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第 28 期豊島区青少年問題協議会第２回定例会 

事務局（担当課） 子ども家庭部子ども課 
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１ 開 会 
２ 議 事 
（１）豊島区子どもプラン―次世代育成支援行動計画（後期計画）

―計画事業の平成 24 年度取り組み状況について 
（２）子育て支援ニーズ調査結果について 
（３）今後のスケジュールと子どもプラン検討会議について 
（４）豊島区青少年問題協議会条例の改正について 
３ 閉 会 

 
公開の

可否 

会  議 ■公開 □非公開 □一部非公開    傍聴人数  人 

会 議 録 ■公開 □非公開 □一部非公開 

出席者 

委 員 

細川正博、根岸光洋、森とおる、石川大我、佐藤尚秀、 
照内義雄、石川智枝子、杉山直樹、古賀潤子、松田文子、 
伊東弘志、内藤信之、飯田由美、西郷泰之、武田信子、寺出壽美子、

大野春美、栗林知絵子、 
副区長、教育長、保健福祉部長、子ども家庭部長、教育総務部長 

常任幹事 
障害者福祉課長、健康推進課長、保育園課長、教育指導課長、池袋

警察署生活安全課長、巣鴨警察署生活安全課長、 
目白警察署生活安全課長、巣鴨少年センター主査 
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審 議 経 過      
【開 会】 

・事務局あいさつ 
・副区長あいさつ 
・事務局より資料確認    

 
【協議事項】 

副会長     それでは、議事に入ります。 初に、（１）豊島区子どもプラン、計画事業の

平成 24 年度取り組み状況について、事務局から説明お願いします。 
 
事務局     【資料 1 説明】 

        
副会長     平成 24 年度から新たに始まった 5 事業があります。これについて報告くださ

い。 
 
事務局     31 ページをご覧ください。３の「おたふくかぜワクチン接種助成」、４の「み

ずぼうそうワクチン接種助成」、６の「認証保育所保育料負担軽減補助事業」、７

の「障害児通所支援事業」、14 の「自転車ヘルメット普及啓発事業」、以上 5 事

業が、24 年度に新たに始まったものになります。 
 
副会長     ご意見、ご質問等いかがですか。 

待機児対策については、今、所管課の方でどのようになっていますか。重要な

課題ですし、いい機会ですから報告をお願いします。 
 
保育園課長   認可保育園に入りたいのに入れないお子さんが、ここ数年全国的に増えていま

す。豊島区も例外ではなく、平成 20 年度に待機児童数が 50 人を超えました。

現在の法律では、待機児童が 50 人を超えると保育計画を作る必要があり、平成

21・22 年度に、豊島区保育計画を作って待機児童対策に取り組んできました。

待機児童の数は、平成 25 年 4 月 1 日時点で 270 人です。この数字は、認可保育

所を希望して入れなかったお子さんの中から、豊島区が関わっている認可外保育

施設、例えば認証保育所、事業所内保育所、臨時保育所、小規模保育所、保育マ

マ等に入った方を除いています。これは新基準による数字で、全国的に新基準で

報告するように国から指導されています。 
豊島区は、平成 24 年度に前年度比で 42 人ほど減りましたが、25 年度は見込

みを大きく上回り、待機児童が倍以上になりました。そこで、昨年の 3 月には、

それまで進めていた待機児童対策に加えて、新たに待機児童対策緊急プランを策

定し、平成 25 年度と 26 年度の 2 年間で定員を約 400 人増やすということと、

新たに私立保育園 5 園設置を打ち出しています。 
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先ほど、新たな事業として説明があった「認証保育所保育料負担軽減補助事業」

