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《会議要点記録》 

名 称 
平成 26 年度第 5 回 文京区子ども・子育て会議 

平成 26 年度第 5 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 8 月 19 日（火）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 

４ 議題 

（１）次期子育て支援計画の計画事業について（案） 

  【資料第 2 号】次期子育て支援計画の計画事業について（たたき台） 

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、 

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、西住 裕文 委員、 

古市 理代 代理委員（特別支援学級連絡協議会）、白井 圭子 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、 

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、前田 教育指導課統括指導主事（教育指導課長代理）、 

宇民 教育センター所長、木幡 福祉政策課長、古谷 スポーツ振興課長、 

内野 庶務課長 

欠席者 

＜委員（名簿順）＞  

細山 利昭 委員 

＜事務局（名簿順）＞  

鈴木 男女協働・子ども家庭支援センター担当課長 

傍聴者 19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】 

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。 

 

 

 

４ 議題 

（１）次期子育て支援計画の計画事業について（案） 【資料第２号】 

資料説明  事務局より、資料第 2号に基づき、次期子育て支援計画の計画事業について説明を行っ

た。 

 

 

 ＜委員意見・質疑応答＞ 

新生児沐浴指導（1-1-4）の事業名について 

青木会長より、新生児沐浴指導は新生児だけではなく、実際に母親への支援も行っているために、事

業名を考慮する必要はないかとの意見があった。 

 

医療型児童発達支援（1-3-8）の利用者数の要因について 

古市委員より、医療型児童発達支援の延利用者数が少数であることの要因が載っているが、この要因

をどのように計画に反映させていくのかとの質問があり、須藤課長より、当面は現在の事業量での対応

となるが、今後のニーズ量や事業所等の関係で検討していく旨の説明を行った。 

また、古市委員より、重度の障害のある子どもの保護者には就労や社会参加を希望する方もいるため、

保育の中で、障害のある子どもの保護者の就労支援の事業も入れてもらいたいとの意見があった。 

 

放課後全児童向け事業（2-1-2）が増加しない要因と予算措置について 

大畑委員より、放課後全児童向け事業について、実施校が増えていない理由と今後の予算措置につい

て質問があり、工藤課長より、学校で子ども達の安全を確保する人員が重要となるが、経費や体制の問

題があり、現状のままでの拡大は難しいため、新たな視点で再構築を進めている旨の説明を行った。 

 

放課後全児童向け事業（2-1-2）と児童館の整備及び運営（2-1-3）での意見聴取と周知について 

楠田委員より、放課後全児童向け事業と児童館の整備及び運営の検討に当たり、利用児童や保護者へ

の周知と意見聴取の趣旨を入れてほしいとの意見があり、工藤課長より、適切な情報周知に努め、必要

に応じて、PTAの会合等で説明するなど、情報提供をしていく旨の説明を行った。 
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中高生の居場所の確保（2-1-4）の事業概要について 

楠田委員より、中高生の居場所の確保の事業概要において、前段では充実をうたっているが、後段で

は再編となっているため、再編の具体的な方向性が分かる記述の方が良いとの意見があり、工藤課長よ

り、青少年プラザとより発展した連携を考えているため、ふさわしい表現に修正する旨の説明を行った。 

 

中高生の居場所の確保（2-1-4）の対象者について 

古市委員より、中高生の居場所の確保において、「中高生にとって」を「障害の有無にかかわらずす

べての中高生にとって」との記載にしてほしいとの意見があり、工藤課長より、b-lab は、当初より中

高生全体を対象としていたためにこうした記述としたが、「すべての中高生にとって」といった記述を

検討する旨の説明を行った。 

 

保育園体験学習（2-1-7）と私立幼稚園での体験受入れについて 

佐藤（良）委員より、私立幼稚園の体験学習は、直接学校側から話が来ているが、この事業は区が仲

介しているのかとの質問があり、椎名課長より、現在、区でコーディネートはしていない旨の説明を行

った。 

 

