場か

ら聞いたことがあるのですけれども、実際はそんな状況なのでしょうか、やはり。もし

そうだったら、少しそのあたりも力を入れていかなければいけないところではないのか

なと思うのですが。 

 

計画調整担当課長 

 お答えします。このⅠ－４－６のところの一時保育につきましては実施している園が

４園ございます。４園というのは、右の方の20年度の特記事項のところに書いてござい

ますけれども、東大泉第三保育園・どんぐり山保育園・大泉にじのいろ保育園・キッズ

プラザアスク関町北保育園と、この４園で行ってございます。 

 これも私立保育園が１園増えたことによりまして利用の枠は広がったのでございます

けれども、なかなか、やはり利用しづらいというご意見は、こちらの方でも聞いてござ

います。 
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座  長 

 道灌山保育園なのですよ。道灌山でたまたま先生と話していたら、すごく申し込みが

多くて応えきれないという、そんな話だったのです。やっぱり、こういうニーズが多い

のですね。できますれば、何か対応ができれば、ご努力いただきたいと思います。 

 何かございますか。 

 

委  員 

 一時保育なのですけれども、私は昔、一時保育室で働いていたことがありまして、利

用をしたいというお母さんたちの声は本当に聞いています。ただ、一時保育はやはり費

用が保育園に比べて高いのです。勤めていらっしゃる方は安く預けられるのですけれど

も、不定期に仕事をしていらっしゃる方、もしくは本当に一時保育が必要なほど大変な

精神状態の方などは、預けたいのだけれども高すぎて預けられないということがあるの

です。 

 一時保育につきましても、保育園と同じような行政の資金的な援助があると、より使

いやすくなりますし、子育て家庭の支援になるのではないかと思いますので、箇所を増

やすのと一緒に、その資金的な援助の方もぜひよろしくお願いいたします。 

 

座  長 

 ありがとうございました。 

 進捗状況をお伺いしたわけで、何かここのところが遅れているのではないかとか、あ

るいは、こうしてほしいとかということがもしございますれば、ぜひ、そのあたりのと

ころはご意見をちょうだいしておいた方がいいと思いますが。 

 

委  員 

 学校応援団についてなのですが、学校応援団を運営する側の地域の方々とつながりが

たくさんございます。二つの学校を知っているのですけれども、両方とも立ち上げがと

ても大変な状態です。それはやはり地域の方々が組織をつくって運営していくという面

にあると思います。 

 練馬区の中の一つのＰＴＡ会長をやっていらっしゃる方が抗議していまして、「今度

立ち上げることになった。すごくいい学校応援団をつくりたいと思っていたのだけれど
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も、いろいろ考えると、あれやってはだめ、これやってはだめと、規制をしていかない

と、やはり事故が起こったら困るし、どうしたらいいのだろうね」と頭を抱えていらっ

しゃいました。 

 私どもはプレーパークという事業をしているのですけれども、実は板橋にも学校応援

団と同じような「あいキッズ」という組織が今年立ち上がりまして、私どもがかかわっ

たのは、ちょうど学童保育が受託したという形でやっている施設だったのですけれども、

同じような悩みを持っていらっしゃいまして、ボランティア、有償ボランティアで来る

スタッフの方々が、「子どもたちを自由に遊ばせてあげたいのだけれども、けがをされ

ては困るからどうしても禁止事項が多くなって、子どもから反発されてしまって、なか

なかうまくいかない」と。その子どもとのコミュニケーション関係。もう一つ、何もな

い校庭の中で「さあ、遊びなさい」と言っても、子どもたちは、そこにあるボールをけ

るしか遊び方がよくわからないというか、あまり外遊びをしたこともない子も多いです

し、そういった意味で、プレーパークでは何か知恵がないかということでご相談を受け

まして、スタッフ研修会と、あと出張プレーパークというのを校庭で行いました。そう

しましたところ、ロープですとか、あと、砂場にスコップを持ち込むですとか、そうい

った学校の状況を変えない中で少し遊具を増やしたりとか、大人たちがだめと言う前に

子どもの気持ちを聞くような、一歩引いたかかわり方をするという、ちょっとしたコツ

を２時間お話ししただけで、すっかりその日の子どもたちの遊びが変わりまして、大変

スタッフの方から喜ばれて、もし、またよければ夏休みももう一度出張プレーパークを

開いてくれないかという話も受けているのです。 

 練馬区の学校応援団の、今、実際にやっていらっしゃる運営者の方とも何人かお話し

したことがあるのですけれども、本当にいい志で頑張ってくださっている方々がたくさ

んいらっしゃいます。ただ、現場は困っている場合が多いので、ぜひ、その困ったとこ

ろを解消してあげられるように、スタッフ研修ですとか、あと学校応援団として子ども

たちの遊び環境をどうするか、遊具といいますか、道具類ですとか許可ですとか、そう

いった面のご支援を、ぜひ、全校に配置されることですし、よりいい状態になるように、

よろしくお願いいたします。 

 

座  長 

 ありがとうございました。ほかにございますか。 
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委  員 

 私は子育ての広場にかかわっている者なのですけれども、ぴよぴよには非常にたくさ

んの方が親子でいらしていて、本当に今必要とされているところなのだなということを

痛感しています。 

 それで、民設の広場というのが21年度には８か所に広がって、本当にいいことだなと

思っています。やはりお母さんたちがベビーカーを押して行ける範囲となりますと限ら

れていますし、なるべく近くに、大きくなくてもいいからたくさんの広場があるのが一

番望ましいかなということを常々考えております。 

 ただ、民設の広場になりますと、やはり運営をしていくにあたっては利用料というの

をいただかないと難しいのですね。だけど、それはどう考えても不公平というか、区の

広場ですと無料で利用できます。近い方は１日に２回いらっしゃる方もあります。本当

にお買い物のついでに立ち寄ったりとかということもできます。だけど、利用料をたと

え200円といっても払うとなると、やはり立ち寄るということではなくて、行くんだっ

たら半日なり１日なりゆっくりしようということになっていくと思うのです。できたら

無料で利用できるように、もう少し民設の広場の方に助成金なりをいただけたらいいな

と思うのですけれども、いかがでしょうか。 

 

計画調整担当課長 

 貴重なご意見ありがとうございました。確かに、民設でいろいろ活動されている方と

お話をすると、最終的に資金の話になってまいります。なかなか区の方で援助するとい

う体制も今はとれない状況でございまして、非常にご苦労かけているのかなと思います。

その辺につきましては、担当部署も含めまして、ご意見があったということを伝えまし

て、いろいろとまた検討させていただきます。 

 

