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《会議要点記録》 

名 称 
平成 26 年度第 3 回 文京区子ども・子育て会議 

平成 26 年度第 3 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 26 年 6 月 25 日（水）午後 6 時 30 分～午後 8 時 30 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 会長挨拶  

３ 議題  

（１）子育て支援計画に関する委員意見の集約結果について 

   【資料第１号】子育て支援計画に関する委員意見の集約結果について 

 

 

 

（２）子ども・子育て支援事業計画における確保の方策について（案） 

【資料第２号】子ども・子育て支援事業計画における確保の方策について（案） 

【席上配布資料２号】次期子育て支援計画における体系について 

 

 

４ その他 

【参考資料 2 号】子ども・子育て新制度に係る基準（案）への意見募集について 

  次回開催日程 外 

 

 

５ 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、大畑 雅一 委員、 

長谷川 浩美 委員、福永 喜美代 委員、佐藤 良文 委員、菅原 良次 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、小俣 美紀 委員、楠田 喜彦 委員、 

黒川 淳子 委員、山野 順一朗 委員、石川 良子 委員 

＜事務局（名簿順）＞ 

久住 男女協働子育て支援部長、竹越 企画課長、林 総務課長事務取扱総務部参事、 

須藤 障害福祉課長、福澤 福祉センター所長、椎名 子育て支援課長、 

工藤 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、 

竹田 学務課長、熱田 教育改革担当課長、宇民 教育センター所長、内野 庶務課長 

欠席者 

＜委員（名簿順）＞  

西住 裕文 委員、白井 圭子 委員、細山 利昭 委員 

＜事務局（名簿順）＞  

石原 保健サービスセンター所長事務取扱保健衛生部長、北島 教育指導課長 

傍聴者 26 名 
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１ 開会 

  青少年対策地区委員会より推薦の大畑委員並びに前回より委員に就任した区立小学校ＰＴＡ連合会の山

野委員の紹介を行った。 

 

２ 会長挨拶 

  青木会長より、挨拶を行った。 

 

３ 議題 

（１）子育て支援計画に関する委員意見の集約結果について     【資料第１号】【別添資料 No.(1)-(5)】 

資料説明  事務局より、資料第 1号に基づき、子育て支援計画に関する委員意見の集約結果につい

て説明を行った。 

 

 

 ＜委員意見・質疑応答＞ 

委員意見に対する回答について 

楠田委員より、回答の付いている項目と付いていない項目があるが、次回以降の会議において順次、

回答や区の考えを示すため、今回は意見の紹介に留めているのかという質問があり、椎名課長より、各

事業に関する回答などは、今後の計画の検討の中で、各事業に関わる議論において提示していく旨の説

明を行った。 

 

児童館の高校生の利用者数について 

楠田委員より、児童館の高校生の利用者状況について、千石児童館と白山東児童館の利用者数が突出

している理由についての質問があり、工藤課長より、育成室で仲の良かった子どもたちが、小学校高学

年になっても児童館に定期的かつ継続的に遊びに来ている人間関係と、通常は小学生を対象にしている

工作室での活動プログラムを、高校生向けに実施しているプログラムの２点が要因と考えられるが、そ

の年によって児童館にばらつきがある旨の説明を行った。 

 

父親が参加しやすい乳幼児プログラムの開催実績について 

加藤委員より、乳幼児プログラムにおいて、父親が参加しやすい土曜日開催に関する実績の質問があ

り、工藤課長より、資料第 1号における回答は、父親のみを対象にしたプログラムではなく、それぞれ

のプログラムを土曜日に実施して就業している家族も参加しやすくし、その中で父親向けに指導してい

るが、父親のみのプログラムの実績が必要であれば次回示したいとする旨の説明を行った。 

 

ネグレクト件数の増加の理由について 

福永委員より、子ども家庭支援センターにおけるネグレクトの件数が、平成 25年度に多くなった理

由についての質問があり、鈴木課長より、件数が全国的にも増えており、区でも増加していることや、

虐待の定義そのものが、従来の厳しいしつけなど身体的に加え、無視など心理的なことや世話をし

ないなどということも虐待であるという認知が広まったこと、区からの通報のお願いの周知によ

り、関係機関や周囲からの通報件数が増加していることが考えられる旨の説明を行った。 
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児童を対象とした相談窓口への子どもからの直接の連絡について 