保育園体験学習（2-1-7）の受入れ対象について 

髙橋副会長より、保育園体験学習に「学生を受入れ」とあるが、これは中高生が対象か、それとも大

学生も入っているのかとの質問があり、新名課長より、中高生が対象である旨の説明を行った。 

また、髙橋副会長より、中高生が対象であれば、「学生」ではなく、「生徒」とすべきとの意見があっ

た。 

 

学校運営連絡協議会（2-2-4）と家庭教育支援の推進（2-3-9）の事業概要について 

砂倉委員より、学校運営連絡協議会と家庭教育支援の推進の事業概要について、就学前の部分が幼稚

園に限られて記載されているとの質問があり、前田統括指導主事より、学校運営連絡協議会は学校教育

法の範疇のため、幼稚園までの記載となっている旨の説明を行った。 

また、内野課長より、家庭教育支援の推進で実施している事業の対象者は、幼稚園や保育園などを限

定せずに行っていることから、記載については検討する旨の説明を行った。 

 

総合相談事業（2-2-5）の「教育相談と療育相談の一元化」について 

山野委員より、総合相談事業の「教育相談と療育相談の一元化」は、計画事業の療育相談の充実(1-3-1)

と重複するが、療育相談と総合相談事業をともに充実させることかとの質問があり、宇民所長より、新

教育センターに福祉センターの職員と事業が移管され、総合相談事業として窓口を一元化し、切れ目の

ない教育相談と療育相談の充実を行う旨の説明を行った。 

また、山野委員より、総合相談事業の「教育相談と療育相談の一元化」には期待しており、総合相談

事業も含め、教育・福祉サービスの情報発信を行ってほしいとの意見があり、椎名課長より、相談窓口・

子育て応援メールマガジン等を活用しながら情報発信していく旨の説明を行った。 
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総合相談事業（2-2-5）の対象年齢について 

 髙橋委員より、総合相談事業に「乳幼児から 18 歳まで」という記述があり、児童福祉法上では児童

は 18 歳未満であるが、これは実態に即した記述かとの質問があり、宇民所長より、実態に即した記述

である旨の説明を行った。 

 

親子スポーツ教室（2-3-6）と小中学生スポーツ教室（2-3-7）の事業概要について 

楠田委員より、親子スポーツ教室と小中学生スポーツ教室の事業概要において、どちらも同じ文章と

なっているため、変えた方が良いのではないかとの意見があり、古谷課長より、より適切な記述に変更

する旨の説明を行った。 

 

PTA 活動との連携強化、活動支援（2-3-10）の事業概要について 

 西住委員より、PTA 活動との連携強化、活動支援において、PTA は保護者同士のつながりだけではな

く、保護者と先生のつながりもあるため、その意味合いも概要に入れてほしいとの意見があり、内野課

長より、検討していく旨の説明を行った。 

 

ふれあいいきいきサロン事業への支援（3-1-4）の内容と内訳について 

古市委員より、ふれあいいきいきサロン事業への支援について、どのような事業で、どのような内訳

なのかとの質問があり、木幡課長より、高齢者を対象とした活動や子育てに特化した活動など、それぞ

れで事業を展開しており、サロンの合計数は 90か所で、高齢者を対象としたサロンが 55、趣味の集ま

りなどどなたでも利用できるサロンが 18、障害者・児を対象としたサロンが 5、子ども・子育てのサロ

ンが 12である旨の説明を行った。 

（※会議にて説明したサロン数に誤りがあったため、第 6回会議資料にて訂正を行った数値に修正しています。） 

 

大学への子育て関連事業への協力（3-1-6）の事業内容について 

佐藤（良）委員より、大学への子育て関連事業への協力について、教育実習のことではないのであれ

ば、大学が行っている子育て関連事業とは何かとの質問があり、新名課長より、教育実習とは別に、区

立保育園で保育実習を受入れている旨の説明を行った。 

 

