
平成27年度 第1回 板橋区子ども・子育て会議 審議内容及び意見要旨 

 

【開催日】  

平成27年5月25日(月) 

【出席委員】 

片岡会長 吉田副会長 鈴木委員 古谷委員 吉田委員 佐々木委員 橋本委員 正田委員  

加藤(芳)委員 山野辺委員 星野委員 野原委員 加藤(洋)委員 五十嵐委員 

【審議内容】 

１．次世代育成推進行動計画策定体制について 

２．次世代育成推進行動計画の基本目標・施策体系について 

３．保育定員について 

４．待機児童数の推移について 

５．板橋区における子ども・子育て支援新制度の進捗状況について 

【意見要旨】 

１．次世代育成推進行動計画策定体制について 

（委員の意見等） 

●資料２－２で従来の施策を新たに整理・統合した施策体系(案)が示されているが、項目として何

か大きな差異はあるか。 

（区からの回答） 

現在の計画以降に国が子どもの貧困について大綱を定めている。非常に間口の広い大きな課

題なので、項目としてどこにも出てこないのは問題があると考え、新しい施策案ではⅢ「すべての子

どもが健やかに育つまち いたばし」の中の５番、（２）にひとり親家庭・生活困窮家庭等への支援

の充実という新たな項目を追加している。これは貧困対策として典型的なものの一つとして挙げて

いるが、教育分野でも取り組んでいかなくてはならないことも多い。計画策定の会議体には教育委

員会の関係者も多く参加することになっているので今後の議論の中で整理しながら、この枠にとど

まらず、尐し広範に取り組んでいく必要があると考えている。また、尐子化対策についても大綱等

が出ており、貧困対策同様に間口の広い総合施策が必要になるので、関連する項目を整理しつ

つ、幅広く議論していかなければならないと考えている。 

 

●貧困とセーフティネットについて半年ほど調査する機会があり、実態を調査してみて、貧困家庭
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への支援は経済的なものだけではなく、食育や食事を始めとする様々な生活レベルでの支援が必