委  員 

 意見ではなくて質問なのですけれども、12ページに自転車運転免許制度という事業が

あるのですが、21年度の目標で対象児童6,000人とありますけれども、何年生以上とか

あるのであれば教えていただきたいのですけれども。 

 というのが、私の娘が通っている小学校で、やっぱり自転車の乗り方がすごく問題に
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なっていて、実際に子どもだけの責任ではないのですけれども、事故が起こったりもし

ているので、どうしたらいいかなというのをみんなで考えているものですから、教えて

いただければと思います。 

 

計画調整担当課長 

 今の、12ページの基本施策のまとめというところで、５行目から「自転車運転免許制

度は、平成17年度に開始した。19年度からは交通安全対策調査員を設置する等を行った

結果、実施校は増加してきている。引き続き、未実施校への周知と理解を求め、小学校

高学年の児童全員の実施を目標とする」というふうに記載してございます。高学年の皆

さんにこの免許を取得してほしいと、そういうことで始めているものでございます。 

 

座  長 

 よろしいですか。 

 

委  員 

 免許を取ると、バッチみたいなものが出るのですか。 

 

計画調整担当課長 

 まずは、運転免許証と同じような感じで、カードをお渡しするというふうになってい

ると思います。 

 

委  員 

 基本施策３の障害児の健全発達の支援というところで、学校巡回相談員という方に私

もお会いしました。すばらしい方で、学校としてもとても頼りにしてやっていきたいと

いうことです。そして、コーディネーターも学校の中にいて、専門部会の研修も随分や

っているようでございます。 

 しかし、その中で専門の医者とか、いろいろな人たちの集まりの部門の流れがまだで

きていないというか、それに期待していますので、よろしくお願いします。 

 この間、うちの方の学校に巡回相談員の方がいらしてくださって、お話していたとき

に、学校の中のそういう部会にぜひ参加してくださるということをお聞きしまして、と
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ても力強く思っております。よろしくお願いします。 

 

委  員 

 学校相談員の方とこの間お話ししたのですけれども、もう１人、保健師さんとお話し

まして、お二人とも、子育てに困って来るお母さんたち、学校相談室に通ってくる中学

生、小学生の子どもたちなのですが、多くの場合、広汎性発達障害を抱えているケース

が多いという話をしていらっしゃいました。 

 そういった専門の保健師さんが、先日あるプレーパークへ見学に行ったのですが、た

くさんいますねと、プレーパークの中にはそういう子たちが。確かに、……していま

すと、元気いっぱいの子どもたちが大変多いのです。どうやら学校では教室の中であま

り座っていられないタイプの子もいるみたいなのですけれども、プレーパークの中では、

友達同士楽しく、それこそ元気いっぱいにのびのびと遊んでいます。そういう子たちが、

そこで心の落ちつきを取り戻して満たされていくことで、何かしらのお役に立てるので

はないかと。保健師さんも、その学校相談員の方も、こういった場所があちこちにあっ

て、そういった子どもたちが放課後もしくは休日に思いっきり遊べるようになると随分

いいのだけれどもねという感想をもらしていらっしゃいました。 

 ぜひ、学校の中だけのケアではなく地域全体で支えるような形で、そういう広汎性発

達障害の子供たちの育ちを見守っていただけますように、よろしくお願いいたします。 

 

座  長 

 よろしいでしょうか。ございますか。 

 

副 座 長 

 ４ページのところに中学生・高校生に関するサービスというようなところが出てくる

のですけれども、先ほどご説明いただきましたが、その中のⅠ－５－３の中学生・高校

生の需要に応える事業の実施というようなところで、中村児童館をモデル館として事業

を実施し、中間報告をまとめたというふうにご説明いただいたのですが、具体的にこれ

を見てみたいなというのがありますので、何かの機会に、どのようなものかお教えいた

だければなというふうに思っています。よろしくお願いします。 
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計画調整担当課長 

 今の中村児童館をモデル館として行っているものが、週２回なのです。水曜日と土曜

日、夕方の５時から７時までの間に中学生・高校生のために児童館を開放しています。

例えば、ボールを使ってバスケットをやったりとか、中村児童館には大きな広場があり

ますので、そこを使った体を動かしたスポーツをやったりとか、あるいは音楽を実際に

やってみるとかという、そういうようなことで中学生・高校生の方が集えるような居場

所づくりということで、この事業を始めたものでございます。 

 結果的には、中学生が帰る時間帯と高校生が帰る時間帯とのずれがあったりして、な

かなか運営する側の難しさもある。それから、中村児童館につきましては区の正規の職

員が対応していますので、今のところモデル館としてこの週２回行っていますけれども、

この状況を見ながら、すべての児童館でこういう事業をする必要があるかどうかという

ことも含めて、いろいろな検証をしているところでございます。 

 水曜日と土曜日ということで、今は２回行っております。 

 

座  長 

 今日は、まだ二つのテーマがございますので次へ行きたいと思います。よろしいでし

ょうか。 

 それでは第２のテーマです。次世代育成支援行動計画の一部変更についてということ

でございます。事務局、ご説明お願いいたします。 

 

計画調整担当課長 

 資料２をお願いいたします。今年度は前期５か年の最終年度でございますけれども、

一部事業の変更等がございますので、説明させていただきます。まず、新規の事業が１

事業、それから変更する事業が３事業でございます。 

 まず、１ページ目が新規の計画事業ということで、（１）情報教育推進事業でござい

ます。基本目標Ⅳ「子どもと子育て家庭を応援するまちづくりを進めます」基本施策２

「安全・安心のまちづくり」という中に、９番「情報教育推進事業」という事業を新た

に行うものでございます。 

 これは、お子さんのインターネットとのかかわり方、人権侵害等についても考えると

いうことで、事業量といたしましては講演会を年５回開催して啓発を図っていくと、そ
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ういう内容がこの情報教育推進事業でございます。 

