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子育て支援計画「中間のまとめ」パブリックコメント 

 

収受 

番号 
ご意見（原文） 区の考え方 

2 この区報を読む限り、既に実施されていることが書いてあるだけで、具体的な目標

や数値が示されていないため、計画に実体性があるのかよく分かりません。その前

提で… 

・児童館、子育てひろばを 9:00 から開所してほしい。10 時開所では、子どもとの

時間を持て余すことがある。 

・育成に入っていない低学年の子の預り場がほしい。幼稚園は預り保育があるのに、

小学生はない。最近の防犯の事情から一人で放ってもおけない。保護者の行動が、

これでは制限されてしまうため、強く望みます。 

 

児童館、子育てひろばにつきましては、事業の特徴に応じた利用時

間を設定するとともに、子育てひろばにおける夏期の開館時間延長な

ど、ニーズにもお応えしております。開館時間の変更の予定はありま

せんが、子ども・子育て支援新制度における地域子育て拠点事業を子

育てひろばで行うなど、今後もニーズ把握に努めながら事業の展開を

検討してまいります。 

小学校低学年の児童の預かりは育成室となりますが、児童館が放課

後の居場所としてご利用いただけます。また、今後５年間に区立小学

校の放課後に校庭等を開放する放課後全児童向け事業を順次整備し、

児童が安心して活動できる放課後の居場所を提供していく予定です。 

13 「１計画の目的」について 

策定期間が 27 年度から 31 年度となっているが、意見募集の「文京区地域福祉保健

計画」は平成 27 年度から平成 29 年度となっている。意見募集に際してはこの期間

のズレについて、何かしら説明を加えた方が良いと思う。 

 

  

子育て支援計画は、子ども・子育て支援法に規定された５年を一期

として策定する「子ども・子育て支援事業計画」の性格をあわせ持つ

ことから、27 年度から 31 年度までの５年間となっております。他の

計画との期間の違いについては、地域福祉保健計画「総論」の中でご

説明しておりますが、今後とも分かりやすい記載に努めてまいります。 

 「５計画事業」の「2-3-6 親子スポーツ教室」について 

対象は３歳以上の未就学児から小学生低学年までとした方が良いのではないか。ス

ポーツ事業が複数あり、対象者の住み分けがあってもいいように思う。小学生高学

年や中学生については、「2-３ｰ７小中学生スポーツ教室」で受け入れれば良いよう

に思う。 

 

 

親子スポーツ教室につきましては、親子で一緒に参加し楽しめる種

目で実施し、小学生高学年や中学生に対しても親子で参加できる機会

を広く提供したいと考えております。計画の変更はおこないませんが、

未就学児を対象とした事業につきましては、今後検討をしてまいりま

す。 
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収受 

番号 
ご意見（原文） 区の考え方 

 「3-1-2 文京区子育てサポーター認定制度」について 

制度の活用を「ファミリー・サポート・センター事業」に限定すべきではなく、例

えば、育成室の職員補助や今後実施される放課後全児童対策事業などにも活用でき

るようにした方が良いと思う。 

 

 

この認定制度については、ファミリー・サポート・センター事業で

活用するとともに、より広範な事業への展開を今後検討してまいりま

す。 

 「4-1-7 保育園延長保育」、「4-1-8 区立保育園年末保育」について 

私立園については、延長時間を７時１５分以降にできることや年末年始の保育を可

能にするなど、公立園との差別化を図れるような認可基準を設けられないか。その

ほうが保護者の保育園の選択の幅が広がるように思う。 

 

 

 認可保育所については、区立・私立とも原則として同様の基準にな

りますが、認証保育所から認可保育所へ移行する園については、現利

用者や１１時間を超える保育ニーズ等も考慮し、当面は現在の１３時

間保育を維持し、７時１５分以降の延長時間を認める方向で検討を進

めています。 

私立園での年末年始の保育については、事故時の対応等の課題もあ

りますので、今後の検討課題とさせていただきます。 

 「4-1-13 病児・病後児保育」 

子どもがおたふくに罹った時に利用し、とても助かった。ただ、利用できる人数が

限られていたり、施設数が２ヶ所しかないため、必ず利用できるかという不安があ

った。保育ニーズに合わせて保育園の増園をするのであれば、このニーズもパラレ

ルに考える必要があるように思う。今後、こちらの施設数の増も検討すべきように

思う。 

 

