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《会議要点記録》 

名 称 
平成 26 年度第 6 回 文京区子ども・子育て会議 

平成 26 年度第 6 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 9 月 24 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 

４ 議題 

（１）次期子育て支援計画の中間のまとめについて（たたき台） 

  【資料第 2 号】子育て支援計画（平成 27 年度～平成 31 年度）【中間のまとめ（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、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、加藤 智子 委員、砂倉 麻央 委員、小俣 美紀 委員、 

楠田 喜彦 委員、山野 順一朗 委員、西住 裕文 委員、石川 良子 委員、 

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、鈴木 男女協働・子ども家庭支援センター担当課長、 

熱田 教育改革担当課長、宇民 教育センター所長、 

前田 教育指導課統括指導主事（教育指導課長代理）、 

欠席者 

＜委員（名簿順）＞  

髙橋 貴志 副会長、長谷川 浩美 委員、佐藤 良文 委員、佐藤 朋香 委員、 

奥 明子 委員、宮本 一嘉 委員、佐山 茜子 委員、黒川 淳子 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】 

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中間のまとめについて（たたき台） 【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中間のまとめ（たたき台）に

ついて説明を行った。 

 

 

 ＜委員意見・質疑応答＞ 

子ども家庭支援センター事業（4-2-1）の相談員の増員について 

砂倉委員より、子ども家庭支援事業センターにおける相談員の増員について質問があり、鈴木課長よ

り、これまで一係制だったものが今年度より二係制と体制が強化されたが、引き続き増員を考えている

旨の説明を行った。 

また、青木会長より、現在の相談員数について質問があり、鈴木課長より、正規職員が 5 名、非常勤

職員が 3 名の体制である旨の説明を行った。 

 

子育てガイド（4-4-1）の記載内容の追記について 

砂倉委員より、子育てガイドの内容は区ホームページでも掲載されているため、その旨を記載しては

どうかとの意見があり、椎名課長より、ご意見の内容で修正する旨の説明を行った。 

 

男女平等参画推進事業（4-5-1）の実績と計画内容について 

福永委員より、男女平等参画推進事業の実績において、啓発紙「PARTNER」と「男女平等センターだ

より」が合併して年 3回の発行となり発行部数も増えているが、計画内容にそのことは記載しないのか

との質問があり、鈴木課長より、そのようなことを含めて計画内容を修正する旨の説明を行った。 

 

「ひとり親家庭への支援」における表現について 

砂倉委員より、「ひとり親家庭への支援」の中で、「母子」と「ひとり親」が混在しているが、「ひと

り親」で統一してはどうかとの意見があり、椎名課長より、法律に基づく事業ではあるが、事業名等は

所管課と協議する旨の説明を行った。 
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「障害のある子どもの家庭への支援」のリード文について 

石川委員より、「障害のある子どもの家庭への支援」のリード文について、「安心して子どもを預けら

れる場所を提供し、保護者の自己実現の一助とする」というような明るい文章にできないかとの意見が

あり、椎名課長より、障害者計画と関連するため、担当課と協議する旨の説明を行った。 

 

短期保護（4-7-1）の計画目標について 

青木会長より、短期保護の計画目標の人数が減少しているが、これで負担感の軽減になるのかとの質

問があり、須藤課長より、これは動坂福祉会館が耐震性の問題等で閉館となるためだが、来年度から短

期入所（4-7-2）や日中短期入所事業（4-7-7）の利用定員を増加して機能を移転し、充実を図る旨の説

明を行った。 

 

動坂福祉会館閉館後の無料で利用できる施設について 

大畑委員より、動坂福祉会館は無料で施設を利用できたが、閉館後に無料で使用できる施設はあるの

かとの質問があり、須藤課長より、集会施設の確保に努めていくが、使用料は有料の予定である旨の説

明を行った。 

 

障害児保育園の創設について 

小俣委員より、医療型児童発達支援（1-3-8）に関連して、文京区には重症心身障害児や医療行為が

必要な子どもへの保育園がないため、杉並区で新設された障害児保育園を文京区でも創設してほしいと

の意見があり、福澤所長より、障害児保育園の新設の予定はないが、福祉センターで児童発達支援を行

っており、個々の状況に応じて医療的ケアが必要な子どもも児童発達支援で受け入れてきた旨の説明を

行った。 

また、新名課長より、杉並区の約 3 分の 1 以下の人口規模である文京区にどれくらいニーズがあるか

といった点と、区立保育園と福祉センターが連携して重度障害の子どもへの保育も行っており、新制度

の居宅訪問型事業での対応も含め、今後も検討していく旨の説明を行った。 

 

安全・安心な学校づくり（5-3-4）の情報発信システムについて 

楠田委員より、安全・安心な学校づくりの情報発信システムは、保育園や育成室でも同様の取り組み

を行っているため、その旨を記載でき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。 

また、楠田委員より、実際の運用において、子どもの属性により通知対象が異なる場合の情報発信の

際に、通知対象外の子どもへの対応を備考として記載することを検討してほしいとの意見があった。 

 

医療型児童発達支援（1-3-8）の需要の把握について 

 山野委員より、医療型児童発達支援の実績において、「需要は少数にとどまっており」とあるが、「利

用実績が少数にとどまっており」とし、潜在的な需要の把握を新たな取り組みとして行ってほしいとの

意見があり、須藤部長より、需要については調査をしていきたい旨の説明を行った。 
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障害のある子どもを抱える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家庭への支援」において、障害のある子どもを抱える保護者の

就労支援の事業を立ててほしいとの意見があった。 

 

放課後全児童向け事業（2-1-2）の実績について 

 山野委員より、放課後全児童向け事業にオアシス事業を区独自の実績として記載してはどうかとの意

見があり、工藤課長より、オアシス事業の記載については検討したい旨の説明を行った。 

 