 裏面をお願いいたします。裏面が既存の事業の変更ということで、３事業について変

更させていただきたいと思っております。 

 まず１番目がわかものスタート支援事業でございます。Ⅰ－６－４というところでご

ざいますけれども、変更項目は21年度の目標値でございます。変更前は講習会開催回数

年150回、受講者数1,800人ということでございましたけれども、変更後はパソコン実務

講座等を何回か行う。あるいは就職活動支援講座を行うとかということで、より具体的

に示した内容でございます。 

 それから２番目でございます。（２）子ども医療費の助成、Ⅰ－８－１子ども医療費

の助成でございます。これも目標値の変更でございます。変更前は子ども医療費助成５

万2,000人というところを、今回、乳幼児医療費助成４万人というのを新たに加えさせ

ていただきます。これは事業といたしましては、もともと乳幼児医療費助成を行ってい

たところ、この計画化にあたっては、子ども医療費の助成というところだけを取り出し

て計画化したものでございますけれども、やはり実際に行っているものも目標値に入れ

た方がいいだろうということで、今回加えさせていただいたものでございます。内容に

ついて大きな変更があるものではございません。 

 それから３番目、（３）ひとり親家庭就労支援事業でございます。Ⅳ－２－１ひとり

親家庭の自立の支援ということで、これは事業名と21年度の目標値の両方を変更させて

いただくものでございます。 

 事業名のところをごらんいただくとおわかりと思いますけれども、母子家庭就労支援

事業ということでございます。ひとり親につきましては母子家庭だけではなくて父子家

庭もあるということで事業名を変更させていただくものでございます。 

 同様に目標値のところも、ひとり親家庭高等機能訓練促進費事業の実施ということで、

これを新たにつけ加えさせていただいたものでございます。これについても特段内容が

大きく変化するものではなく、単なる名称の変更でございます。 

 以上でございます。 

 

座  長 

 ご説明をちょうだいしてというぐらいのことかと思いますけれども、何かご質問とか

ございましたらば、この際ですからどうぞ。 
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 この件は、要するに実質の変化はあまりないということですよね。 

 それでは第３の議題に移ってよろしいでしょうか。 

 ３番目の議題は、この間行われたニーズ調査についてであります。概要版は持ってき

ていただいたかと思いますけれども、まずご説明をお願いしたいと思います。 

 

計画調整担当課長 

 昨年のこちらの協議会の中でもいろいろと議論があったというふうに私も伺っており

ます。このニーズ調査の報告についてご説明するのですが、概要版を本日お持ちでいな

い方はいらっしゃいますでしょうか。 

 この分厚い本書、報告書については、郵送で送らせていただいていると思います。こ

ちらをまたごらんいただければと思いますけれども、今日はこの概要版でご説明をさせ

ていただきます。 

 改めて、このニーズ調査につきましてご説明させていただきますと、先ほどからお話

しておりますように、22年度からの後期５か年の計画を策定するにあたっての基礎資料

となるような位置づけとして、この調査を行っております。調査につきましては大きく

二つの調査がございます。少子化状況の概要調査、それからサービス利用者等のニーズ

調査、この大きく二つでございます。 

 概要版の表紙のところに目次が書いてございます。今お話しましたように、３のとこ

ろに練馬区の少子状況の概要調査が１ページから８ページまで、サービス利用者等のニ

ーズ調査が９ページからずっと47ページまで記載してございます。 

 サービス利用者等のニーズ調査につきましては大きく５種類の調査に分かれてござい

ます。就学前小学校児童家庭の調査、それから中学生・高校生を対象にした調査、独身

および子どものいない世帯、子育て中および子育て終了世帯の調査、それから子育て施

設従事者に対する調査でございます。 

 ５番目の子育て意識の変遷と子育てに関する意識の比較につきましては、１から４ま

での各調査について比較等を行ったものが記載してございます。 

 それでは中身の説明をさせていただきたいと存じます。たくさんありますので、本当

に概要だけしかご説明できません。あらかじめご了承をお願いいたします。 

 まず、少子化状況の概要調査につきましては、国勢調査、あるいは住民基本台帳の統

計等、既存のいろいろな統計から資料を集めまして分析をしているものでございます。 
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 まず、１ページから２ページにかけまして人口の状況、動態等が記載してございます

けれども、人口・世帯数ともに増加の傾向にありまして、核家族化が進んでいます。そ

れから、区の人口に占める18歳未満児童の割合が減ってきているということが認められ、

その傾向は今後も続くであろうと予想されるという内容でございます。 

 ３ページ目では、練馬区として特色があるのが労働力率でございます。労働力率の比

較というのが男女別にそれぞれの年代のものがグラフ化されておりますけれども、練馬

区は東京都や全国と比較いたしましても比較的率が低いということでございます。これ

についてはどういう理由があるのだろうかということで、いろいろと議論を今している

ところでございます。 

 ４ページには、女性の職業の進出についての調査が出ております。練馬区民の総就業

者数に占める女性の割合というのは、７年、12年、17年と徐々に増えております。業種

的には専門的・技術的な職業、あるいは管理的職業の従事というところは、わずかずつ

進出が進んでいるというふうに読み取れると思います。 

 それから、４ページからは保育サービス、あるいは子育て支援サービスにつきまして、

いろいろ記載がございますけれども、区といたしましても、保育園、あるいは学童クラ

ブ、子育ての広場等、施設の数を増やすとともに、いろいろな形のサービスを提供して

おります。これに伴いまして、それぞれのサービスの利用者もどんどん増えてきている

ということが読み取れると考えてございます。 

 それから、７ページをお願いいたします。７ページは要保護児童への対応ということ

で、ここでは（２）障害児の状況というところでございます。18歳未満人口に対する障

害児の割合の推移ということで、身体障害児につきましてはほぼ横ばいではありますが、

知的障害児の数がやや増加傾向にあるということがここで読み取れます。 

 それから、飛ばしまして８ページでございます。８ページは児童相談所への相談の件

数ですとか児童虐待の状況等が記載してございますけれども、児童相談所の相談件数を

見ますと、東京都につきましては件数はやや落ちているのですが、右の方を見ていただ

きますと、いじめのところを見ていただきますと17年を境にまた増加傾向になっており

ます。それから、下の児童虐待の状況を見ていただきますと、虐待の相談の件数につい

ては若干増えたり減ったりはしているのですが、この中でやはり気になるのは保護の怠

慢・拒否、いわゆるネグレクトというところ、あるいは心理的な虐待というところが気

になるのかなというふうに思います。 
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 以上が、少子化の状況についての調査の概要でございます。 