ですが、認証保育所は区内に 9 か所あり、4 月には 1 か所増えて 10 か所になりま

す。平成 23 年度から認可保育所の保育料との差額を一定程度補助していますが、

この補助額を 4 月からさらに拡大し、認可保育所との差額が 1 万円未満になる程

度になっています。施設整備だけではなく、こうしたソフト面からも待機児童対

策を進めているところです。 
 
副会長    子どもプランの中でも、保育施策は大変重要な施策なので、説明いただきました。 
 
委 員    8 ページに目標量設定事業の実施状況の掲載があります。平成 21 年度から 24 年

度まで事業量の記載があり、右側に 26 年度の目標事業量と 29 年度の目標事業量

の記載があります。どうして二つの目標値があるのか教えてください。 
 
事務局    「新待機児童ゼロ作戦」の目標年次である平成 29 年度に達成されるべき目標事

業量を設定したうえで、後期計画期間の 終年度である平成 26 年度について、目

標量を設定してあります。 
 
委 員    平成 29 年度には待機児童がゼロになるように目標を設定されているということ

ですが、②の保育ママ事業や③の認証保育所は、平成 24 年度の時点で 29 年度の

目標値を既に定員で上回っています。これは、達成済みということですか。目標

値を修正して、新たな目標に向けて取り組んでいるのですか。 
 
子ども家庭部長  保育についての今後の目標量は、子ども・子育て会議の方で設定していくの

で、これは仮置きの数字になります。平成 24 年度の数字が 26 年度の目標値を上

回っていますが、これが減るということはありませんので、超過発生していく見

込みということになります。 
 
委 員    目標が以前に立てられたものなので、待機児童の実態と比べて、それが正しいも

のなのかということになります。目標事業量が少ないままの数字では、進捗状況

が分かりにくいです。認可保育所においても昨年度 1 か所私立が増えて、目標を

達成したような印象ですが、区長が 400 人増やすと言っているのだから、実際に

即した形の目標に置き換えないといけないと思います。 
 
副会長    保育の目標量については、子ども・子育て会議で検討することになっていて、そ

れらをまとめて一つの計画にするので、一つの計画になった時には整合性が取れ

ると思います。 
 
子ども家庭部長  子ども・子育て支援事業計画は平成 27 年度以降の計画になりますので、27

年度以降は整合性が取れると思います。この 26 年度の目標事業量、時に保育サー
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ビスの部分については平成 26 年 4 月 1 日の数字なので、ほぼ確定している数字で

支障をきたすものではないと思います。今後の目標量については、新計画の方で

設定していくことになります。 
 
委 員    今後はもう少し短いスパンで、見直す必要があると思います。 
 
委 員    事業所内保育所は、今まで１か所と聞いていましたが、④にある事業所内保育 3

か所 51 名というのは、どういうものですか。 
 
保育園課長  所管課長がおりませんが、おそらく区内の事業者が独自に行っているものだと思

います。区としては、昨年の 8 月から１か所の事業所内保育所で待機児童の預か

り保育を行っています。 
 
委 員    東京都の小規模保育、スマート保育は載っていませんが、今後掲載されるように

なりますか。 
 
保育園課長  待機児童対策は子ども・子育て会議で取りまとめますが、この子どもプランはそ

れらを含んだものになるので、小規模保育についても施設数等の事業量を盛り込

んだものになります。 
 
委 員    ぜひこういったものも記載して、重層的な待機児童対策を行っていただきたい

と思います。 
また、9 ページで、「子どもの権利擁護センターの設置」や「子どもの権利委員

会の設置」が検討中となっていますが、今年は、国連の総会で子どもの権利に関

する条約が採択されて 25 年、日本が批准して 20 年という節目を迎えています。

豊島区でも平成 18 年に子どもの権利に関する条例を制定しています。この検討

中の事業について、取組み内容を教えてください。 
 

事務局    今年節目を迎えるので、子どもの権利に関する条例の啓発リーフレットを作成

し、小中学校の全校生徒に配付する予定です。 
 

委 員    いつですか。 
 

事務局    新学期に間に合うようにします。 
 

委 員    学校ではどのように活用しますか。 
 

教育指導課長  4 月にパンフレットを配付し、道徳や学活の時間に活用していきたいと考えて

います。 
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副会長     時間はかかっていますが、虐待に関しては権利擁護委員がおりますので、機能

