
【資料第２号】

№
該当箇所

（見出し・事業番号・事業名など）
委員名 委員意見 区の考え方

1 【計画全体】方向性・理念について 菅原委員

　子育て家庭が安心して住める文京区をめざし、周産期からすべての子育て中

の「子育て」と「子どもの育ち」を支援するとの方針は、今回の新制度を区民の立

場から積極的に推進するものと評価させていただきます。この理念と施策の方向

性は、これから結婚し、出産しようとする区民に希望を与えるものと思います。

－

2 第3章　子どもの現状　就業率 砂倉委員

ここに、9/24会議資料【参考資料3】に全国の数値を足したグラフを掲載すると

よいと思います。ここに、ニーズ調査結果の「母親の就労状況」のような分類をし

た事実ベースの資料を掲載できるとさらによいと思います。現状そういったデータが

ないのであれば、今後5年間で集めてはいかがでしょうか。未就学児の定期健診

（4か月、1歳半、3歳等）や、小学校入学時に調査を行えば、全数調査に近

い正確なデータが得られ、計画修正やさらに先の計画策定において重要な資料

になると考えます。（健診に全員がくるわけではない、という反論もいただきます

が、そのようなケースは虐待ハイリスクとして別の対応が必要であり、その際ついで

に調査も行えるのではないかと推測します。）

　「第３章　子どもの現状」へ女性の就業率に関

する統計情報を掲載しました。

　ご提案の全数調査につきましては、子育て支援

に関するニーズ調査にて抽出調査を実施している

ことから、現時点での実施は考えておりません。

3 第3章　子どもの現状　就業率 楠田委員

前回会議の「【参考資料3】女性の就業率について」のグラフも記載し、子供を

持つ母親の就業率の向上を目指すことを示してほしい。子育て支援計画なの

で、漠として区内在住の女性全般の就業率だけを取り上げるのだと、なぜ子育

て支援の充実が必要なのか分かりにくい。

　「第３章　子どもの現状」へ女性の就業率に関

する統計情報を掲載しました。

4

第3章　子どもの現状　就業率のグ

ラフ及び子育ての楽しさについてのグ

ラフ

石川委員

福祉課で調査した障害ある子を育てる家庭の子育ての楽しさについてのアンケー

ト結果を23ページに一緒に載せてほしいです。ぱっと見て違いがわかればこそ、そ

こに手だてが必要だと分かります。同様に既婚女性の就業率のグラフも16ページ

に並べてあると違いが分かり易くてよいです。

　障害者（児）実態・意向調査における「子育

ての楽しさ」についての結果を、文章表現にて追加

しました。

子育て支援計画【中間のまとめ（たたき台）】に関する委員意見
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5
第３章　子どもの現状　ニーズ調査