大学への子育て関連事業への協力（3-1-6）の今後の取り組みについて 

髙橋副会長より、保育実習を受入れる際に、保育だけでなく、子育て支援に関する学びの機会を文京

区が提供するといったことなのかとの質問があり、新名課長より、記載については検討したい旨の説明

を行った。 

また、青木会長より、乳幼児のプログラムなどの事業を通じて、子育て支援に大学が連携するような

ことなども検討してほしいとの意見があった。 

 

大学への子育て関連事業への協力（3-1-6）の実績について 

高櫻委員より、教育実習とは別に、区立の保育園で学生を受け入れている件については、日本女子大

学も大変お世話になっており、本学は現在保育士養成課程を有していないが、保育士になることを希望

する学生も多く、保育士試験を受験している。そのため教育実習ではないが、大学として現場での実践

的な学びを保障したく、今年度より文京区の区立保育園においてボランティアとして受け入れてもら
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い、それを単位として認めているため、子育て関連事業への協力という表記の検討とともに、こうした

実績が分かる記載にしてほしいとの意見があった。 

 

子育て支援ホームヘルパー派遣事業（4-1-1）の事業内容について 

佐藤（朋）委員より、子育て支援ホームヘルパー派遣事業で派遣するシッターの要件について質問が

あり、椎名課長より、受託事業者で、専門的な研修を受けたシッターを派遣し、子どもの保育に加え、

簡単な家事も実施しており、1時間 1,000円の自己負担で利用できる事業である旨の説明を行った。 

また、佐藤（朋）委員より、事業名が、ホームヘルプを行うのか、児童の保育を行うのか分かりにく

いとの意見があり、椎名課長より、記載内容について検討していく旨の説明を行った。 

 

幼稚園・保育園の一元化施設の運営管理（4-1-4）と区立幼稚園の認定こども園化（4-1-5）について 

楠田委員より、幼稚園・保育園の一元化施設の運営管理事業は、区立幼稚園の認定こども園化の方向

性によっては、その枠組みに入るのか、それとも、幼稚園・保育園の一元化施設は、今のまま進めるの

かとの質問があり、竹田課長より、幼稚園・保育園の一元化施設が認定こども園化された場合は、認定

こども園化の事業で同一となるが、現在は別々の運営のため、このような記述となっている旨の説明を

行った。 

 

保育園延長保育（4-1-6）の延長時間について 

加藤委員より、保育園の園長保育について、延長保育時間を長くすることはないかとの質問があり、

新名課長より、ワークライフバランスと子どもの最善の利益の観点から、現状の体制が限度と考える旨

の説明を行った。 

また、加藤委員より、子どもの最善の利益などの理由から午後 7 時 15 分までとしているならば、そ

の姿勢が分かる記載にしてほしいとの意見があった。 

 

保育園における延長保育（4-1-6）や休日保育について 

佐藤（良）委員より、保育園で更なる延長保育や休日保育の希望があった場合に、サービス合戦にな

らないか危惧しており、幼稚園からすれば、子どもの最善の利益を大事にしてほしいとの意見があった。 

 

病児・病後児保育（4-1-12）の箇所数の増加について 

砂倉委員より、病児・病後児保育について、現在は 2か所で地域も偏っているため、増設を希望する

声はあるが、増設することはないのかとの質問があり、椎名課長より、現状を改善する方策として事業

形態の検討をしていく旨の説明を行った。 

 

病児・病後児保育（4-1-12）の確保方策の検討について 

楠田委員より、病児・病後児保育について、受入れ枠を広げていく努力を続けていくのか、それとも、

受入れ枠の拡大は厳しいために多様な事業形態を検討するのかとの質問があり、椎名課長より、現時点

で具体的に示すことはできないが、多様な事業形態についても検討を行い、利用枠を広げたい旨の説明

を行った。 
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病児・病後児保育（4-1-12）の検討内容と計画目標について 