要だと感じた。稽古事などの文化的な活動に対する支援にも目くばりをしていかないと、ただお金

だけあげれば貧困が全て解決するということではないように思う。切れ目ない施策になっていけば

望ましい。例えば、Ⅲの５の（２）のひとり親家庭・生活困窮家庭等への支援の「充実」という言葉も、

その充実とは何か。金銭的な充実だけではなくて、実際に文化的な支援、人間的な支援等、いろ

いろな支援がある。今後、個々の施策を立てていく上での議論になると思うが、色々な側面から充

実を図ろうとしているということが伝わるようにしてほしい。 

●現在の施策体系は項目や施策数が多過ぎて分かりにくかったが、新しい体系は割愛されている

分、目標に向かった施策を立てやすいように感じる。 

●書面上はとてもスマートになっていると思うが、一つ一つを見ていくともっと細かいことがいっぱい

出てきそうな項目がある。 

●新しい施策体系のⅢ「すべての子どもが健やかに育つまち いたばし」の５番に「障がいのある

子どもへの支援の充実」とあり、「すべての子どもが」という表現をしていただいてすごく嬉しい。先

程、貧困世帯の話がでたが、必要な家庭にお金さえあげればいいわけではないという考え方は障

がい者世帯についても同様だと思う。障がい手当をたくさんもらっている家庭でも親御さんが使っ

てしまったり、子どものほうにまで回らない家庭もたくさんあるので、内容の充実した色々な施策を

立てていただきたい。 

●項目がまとまってスマートになった印象がある。最初はこれで全部カバーできるのか疑問だった

が、さらに広げて対応していかなければいけないところは今後、議論をしていくという話があったの

で安心した。 

●一人一人の子どもたちが豊かになってほしいと思う。まず心が豊かになってほしいと思うので、そ

ちらの面でもケアしていただきたい。 

●基本目標の表現がとても良い。各目標の最後に「いたばし」という言葉が入っていることや「『子

育てするなら“いたばし”で』を実現します」という10番の施策課題の表現に、板橋をよくしていきた

い、板橋での子育てを支援していきたいという意気込みを感じる。 

●資料２の新しい施策体系はすっきりしてわかりやすくなった。 

●新しい案はわかりやすい言葉を使うという点ではとてもよくできていると思う。地域に帰って、今、

子ども・子育て会議ではこういう進捗状況ですと色々話す段になって、「だけど」という言葉がいつも

ついて回って疑問を持たれることが多いが、これなら分かりやすい説明ができるように思う。 

●「子育てするなら“いたばし”で」という思いが都民の方々の中に生まれたり、板橋の住民の中か
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らも、役所の力や施設の力に頼るだけではなくみんなで協力する、自分たちも親も力を出すんだと

いう意識がでてくるといいと日頃から思っている。今度、役所がこうしてくれる、こういう施設ができて

良かったというサービスばかりに頼るのではなく、自助・共助というところで、自分たちも子どもを持

ったからにはしっかりと責任を果たそうというような意識も持ちながら、役所と一緒にみんなで子育

てできるような板橋区になるといいと思う。 

●Ⅲの５の（３）定住外国人の子どもへの支援の充実にある、定住外国人の定義はどういうものなの

か疑問に思った。 

●以前の施策体系に比べると内容が分かりやすくなった半面、見えてきたものがある。例えば、障

がいのある子どもへの支援やひとり親家庭、生活困窮家庭への支援、定住外国人の子どもへの支

援というように、支援施策が計画の主になるとは思うが、支援を受ける側の責任にも言及すべきで

はないか。支援を受ける側も同じ板橋の区民なので、みんなでやっていくということであれば、支援

される側もそれなりの責任がある。経済面で色々な支援を受ける家庭もあると思うが、その保護者

に対する義務や指導も行っていくべきではないか。 

●基本目標が子どもの発達段階に応じてⅠからⅤまで提示されており、子どもの成長が見えるの

で明確な目標だなと感心した。今、各小学校では外国人の子女の入学が増えており、対応を求め

られている。緊急メールシステムに外国語版の説明書きができたというような、小さな進歩でもあり

がたく感じる。具体的な場面で、ほんのささいなことでも支援があれば学校現場としてはとても助か

る。 

 支援を受ける側の責任については、各小学校においても貧困家庭に関連して給食費未納の問

題がある。就学援助を受けてくれればそこから引き落としができると伝えても、なかなか援助を受け

てくれない状況もある。学校側で個別に勧めても保護者自身が必要性を感じてくれなかったり、必

要性は感じてもなかなか手続に行かないという現状もあるので、難しいとは思うが保護者の啓発に

ついてもケアしてほしい。 

 また、Ⅳに「いじめ」に関する項目があり、学校だけでは抱え切れない幅広い問題なのぜひこの

項目についても今後検討してほしい。 

●新しい施策項目に「地域のみんなで子どもを育てるまち いたばし」といった、地域の役割や親

の役割、親の関わりについて触れる項目を加えてもいいのではないか。 

（区からの回答） 

 ご指摘のあった「支援」について、どういう言葉が妥当かは非常に難しいが、例えば倒れているお

子さんを無尽蔵に助け上げるというような援助という意味ではなく、本人が立ち上がるのを声かけで
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見守るとか、もしくはそもそも転んでしまう前の段階で親は何かできなかったのか、という視点で親

の側にもきちんと目を向けていく、そういうことを含めた意味での支援を考えている。行政や学校に

依存してしまう保護者がいるという課題への指摘だと思うので、どんな表現がふさわしいか考えたい。 

 定住の部分については、今回特に明確な定義づけはしていない。ただ、先程も学校の話があっ

たように、生活に即したところで色々な社会のルールに適合できなかったり、トラブルがあったりす

るので、観光で来ている外国人ではなくて、生活している外国の方をどこまでサポートしていくのか、

また、どこまで受け入れてもらえるのかその辺も整理したい。また、支援される側のやるべきことや

義務という部分をこの計画全体における１つ柱として明確にするという考え方もあると思うので、今

後事務局で検討していきたい。 

 