を十分果たせるようにしていきたいと思います。 
 

委 員     このニーズ調査で、子どもの権利条例についてどれぐらい知っているかという

ところでは、ほとんど知らないという回答が多くなっています。 
うちの子どもはもうすぐ大学生になりますが、小学校の頃から、このリーフレ

ットが毎年配られて、子どもも親も目に触れているはずですが、この調査結果か

らは、そんなに活用されていなかった、ということになります。もう少し、学校

教育の中で子どもにきちんと伝えて、中学生ならデート DV など、実際に生活の

中で起こることに関して、しっかり伝えていただけたらと思います。 
それから、先日、横浜で、ベビーシッターに預けた子どもが死亡する事件があ

りました。本来なら、横浜にも夜間預かってもらえる公共の預かり保育所があっ

たのですが、残念ながらそういう所を知らなかったようです。子どもの権利条例

もそうですが、実際の施策をただ知らせるだけではなく、もっとお母さんや子ど

もたちに伝わるような方法を考えてみたらいかがですか。 
 

副会長     前段の子ども権利条例についてはご意見として、後段は、保育制度の周知提案

ということで、ご要望として受け止めさせていただきます。 
 

委 員     昨年認可外保育園で亡くなったお子さんの数が発表されていて、確か 15 人亡

くなったお子さんのうち 2 人が豊島区だったと思います。 
これは、無認可保育所であったりしますが、認可保育園に入りたいという親の

切なる気持ちがあることを、日々感じています。 
待機児童が多い中で、豊島区の方々も尽力されて、いろいろ施設をつくってい

ますが、ぜひこれからも認可保育園を増やしていくことに、お力を入れていただ

きたいと思います。 
 

保育園課長   2 月の区議会で、区長が私立保育園 5 園をできるだけ早期に整備するという方

針を打ち出しており、応募要項を先日木曜に発表して、ただ今、事業者を募集中

です。他にも区として使える施設があれば、そこを活用して、認可保育園の整備

を 1 日でも早く進めていこうという状況です。 
先ほどのベビーシッターや無認可保育施設については、基本的には東京都の管

轄になっており、現時点で、豊島区として何かする権限がないのが実情です。た

だ、昨今のそういったニュースがあるので、協力してやっていけることがないか、

今後の検討課題だと思っています。 
 

副会長     他にありますか。 
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委 員     検討中の事業について質問です。例えば、18 ページの 53 番に、「良質なファ