 

 病児・病後児保育のニーズに対応し、施設の地域偏在等を解消する

ため、27 年度より、民間事業者の訪問型病児・病後児保育を利用した

際の費用の一部を助成する事業を開始いたします。 

 当面、この事業の利用状況を確認してまいりますが、今後の子ども

の人口動向やニーズなどを注視してまいります。 
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収受 

番号 
ご意見（原文） 区の考え方 

 「4-1-18 育成室の整備及び運営」 

全国では学童の対象が「小学生」まで拡大される一方、文京区ではこれまでどおり

原則３年生までを対象とするとしており、この対象の相違について、区として高学

年学童の対象をどの事業で受け入れるのか明確にし、区の事業全体としてみれば、

全国の基準と相違がないことを示す必要があるように思う。 

 

 

区設の育成室のおいては、待機児童等の状況から当面の間対象児童

を小学校３年生までとしています。高学年児童につきましては、今後

５年間に区立小学校の放課後に校庭等を開放する放課後全児童向け事

業を順次整備し、児童が安心して活動できる放課後の居場所を提供し

ていく予定です。 

15 あらゆる面に様々な対策がなされていて、すばらしいと思います。 

文京区においては、子育ての環境は大変恵まれていると思います。 

 今後も子育て世帯のニーズに応えられるよう、本計画に沿って子育

て施策の充実に努めてまいります。 

16 2-1-4 中高生の居場所の確保（ｂーｌａｂ（文京区青少年プラザ）等）の事業にお

いて、障害の有無に関わらず、すべての中高生が参加し利用ができるものとするよ

う、合理的配慮をもった運営ができるようにしてください。 

b-lab（文京区青少年プラザ）は、障害の有無に関わらず、すべての

中高生にとって魅力的な居場所となることを目指しています。 

そのために、運営事業者は他自治体の類似施設及び区内福祉施設へ

の視察や実践研修を実施し、さらには区が児童館職員等を対象に実施

したホスピタリティ研修を受講しました。また、開館後は、併設する

教育センターとの連携や運営に関する情報共有を図り、中高生の満足

度が高い施設運営を展開してまいります。 
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収受 

番号 
ご意見（原文） 区の考え方 

17 将来の子どもたちのより良い環境整備に向けた取り組みありがとうございます。 

男女の関係なく、働きながら子育てする社会となり、ますます文京区の子育て環境が注

目され、子育て世代の増加に繋がっているのは、いろいろなデータ資料が既に証明して

います。 

その要因のひとつに、学童保育（育成室）の内容の充実が挙げられると考えています。 

文京区はこれまで、適正人数規模を守り、正規複数職員体制で、３年生までの異年齢集

団（障害のある児童の６年生までの受け入れを含む）での生活の場を保障する運営を継

続してきました。近年認可保育園の複数増加で学童保育の需要が大幅に増しており、今

回の計画でも８室増設を盛り込みました。今回の計画策定のほかにも、所管課内でも毎

年需要を調査・検討し、確実に増設することで、待機児童の解消に努めてきました。 

一見似たように映る「全校児童対象の遊び場事業」と「学童保育」を統合する自治体が

多い中、目的も内容も違うことを理解し、確実に両立に向けて、進めていることに敬意

を表します。 

子どもたちが、低学年の時代にどう過ごし、どのような経験体験を経ていくか、もまれ

ながらも遊び切った経験を持つか、嫌な思い、嬉しい思い、悲しい思い等々どれだけ潜

ってきたか、兄弟も少ない現代社会で、貴重な場が文京区の学童保育には、今も引き継

がれています。 

10 年以上経つ他区で実施している「全児童対策事業（遊び場事業）」では、関わるスタ

ッフも、保護者も何が、全児童対策事業で何が学童保育かを見失っているように見えま

す。 

今回の計画で示された、「全児童対策事業（遊び場事業）」と「育成室室」のそれぞれの

特徴を踏まえた施策実施に期待します。 

子どもたちが安心して毎日通える生活の場としての学童保育（育成室）を、今後も内容

も伴った状態で必要に応じて増やしていただけることをあらためて希望します。 

ご意見をいただいていますとおり、文京区では低学年児を中心とし

た保育の場としての現在の育成室事業を維持しつつ、児童が安心して

活動できる放課後の居場所の提供である、放課後全児童向け事業を順

次整備していく予定です。 
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収受 

番号 
ご意見（原文） 区の考え方 

21 子供を無認可保育園に通わせております。認可・認証は入れずフルタイムで両親共

に働いていますが、保育料が高額で金銭的に厳しい生活となってます。認証は要件

を満たせば助成金が支給されますが文京区内の無認可保育園には何も金銭的な援

助がありません。無認可でも要件を満たせば助成金を支給してもらえませんか？ 

窓口で相談した際ご意見は多く頂いてますとの事。意見が多いのなら政策として取

り入れてもいいのではないでしょうか。預ける施設は違いますが、子育て、就労、

納税してます。経済的負担の軽減も掲げているなら早急に取り入れて下さい。区の

独自の政策を期待してます。 

認可外保育施設の保育料の助成について、本区では、認可保育所の

基準に準じた都の独自の基準を満たしている認証保育所のみを対象と

しております。本助成制度は、今年度から助成額を定額の２万円から

前年分の所得に応じた助成額に拡充したところです。来年度から助成

対象を直ちに拡大するということは現時点では考えておりませんが、

他区においては、認証保育所以外の認可外保育施設も助成対象にして

いるところもあると聞いておりますので、そうしたことも参考に助成

のあり方について、今後も更に研究を深めていきたいと考えておりま

す。 

23 認証保育所以外の認可外保育施設の保育料についても、助成の検討をお願いしま

す。 

認可保育所、認証保育所ともに入園申し込みはしていますが、入園できず、やむな

く認可外保育施設に子どもを預けています。 

保育料は、認可保育所、認証保育所に比べて高額ですが、認証保育所であれば受け

ることができる保育料助成も対象となりません。 

認可保育所に入園できるのであれば、それが一番良いのですが、すぐに叶えられる

状況ではありませんので、せめて保育料の助成だけでも検討をお願いします。 
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収受 