楠田委員より、児童を対象とした相談窓口の運営について、実際に児童自らが相談窓口に直接連絡し

てきているのか、もし連絡してきていないのなら周知の方法を検討した方がいいのではないかとの質問

があり、宇民所長より、学校で配布のカードは東京都教育相談センターが発行し、いじめ相談ホットラ

インと教育相談の連絡先が記載されていることや、東京都全体として平成 24年度は電話相談で 18,856

件、いじめ相談ホットラインで 2,450件の実績がある旨の説明を行った。また、鈴木課長より、相談事

業は、いじめや家庭の相談など多岐にわたり、児童本人からの相談はわずかであるが、家族・親族・

関係機関と異なった経路からの相談があり、周知はされている旨の説明を行った。 

 

財源を検討する機会について 

砂倉委員より、子育て支援の財源を決定するシステムと、この会議で財源について検討する機会があ

るのかどうかの質問があり、椎名課長より、文京区全体で考える問題とこの会議の中で出てくる問題が

あり、この会議体ですべてを決めていくのは難しい旨の説明を行った。また、久住部長より、行財政改

革推進計画で利用料等については 3 年ごとの見直しとなっていたが、認可保育園の保育料は数年前に

25 段階の料金設定を行ったことから、今回の行革では例外的に見直しは行っておらず、保育料のあり

方については、公定価格の関係から時間をかけて丁寧に議論をし、さまざまな意見から検討していくこ

とが必要とする旨の説明を行った。 

 

障害児の放課後の居場所対策について 

石川委員より、障害児が中学生になった後の居場所対策事業での断り件数は、平成 25 年度で 2,000

件を超えており、福祉センター新設による定員増加だけの対応でないように、今後は、安定して預けら

れる場所の検討をお願いしたいとの意見があり、須藤課長より現在、年間では希望の 7割前後の対応率

で、一日 3～4人となるが、新福祉センターで 20人の増員となり、中高生の障害児をお持ちの方の就労

支援という形がまだ弱い状況であるが、まずは、新福祉センターの運用を見ながら検討していく旨

の説明を行った。 

 

受益者負担について 

楠田委員より、日中の保育サービスは複線化してきているが、同じ世代において、サービスの相違で

受益者負担のあり方が変わらないよう、できる限り一貫性のある方策をお願いしたいことと、育成室の

保育料の体系は保育園の体系とは異なり、受益者負担は 25％ということだが、ある程度の整合性を図

り、受益者の納得感のある方向で体系の整理・収斂を考えてほしいとの意見があった。 
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各放課後事業の関係性について 

佐山委員より、放課後全児童向け事業、放課後子ども教室、放課後オアシス事業の関係性について

の質問があり、工藤課長より放課後全児童向け事業は、委託事業として、その学校の運営委員会との連

携で行うが、地域住民や地元団体の協力を得ながら、子どもたちの平日の放課後と土日の居場所を確保

するため、現在、区内で３校実施している事業であり、保護者の就業に関係なく、その学校に在籍して

いる児童と運営委員会の許可により他校の児童も対象となる旨の説明を行った。 

また、放課後子ども教室「こどもひろば」は、土日の 9 時から 16 時まで各小学校校庭でスポーツを

中心に行っている事業であること、放課後オアシス事業は、区内 1校で、独自の事業として行っている

旨の説明を行った。 

 

放課後オアシス事業について 

佐山委員より、放課後オアシス事業の今後についての質問があり、内野課長より、平成 18 年から汐

見小学校をモデル校として実施し、平成 21 年に検証した結果、他校への展開は難しく、子育て支援計

画の検討の際に再度検討することとなったが、汐見小学校は 3か年の成果もあり、当面はそのまま進め

ることとなっている旨を説明した。 

また、山野委員より、放課後オアシス事業については、予算が厳しく来年度の事業は検討中で、再構

築については、ＰＴＡが検討を行っているとの説明があり、内野課長より、地元の実行委員会に事業

を委託し、実行委員会で今後の事業について検討している状況にあるとの補足説明を行った。 

 

 

 

（２）子ども・子育て支援事業計画における確保の方策について（案） 【資料第２号】【席上配布資料２】 

資料説明 事務局より、資料第２号に基づき、子ども・子育て支援事業計画における確保の方策に

ついて説明を行った。 

 