ミリー向け住宅の供給誘導」があり、検討中となっていて 25 年度予算がゼロに

なっていますが、これはなくなりそうだと捉えてよろしいのですか。 
  

事務局     事業によっては予算が必要ないものもありますし、事業化した時に予算を付け

るということで、検討段階では予算が付いてないこともあります。予算が付いて

いないから、事業がなくなりそうだということではありません。 
 

委 員     小学校に上がる前の子どもを持つ親御さんへのアンケート結果から、たくさん

の方が長時間働いていることがわかりましたが、背景には経済的な不安があると

思います。やはり豊島区に住み続けられるということが非常に大事で、住み続け

てもらうためには、こういった良質なファミリー向け住宅の供給誘導などに、ま

すます力を入れていただきたいと思います。 
 

副会長     他にありますか。 
 

委 員     不登校・引きこもりのための居場所整備、それからスクールソーシャルワーカ

ーの配置について質問です。 
実際に不登校、引きこもりになっているご本人は自宅にいますが、居場所と

の間をつなぐ部分は、どのように考えていますか。  
また、スクールソーシャルワーカーの配置が今どういう状況なのか、スクール

ソーシャルワーカーが不登校、引きこもりに対して、どのように関わり、対応を

しているのかということを教えてください。 
それから、私は、少年院や留置所、鑑別所に面会に行ったり、あるいは少年院

から出た少年への支援をしていますが、その背景をみると、児童虐待との関連性

がとても深いと思っています。そこの部分での対応をきちんとしておかない結果

が、やがて少年事件につながっていると思います。資料１の 20 ページ「子ども

の虐待防止ネットワーク事業」の欄では、相談件数が掲載されていますが、実際

に、どのように本人や家族支援が行われているのか教えてください。 
 
教育指導課長  まず、引きこもりの子どもたちとその居場所をつなぐ取組みですが、小中学校

においては、不登校の子どもたちについて、お子さんの状況によって、まずは保

健室へ登校してもらおうとか、あるいは教室なら、毎日ではなくても 2 日に 1 日

登校してもらおうというような形で、子どもたちの状況に応じて対応しています。 
また、教育センターに適応指導教室があり、退職された校長先生などが待機を

して、子どもたちにマンツーマンで勉強を教えたり、話し相手になったりして、

子どもたちが引きこもりにならないように、学習を中心に対応しています。 
それからスクールソーシャルワーカーについては、現在 4 名の SSW が教育セ

ンターに配属されており、学校長の求めに応じて、各学校に派遣されています。
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まずは、学級の担任、教員が子どもたちと関わって不登校の改善に努めているわ

けですが、ご家庭や関係機関と、いろいろな調整を図らなければいけないような

ケースについては、SSW が仲立ちをして、子どもたちの登校につながる環境づ

くりを目指して活動しています。 
 

委 員     いろいろな働きかけに応じてくれる子どもたちに対しては、ソーシャルワーカ

ーが支援を行うことができると思いますが、本当に家族外の人とは会いたくない

という子どもたちへの支援について、どういう考えをお持ちですか。 
引きこもるという中でのプラスの面もあるわけで、ただ、不安定な状態に引っ

張り出すだけではない関わり方もあると思います。まず、居場所というよりも、

もっと一人一人に合った支援に力を入れていくことが、本当の支援ではないかと

思います。 
 

教育長     今、大変重要なご指摘をいただいていると思います。不登校になっている子ど

もが、何らかの形で学校と関わったり、担任の声に応答している状況は、消極的

でも関わりを持っているという点で、施策展開がしやすいという部分があります。 
それと逆に、引きこもってしまっているケースについては、個別の対応をして

おり、私どもが把握しているものについては、スクールソーシャルワーカーやス

クールカウンセラーが出向いていくケースもたくさんあります。現在、延べ 200
件を超える出動をしており、4人がフル稼働しているという状況です。その中で、

家庭の事情、保護者の養育の事情で、子どもが引きこもってしまったというよう

なケースでは、保護者への対応を適切に行うことで、子どもが学校に出て来られ

るようになったケースもあり、それなりの成果が上がってきています。 
スクールソーシャルワーカーを出動しなければならならいケースは、極めて重

篤な例が多いので簡単にはいきませんが、解決に向けて丁寧に、現在も継続して

取り組んでいるケースも半数以上あります。 
先ほど、課長から説明をしましたが、教育センターで行っている適応指導教室

では、受験を控えた中学生が気持ちを切り替えて、前向きに頑張った結果、今年

度は全員が高等学校に入学できました。日頃の地道な努力が着実に成果を上げて

いると思っています。 
しかし、まだ子どもたちの中で、人間関係や社会にどう適応するのかという部

分が、脆弱な面があります。家庭への働きかけ、それから、本人への関わりとい

うことを重視して、大事な問題として受け止め、取り組んでいきたいと考えてい

ます。 
 

副会長     よろしいですか。他にありますか。 
 

委 員     子どもの権利についてですが、リーフレットを配っても、子どもは、「僕たち

にこういう権利があるから、こういうところは守られるんだ。」というような感
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じ方をあまりしないと思います。また、大人が子どもに対して叱る時も、「相手