番号 
ご意見（原文） 区の考え方 

22 福祉センターの延長保育・定員の拡充（ひまわり園） 

育成室の障害児の拡充（定員） 

支援学級の拡充（小学校） 

放課後デイサービスの拡充（定員と保育時間） 

現福祉センターで実施しているひまわり園（児童発達支援。平成 27

年 4 月からは新教育センターにて実施。）の延長保育につきましては、

児童発達支援は保育ではなく療育を行う場なので、延長保育という考

えはございません。療育を行った後の保育につきましては、保育園等

のご利用をお願いいたします。なお、定員の拡充につきましては一日

定員を現在の２２名から３０名へと増やす予定です。 

また、育成室の障害児の拡充について、１室あたり３名という定員

に変更の予定はございませんが、育成室を増設するため全体としての

定員は今後増加する予定です。 

特別支援学級の拡充につきましては、今後も児童・生徒数の増減や

地域的な分布状況を把握しながら、区内全体の状況を見据え、国や都

の動向も踏まえつつ、特別支援学級の適切な配置を行ってまいります。 

最後に、新たな教育センターで実施する放課後等デイサービスにつ

きましては、療育の必要な就学児を対象に、一日定員１５名、療育に

適切な時間設定で行う予定です。 
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収受 

番号 
ご意見（原文） 区の考え方 

24 1-3-5 障害及び障害者・児に対する理解の促進 

○障害理解を進めていくために必要なこと(実態・意向調査より)を拝見して、障害

児（小 1、区立小特別支援学級所属）を持つ親（当事者）として意見を書かせてい

ただきます。 

結論からいうと、すべての区立小学校、中学校に支援学級を開設していただけるよ

う希望しています。現在、区内の障害児は、保育園や幼稚園では概ね健常児ととも

に過ごしていますが、小学校で行ける学校が限られてしまうと幼い頃からの同年齢

の交流がとぎれてしまうこと、そして学区外の学校まで登校することにすくなから

ず子供本人や保護者は負担を強いられることになるからです。一方で、一部の小学

校の支援学級の児童数が増えてしまうと質の低下や現場職員や受け入れ校の負担

増加が懸念されます。いくらガイドブックや VTR で啓発しても、実際に学校生活

をおくっている健常児とそうでない学校の健常児では、障害のある人への理解はか

なり違うと思います（さらには教職員や保護者も同様と思います）。「障害のある人

がよりひろく社会で受け入れられる（真のバリアフリー社会の実現の）ための下地

作りをする」という意味でも、公立の小中学校で、共に学ぶという経験・環境をぜ

ひ、文京区に後押ししていただきたいと思います。現在、私の息子は「千駄木で生

まれ育ち、汐見保育園を卒園し汐見小学校に入学」というわが家にとっては理想的

な環境で過ごさせてもらっていることから、周囲の障害児をもつ親御さんにもでき

るだけ同様の環境を整えることができないかと考えています。また来たる中学校の

就学先としても友人とのつながりが途切れず徒歩で通学できる地元中学校を希望

しています。今回の計画では個別の自立支援は様々なプログラムを用意していただ

いており、文京区関係者の方々のご尽力に深く感謝申し上げます。 

またこのような機会を設けていただき、ありがとうございました。ぜひ公の場で、

区内全小中学校への支援学級設置についてご検討、および関係部門への働きかけを

お願いいたします。 

 

特別支援学級の拡充については、今後も児童・生徒数の増減や地域

的な分布状況を把握しながら、区内全体の状況を見据えるとともに、

国や都の動向も踏まえつつ、特別支援学級の適切な配置を行ってまい

