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《会議要点記録》 

名 称 
平成 25 年度第１回 文京区子ども・子育て会議 

平成 25 年度第２回 文京区地域福祉推進協議会 子ども部会  ※同時開催 

日 時 平成 25 年８月 22 日（木）午後６時 30 分～午後８時 40 分 

会 場 文京シビックセンター24階 区議会第一委員会室 

次 第 

１ 開会  

２ 区長挨拶  

３ 会長・副会長選出  

４ 会長・副会長挨拶  

５ 委員自己紹介・幹事紹介 【資料第１号】 

６ 文京区子ども・子育て会議の運用について 【資料第２号】 

７ 議題  

（１）子育て支援に関するニーズ調査票（素案）について 【資料第３号・第４号】 

８ その他  

９ 閉会  

出席者 

＜委員（名簿順）＞ 

青木 紀久代 会長、髙橋 貴志 副会長、高櫻 綾子 委員、田中 福子 委員、 

戸野塚 一枝 委員、福永 喜美代 委員、佐藤 良文 委員、菅原 良次 委員、 

勝間田 万喜 委員、佐藤 朋香 委員、奥 明子 委員、宮本 一嘉 委員、加藤 智子 委員、 

佐山 茜子 委員、砂倉 麻央 委員、田中 文代 委員、楠田 喜彦 委員、黒川 淳子 委員、 

宮谷 匡人 委員、西住 裕文 委員、石川 良子 委員、白井 圭子 委員、細山 利昭 委員 

＜事務局（名簿順）＞ 

佐藤 男女協働子育て支援部長、久住 企画課長事務取扱企画政策部参事、 

林 総務課長事務取扱総務部参事、渡邊 障害福祉課長、福澤 福祉センター所長、 

野田 子育て支援課長、木幡 児童青少年課長、新名 保育課長、 

鈴木 男女協働・子ども家庭支援センター担当課長、 

宮本 保健サービスセンター所長事務取扱保健衛生部長兼務、竹田 学務課長、 

宇民 教育センター所長 

欠席者 

＜委員（名簿順）＞  

川邊 万希子 委員 

＜事務局（名簿順）＞  

北島 教育指導課長 

傍聴者 １０名 
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１ 開会 

 

２ 区長挨拶 

  成澤区長より、挨拶を行った。 

 

３ 会長・副会長選出 

事務局より、会長に青木紀久代委員、副会長に髙橋貴志委員とする事務局案を提示し、出席委員の了承

を得た。 

 

４ 会長・副会長挨拶 

  青木会長及び髙橋副会長より、挨拶を行った。 

 

５ 委員自己紹介・幹事紹介                            【資料第１号】 

各委員がそれぞれ自己紹介を行い、事務局より、幹事の紹介を行った。 

 

６ 文京区子ども・子育て会議の運用について 【資料第２号】 

資料説明  事務局より、資料第２号に基づき、文京区子ども・子育て会議の運用について説明を行

った。 

また、子ども・子育て会議と子ども部会の同時開催時は、文京区子ども・子育て会議の

運用方法を適用する旨の説明を行った。 

 

７ 議題 

(1)子育て支援に関するニーズ調査票（素案）について       【資料第３号・第４号】 

資料説明  事務局より、資料第３号に基づき、ニーズ調査の位置づけ及び目的等について説明を行

った。 

 事務局より、資料第４号に基づき、各ニーズ調査票について説明を行った。 

 また、今後の進め方として、 

  ・会議終了後、１週間程度で修正を加えた調査票を委員へ送付すること。 

  ・調査結果集計の速報値を１１月下旬に予定していること。 

・国から示されるニーズ量の算定方式と合わせ、区として適切な算定の方法及び区域

の設定を検討すること。 

 の説明を行った。 

 

 ＜質疑応答＞ 

就学前児童保護者用調査票の問７の選択肢について 

楠田委員より、同居の親族・知人などの「直系血族でない大人」という選択肢を加えてはどうかとの

意見があり、野田課長より、同居の親族・知人などは、「その他」での回答を想定している旨の説明を

行った。 

 

子育てに関する不安や悩みの選択肢について 
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楠田委員より、中学生保護者用調査票の問 10の選択肢となっている「学業・進学の不安」について、