にも人権があるからやめなさい。」という言い方は恐らくしないと思います。 
子どもの権利を教育していくことも大事ですが、なぜそういったことをやって

はいけないのか、そうした徳育の部分、そういったものを教えていくことが、虐

待やいじめの防止につながっていくと思います。そのあたりの考えを、ぜひ教育

委員会の方から、お聞かせいただきたいと思います。 
 

教育指導課長  学校では道徳の時間を中心として、お互いに友情や思いやりについて学習して

います。 
委員ご指摘のとおり、虐待やいじめは、思いやりのない言動からだんだん発展

していってしまうということがあります。 
学校でも、教員のほうで進めています人権教育プログラムの中に、虐待やいじ

め、体罰といった子どもの人権に関わる問題がしっかり位置づけられており、そ

ういったものから子どもたちを守る、また子どもたち自身の認識を高めるという

ことについて、計画的に指導しています。 
子どもたちには、道徳教育を基盤とした上で、そうした問題が起こらないよう

に、教員が指導を進めているということで、ご理解いただければと思います。 
 

委 員     虐待やいじめ、DV、そういった問題について、表面化したものについて対処

療法をするのではなく、教育という分野において、人間関係のことや相手を思い

やる気持ちを育むことで、こういった問題を解決してくようにつなげていただき

たいと思います。 
それから、幼保一体の総合施設の整備について、豊島区は検討中ということで

すが、現在どのような状況なのかお聞かせ願います。 
 

子ども家庭部長  認定こども園ですが、平成 27 年度から新制度に移行するということで、私

立幼稚園から相談を受けているところがあります。おそらく、平成 28 年頃には、

移行するところが出てくるのではないかと思います。 
 

委 員     教育・保育のこれまでの垣根を取ろうというのが、こういった取組みの趣旨だ

と思うので、今できることとして、例えば、教員と保育士の合同研修を行うなど、

今のうちから連携を取っていくこともできると思います。いかがですか。 
 

教育指導課長  幼稚園、保育園、そして小学校の教職員同士の連携は、非常に大切だと考えて

います。就学相談等も進めていますが、幼稚園、保育園時代の子どもたちの特性

をしっかり把握した上で、連携していくことが大切です。すでに公立の幼稚園と

小学校の教員については、幼・小・中学校連携一貫教育プログラムの中で教員同

士も連携しているところですが、今後、保育園との連携等についても鋭意検討し、

着実に進めてまいりたいと考えています。 
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副会長    いろいろご意見をいただき、ありがとうございました。真摯に受け止めさせて