（委員の意見等） 

●資料２－２の施策体系案で、現在の施策について新計画体系での主な分類先が対比されてお

り、その関連性は明確になっていると思うが、現在の計画に載っている具体的な個々の事業が漏

れなく、ここに位置づけているというのが分かるように提示してほしい。 

（区からの回答） 

 今回、施策体系を整理して数が減ったことによって、各項目が尐し曖昧になり実際の事業がイメ

ージしにくくなっている側面もあると思う。次回は各項目に具体的な事業がぶら下がったものを提

示して、もう尐し中身の具体的な議論をしていただけるような資料を作成したい。 

 

●スケジュール表と関連させながら審議の流れと各会議では何を議論するのかといった役割を明

確に伝えてもらった方が委員として意見が言いやすい。今日の会議で出た意見をもとに事務局で

素案を作り、次回はそれぞれの立場から素案に対してもう尐し具体的な意見を出していくことにな

る思うので、その点について補足説明をしてほしい。 

●新制度の事業計画に記載されている、地域子ども・子育て支援関係の法定13事業はすでにこ

の会議で合意・策定されている。13事業は次世代計画ともかぶる部分があるので、議論が重複し

たり、無駄な議論をしなくていいように、これは既に決まっていると分かるように資料を整理してほし

い。 

（区からの回答） 

参考資料２として次世代育成推進行動計画策定スケジュール（案）を配付している。現在、従来

の後期計画の最終的な進捗状況調査と合わせて、新たな計画の課題の抽出、施策体系の設定
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等を検討している。進捗状況調査の結果がまとまり、検討を進めていく中で、８月に開催を予定し

ている次回の会議では、新たな計画の骨子案を提示したい。計画に対して実際の状況はどうだっ

たのか、それでどの部分をどう肉づけするのか、この辺を落とす、落とさない、そのあたりの部分に

ついて尐し分かりやすいものを示したい。その後、１０月頃から年末にかけて、パブリックコメントを

実施する予定でおり、１０月開催の３回目の会議では、パブリックコメント直前の素案の確認作業を

お願いすることになる。区民から寄せられた意見、事務局で見直した意見、そして委員の皆さんか

らのご意見、こういったものを最後１月に調整し、年度内に計画を完成するというスケジュールで進

んでいきます。できるだけ会議の前に資料を配付したい。 

 

３．保育定員 

４．待機児童数の推移 

（委員の意見等） 

●新しい制度は需要に対しての供給の確保という形を取っているので、昨年度、27年度から31年

度までの５年間を見通して計画を立てている。実際に27年度、ふたをあけてみたら見通しが当初

計画に対してもう尐し多かったとか、確保はこのぐらいあったとか、その点を把握することで本来の

新制度に基づく区の事業計画との関係が非常にわかりやすくなる。次回以降で構わないので、今

後現状のデータ等を示すときには、常に事業計画の５年間の見通しや確保方策のデータを添えて

ほしい。 

（区からの回答）  

今後は事業計画の数字も一緒に載せたい。今年の事業計画上の待機児童数は340台の見通し

だったものが、結果的に378名となっている。 

 

（委員の意見等） 

●待機児童地区別状況を見ると地域によって待機児童数に差がある。新しい保育園を増やす方

向で募集をかけているとのことだが、必要としている人が多い地域に開設できるように何か手だて

はしているのか。開設場所について区は色々な情報を持っていると思うが、業者に提供することも

あるのか。不動産情報を持っている自治体もあると聞いたので、板橋区もそういうことを考えてもい

いのではないか。 

（区からの回答） 

 基本的には待機児童の多い地域で応募をかけている。ただ、なかなか場所が見つからないことも
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あるので、事業者に対して「できればこの地域につくってもらえないか」という相談や直接交渉をし