ります。 
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収受 

番号 
ご意見（原文） 区の考え方 

25 放課後全児童対策は計画期間中に区内の全区立小学校に展開されることになって

いる。計画策定、事業量算定の経緯からして、この事業は文京区独自の方針として

高学年学童保育を実施しないこととしたこと（これは是とするが）の代償・補完と

しての意味合いも併せ持つと理解している。この点も踏まえ、各地域の住民との充

分な協議を前提に、できる限り早期の事業展開を重ねてお願いしたい。区役所側も

同じご見解と理解しており、残るは具体的な事業展開の内容と速度の問題であるは

ず。 

放課後全児童向け事業につきましては、各地域住民の方の意向を反

映させた、新たな放課後の居場所として提供できるよう、関係機関と

の調整を図りながら順次実施していく予定です。 

28 更なる子育て施策を 

まず働く（働ける状況）事を前提にした相談体制を願う。多くが即日利用できない

ために、働く希望をもっている人が選択にとまどう。女性も男性も希望すれば保育

所等の利用ができる状況をぜひつくってあげてほしい。結果的に安心と余裕をうみ

だし選択がひろがります。未来をつくる社会の仕事として。 

 

保育課職員を「保育ナビゲーター」として位置づけ、認可保育所の

入園相談だけでなく、認可外保育施設も含めた各種保育サービスの情

報提供や相談業務を行っております。 

今後も保護者のニーズに寄り添った丁寧な対応に努めてまいりま

す。 
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（区民説明会における主な発言等） 

№ 発言（主旨） 区の考え方 

1 「待機児童対策について」 

 待機児童の問題について、子育て環境の整備に伴い子どもが増加し、待機児童が

いつまでも解消しないのではないかと心配している。待機児童が解消しない理由と

今後の保育施設の整備の考え方を教えてほしい。 

 

保育園等の整備に伴い、子育て世代の転入が多くなっており、認可

保育園の整備以上に入所希望者数が増えているのが現状です。 

今後の保育施設の整備については、本計画において、子育て世帯の

ニーズや人口推計等を踏まえ事業量を算定し、待機児童の解消を目指

しております。 

2 「お茶の水女子大学認定こども園（仮称）について」 

 区立保育所は整備しない方針の中で、区立の認定こども園（仮称）を設置した理

由を教えてほしい。また、認定子ども園の運営形態、保育料はどうなるのか。入所

選考の透明性は確保されているのか。 

 

 お茶の水女子大学のノウハウを地域の保育・幼児教育へ還元し、文

京区全体の保育サービスや幼児教育の質の向上を目指すため、区立の

認定こども園として整備を行い、運営をお茶の水女子大学に委託する

ものです。 

 保育の必要な２・３号認定の入所希望者に対しては、他の認可保育

園と同様の入所選考や基準等の公表を行い、保育時間、保育料につい

ても同じとなります。また、保育の必要のない１号認定の入所希望者

の申込方法、保育時間等については現在検討中です。 

3 「予算規模について」 

 予算規模や補助金の割合は、計画には記載しないのか。 

 

 地域福祉保健計画には、予算規模等は掲載しておりませんが、各計

画を実施するための予算につきましては、区政の最も基本的な計画で

ある「文京区基本構想」を実現するために、具体的な施策・事務事業

を定めた「基本構想実施計画」に掲載しております。 
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№ 発言（主旨） 区の考え方 