いただきます。それらのご意見を踏まえた上で、このプラン、実施状況について

は、了承ということで可決させていただいてよろしいですか。 
【委員了承】 
 それでは、この件については、了承ということにさせていただき、区のホーム

ページで、公表させていただきます。 
次に議事の（2）、子育て支援ニーズ調査結果報告について、事務局から説明願

います。 
 

事務局    【資料 2 説明】 
 
副会長    この件について、ご質問等ありましたらお願いします。 

 
委 員    このアンケート結果の公表はどのような形でするのですか。 

 
事務局    こちらの資料は、 終的には冊子にする予定で、今度ホームページにも掲載する

予定です。 
 
委 員    こういう回答を下さった方々にどのように結果を報告していくのかが、非常に大

事だと思います。アンケートの中身を全部読んでいませんが、とりわけ、この自

由記述欄は、皆さん熱心に書いておられると思います。ここの分析をするのは、

相当手間も時間もかかりますが、一般的な質問よりもいろいろな気付きがあると

思いますので、どのように分析し生かしていくのか、ご検討していただきたいと

思います。 
先ほどから人権の話が出ていますが、一人一人のご意見に対して、今後どのよ

うに取り組んでいくのかというところが、豊島区の人間を大切にする姿そのもの

になるのでないかと思います。 
このアンケートで中高生等本人とありますが、引きこもり状態や虐待を受けて

いて学校へ行っていない、そうせざるを得ない状況になってしまった子どもたち

の声は、なかなか拾いにくいものだと思います。そうした子どもたちに対しての

意識を、ぜひ持ってやっていただきたいと思います。 
 

委 員    この調査は、豊島区の場合かなり幅広にやっていて、他の区は子ども・子育て支

援事業計画を立てるために特化して調査していますが、豊島区の特徴は、乳幼児

の保育を中心とした計画である、子ども・子育て支援事業計画以外にも、子ども

施策を包含した子どもプランを作ることになっているので、特に後半で中高校生

に調査をされているのが特徴的です。 
私も、今更のようにいろいろ発見がありました。例えば、豊島区は極めて都市
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化されているので、あまり外で遊んでいないだろうと思っていたら、「どんな施設

を使ったことがあるか」の設問では、1 番か 2 番目に公園が出てきていますし、

学校の校庭など、戸外で遊んでいる状況が改めて分かったりします。 
朝食を食べない中学生については、文科省の早寝・早起き・朝ごはんという取

組みで、かなり乳幼児や小学生ぐらいまでは改善されてきていますが、やはり、

一定の大きい子どもたちになると、なかなかできていないことが分かりました。

こういった結果を大切に使いながら、検討をさせていただきたいと思います。 
 

副会長     他に何かありますか。 
 

委 員     子どもスキップと児童館の関係について、教えてください。それぞれの小学校

に、児童館、あるいは子どもスキップが配置されていて、23 小学校について、

以前は全て児童館でしたが、今はほとんど子どもスキップに移行しています。児

童館は、区民ひろばとして、今でも利用されているところもありますが、小学校

の 4 年生から 6 年生本人についての質問で、152 ページの問 30、「あなたは次の

区の施設を使ったことがありますか」という質問に、「子どもスキップをよく使

う」13.5％に対して、「児童館」が 9.3 パーンセントになっています。児童館が 5
カ所しかないのに、なんでこういう数字が出てきてしまっているのでしょうか。 

 
子ども家庭部長  まだそこまで分析ができていない状況です。「児童館」と答えた方の居住地

まで関連して分析しないと分からないところがありますので、そこも課題とさせ

ていただきます。 
 
委 員     前に児童館だった所は、区民ひろばになっていますから、「児童館」と「区民

ひろば」を足すと、19％ぐらいになって、子どもスキップと逆転してしまいます。

子どもスキップを児童館だと思っている子どももいるかもしれませんが、子ども

スキップがあるのに、以前児童館だった区民ひろばを使っている、あるいは残さ

れた児童館の利用率が高いということであれば、児童館をどんどんなくしている

状況下において、非常に恐ろしい結果だと思います。 
他の区でも、校舎内型ということで、子どもスキップのような形を取っている

区が本当に多いですが、児童館は相変わらず残している所が多いので、ここは課

題になると思います。なぜこういう結果が出ているのか、詳細に分析をしていた

だきたいです。 
 
子ども家庭部長  スキップは、低学年の子どもが中心になるということがあるので、そういう

違いが出ているかと思います。また、今おっしゃったように、子どもが、スキッ

プを児童館あるいは区民ひろばと間違えたのかもしれません。児童館のない地域

の子どもが、児童館と答えていることもあるかもしれないので、もう少し詳しく

分析させていただきたいと思います。 
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委 員     子どもスキップには実際、放課後の子ども教室や校庭開放も含まれているはず