ている。民間の細かな不動産関係の情報は区には入ってこない。公共施設の中に提供できる場

所があれば声をかけることはできるが、小規模園の開設はマンションの一角などということが多々あ

るので、区では把握しづらい。今後、不動産事業者や宅建業者に保育室として利用できるような物

件の情報提供をしていただくよう働きかけていくことはできると思う。 

 

（委員の意見等） 

●３、４、５歳児の待機児童数は「待機児童」という考え方をしなくてもよさそうな数字になっている

が、２歳児はなかなか保育園に入れないという話をよく聞く。昨年が１０５名、今年が５７名だが、特

別な事情があったり、育休が長く取れたという理由で２歳児での入園を考える家庭も多いと思う。受

け入れが尐ないという印象があるので実情を教えてほしい。 

（区からの回答） 

 資料４の２番の表、一番下の行にあるように、待機児童は０歳児９２名、１歳児２２８名、２歳児５７

名、３歳児１名、４、５歳児はゼロという状況である。この歳児ごとの待機児童の状況は板橋区に限

ったことではなく、特に２３区ではほぼ同様の分布となっている。保護者の個別の事情は調査して

いないが、一般論でいうと育児休業がとれる方は１年間の育児休業が終わって１歳児になった段

階で入園を希望するケースが非常に多いことから、１歳児の待機児童数が伸びる状況が続いてい

ると思われる。一方、２歳児の待機児童数は去年の１０５名から半減しており、待機児童が多い年

齢層に対応した小規模保育施設や認可保育施設を新たに設置したことが、一つ功を奏したと考え

ている。ただ１歳児の待機児童は減らない状況が続いている。全国的には中長期的に尐子化だと

言われているが、板橋区においては低年齢層の子どもの人口が徐々に増えていること、共働き家

庭が以前と比べて非常に増えているという状況があり、保育需要が増え続けていることが原因だと

思われる。 

 ２歳児でなかなか入園できないというお話も、半減したとは言え、まだ若干待機児が発生している

こと、育児期間が長くとれる大企業も徐々に増えてきていることが関係しているように思う。３歳以降

に関しては、幼稚園や認定こども園などの保育施設以外の選択肢も出てくるので、待機児童はあ

まり発生することなくこのまま進むのではないかと判断している。 

 

（委員の意見等） 

●私は幼稚園の代表で会議に参加しているが、私の園で１２月に小規模保育施設を開設した。以
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前から子育て支援センターも開いていることもあり、様々な保護者の方の事情を聞くことがある。セ