事務局より、席上配布資料２に基づき、計画の体系の大項目・中項目については、現行

計画を継続した形ですすめ、実際の対象事業の内容について検討し、議論をしていく旨、

説明を行い、了承が得られた。 
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 ＜委員意見・質疑応答＞ 

区立幼稚園の認定こども化について 

黒川委員より、この会議において区立幼稚園の認定こども園化を決めていくのかどうかとの質問があ

り、熱田課長より、具体的なことは検討しながらこの会議に提示していく旨と、東京都の認定こども園

の設置基準や特別区の認定こども園の保育教諭の人事制度が出ていないため、平成 27 年度は難しく、

早くて平成 28 年度からの認定こども園化となる旨の説明を行った。また、竹田課長より、量の見込み

を勘案しながら、具体的にどう進めていくのかを検討中である旨の説明を行った。また、久住部長より、

区では認定こども園化の方針は持っているが、国の制度が明確に定まっておらず、平成 27 年 4 月から

は難しいという判断をしており、平成 28年 4月に向けて検討していく旨を説明した。 

 

認定こども園の概要と現状のまとめについて 

髙橋委員より、確保の方策で認定こども園が出てこない点に違和感を感じるため、認定こども園の概

要と現状をまとめた資料があれば意見が出しやすいとの意見があった。 

 

東京都認証保育所と認可保育園の定員数について 

楠田委員より、東京都認証保育所が平成 29年度から 31年度に 2施設の認可化のために減少している

が、同じ年度で私立認可保育園が増えていないのは、なぜかとの質問があり、新名課長より、数字の整

合性が取れていないため、次回までに確認する旨の説明を行った。 

 

平成 26年度の育成室の整備について 

楠田委員より、放課後児童健全育成事業において、現計画では 31室の目標であるが、平成 26年度予

定ではカッコ書きで 29 室としている理由と、残りの 2 室についての質問があり、工藤課長より、現在

検討中のものがあるためにカッコ書きとしている旨と、現計画では室数の整備よりニーズ量への対応を

重点的に行っており、ニーズ量 1,369人には若干届かなかったが 29室で 1,348人定員に到達したため、

今後は室数と人数の双方から精査していく旨の説明を行った。 

 

私立幼稚園の確保方策の確定時期について 

佐藤委員より、私立幼稚園の確保の方策において広域調整を含めてとあるが、いつ頃に確定するのか

との質問があり、林参事より、これから隣接区と具体的な調整に入るだろうが、時期を明確に提示する

ことは現時点で難しい旨の説明を行った。 

 

文京区公立私立幼稚園連絡協議会のあり方について 

佐藤委員より、区立幼稚園が認定こども園化された後の文京区公立私立幼稚園連絡協議会のあり方に

ついて質問があり、林参事より、区立幼稚園がなくなった場合に、従来どおりの協議会が存続するかは

難しいが、すべての区立幼稚園が認定こども園化したときは、情報交換等を行う場が必要と考えており、 

協議会のあり方も含めて検討していきたい旨の説明を行った。 
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計画における障害児の人数の記載について 

石川委員より、一時預かり事業などの量の見込みにおいて、どのように数字を出すかはあるが、障害

児の人数をカッコ書きや欄を設ける形で、小さくても良いので記載してほしいとの意見があり、椎名課

長より、確保策の関係では、一定の報告様式があるので載せられないが、計画全体として、議論になる

旨の説明を行った。 

 

量の確保と質の向上について 

高櫻委員より、量の確保も重要であるが、量を満たすことで事業内容が希薄化するではなく、量を確

保することにより質を押し上げていく考えを持っていく必要があり、個々の事業の充実を質と量の両面

を図ることと、各事業間を横断的に捉えて連携を図っていくことが重要であるとの意見があった。 

 

 

 

４ その他 

 ＜その他＞ 

パブリックコメントについて        【参考資料２】 

事務局より、参考資料２に基づき、パブリックコメントの説明を行った。 

 

今後の日程について 

事務局より、次回の会議日程について、７月 23 日（水）、18 時 30 分～20 時 30 分の予定であること

を周知した。 

 

 

 

５ 閉会 