ですが、これらの回答を分けたので、子どもたちも戸惑っているのではないでし

ょうか。 
 
副会長     それも含めて、また機会があれば報告させていただきます。 

 
委 員     小中高生の自由記述を斜め読みしましたが、治安対策や防犯という言葉がとて

も目に付くので、地域性もあると思いますが、どのような取組みをされているの

か、教えてください。 
 

教育指導課長  まず、学校の登下校の安全ということで、集団登校、あるいは集団下校を行っ

ています。また、インターナショナルセーフスクールの朋有小学校に代表されま

すが、地域安全マップづくりに取り組んでおり、登下校をする際に危険な箇所は

ないか、どういった所に気を付けなければならないかということを含めて、学校

で指導をしている状況です。 
 
委 員     小中高生でも、登下校だけが心配ではないのだと思います。一度家に戻ってか

ら、友達の所に行くとか公園で遊ぶとか、あるいは学習塾や習い事の帰り道、部

活を終えて帰ってくる時間帯、それらを含めてこういうことが書いてあるのだろ

うと思います。 
 
子ども家庭部長  お子さんのまさに実感だと思いますので、そういうものを次期の子どもプラ

ンにどう生かしていくか、あるいはどういう対策をとっていくのか、検討素材に

させていただきたいと思います。 
 
副会長     他にありますか。 

 
委 員     私は子どもがいじめを経験していますので、いじめの話を聞くと、大変心を痛

めます。子どもたちへのアンケートの中には、悩んでいる事の中に、いじめの項

目を入れていただきましたが、小学校の保護者の方たちにも、同じように、いじ

めについて悩んでいないか、入れていただいたほうが良かったと思いました。今

回のアンケート結果でも出ているように、何か悩んだり困ったりした時の相談相

手としては、お母さんやお父さん、つまり家族が一番高いということがあるから

です。 
また、以前に学校でいじめアンケートをやった時に、たまたま友達が書いてく

れたおかげで、うちの子どもがいじめから救われたということがあります。 
そういうアンケートを、親御さんに年 1 回でもとっていただいて、小さいうち

にそれを発見して、何とか解決する方向に向かえたらと思いました。 
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副会長    はい、ありがとうございます。 

 
教育長    子どもの生活全体の中で、いじめの問題は全国的に深刻な問題で、ここ数年重視

して取り組んでいます。 
アンケートについては、学校教育を中心にして、いじめについての調査を年に 3
回、国と東京都と区独自の調査の中で実施しながら、推移を見て対応しています。 
今、教育委員会では、この子どもプランと並行する形で、平成 26 年度に教育

ビジョンの次回計画の中間的な総括をして、次につなげていこうというところで、

いじめの問題についても詳細なアンケートを取っていますので、まとまりました

ら、合わせて報告をさせていただきたいと思います。 
なお、いじめの取組みについては、今度の第 2 回定例会で、いじめ防止条例の

条例化を進めており、学校の体制も新教育課程になっていますので、4 月からそ

うしたいじめの防止システムを確立して、いじめをなくしていくための取組みを、

今後も一生懸命やっていきたいと思います。 
 

委 員    ぜひお願いしたいと思います。 
 

委 員    例えば 139 ページで、「友達と遊ばないのはどうしてですか」という質問で、一

人で遊ぶほうが好きだからという回答がどの年齢のお子さんにもあります。 
少子化の中で、コミュニケーション能力がなかなか付かないと言われており、

これが全国なもので豊島区に限らないわけですが、小さい頃からコミュニケーシ

ョン能力を付ける機会を持てないでいる子どもたちが増えていて、お友達が一緒

に遊ぼうとしても遊べない、コミュニケーションが持てないという状況、そして

引きこもっていくというようなことが起きていると思います。 
豊島区では、中高校生のアンケートまで取っていて、報告の中に、中高校生の居

場所がないということがたくさん書かれています。そういったことにも、目を向

けていただければと思います。 
先ほど、意見があった徳育やコミュニケーション能力を付けるということは、

学校の授業の中で学ぶ機会を作ることも大切ですが、同時に、外遊びで遊びなが

ら日常的に身に付けるような環境ができてくることによって、育っていくのだろ

うと思います。「一人で遊ぶほうが好き」という子どもたちの言葉がいいか悪いか

ではなく、さまざまな施策が取られていくといいと思います。 
それから、子どもの権利ということで、いじめや虐待のことがたくさん挙がり

ましたが、実は子どもの権利というのは、もっと日常的に、安心してまちを歩け

ること、誰もが安心して発言できることという意味合いで、本来使われるものだ

と思います。一人一人の子どもたちが安心して暮らせるまちを希望します。 
 

副会長    ありがとうございます。他によろしいですか。 
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委 員    子ども貧困対策法が施行されますが、実際にその当事者の子どもが悪いわけで