ンターに来るお母さん達の多くは育児休業中で、子どもを育ててみて、本当は２歳、３歳まで育てら

れたらいいなと思っている方がとても多い。でも０歳、１歳で申し込んでおかないと保育園に入れな

いので預けると。もちろん、経済的な事情で早く働かなければいけない、すぐに復帰しなければい

けないという方のほうが多いとは思いますが、待機児童の中には、本当は我が子を自分の手でもう

ちょっと見ていたいという方が確実にいます。雇用保険で最長１歳半までは半額の給付金がある。

その制度をもっと利用して、預けないで自分の手で育てたいけれども、保育園の申込みの時期や

入園の時期を考えると今から申し込まなきゃいけないという声は現実にあります。 区として待機児

数を把握することは必要だけれども、１人、２人の待機児童で右往左往するのはちょっと、これは本

当の待機児童かなという疑問を持つところがある。また、板橋区は待機児童ゼロを目指す必要があ

るのかなとも思います。難しいところですが、数字がゼロになれば、ああ、よかったと思えるのか、小

規模保育をやってみて尐し疑問に思っています。 

（区からの回答） 

 待機児童ゼロになればいいのかというのは大変重い課題だと受けとめている。数字的には到達

せねばならないという思いはあるが、現実には質の確保についても考えていかなくてはならない。

数が解決できれば、それが全ての子どもたちの幸せにつながるのか、板橋の未来を担う大人を育

てていくということにつながるのか、という点もあるので、当然、施設だけをつくるのではなく、中身の

問題も出てくると思っている。 

 質に対する働きかけは今後必要で、私立と公立、企業が参入した認可保育園、小規模保育園

等の連携も進めていかなくてはいけないし、地域の支援も必要だと考えている。本当に保育を必

要としている人が、この待機児童の中に何名いるのかというのも、正直分からないところである。掘

り出し切れない、掘り起こしはできないというところもある中で、もしかしたらちょっとした行き場がある

ことで、わざわざ保育園を希望されなくてもいいのかもしれない。そういったことは、これから園長会

や現場のご意見等を聞きながら、真に必要なところにどうやって対応していくのか、新たな視点で

見ていかなくてはいけないと考えている。 

（委員の意見等） 

●小規模保育所の増設だけでなく、保育ママの増員はないのですか。保育ママも徐々に年齢が

上がってきているのを感じていて、子育てが一段落した、中学生、高校生ぐらいのお母さん方が保

育ママをやってくれるといい。０、１、２歳は特に保育ママに対応してもらえるといいと思うが、募集

はしていないのでしょうか。 
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（区からの回答） 

保育ママは板橋区では家庭福祉員という名称の制度になりますが、確かに家庭福祉員をやっ

ている方の高齢化が進んでいるのは事実である。募集もかけていますが、一定程度の保育スペー

スを確保できないことにはお願いできないという現状もある。やはり、０歳から２歳のお子さんを３名

から５名預かるという形態なので、親戚のお子さんをいっとき預かるのとは異なり、さまざまな制約や

決まり事があり、一つの課題である。子どもが何人かいて、社会人になって家を出たことで一部屋

空いたので始めるというケースが非常に多く、必然的に子育てを終えた年齢の方が多くなる。また、

家庭福祉員は女性の方がほとんどだが、配偶者のご理解も必要になる。保育資格は必須要件で

はないけれども、一定の研修等を受けていただく等の様々な条件もある。待機児童が発生している

中で、家庭福祉員も含めていかに待機児童を減らしていくかを全体を見回しながら進めていきた

い。 

（委員の意見等） 

●待機児童がいると兄弟が同じ園に行けずに別々の園になることが現実にある。これはやむを得

ないとは思うが、本来の新制度はそういうケースはなるべくなくして、兄弟が同じ保育園に行けるよ

うにしようとか、あるいは今までは、例えば３世代同居でおじいちゃん、おばあちゃんがいると保育

に欠けないという判断がベースだったのが、新制度の場合は保育の必要性があれば３世代同居で

も可能な限り保育を措置しようというような趣旨がある。なかなかデータ化しづらいと思うが、そういう

状況にある方の数や、何かそれに関連する地域の話があれば次回教えてほしい。 

（区からの回答） 

申請時に提出を受けた情報からできるだけ客観的な資料をつくり、次回お伝えできるようにした

い。 

  