 ９ページからは、サービス利用者等のニーズ調査でございます。 

 まず１番目が就学前小学校児童家庭の調査結果でございます。それぞれの調査につき

まして、調査対象、サンプルの数、それから調査の方法ですとか回収率ということがこ

の表の中に書いてございます。特に小学校児童家庭の回収率が86.7％と、学校を経由し

て行ったということですけれども非常に高い割合になってございます。 

 この中では、少し飛ばせていただきまして12ページをお願いいたします。上のところ

ですけれども、土曜日の保育サービスの利用希望というところでございます。就学前児

童家庭の土曜サービスの利用意向につきまして、月に１回から２回は利用したいという

ところが、トータルのところが22.3％。５年前も同様なご質問をいたしまして15.5％で

ございまして、７ポイントばかり上がってきているということでございます。 

 なお、この父同居（ひとり親家庭）のところにつきましてはサンプル数が３件でござ

いますので、割合がほかのところと比べて大きく変わっておりますけれどもサンプルが

少ないということで出てきているものでございます。 

 それから13ページの下のところでございますけれども、小学校児童家庭の児童放課後

等居場所づくりの事業についての利用意向につきましてでございますけれども、トータ

ルのところで意向があるというところの回答でございますけれども、約３分の２が意向

があるという回答でございます。 

 続きまして14ページでございます。子どもが病気になったときの対応・一時預かりに

ついてご質問しております。就学前児童家庭につきましては母親が休んだというところ

が61.9％です。前回５年前の調査では約50％だったのでございますが、12ポイントほど

上がっております。 

 それから、また飛ばせていただきまして、16ページでございます。子育てに関する情

報入手先につきまして、就学前児童のところでございます。第２位に保育園・幼稚園・

学校というところで、56.1％の方がこちらから情報を入手するというところでございま

す。５年前は45％でしたので、11ポイントほど増えてございます。それから悩みや不安

などの相談相手というところでございます。同じく就学前児童の３位のところに隣近所

の人、地域の知人・友人ということで61.6％です。これも前回と比較いたしまして10ポ

イントほど増えております。 

 それから、18ページをお願いいたします。地域での子育て支援についてのご質問でご
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ざいます。子育てサークルなどへ自主的に参加しているかどうかという質問でございま

すけれども、現在参加しているという方、あるいは、できれば参加したいというような

回答で約半数を占めているのが就学前です。これに対して小学校の児童家庭では、なか

なかそこまでは行かないというのがこのグラフで出ております。 

 なお、練馬、光が丘、石神井、大泉という地域が書いてございますけれども、これは

福祉事務所の管内ということで、それぞれ事務所で分けております。 

 その下の、自主的活動への行政に対する要望というところでございますけれども、や

はり一番多いのが、区からの情報提供が欲しいということでございます。 

 続きまして、飛ばせていただきまして20ページです。仕事と子育てとの両立というと

ころでございますけれども、まず、仕事と子育ての両立で大変なことというところで、

就業前児童のところの１位が、自分が病気などのときに代わりがいないという回答で、

56.6％でございます。５年前と比較いたしますと、10％ほど大きく増えてございます。 

 その下の両立のための要望というところで、これは両方とも共通でございますけれど

も、一番多いのが職場や上司の理解、協力体制、それから２番目が短時間勤務やフレッ

クスタイム制度ということで、職場の理解だとか、あるいは子育てがしやすい勤務体系、

そういったものに配慮をしてほしいという要望でございます。 

 続きまして、22ページ、23ページにつきましては子育て支援サービスの認知度と利用

経験、あるいは利用経験と利用意向、これをマトリックスの形で、それぞれの事業をポ

イントで落としてございます。これは後ほどごらんいただきたいと思います。 

 続きまして25ページです。25ページからは、今度は中学生・高校生への調査結果とい

うことでございます。いずれも学校等を経由して調査書を配布して回答をいただいたも

のでございますけれども、中学生が88.3％の回答率、高校生が92.6％の回答率というこ

とで、非常に高い回答率でございます。 

 ここでは家事経験というのが中段にございます。中学生の２位のところに食事の後片

づけをするというところがございます。57.9％です。前回と比較しまして、やはり８ポ

イントから９ポイントほど増えてございます。同じく、高校生につきましては１位が自

分の部屋の掃除というのが66.7％、実はこれは５年前と比較いたしますと10ポイントほ

ど逆に落ちております。 

 それから、飛ばせていただきまして27ページでございます。休日の居場所というとこ

ろでございます。中学生の３位、友達の家というところで29.1％の方が回答しておりま
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すけれども、前回と比較いたしまして、これはやはり10ポイントばかり落ちております。

 それから29ページでございます。学校に行きたくなくなるときの対処法についてとい

うことでそれぞれ回答がありますけれども、中学生の場合の２位のところで、母親に相

談したというのが18.5％、前回が16％でしたので若干上がっているのかなというところ

です。 

 それから、飛ばせていただきまして31ページをお願いいたします。31ページの下の方

ですが、結婚・子ども等の考え方というところで、一番上の段でございます。結婚は個

人の自由だからしてもしなくてもよいという、そういう質問に対して、そう思うと回答

した割合が45.8％です。前回はこれが67.1％と多かったのですが、45.8％ということで

22ポイントほど落ちております。 

 それから、またしばらく飛ばせていただきまして34ページです。34ページからは独身

および子どものいない世帯、子育て中および子育て終了世帯の調査結果でございます。 

 この中では35ページの下のところです。結婚の有無とその考え方ということで、左側

の独身および子どものいない世帯に対する結婚に関する考え方。できればすぐにでも結

婚したい。それから、いずれは結婚したいということで、両方足し合わせますと85％ほ

どの方が結婚の希望が高いということでございます。これは前回と比較いたしますと、

やはり15ポイントほど増えております。 

 それから、またしばらく飛ばせていただきまして39ページです。行政サービスへの要

望というところで、独身および子どものいない世帯、あるいは子育て中および子育て終

了世帯、いずれも１位が子どもの出産等にかかる医療費の負担軽減、それから２番目が

保育園等の費用や教育費の負担軽減ということで、いずれも、やはり子どもを育てるの

にかかる費用について、行政に何とかしてほしいという要望でございます。 

 失礼しました。もう一つ特色的なところがございまして、36ページをお願いいたしま

す。真ん中のグラフでございますけれども、子どもを持ちたいかということで、独身お

よび子どものいない世帯に対してのご質問でございますけれども、トータルのところで

は86.9％の方が将来子どもを持ちたいという回答でございます。５年前は78.3％という

ことで約８ポイントばかり増えてございます。この辺も特色なのかなと思います。 

 それから今度は40ページです。子育て施設従事者の調査結果ということで、保育園だ

とか幼稚園だとか、その他子育てに関係する施設に働いていらっしゃる方に対するご質

問でございます。 
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 ここでは、43ページです。虐待を判断する際の情報というところがございます。一番