放課後全児童向け事業（2-1-2）の事業概要について 

山野委員より、放課後全児童向け事業は、「見守り」体制を整えるのみではなく、さまざまな体験活

動や地域住民との交流が柱になっているため、その趣旨を追記してほしいとの意見があり、工藤課長よ

り、計画内容の「再編整備」の中に今後の事業のあり方の検討も含まれている旨の説明を行った。 

また、山野委員より、国や文科省によると「再編整備」の際には、委員会を立ち上げることとなって

いるので、委員会を立ち上げ、各課の横のつながりをとりながら進めてほしいとの意見があり、工藤課

長より、庁内の連携については重要な課題と認識して進めていきたい旨の説明を行った。 

 

区立幼稚園の定員拡充（4-1-3）について 

高櫻委員より、仮に区立幼稚園で 3 歳児の受け入れをしていない 4園が受け入れをした場合、3 歳児

枠はどれくらい拡充するのかとの質問があり、熱田課長より、各園１クラスずつ受け入れた場合、現在

の 3歳児の定員が 20名のため 80名程度となる旨の説明を行った。 

また、高櫻委員より、3歳児を中心とした定員拡充と、質の担保のための区立幼稚園の認定こども園

化を合わせて検討した方がよいとの意見があり、熱田課長より、検討する旨の説明を行った。 

 

区立幼稚園で 3歳児の受け入れをしていない理由について 

大畑委員より、文京区は、幼稚園 3 歳児の待機児童が 200人を超えているが、区立幼稚園の 4園で 3

歳児の受け入れをしていない理由について質問があり、熱田課長より、公立私立の共存共栄の関係から

定員の拡大については文京区公立私立幼稚園連絡協議会にて協議を行い進めており、今後も私立幼稚園

と協議していく旨の説明を行った。 

 

私立認可保育所による整備（4-1-16）について 

砂倉委員より、仮に私立認可保育園の誘致がうまく行かない場合でも、現在の計画内容だと公立保育

園による整備はないのかとの質問があり、新名課長より、来年 4月に私立認可保育所を 4 か所新設し、

認証保育所から認可保育所への移行が 2か所あることと、現在でも複数の事業者から事業提案があるた

め、今後も民間活力を活用した認可保育所の誘致が中心となる旨の説明を行った。 

また、久住部長より、千石 3 丁目の国有地購入に際し、私立認可保育所の誘致を明確にしていること

から、今後、保育園誘致のために国有地や都有地の購入を検討していくことと、区の強い関与により実

効性を高めていく旨の説明を行った。 
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私立認可保育所（4-1-16）の具体的な整備内容の明記について 

加藤委員より、議会でより具体的な地域等が出ていたため、それが明記できるなら明記してほしいこ

とと、その増設分を計画目標へ反映してはどうかとの意見があり、新名課長より、情報は庁議に関する

ホームページでも掲載しているが、湯島 2丁目、湯島 4 丁目、小石川 1丁目、大塚 4丁目の 4箇所で新

設予定である旨と、認証保育所から認可保育所への移行する 2 園の園名の説明を行い、計画目標に増設

分を反映する旨の説明を行った。 

 

育成室の整備数（4-1-17）について 

砂倉委員より、8 室の整備だと 40 人定員を若干上回ってしまうため、余裕をもって受け入れられる

よう育成室の整備計画は 9室にすべきではないかとの意見があり、工藤課長より、ニーズ調査や過去数

年分の保育園卒園児の動向、小学生の入学者の状況の調査、育成室から放課後児童全児童向け事業へ移

行する可能性、現在、暫定定員の箇所を区域割の変更等で 40 人定員に近づけることを勘案すると、現

在の数値で待機児童を出さずに対応できると考えており、毎年度、転出転入の状況等に変更があった場

合は量の見込みと確保方策を見直す旨の説明を行った。 

また、楠田委員より、計画では 40 人定員を尊重してほしいということではあるが、実際の運用では

柔軟に対応することも理解しているとの意見があり、工藤委員から、適切な環境の中で安心して過ごせ

る対策を取っていく旨の説明を行った。 

 

「子育ての楽しさ」での追記について 

石川委員より、23 ページの「子育ての楽しさ」に、障害者のアンケート結果のグラフを載せてほし

いとの意見があり、椎名課長より、障害者計画とのバランスや全体のバランスを含めて検討する旨の説

明を行った。 

 

主要項目の方向性及び目標について 

石川委員より、主要項目の方向性及び目標の「3.地域社会全体で子どもを育む体制の構築」において、

現在は出生前診断もあるため、「子どもを産み育てたいと望む人たちが安心してその選択をし」といっ

た形で保護者のことも考えている表現にしてほしいことと、目標の「4.子育てと仕事の両立支援」にお

いて、「様々な保育形態」を「様々な保育形態等」にしてほしいとの意見があり、椎名課長より、「3.

地域社会全体で子どもを育む体制の構築」は持ち帰って検討することと、「4.子育てと仕事の両立支援」

はそのように修正する旨の説明を行った。 

 

参考資料 3について 

楠田委員より、参考資料 3の子どものいる女性の就業率について、全国も加えた 3 つの軸での比較に

し、16 ページの就業率の続きに追加してほしいとの意見があり、椎名課長より、検討していく旨の説

明を行った。 
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５ その他 

 ＜その他＞ 

計画案への意見について 

事務局より、次回の会議に向けて、本日の計画案に対する意見がある場合、10 月 8 日（月）までに

事務局まで提出してほしい旨の説明を行った。 

 

資料編について 

楠田委員より、各施設の数値の出し方など、検討の経緯が分かる資料を資料編に付けてほしいとの意

見があり、椎名課長より、そのような形と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、10月 28 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 