５．板橋区における子ども・子育て支援新制度の進捗状況 

（委員の意見等） 

●児童館が再編されることやあいキッズの導入に関して、小学生のお母さん方から相談を受けたり、

あいキッズの対応について困惑している話も聞く。導入されて現在までに何か変わった話はあるか。 

例えば、今まで学童は利用せずに下校と同時に一度うちへ帰ってから児童館に行っていた小学

生が、今度はかばんもそのまま持って学校のあいキッズに参加することになり、なかなかなじめなく

て戸惑っているという話を聞いた。子ども同士の関係もあるとは思うが、他にも把握しているケース

があったら教えてほしい。 
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（区からの回答） 

あいキッズは、教育委員会が進めており、20年度から暫時小学校を拡大して、今年の４月で全

校実施となっています。今までに子ども達は学校が終わって一旦うちへ帰って、さてそれからどうし

ようかということで、その選択肢の一つに児童館というものがあった。一方、就労家庭の場合は、う

ちに帰らずにそのまま学校のそばにある学童クラブに行くという流れだったと思います。これを、就

労家庭のお子さんは学童クラブ、それ以外のお子さんは校庭開放などを含めて自由に遊ぶという

状況にあったものを、就労家庭も就労家庭でないお子さん方もできるだけ同じところで安全に遊ば

せてあげたいという考えから、放課後、学校で一緒に遊べるあいキッズを区として進めてきた。ご指

摘のとおり、一旦うちへ帰らずにそのまま遊ぶことになかなか慣れない子もいて、朝から同じ学校で

ずっとそのまま過ごすというのが楽しい子もいれば、全然気分転換できないという子もいるので、あ

いキッズを受託している法人もその点を考慮しながら、色々アイデアを出していかないと、子ども達

を繋ぎとめていくのは難しいかもしれません。その点については、今までの区の学童クラブや児童

館とも連携しながら、子ども達にとって魅力あるあいキッズを引き続き作っていく仕掛けが必要だと

考えている。色々な法人があいキッズを受託して努力しているが、児童館と全く同じように運営する

のは難しいため、今までと違うという意見はありますが、あいキッズはあいキッズで、一旦外に出て

通わなくても子ども専用につくられた安心な学校というスペースで伸び伸び夕方まで遊べること、ま

た、就労家庭のお子さんに対してはメールでの入退室管理のサービスなどもやっており、優れた所

もある。そうしたあいキッズの良さも伝えながら、今までの学童、児童館とは違う点をきちんと保護者

の方にご案内して、不安のないように利用していただきたいと思っている。 

 

●あいキッズの終了時間は10月～２月は４時半、他の時期は５時までだが、５時に統一して欲しい

という話をよく聞く。働くお母さんが30分早く帰ってくるというのは大変。また、児童館を38館から26

館に減らす、12館を閉鎖するというのは利用人数が尐ないからなのか、それとも、あいキッズにした

から閉鎖するのか疑問に思う。子どもの居場所を減らすのはどうなのか。 

（区からの回答） 

 就労の条件はあるが、あいキッズのきらきらタイムは最大７時まで対応できるようになっており、対

象となる児童も今年の４月から６年生まで拡大されたので、ご活用いただきたい。 

児童館については、法律で対象とする年齢が０歳から18歳と規定されているが、実際は小学生

が放課後遊びに来る場所として認識され、小学生の利用がほとんどでした。それが、やはりあいキ

ッズが実施されて、放課後の安心安全な居場所は区としてあいキッズで行きますというＰＲが浸透
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するにつれて、児童館の小学生の利用数がどんどん落ちている。今、小学生の10％位の子ども達

しか児童館を利用していない状況にある。それが今年、あいキッズが全校実施になり、さらに下が

っていくだろうという予測もある。子ども・子育て支援事業計画を策定する際にニーズ調査を行い、

児童館の利用見込みを算定している。その中で乳幼児世帯に児童館等をどのぐらい利用します

か、もし利用するとしたら週何回ぐらい利用したいですかといろいろなアンケートを取っている。その

回答や希望、現在の利用状況を見て、適正な館数を26館と考えた。また、多くの児童館が昭和40

年代、子どもが増えていく時期に作られた。今、区全体で昔たくさん建てた建物を今後永久的に

全て残していく必要があるのか検討している。例えば、子どもの数が減っている、行政ニーズが多

様になる中で、多くの建物をきちんと維持管理していくのは困難で、コストを計算し、ピーク時よりも

数を減らしてもいいのではないかという議論である。そうした中の一つとして児童館も検討を進めて、

対象が乳幼児に移ってきていること、利用者数が徐々に減っている状況を踏まえると、３８館ぜん

ぶをこのまま維持するのはコスト的に厳しいとのことで、館数を38から26に整理し、子育て拠点とし

ていくことを考えている。 

 

(委員の意見等) 