目に多いのが児童相談所、あるいは東京都の児童相談センターということがございます

けれども、２番目に子ども家庭支援センターというのがございます。42.6％。前回、５

年前は13.9％でしたが、大幅に約30ポイントばかり増えております。やはり、子ども家

庭支援センターの施設数が増えたということで、その役割が非常に大きくなってきてい

るということが、ここで判断できるのかなと思います。一つ飛ばしまして、地域の住民

というところも、これは38.3％です。５年前は19.4％でしたので、これもやはり20％近

く増えてございます。 

 これに反しまして、逆に大きく減っているのが、その間に挟まれております、子ども

の保護者自身の訴え・相談というところでございます。前回は63.9％でしたのが今回は

38.3％ということで、25ポイントほど落ちているということでございます。この虐待と

いうことに対する何か複雑さというのが、この辺にあらわれているのかなというふうに

思われます。 

 44ページからは子育て意識の変遷、あるいは子育てに関する意識の比較ということで

グラフが載ってございます。 

 この中で特色、45ページのところでございますけれども子育てに関する情報の入手先

ということで、真ん中あたりにありますインターネットから情報を入手するということ

の回答をした方がどの年代も大きく、特にこの三角形のところですから、就学前児童家

庭ではインターネットに頼って情報を収集しているということがここで出てまいります。 

 手前みそになりますけれども、練馬区から事業をお願いしております「ねりこそ＠な

び」というのがありまして、そのページからも結構情報を入手されているということが

あるのではないかと思っております。 

 それから最後のところ、47ページでございます。この四角で囲ってあるところで、意

識の差が大きいもの上位５位までということでございます。これは施設従事者と就学前

児童家庭についてそれぞれ比較したものでございまして、例えば一番意識の差が大きか

ったのは「子育てに困った時に相談する場を作って欲しい」というところが54.5％の差

ということで、施設従事者の方が回答した割合が高くて、就学前児童家庭の方が少なか

ったということでございます。プラスの方は施設従事者の回答が多かったということで

ございます。 

 これに対しまして、２番目の「犯罪に巻き込まれないよう、防犯対策の強化」という
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ところで、これは逆に就学前児童家庭の方からの回答が多かったというふうに読み取っ

ていただきたいと思います。プラス・マイナスはそういう意味でございます。 

 以上、長くなりましたけれども、このニーズ調査報告のあらましについてご報告させ

ていただきました。どうもありがとうございました。 

 

座  長 

 どうもありがとうございました。結構大きな調査ですよね。こんな分厚いのをいただ

きまして。 

 何か、ご感想とかご質問等がございましたらば、どうぞ挙手をいただいて、ご発言く

ださい。 

 気になっていているのが、前も申し上げたと思うのですけども、９ページのところで

児童家庭の調査をやっていますよね。これは多分、児童の名前で、「保護者様」という

ので調査票が行っているのではないかと思うのですけれども、そうすると、答えた人が

お母さんかお父さんか、男性か女性かわからないですよね。それはどんな調査になって

いましたか。 

 

計画調整担当課長 

 この分厚い本書の方に調査の方法等に書いてございます。こちらの方に、資料２とい

うところに、その調査票は具体的に載っていますけれども、これではだれが回答したか

ということについてはわからないです。 

 

座  長 

 実は、お母さんが答えるのとお父さんが答えるのでは子育ての内容も大きく違うと思

うので、お父さんとお母さんと平均したらこんな答えですよというと、ちょっと。「記

入者はどなたですか」というのを書いてもらえれば、一つフェイスシートを入れるだけ

で解決する問題ですからね。多分、次回もなさると思うので、本当はそうした方がいい

のではないかと思いますが。 

 

計画調整担当課長 

 はい。 
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座  長 

 いかがでしょうか。 

 

委  員 

 せっかくの調査であって、これはやはり練馬区の調査ということであるので、例えば

８ページとか、その前のページ等もそうですけれども、国と東京都の調査を出している

ので、例えば８ページの東京都の児童相談所における調査状況と、それは例えばそこを

練馬区だけ引っ張ってこられないでしょうか。例えば児童相談所で相談件数が、恐らく

区別でも区のうち、何区というのは出てくると思うのですけれども。そういうのが比較

できるとまた、せっかく出したので、片一方では練馬区、片一方では東京都と国だけし

か見ていないと。もうちょっと、せっかく出たのがもったいないかなと思いまして。 

 あと、母子家庭数とか、６ページ等もやはり要保護児童等、これも区の方と東京都と

いろいろな国勢調査の中で入っていると、それが参考になるのでしょうけれども、この

辺がもっと区の方に集中して、何か比較するようにしていただけるとわかりやすいかな

と思ったのですけれども、その辺はどうだったのでしょう。 

 

計画調整担当課長 

 これは東京都児童相談所の事業概要からこの数字を出してきております。もし区別に

出るようでしたら、それについては実際の計画づくりのときにそれを何か考えていきた

いと思います。今パッと見たところでは、その事業概要からはなかなか区別は難しいの

かなと私は個人的に思っていますけれども、工夫できれば何かしたいと思います。 

 

委  員 

 19ページになります。「子どもの遊び場、外出時の困りごと等について」の子どもの

遊び場への意識の部分なのですが、この項目というのは、項目が初めからあがっていて、

それについてマル・ペケをつけるようなアンケートだったのでしょうか。 

 

計画調整担当課長 

 こちらの方から、例えば「雨の日に遊べる場所がない」という項目を出しておいて、
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これについてどう思いますかということで回答いただいたのが55.3％、そういうことで

ございます。 

 

委  員 

 わかりました。なぜその質問をしたかといいますと、子どもの遊びにつきましては、

同学年ばかりではなくて、昔の、ガキ大将がいて小さな子を引きつれて遊ぶような異年

齢での群れ遊びというものが今はなくなってしまっているという話ですとか、あと、自

然との触れ合いですね。アリンコを探してみたり、木の枝をむしってみたり、たき火を

してみたり、あと泥んこで遊んでみたり、そういったような自然との遊びなどについて

は、今はなくなっているけれども復活させた方がいい、もしくはそういうものがとても

子どもたちの情緒的なことをはぐくむと言われているのですが、そういうニーズがあっ

たとしても、こういった形で調査されてしまいますと、なかなか出てこないのかなと。 

 例えば、「自然」という言葉も「緑などの自然が少ない」というのが入っているので

すけれども、これでは「子どもの遊び」ということの意識調査には難しいのではないか

なと思いまして、もし次回調査をすることがありましたら、自由回答欄ですとか、もう

少し遊びということに主点を置いて、どのような質問事項にしたらいいかということを

吟味いただけるとありがたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

座  長 

 ありがとうございます。 

 

委  員 

 ７ページの障害児の状況ですが、これは身体障害児、それから知的障害児ともに手帳

の数でしょうか。 

 

計画調整担当課長 

 ご指摘のとおりでございます。 

 