就学前児童保護者用調査票及び小学生保護者用調査票の設問にも選択肢を加えてはどうかとの意見が

あり、野田課長より、全ての調査票で選択肢の追加を検討する旨の説明を行った。 

 

就学前児童保護者用調査票の問８の選択肢について 

石川委員より、「療育機関」という選択肢を加えてはどうかとの意見があり、野田課長より、選択肢

を追加する旨の説明を行った。 

 

障害者に対するアンケート調査との共通の設問について 

石川委員より、障害者部会で検討している「障害者に対するアンケート調査」と「子育て支援に関す

るニーズ調査」で共通している設問を提示してほしいとの意見があり、野田課長より障害福祉課に確認

し、後日回答する旨の説明を行った。 

 

障害者部会での中学生保護者・本人用調査票の利用について 

石川委員より、中学生保護者・本人用調査票について、障害者部会で実施する「障害者に対するアン

ケート調査」でも調査票として使用してほしいとの意見があり、野田課長より、障害福祉課と検討する

旨の説明を行った。 

 

小学生保護者用調査票の問 13の選択肢について 

石川委員より、中学生保護者用調査票と同様に、「スクールカウンセラー」を選択肢に加えてはどう

かとの意見があり、野田課長より選択肢に追加する旨の説明を行った。 

 また、小学生であれば、「子ども家庭支援センター」より、「教育センター」・「福祉センター」とした

方が妥当ではないかとの意見があり、野田課長より選択肢を修正する旨の説明を行った。 

 

小学生保護者用調査票の問 12の選択肢について 

石川委員より、「子育てに伴う経済的な負担」という選択肢について、「教育に」という言葉の方が、

イメージが湧きやすいのではないかとの意見があり、野田課長より選択肢を修正する旨の説明を行っ

た。 

 

ニーズ量の算定について 

砂倉委員より、ニーズ調査結果からニーズ量を算定するにあたり、どのような工夫を考えているのか

という質問があり、野田課長より、国から提示される算定方式に、文京区独自でどのような工夫ができ

るか、各委員からの意見を頂戴しながら、検討していきたい旨の説明を行った。 

 

就学前児童保護者用調査票の問 24の説明追加について 

宮谷委員より、現在の設問文では、日曜日・祝日や高学年でも育成室が利用出来ると誤解を招いてし

まうのではないかとの意見があり、野田課長より、現状の制度説明を追加する旨の説明を行った。 

 

就学前児童保護者用調査票の問 46-1の選択肢について 

宮谷委員より、「男性でも女性でも、おむつ台等の設備を利用できるようにしてほしい」というよう
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な選択肢を加えてはどうかとの意見があり、野田課長より、選択肢の表現を検討する旨の説明を行った。 

 

「療育機関」の説明について 

勝間田委員より、調査票を読む全ての方がわかりやすいように、養育機関の説明の文言を検討してほ

しいとの意見があり、野田課長より、療育機関の説明の表現を検討する旨の説明を行った。 

 

事業利用の満足度について 

勝間田委員より、各事業の満足度に関する設問を追加し、計画策定に活かしてはどうかとの意見があ

り、野田課長より、保育園・幼稚園等は別に満足度調査を実施しているため、この満足度調査のデータ

を計画策定の参考にしたい旨の説明を行った。 

 

就学前児童保護者用調査票の問 41について 

楠田委員より、「日常的な予防の話」と「実際に起きた犯罪情報の迅速な把握」は、状況が違うので、

設問を分けたらどうかとの意見があり、野田課長より、不審者情報と日常啓発に設問を分けるか検討す

る旨の説明を行った。 

 

就学前児童保護者用調査票の問 12の私立幼稚園と国立幼稚園の選択肢について 

佐藤（良）委員より、国立幼稚園と私立幼稚園は、性格が違うものなので、選択肢を分けてはどうか

との意見があり、野田課長より、選択肢を分ける旨の説明を行った。 

 

価値観に関する設問の追加について 

佐藤（良）委員より、施設を選ぶ際の価値観についての設問を追加したらどうかとの意見があり、野

田課長より、価値観を問う設問の追加は難しい旨の回答を行った。 

 