●あいキッズ２館の見学に行ったが、狭い空間に結構な人数が入り、朝からずっと同じところにいる

と気分転換にならないので、児童館のほうに行きたがる子どももいると聞いた。児童館長さんは幼

稚園児に幼稚園が終わった後に児童館を利用してほしいので、小学生も利用できるけれど、ボー

ル遊びは禁止などの制限を設けていると言っていた。そうなると、児童館が好きだった小学生もな

かなか行けず、あいキッズもずっと学校にいるので嫌だ、となると結局、居場所崩壊じゃないですけ

れども、居場所のなくなる子も増えて、反対に心配になります。 

●あいキッズの先生の人数が尐ないのではないかという話も聞く。ＰＴＡの会議などがあって一気

にお子さんが増える時はその先生達だけで見きれるのかという不安もある。 

（区からの回答） 

あいキッズには校庭や体育館という施設があり、アウトドアの活動が思い切りできる環境を持って

いる。管理の問題もあって今は部屋の中で活動していますが、尐しずつもともとの構想どおり、グラ

ウンドでサッカーをやったり、日によっては体育館で卓球をしたりということも始めている。今後、充

実した施設をうまく活用して、体を思い切り動かすような活動を増やしていく検討をしている。 

一方、児童館は乳幼児の方に運営の軸足移していくにあたり、新しい試みとして午後３時、４時

に乳幼児向けのプログラムをやったところ非常に好評で、午前中だけでなく、午後にも幼稚園帰り
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の３、４、５歳児、それ以外の０、１歳を対象にした活動を増やしていくことを考えている。そうすると、

児童館は余り広くないので、小学生が走り回ると、乳幼児を抱えているお母さんにとっては非常に

怖く、ホールも含めた児童館を主に乳幼児が使うことしている。ただ、朝から同じ顔ぶれ、同じ場所

のあいキッズはつらいという小学生もいるので、最低限１部屋は用意し、そこでプラレールを広げた

り、野球盤をやったりして遊んでもらうことを想定している。ただ、ホールを使ってのドッジボールな

どは怪我も多いので、環境上難しいと判断している。 先生、指導者の人数についても、児童館や

学童の持っていたノウハウをあいキッズに色々な機会で教えてはいるが、実は学童クラブは子ども

40人、50人、60人でも指導員２人でやっていた。子ども達を指導するにはスキルが必要で、しかる

べきときにきちんと大きな声を出さないと、子どもを束ねられないとか、そういうテクニックが求められ

る。それをあいキッズの法人が今いろいろ学習しており、尐しずつ、尐ない人数でもきちんと子ども

達を管理できるような体制になっていく過程にあると思う。法人によってはＰＴＡなどで利用人数が

増える時は、臨機応変に人を集めるという話はしているが、学校側のスケジュールをうまく把握して

いる法人と、連携がうまくいっていない法人がある。その点についても、教育委員会が法人と相談

しながら、常に学校側と連携をとって対応できるように進めている所である。 

 