委  員 

 そうしますと、知的障害のない発達障害児が増えているということは、これでは把握
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できないですね。その辺は何か把握する方法というのはありますか。 

 

計画調整担当課長 

 まだ、区の内部でもいろいろな統計等がございますので、そちらの方から、またその

辺は反映させていけるかなというふうに思います。 

 

委  員 

 知的障害でない発達障害は、いわゆる「愛の手帳」がもらえないということがあって、

特にアスペルだとか高機能自閉とかＡＤＨＤなんかもそうですけれども、自立支援法で

はくくれない部分があると思うので、その辺の把握というのをお願いしたいと思います。 

 それと、病児保育に関してなのですけれども、母親の心配事というのはトップに、父

親もそうですよね、自分が病気のときに代わりがいないというのがあがっていますけれ

ども、これに対して病児保育の認知度というか、マトリックスのところを見ますと、昔、

我々がアンケートをとったときよりは大分上がってはきていると思うのですけれども、

22ページの就学前家庭で見ますと認知度は半分ぐらいです。利用経験がほとんどない。

その右側の利用意向と利用経験を見ますと、利用経験は少ないけれども利用の意向は半

分ぐらいになっているというようなことで、大分、その辺の意識が違ってきたのかなと

いうふうに感じました。 

 

座  長 

 この調査結果はこういう計画を策定するための、また大事な資料になりますので、ぜ

ひしっかり読み込んでいただいて、ご発言をちょうだいしたいところなのですが、いか

がでしょうか。 

 

副 座 長 

 まず形式的なところの確認なのですけれども、これは調査主体が区長というか練馬区

ですけれども、実施母体は計画調整担当課というふうに書かれていますが、外部委託は

していないということですか。 

 

計画調整担当課長 
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 それにつきましては、実際にはコンサルタントの方にお願いしております。 

 

副 座 長 

 データの管理はどうなっているのでしょうか。 

 

計画調整担当課長 

 データそのものにつきましては、実際に書いていただいた回答書につきましては、私

どもの方で現在、保管してございます。おおむね５年ぐらいは保存しようかなというふ

うに考えてございます。 

 

副 座 長 

 それでしたら、さらに伺いますけれども、ニーズ調査というようなことになると、最

初の方で計画の実施状況に関して報告をしていただいて、それぞれの基本的な項目、事

業計画というようなところに沿った形で検討していかなければならなくなりますよね。

その際に、さまざまな保育サービスの検証や何かをしていかなければならないわけです

けれども、例えば一時保育の必要性がどの程度あるのかとか、そういったことが検討の

俎上に上ってくるわけですけれども、その際に、一番比較をしなければならないのは就

労の形態ですよね。 

 だから、フルタイムで働いているのかパートなのか、それとも、まだ働いていないの

かと。あるいはそういった意向があるのかというようなことで見ていかなければならな

いのですけれども、この概要版を見ると居住の形態を聞いているのです。父母同居なの

かどうかとか、ひとり親世帯なのかとか、そういう三世代の拡大家族の形態なのかとい

うような聞き方をしているのですけれども、これは、なぜこういう聞き方をされたのか

教えてください。 

 

計画調整担当課長 

 ほかにも、この中に就労形態についての、実は調査の内容もございます。ここでは概

要版ということで、前回５年前のと比較できるように同じような項目をあげてこういう

ふうになってございますけれども、実はフルタイムによる就労なのかパートタイムなの

か、１週当たり何日、あるいは１日当たり何時間働いているのかと、そういう調査項目
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も実はございますので、その辺の分析には使えるのかなというふうに思っております。 

 

副 座 長 

 さらに、それで私はそういったものがあるのかと思って、こちらの大きい方のニーズ

調査の方も見てみたのですけれども、それを知るためのデータというのは出てきません。

だから、個別にフルタイムの人が何％いますというようなことはわかります。だけれど

も、そういった何％の人がどういった意識を持っているのかというようなことは、この

厚いのを見ても出て来ないのです。だから、そういった基本的なものがないと本来検討

ができない部分というのがあるので、もし、データをお持ちだというようなことですか

ら、それは委員から希望するクロス分析のものをお出しいただくことは可能なのでしょ

うか。 

 

計画調整担当課長 

 今、コンサルタントの方といろいろと調整をしておりまして、いわゆるいろいろなサ

ービスのニーズ調査、ニーズというものについて、その量の分析を始めているところで

ございます。今おっしゃられたようなことについても作業しておりますので、こちらの

方でまとまり次第、またそれについては各委員さんの方にご報告できればなというふう

に思います。 

 

座  長 

 「まとまり次第」ではなくて、今のお話は、クロスのデータを出してほしいというこ

とでしょう。 

 

計画調整担当課長 

 今は、まだ単純集計でそうなっていますので、それについてのクロス集計については

これから作業しますので。 

 

座  長 

 そうしたらクロスは、これとこれとクロスをかけてくれといったらすぐできる仕事な

ので、もし、具体的に、委員の中からこれとこれのクロスが必要だということであれば、
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それは事務局に申し出ていただいて、事務局としてそれをまとめて業者さんの方に言っ

ていただければ、もうすぐ終わってしまうことだと思うのですけれども、どうですか、

実務上は。私は業者の立場で何回もやったことがあるので、そのあたりのことはよくわ

かるのですけれども、問題ないですよね。 

 

計画調整担当課長 

 では、コンサルタントの方が見えておりますので、私の代わりに。 

 

コンサルタント 

 ニーズ推計については、つい最近、国が「こういうやり方がよろしいのではないです

か」という大きな指針を出してきています。ですから、私どもとしても、それを全部う

のみにするわけではないのですけれども、いったんは国の言い分どおりに集計しようと

思っていますので、それに関する考え方が国が示してきましたから、まずはそれに従っ

てやってみようと思います。ですから、今それがあるのかということに関しては、あり

ませんので、かなり細かい集計をしなければいけないのです。単純にそのクロスをとる

だけでは済みませんので、その考え方も参考にしてつくっていきたいと思っています。 

 

座  長 

 これは全部打ち込んであるのでしょう。 

 

コンサルタント 

 打ち込んであります。 

 

座  長 

 そうしたら、クロスかけるのはすぐできるじゃないですか。 

 

コンサルタント 

 単純なクロスではいかない部分がありますので、今回の場合は。結構細かいものがあ

りますので。 
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計画調整担当課長 

 実は、国の方から、この計画を作成するにあたって、こういったニーズについてはこ

ういうふうに計算するといいですよというような、そういうガイドラインが実は出てお

ります。それのお話を今されました。それに基づいてやると、ここと、いろいろなもの

をやっていかないと出てこないようなものも幾つかあるのです。そのお話を今されたと

いうことです。 

 

