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《会議要点記録》 

名 称 
平成 26 年度第 4 回 文京区子ども・子育て会議 

平成 26 年度第 4 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 7 月 23 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 子育て支援計画の検討状況について 

 【資料第 1 号】子ども・子育て会議・子ども部会の開催経過と検討内容について 

 【参考資料 2】委員の持込資料の取扱いについて 

４ 議題 

（１）子育て支援計画（22 年度～26 年度）の評価について（案） 

  【資料第 2 号】子育て支援計画の評価について（案） 

（２）次期子育て支援計画の骨子及び体系図について（案） 

  【資料第 3 号】次期子育て支援計画の骨子及び体系図について（案） 

（３）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 4 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） 

  【参考資料 3】認定こども園について 

５ その他 

  次回開催日程 外 

６ 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、 

福永 喜美代 委員、菅原 良次 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、 

石原 保健サービスセンター所長事務取扱保健衛生部長、竹田 学務課長、 

熱田 教育改革担当課長、北島 教育指導課長、宇民 教育センター所長 

欠席者 

＜委員（名簿順）＞  

長谷川 浩美 委員、佐藤 良文 委員、佐藤 朋香 委員、西住 裕文 委員、 

白井 圭子 委員、細山 利昭 委員 

＜事務局（名簿順）＞  

なし 

傍聴者 23名 
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１ 開会 

   

２ 会長挨拶 

  青木会長より、挨拶を行った。 

   

３ 子育て支援計画の検討状況について      【資料第１号】【参考資料２】 

資料説明  事務局より、資料第 1号に基づき、子育て支援計画の開催経過と検討内容について説明

を行った。 

 また、参考資料 2に基づき、委員の持込資料の取扱いについて説明を行った。 

 

 ＜委員意見・質疑応答＞ 

委員の持込資料について 

石川委員より、以前、アンケート調査依頼を区から断られたために、自分たちで行った調査結果とし

て、ページ数のある資料を持ち込んだが、次回以降は区で同様のアンケートを実施するために、ページ

数制限等の内容になったのかとの質問があり、椎名課長より、地域福祉推進協議会で了解された内容で

あるが、各部会長の判断で柔軟に対応していく旨の説明を行った。 

 

 

 

４ 議題 

（１）子育て支援計画（22年度～26年度）の評価について（案） 【資料第２号】 

資料説明  事務局より、資料第 2号に基づき、子育て支援計画の評価について説明を行った。 

 

 

 ＜委員意見・質疑応答＞ 

乳児家庭全戸訪問事業における訪問率について 

加藤委員より、新生児訪問の訪問率は 88％であるが、残りの 12％の現状について質問があり、石原

部長より、88％は出生後 4か月までの訪問率であり、諸事情により訪問できない家庭もあるが、その後

の 4か月検診等で、ほぼ 100％の家庭に接触できている旨の説明を行った。 

また、加藤委員より、修正案の文面はこのままでよいが、ほぼ 100％カバーできていることをＰＲし

てもよいのではないかとの意見があり、椎名課長より、検討する旨の説明を行った。 

 

 

 

（２）次期子育て支援計画の骨子及び体系図について（案） 【資料第３号】 

資料説明  事務局より、資料第 3号に基づき、次期子育て支援計画の骨子及び体系図について説明

を行った。 
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 ＜委員意見・質疑応答＞ 

「ワークライフバランス」の具体的な取り組みについて 

楠田委員より、「取組の Point」に提示されている「ワークライフバランス」について、具体的にど

のような施策を行うのかという質問があり、鈴木課長より、ワークライフバランスは制度的な整備や理

念的な啓発といった全体に関わってくるものであるが、具体的には企業の認定制度や関係部署への啓発

となる旨を説明した。また、椎名課長より、「取組の Point」は方向性を分かりやすくするために掲載

したが、中間のまとめまでに整理したい旨の説明を行った。 

病児病後児保育の充実について 

楠田委員より、病児病後児保育の充実を施策の方向性に掲載できないかとの質問があり、椎名課長よ

り、記載していく旨の説明を行った。 

 

接触が困難な保護者への取り組みについて 

砂倉委員より、新生児訪問や 4か月健診など区が施策を用意しても接触が困難な保護者への区の取り

組みについて質問があり、鈴木課長より、検診に来ない保護者に対し、保健師が電話や時間を変えて 2

回訪問していることや、区の要対協で守秘義務を順守した中で保育園等への通園や医療機関への受診歴

などの情報交換を行い、子ども家庭支援センターにおいて、集約、チャート化し、再度、現場に足を運

ぶという段階を積み、それでも連絡が取れない場合は、児童相談所等へ情報提供するシステムである旨

の説明を行った。 

 

放課後等デイサービスの事業内容について 

石川委員より、「障害のある中高生の放課後居場所対策」の事業が終了となっているが、その後の事

業の動向について質問があり、須藤課長より、「放課後等デイサービス」事業に取り入れた旨の説明を

行った。 

また、石川委員より、「放課後等デイサービス」の事業内容についての質問があり、須藤課長より、

小中高生を放課後に預かる旨の説明を行った。 

 