（委員の意見等） 

●小学校の立場からもあいキッズについて現状をお伝えしたい。当然のことだが、あいキッズが立

ち上った学校はどこも、最初の年度は色々な課題が生まれていた。運営面において様々な齟齬が

生じることは、あいキッズに限らず、どの組織が立ち上がるときでも同じだと思うが、教育委員会が

定期的に視察に来て、運営面での課題は何か、子どもの現状はどうなっているかを確認している。

学校も校庭が広かったり狭かったり施設面も様々だが、それぞれ工夫しながらやっている。指導員

も教員もキャリアを積まないと成長していかないので、学校では副校長が窓口になり、ほとんどの学

校で夕刻、あいキッズの責任者と打ち合わせをしている。その中で、子どもたちの怪我や生活の仕

方について話し合い、徐々にですが内容面についても改善されてきています。 

 例えば、あいキッズでは色々な集団遊びを提供しているけれど、当然自由に遊びたい子もいる。

あいキッズで決められた集団遊びではなく、自分たちはキャッチボールをしたい、あいキッズの人に

自由に遊べる時間を設けるように言ってくださいと子どもが校長室に直訴をしに来ることもある。そ

のようなこともあり各学校は法人と連携して、尐しずつ改善に向かっている。 

保護者の方は100点満点というところを求めていると思うが、法人では社員研修の場も設けるなど

自助努力はしている。子どもたちのために、就労している保護者のために、よりよい運営ができるよ
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うにあいキッズと小学校、教育委員会が連携してやっているので、尐々時間をいただきたい。また、

意見があったら教えてほしい。 

●あいキッズについて、７番の下から３行目、「これに伴い小学生の待機児童はゼロになりました」と

記載されていますが、障がい児の枠は各施設何名と決まっていて、そこで断られている方はかなり

いる。それなのにゼロになりましたと書いてある。全員が入れているわけではないと、本当に忘れな

いでいてほしいと思う。資料２－２のこの新しい案の表、Ⅲに「すべての子どもが健やかに育つまち 

いたばし」と書いてある。平成28年から31年度の行動計画ですが、この間に障がいを理由とする差

別の解消の推進に関する法律が施行され、始まります。是非、この間にあいキッズはもちろんのこ

と、区立保育園なども３名の枠、何名の枠を、この31年度までにぜひなくしていただきたい、31年度

までに期待したい。合理的な配慮を全ての子どもにしてください。あまりないかもしれないが、障が

い児の枠があっても何らかの理由で、障がい児の放課後クラブに行ったほうがいいですよという形

で断るケースは極力減らして欲しい。放課後は障がい児が健常児と一緒に過ごせる唯一のチャン

スなので潰さないでいただきたい。障がい児の放課後クラブは、尐し前までは１園しかなかったが、

爆発的に増えていて、今は25園あり、高島特別支援学校の横にたくさんのマイクロバスが並んでい

る。放課後クラブがあることで保護者は働くことができ、ありがたい話ではあるのと同時に、せっかく

の地域の子どもといる時間を奪ってしまうことにもなっている。せっかく増えたけれど、障がい者団

体としては今のインクルーシブな社会に逆行しているのでないかと悲しい思いをしている。なので、

そこはやっぱり区が、将来の板橋のために先頭を切って考えていただければと思う。 

（区からの回答） 

 今、あいキッズにおいて支援を要するお子さんの枠が、各学校何名という情報が手元にない。今

年度の状況をきちんと調べ、その枠に入れなかったお子さんがいるかを確認したい。この点につい

ては、教育委員会で色々検討しているので、検討の進捗状況については、折に触れて報告してい

きたい。 

 

（委員の意見等） 

●子どもが放課後の時間をどう過ごすかは、子どもの幸せと密接に関係があることなので、あいキ

ッズ等の運用は法人任せにすることなく、区からも色々助言をしながら進めてほしい。 

あそこに預けておけば安心という思いで学童について無関心な親も多い。私立校などでは親自身

が学童を運営しているところもある。みんなの力で、地域の力で、と言われている中で、学校の中で

行われていることに関してもっと情報公開をして、父兄が積極的に発言をして関わり、協力していく
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という仕組みを育てていけるといいと思う。本当にみんなの力が放課後の子どもの幸せのために機

能するようになってほしいと思う。 

 

●障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律では、全ての小中学校に対して、障がい

者の子ども達も希望すればその小中学校に通学できる体制をつくらなければいけないという項目

がある。そのためには小中学校にエレベーターを設置するとか、色々整備する必要があると思う。

大規模改修の方が先になるとは思うが、いつごろになると体制が整うのでしょうか。 

（区からの回答） 

 大規模改修や改築の際は、必ずエレベーターを付けてバリアフリーの体制を整えているが、それ

以外の施設のユニバーサルデザインへの対応については把握していないので、教育委員会に確

認しておきたい。 

 

 