はないのに、そこからいじめにつながることが結構あります。貧困やジェンダー、

障害など、他の子どもと少し違うことが、いじめのきっかけになりやすいという

ことがあります。 
小中学校で、そういう境遇の子どもに対する教育、例えば、お金がないことは

あなたの責任ではないというようなことを、周りの子どもも当事者の子どもも知

るような場を作っていただけたら、いじめも減っていくと思います。 
それから、アンケートの声の中で、「豊島区にいろいろなサービスや施策がある

のに、周知されていないのがとても残念です」という意見がありましたが、私も

同感です。例えば、私の周辺では、就学援助を中学 3 年生の 1 月 31 日に初めて

申請して、中 3 の 1 月、2 月、3 月だけの給食費と卒業のための準備金をサポー

トしてもらったという方がいました。両親ともに朝の 4 時から仕事に行って、何

とか子ども 2 人を育てていますが、学校からもらってくる手紙には、生活に困窮

した人はぜひ申請してくださいと書いてあったけれど、うちは受けられないと思

っていたということでした。 
子どもは地域の宝なので、親御さんも困っていたら、申請してもいいというこ

とを、もっと周知できたらいいと思います。 
 

委 員     自由意見欄の 231 ページに、障害児をお持ちの親御さんの記述があります。保

育園にいる間は、預けたい時間、お迎えに来られる時間まで預かってもらい、巡

回指導も充実していて、すごく大切に育てることができていると思いますが、卒

園すると、まずどこの小学校に入れるかというところから始まり、すごく苦労な

さっていると感じます。 
少数派ですし、光が入りにくいところだと思いますが、その親御さんたちが何

を望んでいるかということを聞き取ってきめ細かく対応していただけると、私た

ちも安心して送り出せると思います。 
 

副会長     その他にありますか。 
 

委 員     少し違う話になりますが、犯罪も 10 年前から半分以下に減って、世界一安全

な都市になっているわけです。私のうちでは、冬になると児童館からの帰り道に

訪ねてくる小学生がいますので、暗い所を連れて一緒に歩きますが、暗がりに行

ったら後ろにいなさいと学校で教育されているようで、必ず後ろについてくるの

です。 
こんなに安全になったのに、都の治安対策課によると、体感治安が悪い、と皆

さん言っているようです。なぜ体感治安が悪いのか、という設問については、マ

スコミや学校からの情報、これが一番の原因だそうです。 
学校で一生懸命教えることは、いいことだと思います。知らない人と口を聞い
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たらいけないのは、今の時代、ある程度は仕方がないと思います。しかし、一方

では、そうした指導は、間違っているという大人もいます。こうしたことも少し

含めて、皆さんと相談したいと思っています。 
 

副会長     分かりました。 
なお、調査結果の報告書については、次回配付させていただきます。また、大変

貴重なご意見をいただきましたので、自由記述の分類を行い、調査結果を入れ込

み、役立てたいと思います。 
それでは、この件については終わりとし、残り二つの案件を一括審議します。 

 
事務局    【資料 3、資料 4、資料 5、資料 6 説明】 

 
副会長     今後のスケジュール及び子どもプラン検討会議の委員については、案のとおり

とさせていただきます。 
法律に基づいて、青少年問題協議会の条例改正があり、会長は互選となります。

次回選出をさせていただきますので、よろしくお願いします。 
 

事務局     次回の定例協議会は、9 月ごろを予定しています。また連絡をさせていただき

ます。 
 

副会長     以上をもちまして、第 28 期豊島区青少年問題協議会第 2 回定例協議会を閉会

とします。いろいろと貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。 
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