加藤委員より、病児・病後児保育施設の増設が難しいのなら、病児保育シッターやバウチャー等を検

討できないかとの質問があり、椎名課長より、事業形態の検討においてはバウチャーも検討課題である

旨の説明を行った。 

また、加藤委員より、計画目標の延利用者数に違和感があり、本来の計画目標は、利用枠を広げたり、

利用できる人を増やしたりすることではないかとの意見があり、椎名課長より、延利用者数の表現の修

正を検討する旨の説明を行った。 

 

区立幼稚園の預かり保育（4-1-13）の計画内容の記述について 

黒川委員より、区立幼稚園の預かり保育において、「利用者増を図るため、より一層の周知を行う」

とあるが、保護者は承知している上に定員一杯で利用できず、実態と合っていないので、記述を変えた

方がよいとの意見があり、竹田課長より、記述については再検討する旨の説明を行った。 

 

私立認可保育所の整備拡充（4-1-16）に関連した区立保育園の増加について 

砂倉委員より、公立保育園を増やす計画はないのかとの質問があり、新名課長より、文京区に新規の

保育事業者が多く来ているため、私立保育園でニーズは満たせると考えており、また、私立保育園新設

の場合は開設経費の約 8割、運用経費の 4分の 3の補助金が支給されるが、区立保育園だとその補助金

が出ないことから、区立保育園の増設は考えていない旨の説明を行った。 

 

私立認可保育所の整備拡充（4-1-16）における障害児受入れの保障について 

古市委員より、私立認可保育所の整備拡充に関して、区立保育園では障害児への保育が保障されてい

るが、私立認可保育所の受入はどうかとの質問があり、新名課長より、要配慮児保育は福祉センターと

連携し指導計画をたてているため、区立が中心で受入れているが、私立認可保育所においても、福祉セ

ンターによる巡回相談や障害児受入加配による補助などを実施し、一定の受入れを行っている旨の説明

を行った。 

 

育成室の整備及び運営（4-1-17）の計画目標数と新設時の定員について 

楠田委員より、育成室の増設数について、平成 31年度は 37室となっているが、今後の整備数の合計

は 9 室であるため、38 室ではないかとの質問があり、工藤課長より、育成室整備の計画目標は、平成

31 年度で 37 室となり、整備数については、前回説明した９室から８室に訂正するとともに、今後の人

口推計やニーズ量の変化に合わせ、必要な際に再度見直していく旨の説明を行った。 

 

育成室の整備及び運営（4-1-17）の新設時の定員について 

楠田委員より、育成室の新設に当たり定員は 40 人を超えるのかどうかとの質問があり、工藤課長よ

り、原則として 40 人であるが、その地区で待機の状況も異なるため、質を重視しつつ、やむを得ない

場合は必要な措置を講じた上で、40 人を暫定的に超えることもある旨の説明を行った。 
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民間事業誘致による小学生受入れ（4-1-18）の状況について 

楠田委員より、民間事業誘致による小学生受入れ（4-1-18）の学童クラブ誘致 1箇所は、もう決定し

ているのかとの質問があり、工藤課長より、保育の質を考慮し、今後、検討していく旨の説明を行った。 

 

今後の進め方について 

楠田委員より、今回の資料を読み切れておらず、推薦団体とも話し合いができていない状態であるた

め、中間のまとめに向けて、いつまでに意見を伝えたら、検討が可能かとの質問があり、椎名課長より、

次回会議で提出いただいても問題ない旨の説明を行った。 

 

 

 

５ その他 

 ＜その他＞ 

施策の方向性に関する意見提出について 

事務局より、以前に示した施策の方向性等について、9 月 2 日までに意見をいただきたい旨の説明を

行った。 

 

内閣府の新制度の研修会ついて 

事務局より、内閣府が主催する「子ども・子育て支援新制度を学び保護者への説明方法を一緒に考え

よう」の研修会の案内を行った。 

 

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、9 月 24 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 