副 座 長 

 私は専門が社会学で、社会調査は実習を持っていたりとか、統計学を教えていたりす

るので非常に気になる話になってくるのですが、既に地域別の属性、いわゆる独立変数

にしてクロス分析しているわけですよね。そういった簡単なものではないのですか、こ

れは。私が言っているのは、父親のフルタイムなのか、母親がフルタイムなのかとか、

そういった就労形態によるクロスができるのかどうかということを言っているのですけ

れども。 

 

計画調整担当課長 

 ですから、今、コンサルが言ったのは、そのガイドラインに基づいてやるといろいろ

な複雑なものが出てきてしまうのでというお話をしました。今、副座長がおっしゃった

ようなことについては、ご希望がありましたら私どもの方からコンサルの方に伝えまし

て、やっていただくということになります。 

 

副 座 長 

 最後に確認ですけれども。コンサルの方がおられるのだったらちょうどよかったです

けれども、この厚いニーズ調査報告書の173ページなのですけれども、母親の就労状況

について分析をされているのですけれども、「就労しているフルタイムが34.8％で最も

多く、続いて」云々とあるのですけれども、この記述とグラフが違っています。これは

どちらが正しいのでしょうか。教えてください。 

 

コンサルタント 

 今日、その作業をした担当がいませんから、確認して。 
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座  長 

 それでは、副座長の方で「こういうクロスがほしいのだけれども」というのを直接出

していただいて、もし技術的に可能ならば対応していただけますか。では、そのように

お願いいたします。 

 ほかに、この件につきまして何かございますでしょうか。 

 

委  員 

 私も、７ページの障害児の状況のところで少し気がついたことがありましたのでお伝

えしたいのですけれども。この文言をそのまま読むと、支援法の施行等に伴って知的な

障害をお持ちのお子さんの数が増加になったというふうにも最初読めたものですから、

この中には発達障害のお子さんたちも含むのだろうかと。でも、知的障害といった場合

には「愛の手帳」を取得しているお子さんという意味合いなのだろうなというふうには

思ったのですけれども、ご存じの方は余りいらっしゃらないかもしれないですけれども、

手帳の取得については申請主義なものですから、任意なのです。 

 ボーダーのお子さんとかでも、保護者の考え方によって手帳を取るか取らないかとか

というのは、その方の考え方ですので、もしかしてこの障害にかかわる法律が変わる中

で、今までそのあたりがあまり積極的でなかったり、関心が薄かった方が、積極的に申

請して取得するようになったということなのか、あるいは具体的な流れの中としては、

保健相談所等で発達がゆっくりなお子さんについてはいろいろ働きかけをされる中で、

中村橋とかを経由して手帳の取得申請につながった結果がこの増加傾向ということなの

かとか、少しこの中身はどうなのかなといったことが気になりましたので、また何かの

折に詳しい内容等、あるいはこの数字に出てこない、先ほどのお話にもありましたよう

な発達障害のお子さんのこととか、また詳しく精査していただければというふうに思い

ました。 

 

委  員 

 中高生の放課後の居場所について、27ページになります。「自分の家」というのが休

日・放課後におきまして、すべてで80％、70％という高い数字が出ているのにびっくり

しながらも当然だろうなという感じです。32ページにあります「ボランティア経験」と
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いうところですが、「何回かしたことがある」というところまでの割合が多いのです。

実は、これは私どものプレーパークでも受け入れているのですけれども、学校でボラン

ティアに行くようにと言われて証明書をもらいに出かけていく、たった１週間程度のボ

ランティアだと思うのです。 

 中高生に、特に地域のいろいろなところで、いろいろな人にかかわってほしいと思い

ます。学校教育の中だけでの知識だけではなく、本当に中学生、高校生の思春期の多感

なときに社会を知るという意味で、日常的に、まずは自分の家の近くの状況、そういっ

たいろいろな人たち、働いている商店街の人たち、その他もろもろ、そういう人たちと

知り合うところから、小学生のときの子どもの感性とは違って、中学生・高校生はまた

子どもとは違った目で社会を見ます。ところが、この居場所で言いましても、子どもた

ちの社会を見る目が育たないのです。ずっと自分の家にいますね。 

 行くとしたら部活動。部活動というのは社会ではありません。１日くたくたになって

いれば発散できていいのでしょうけれども、ぜひ中高生に社会を見てほしいです。学校

の授業で行けと言われたボランティア先に行くだけではなく。練馬区の中学校の職業体

験は日数がとても少ないのです。 

 ただ、中学校の先生に伺いますと、やはり地域の方の受け入れ状況でご迷惑をかける

こともたくさんあり、なかなか日数は増やせないということなのですけれども、区によ

っては大変長い日数もあります。学校でもそういうことをもちろん工夫していただきた

いですし、この次世代の中にも、まだ計画の中には中高生の居場所というものが入って

いませんので、ぜひそういった地域として触れ合いができるような居場所を、人と触れ

合えるような居場所をつくっていただきたいと思います。プレーパークなど大変いい場

所になりますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 

座  長 

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

 