ニーズ量算定時の民間事業所の扱いについて 

佐藤（良）委員より、ニーズ量算定の際は、私立幼稚園などの民間事業所も含んで考えてほしいとの

意見があり、野田課長より、私立幼稚園などの民間事業所も含めて算定する旨の説明を行った。 

 

調査結果データの公開について 

佐藤（良）委員より、クロス集計など、調査結果を有用に分析できるよう調査結果のデータを公開し

てほしいとの意見があり、野田課長より、データを公開し利用できるかについては、改ざん等の可能性

も含め検討したい旨の説明を行った。 

 

意見一覧№53の回答について 

佐山委員より、意見一覧№53の回答が、意見の主旨と合っていないとの質問があり、野田課長より、

内容を確認して後日回答する旨の説明を行った。 

 

調査票の回答時間の記載について 

田中（文）委員より、設問数が多いので、回収率を上げるためにも、所要時間を明記してはどうかと

の意見があり、野田課長より、回答者の状況により回答数に違いがあり、所要時間の設定は難しい旨の
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説明を行った。 

 

就学前児童保護者用調査票の問 42の主旨について 

佐藤（良）委員より、避難所生活を余儀なくされてしまった場合に、全部（○を）つけるしかなく、

質問の意図がよくわからないとの意見があり、野田課長より、設問内容を検討する旨の説明を行った。 

 

中学生保護者用調査票への虐待に関する設問の追加について 

石川委員より、小学生保護者用調査票の問 17 を中学生保護者用調査票にも追加してはどうかとの意

見があり、野田課長より、設問の追加を検討する旨の説明を行った。 

 

中学生保護者用調査票への就労状況に関する設問の追加について 

石川委員より、中学生保護者用調査票に「就労状況」に関する設問を追加してはどうかとの意見があ

り、野田課長より、設問の追加を検討する旨の説明を行った。 

 

小学生保護者用調査票の問 40の選択肢について 

石川委員より、障害をもつ子どもが参加できるスポーツ教室として、選択肢に「学校でやっている誰

でも参加できるスポーツ教室」を追加してほしいとの意見があり、野田課長より、選択肢の追加を検討

する旨の説明を行った。 

 

調査回答の負担について 

勝間田委員より、調査票の最後に「調査票の設問数」に対しての評価や「回答時間」を記載する欄を

追加したらどうかとの意見があり、野田課長より、調査票の最終ページの表現を検討する旨の説明を行

った。 

 

就学前児童保護者用調査票の問 22の対象者について 

黒川委員より、設問の対象とする年齢が分かりにくいとの意見があり、野田課長より、対象者の表現

を検討する旨の説明を行った。 

 

中学生本人用調査票の回収方法について 

黒川委員より、中学生本人用調査票の回収を保護者とは別の封筒で回収してはどうかとの意見があ

り、野田課長より、別封筒で回収する方法の検討を行う旨の説明を行った。 

 

民間学童の取り扱いについて 

宮本委員より、区内に民間学童も出来ているので、選択肢に追加してはどうかとの意見があり、野田

課長より、選択肢の追加を検討する旨の説明を行った。 

 

育成室のニーズ量の把握について 

楠田委員より、育成室のニーズ量の把握は、「就学前児童保護者用調査票」と「小学生保護者用調査

票」のどちらなのかとの質問があり、野田課長より、両方の調査結果を使って、検討したい旨の説明を

行った。 
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自由回答について 

宮谷委員より、最後の自由回答について、「言いたいことがあったら自由に書いてください」とある

と、たった一人でも深刻な心の悩みが救えるかもしれないので、何か言いたいことがあれば、書いても

らえるようにしたらどうかとの意見があり、野田課長より、表現を検討する旨の説明を行った。 

 

 

＜委員意見書＞ 

資料説明 楠田委員より、委員意見書「前回のニーズ調査に基づくニーズ量の再検討の結果につい

て」について、説明を行った。 

 

 ＜質疑応答＞ 

調査結果データの公開について 

楠田委員より、有効な議論をするために、調査結果データを分析したい委員には開示してほしいとの

意見があり、野田課長より、調査結果データを委員間で共有し、協力して分析する旨の説明を行った。 

 

 

 

８ その他 

事務局より、次回は、26年 1月に開催予定である旨の説明を行った。 

 

９ 閉会 