放課後等デイサービス事業の目的について 

石川委員より、これまでの「障害のある中高生の放課後居場所対策」は、保護者の就労支援という目

的もあったが、これからの「放課後等デイサービス」では、就労している保護者を考慮しているのかと

いう質問があり、須藤課長より、就労支援のニーズが高いのは把握しているが、「放課後等デイサービ

ス」は国が定めているサービス体系で、放課後の生活を豊かにすることが大前提であり、この事業を本

来の意味から外して就労支援にするのは難しい旨の説明を行った。 

 

障害のある子どもの保護者の就労支援について 

石川委員より、障害のある子どもの保護者の就労支援の事業を追加できないかとの質問があり、須藤

課長より、将来的には、もう少し区の政策が進む可能性はあるが、現時点では児童福祉法を根拠として

事業を整理しており、次期計画における計画事業については、引き続き検討したい旨の説明を行った。 

また、青木会長より、施策の方向性の「4.子育てと仕事の両立支援」において、「障害のある子ども

の保護者の仕事と子育ての両立支援」をどのように支援するのか検討してほしいとの意見があった。 
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「整備」と「整備拡充」の使い分けについて 

楠田委員より、「区立保育園の整備」と「私立認可保育園の整備拡充」とあり、「整備」と「整備拡充」

を使い分けている理由についての質問があり、新名課長より、「区立保育園の整備」は保育園の新設で

はなく、耐震改修の際に可能な限り定員の拡充を行っているが、耐震改修も残り 2 園で終了となるため

に「整備」とし、私立保育園については、今後 5 年間で 16 園整備し、定員拡充もしていくことから「整

備拡充」としている旨の説明を行った。 

 

区立保育園と私立保育園の比率について 

楠田委員より、私立保育園の比率が高くなっているが、区立保育園と私立保育園のあるべき比率を考

えてよいのではないかとの意見があり、新名課長より、現在、区立保育園は 19園、私立保育園が 22 園

となっているが、定員数では区立保育園が多い状況であり、比率については、今後検討していく旨の説

明を行った。 

 

児童遊園の整備について 

楠田委員より、「児童遊園の整備」は事業が終了となっているが、「5 子どもを守る安全・安心なま

ちづくり」で重複しているため、終了ではなく削除ではないかとの質問があり、椎名課長より、事業終

了ではなく「公園再整備事業」への再構築といった形で修正する旨の説明を行った。 

 

ノーマライゼーションに関する事業について 

山野委員より、これまでの「ノーマライゼーションの理念の普及」が「障害及び障害者・児に対する

理解の促進」に統合する点について、この項目は「ノーマライゼーション」という言葉を残した上で項

目名を変更し、「2 子どもの生きる力、豊かな心の育成」に持ってくるべきではないかとの意見があり、

椎名課長より、障害福祉分野と調整しながら検討する旨の説明を行った。 

また、会長より、「ノーマライゼーション」は地域全体が育っていく言葉で大事にしたいキーワード

との意見があった。 

 

教育者側の質の向上について 

 黒川委員より、教育者の充実や教育者側の質の向上といった項目を入れてほしいとの意見があり、熱

田課長より、ご意見の内容は教育振興基本計画に位置付けており、子育て支援計画での取り扱いは検討

したい旨の説明を行った。 

 

文京区の取り組みについて 

 楠田委員より、文京区は会議全体を通して、ニーズ調査をはじめオリジナリティのある取り組みの経

緯があったことを踏まえ、障害のある子どもの保護者への支援などを、区の取り組みとして強調してい

っても良いのではないかとの意見があり、椎名課長より、次回以降、検討していく旨の説明を行った。 

 

中高生の居場所の確保について 

楠田委員より、名称変更となった「中高生の居場所の確保」について、前回は児童館事業の内容とな

っており、今回は「b-lab等」が付いたが、軸が変わったのかとの質問があり、工藤課長より、従来の

施策を含めた上で、新規事業に脚光を浴びせたもので、児童館事業もこの中に含まれる旨の説明を行っ
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た。 

 

 

 

（３）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４号】【参考資料３】 

資料説明  事務局より、資料第 4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。また、参考資料 3に基づき、認定こども園についての説明を行った。 

 

 

 ＜委員意見・質疑応答＞ 

一時預かり事業における障害児受け入れの数値について 

石川委員より、一時預かり事業において、障害児の受け入れの見込み数の数値を入れてほしいとの意

見があり、椎名課長より、この部分は地域子ども・子育て支援事業としての記載であるため、子育て支

援計画の中で必要な議論をしていく旨の説明を行った。 

 

 

 

５ その他 

 ＜その他＞ 

欠席委員の意見について 

事務局より、本日欠席の佐藤（良）委員からの意見として、待機児を解消する方策に規制緩和がある

が、どのような規制緩和があったのか、東京における経緯と現状、保育士や幼稚園教員など保育の質の

確保についての文京区の考えを次回の会議に示してほしいとする内容を紹介した。 

 

パブリックコメントについて 

事務局より、子ども・子育て新制度の基準整備の考え方についてパブリックコメントを行い、19 名

から 28件の意見が寄せられたため、内容は次回の会議で報告する旨の説明を行った。 

 

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、8 月 19 日（火）、18 時 30 分～20 時 30 分の予定であること

を周知した。 

 

 

 

５ 閉会 