委  員 

 私どもはＮＰＯ団体として民間の学童保育と、それから、公立の学童保育を受託させ

ていただいております。「こどもまつり」で、私はプレーパークも拝見しまして、とて

もいい企画で催しをしているなと思って本当に感心しておりました。それで、学童保育

- 28 - 



とか委託先のところでも、それを実現されたらどんなにいいかと思います、学校応援団

とか。でも、それには非常にいろいろな縛りがありまして、実は私ども、今回、学童保

育を受託させていただくにあたり、保険が非常に難しいということを体験いたしました。

どのところでも安全・安心にお子さんが遊べて、それから、参加する人間がだれでもが

安心して遊べるということには、その根底には安心できる保険がないと、保護者はなか

なか足を運べないんだな、預けられないんだなということがよくわかった次第です。 

 私どもＮＰＯ団体として今年度、受託させていただきましたが、保険会社には、「Ｎ

ＰＯ団体として練馬区の事業を受託させていただいている」といくら口で説明しても、

とても弱くて、ほかの株式会社や社会福祉法人の強さにはも及びもつかないという自分

の身の足りなさを実感した次第なのですが、これから、そういうたくさんの学童保育に

もプレーパークを遊びたいという要望は増えてくるでしょうから、そういう場合に、い

いかげんなところが受託していないのだというような保障みたいなものを大きな保険会

社に言っていただけるようになったら、私たちも小さなことを、保険会社等に何十回も

交渉しなくてもいいのではないかなと思います。 

 そうすると、私たちも安心してプレーパークの方にお願いしますと言えますでしょう

し、今、私どもの学童保育で、学校応援団の方ともすごく親しくさせていただいて、円

満な関係を築けているのですが、それも事故が起こってはそれが全部むだになってしま

いますので、事故が起こらないようには十分注意するのはもちろんなのですが、こちら

の運営者側としても保護者の方々に安心していただける何かを提供していかないと、こ

のプレーパークとか、いい事業も成り立っていかないと思いますので、そのあたりは今

回、非常に苦労しましたので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

委  員 

 宣伝していただきまして、ありがとうございます。安全・安心なのですが、保険会社

の人もそうなのですけれども、多分、一番手ごわいのは保護者の方ではないかと思いま

す。保護者の方が安全・安心を要求するので、施設はそれをするしかないのですよね。

学童保育の先生方も児童館の先生方も、多分、幼稚園も保育園もそうでしょうけれども、

どんなに子どもを自由に遊ばせたいと思っていても、親が要求してくるということは多

いと思います。親たちをどう安心させてもらうかということなのですけれども、例えば

の例です。この間、板橋の学校応援団のような「あいキッズ」というところで研修して
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きました内容としましては、動線というものを見ます。何かブロックをつくった遊具と、

もう一つ、たき火をするようなところがあったときには、子どもたちがその間を行き来

する間には遊具を置かないですとか、子どもたちがどういうふうにその場を使うかなと

いう動き回る動線を先に予想して、そこにいる施設者の方が配置することによってけが

を防げるのです。実際的に90日間プレーパークを行っております。この間も学童保育の

先生方と、あと遠足にいらした保育園の方といらっしゃるのですけれども、こんなに危

ない遊びをしていて、けがと事故が起きないのですかと言われるのですけれども、起き

ていません。なぜかというと、それを起きないようにきちんとプロが動線を見る。そし

て、子どもたちにも自分たちできちんと気をつけなさいねということを常に発信するの

です。そうすれば、大きな事故は起きません。小さな事故はやっぱり起きますけれども。 

 これはただのノウハウですので、このノウハウさえ知れば、学校応援団の中でも児童

館の中でも学童保育の中でも、それがなし得ると思うのです。まず保護者からのクレー

ムが少なくなると思います。それがまた事業を進める上で大きな強みになるのではない

かと思いますので、もしよろしかったらぜひ、研修会等も開いていますので言っていた

だければ伺います。よろしくお願いいたします。 

 もしできましたら、練馬区の方でも、そういったノウハウ研修みたいなものを施策に

入れていただきましたら、特に学校応援団を今進めていらっしゃる、本当にいい事業だ

と思うのです。外の遊び場がないとかいろいろありましたけれども、本当に学校が遊び

場になってもらえたら子どもたちにとっては本当にありがたいことなのです。そうした

ら、今度はその遊び場をよりいいものにするという、多分そこは何か新しい施設をつく

るよりは予算もかからない、人材教育だけのことですので、ぜひそういったものを取り

入れていただきますように、よろしくお願いいたします。 

 

座  長 

 私から一つ。この結果はこれで大事な取り組みの材料になると思うのですが、私も実

は次世代育成支援対策推進法ができたときに４本ほど調査したことがあるのです。例え

ば20ページの仕事と子育ての両立のための要望というので、職場や上司の理解・協力体

制というのが、これが一番高い数字になっているのを見て、かつて調査したときのこと

を思い出したりしております。それで、例えば、今、こういうものは練馬区役所が取り

組もうとしたってなかなか効果のある取り組みはできません。 
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 それで、提案なのですけれども、こういうのはどうでしょうか。この中で自分たちが

取り組もうと思っても取り組みがなかなか効果的にはかばかしくないようなデータに関

して、区報とか区で定期的に何か出していらっしゃるものに、今回、こういう調査をし

たらこういうのが出ましたと、これについてはよくよくお考えくださいというような、

そういう報告を載せたらば、例えば企業の人にもそこは届いていくだろうと思いますの

で、どうですか、この調査結果の、自分たちはできないけれども、だけれども大事なこ

とだというのをまぜて、調査結果を何かの形で区報なんかに載せられたらいかがかなと

いうふうに思います。 

 

計画調整担当課長 

 大変貴重な提案をいただきましてありがとうございます。この概要版と本書の報告書

につきましては、ＰＤＦでホームページに載せるように今、ホームページ担当に働きか

けているところでございます。今のお話については、なかなか区報のスペースがとれる

かどうかという問題もありますけれども、できるだけ私どもも頑張ってみたいと思いま

す。 

 

座  長 

 ほかにいかがでしょうか。今日は何かもう資料の説明がたくさんとあって頭がなかな

かついていかないので。もし、何か大事なことを見落としていたというようなことがあ

れば、また、事務局へＦＡＸなり電話なりで後日ご連絡をいただければと思います。そ

れで対応はできますよね。 

 大体こんなところかと思います。何かどうしても発言をしておきたいということがあ

りましたらば、どうぞご遠慮なく、まだ時間はありますので、 

 

委  員 

 すみません、７ページなのですけれども、長期欠席の理由の中で、この「その他」と

いうのは具体的に何なのでしょうか。 

 

計画調整担当課長 

 これは練馬区の教育要覧というところから抜き出した資料でございます。今すぐ「そ
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の他」について何かというのはわかりませんので、また後日ご連絡させていただきます。 

 

座  長 

 ほかにいかがですか。 

 特段ありませんでしたら、分厚い報告書もございます。概要版もございます。また、

お目通しをいただきまして、ひとつご検討をよろしくお願いいたします。 

 とりあえず、時間は早いですけれども今日は議論をすることについてはこのあたりで

とめておきたいかと思います。 

 あと、今後のスケジュールの調整がございます。事務局の方へお返しいたします。 

 

計画調整担当課長 

 その前に、この報告書、あるいは、いろいろなさまざまな区が持っている資料を中心

にいたしまして、後期の計画について各担当する部課で検討していただきまして、それ

をベースにして私どもの方で行動計画、後期計画ということでまとめさせていただくと

いうことになってございます。おおむね11月の段階で素案という形でひとつ、１回まと

めさせていただこうと思っております。この素案ができた段階で、また皆様にごらんい

ただきまして、いろいろなご意見をいただこうと考えております。 

 

座  長 

  今日はお忙しいところ、ありがとうございました。これで閉めさせていただきたい

と思います。お疲れさまでした。 