4 「幼稚園について」 

 子ども・子育て支援新制度では、幼稚園に対する補助金等の仕組みが大きく変わ

っているが、具体的な内容について、国の方針が定まっていないため、幼稚園側も

今後の対応に悩んでいるところである。区として、新制度における幼稚園の方向性

をどのように考えているのか。 

 

 区立幼稚園は、認定こども園への移行も含めた今後の方針を立てて

おりますが、私立幼稚園については、各園の考えを尊重し、判断を委

ねております。 

私立幼稚園に対しては、今後も新制度における幼稚園に関する情報

を把握した時点で、情報提供に努めてまいります。 

5 「地域子育て拠点事業（子育てひろば）について」 

 他区では、NPO などが施設運営を担っているが、文京区の運営がどうなってい

るのか教えてほしい。また、子育てひろばの増設予定はあるのか。 

 

 子育てひろばの運営については、区直営や株式会社・社会福祉法人

等への委託など、状況に応じた運営形態を採用しております。 

 なお、27 年度に５箇所目の子育てひろばを開設し、本計画期間中は、

５箇所での運営を継続して実施する予定です。 

6 「地域型保育事業について」 

 地域型保育事業の具体的な事業内容は決まっているのか。また、小規模保育の国

の基準では、Ａ型からＣ型の運営方法により保育者の配置基準が定められており、

場合によっては質の格差が生じる恐れがあるが、国の方針どおりに区も運営してい

くのか。 

 

 複数の事業者より事業の相談を受けており、今後、区の補助内容決

定後、事業者より具体的な事業内容の提案をいただけるものと考えて

おります。 

 小規模保育については、現在の保育の質を担保するため、認可保育

所と同等基準のＡ型、家庭的保育と同等基準のＣ型を実施する方針で

す。なお、Ｂ型の実施を希望する事業者については、Ａ型の運営に移

行するよう協議を行います。 

7 「放課後全児童向け事業について」 

 放課後全児童向け事業は、全小学校で実施するのか。また、どのような運営の担

い手を考えているのか。 

 

 本計画期間中に各校の状況に合わせて、全区立小学校で実施する予

定です。 

 運営の担い手については、各校で運営委員会を設置し、地域の関係

団体等にご参加いただく事を想定していますが、実施人員の確保にあ

たり必要な場合には区から事業者の紹介、調整等を行います。 
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8 「保育料について」 

 国の基準が定まっていないため、保育料が決まらないと聞いている。内定後に施

設間で保育料の差があることが分かり、入園できない等の可能性があるのではない

か。 

 

 保育料については、27 年 4 月の子ども・子育て支援新制度開始より、

「所得税に応じた基準」から「住民税に応じた基準」に変更されます

が、新制度に変わることで大きな差が生じないよう検討しております。 

9 「障害児の放課後の居場所について」 

 新規事業である児童発達支援センターの内容を教えてほしい。また、障害児の放

課後の居場所について、定員が足りなくなり、今までのサービスが受けられなくな

ることはないのか。 

 

 児童発達支援センターでは、乳児の療育の定員を増やし、併せて内

容の充実を図ります。また、新たに学齢期の療育や放課後等デイサー

ビス事業を開始します。さらに子育て相談と療育相談の窓口を一本化

して強化を図ります。 

障害児の放課後の居場所については、新たな放課後等デイサービス

を実施し、定員を増やします。また、民間事業者による放課後等デイ

サービスも近隣区で増えており、区内で開設したい事業者からの相談

も受け付けております。継続してサービスの提供が受けられるよう、

事業の対象となる方には、これらの情報を提供してまいります。 

10 「b-lab（文京区青少年プラザ）について」 

 来年 4 月から始まる中高生向け施設「b-lab」について、どのような施設になる

のか教えてほしい。 

 

 b-lab（文京区青少年プラザ）は、教育センターの 1・2 階部分で実

施し、１階では、自習スペース・音楽スペース・調理スペース・ホー

ルを整備し、２階にはバスケットのハーフコートがある運動スペース

を設け、中高生が交流できる施設にしています。 

11 「主要項目について」 

 主要項目に、「子どもはみんなの財産」という考え方も入れて、再考してほしい。 

 

 ご意見の主旨を踏まえ、各事業を実施してまいります。 

 