結果
砂倉委員

「母親の就労状況」についてですが、この情報はあくまで「アンケート回答者の中

での状況」であり、「実際の文京区全体の状況については把握できていない」とい

うことの確認が必要なのではないかと思います。読む人に誤解を与えやすい部分

だと思います。調査に回答した人の属性と実際が異なることは、国方式で算出さ

れるニーズ量に補正が必要であることの根拠でもあります。

　現在の記載内容においても、子育て支援に関す

るニーズ調査結果の数値が、調査回答者の状況

を集計したものと認識されると考えています。

6
第４章　主要項目の方向性及び目

標　子どもの健全な育ちについて
菅原委員

　文京区は都心に位置しながら緑と公園、様々な施設（植物園、動物園、東

大構内、お寺等）に恵まれています。

　安全・安心を基本としつつ、ボランティア、地域等の協力をえて、施設内の子育

て支援に加え「子どもの健全な育ち」との関係で自然の中で自然を生かす支援

活動も各事業が取り入れる大切さについて検討されてもよろしいのではないで

しょうか。

　ご意見を踏まえ、「第４章　主要項目の方向性

及び目標-2.子どもの生きる力・豊かな心の育成」

の記載内容を修正しました。

7
第４章　主要項目の方向性及び目

標　各事業体の役割と責務について
菅原委員

　それぞれの役割、責務についての具体的内容をもう少しどこかで表現して頂け

ればと思います。理由は、文京区の場合、他に比較し地域の状況から民間の協

力が不可欠であり、同じ問題を抱えている他の自治体の参考になるような、3つ

の事業体の「協力の内容」「質の高い活躍」「担い手としての役割」を果たせる政

策（制度）を目指していけるように表現できないでしょうか。そのことにより、各事

業体が活動巾を広げ、質を高めていく効果が期待できると思います。

　ご意見を踏まえ、「第４章　主要項目の方向性

及び目標-4.子育てと仕事の両立支援」の記載

内容を修正しました。

8
第４章　主要項目の方向性及び目

標　「官・民・住」の協力について
菅原委員

　今回の制度と政策、計画の中にいろいろ取り上げられていると考えます。しか

し、私の理解不足の面があり、仕組み上やむを得ないと思いますが、全体的にど

うしても「公」が中心となっているように捉えてしまいます。新しい時代、急激な環

境の変化（少子高齢化、女性の社会進出、地域環境、意識の変化等）を

考慮に入れた場合「官・民・住」の協力、支え合いの必要性を今回の計画の理

念、方向性について具体的表現で謳えないでしょうか。

　ご意見を踏まえ、「第４章　主要項目の方向性

及び目標-4.子育てと仕事の両立支援」の記載

内容を修正しました。
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9
第５章　計画事業　進行管理対象

事業
宮本委員

それぞれの事業について、どの計画が軸となって目標設定・進捗管理なされてい

るのかわかりづらいです。

「第５章/１．計画の体系」で計画事業の脇に関連する計画名が書かれてあ

る事業については、「第５章/２．計画事業」の個別の事業説明のところにも付

記していただけませんでしょうか。

　進行管理対象事業の記載方法を修正しまし

た。

10 1-1-1　妊娠・出産への支援 奥委員
2行目　受診票を配布します。→配布する。（他の個所はすべて、である調で

記載されています。）
事業概要の記載を修正しました。

11 1-1-3　乳児家庭全戸訪問事業 加藤委員 計画内容欄の「◆訪問率　８８％」は、左欄の「実績」なのではないか。
　実績や基本構想実施計画の推計値を踏まえ

目標値を設定したものです。

12
1-1-7　発達健康診査

1-1-8　経過観察健康診査
奥委員

　「健康診査」は、年に何回程度、どのような計画を立てているのか、もう少し具

体的に記載した方が良いのではないかと思います。

　発達健康診査の事業概要の記載を修正しまし

た。

13
1-1-11　栄養指導講習会

1-1-12　育児相談
菅原委員

　区立・認可・民間施設において自園での給食を実施している場合、栄養士職

員を配置していると思います。その職員を地域の子育て支援に積極的に活用す

るのも一つの方法と考えます。

　地域の子育て支援については、関係者が連携・

協力して取り組んでまいります。

14
1-2　児童虐待防止対策の充実

2-1　青少年の健全育成
黒川委員

冊子やチラシなどだけでなく、実体験に基づく講演や専門家を交えての体験型教

室の開催などをおこなう。

　「1-2-2児童虐待防止ネットワークの充実」の事

業において実施しています。

15 1-3-3　保育園障害児保育 菅原委員

　公立での受け入れを基本としつつも「民間保育園」にも積極的に門を開き、利

用可能にするようご検討してください。障害の克服・他児の成長・、保育の質を

高める上で有効かと思います。（下記の経験上）

（注）当園で過去に重度の障害児を受け入れた経験があり、現在もグレーの

子どもさんが3名います。（福祉センターの指導、助言も受けています。）

　私立保育園は、職員体制の違いなどから、統一

的に受入れを行うことは難しいと考えますが、受入

れが可能な園については、引き続き、福祉センター

等と連携して実施していきます。
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16
1-3-3　保育園障害時保育

2-4-1　幼稚園特別保育
石川委員

福祉センターや特別支援教育連携協議会が実施している発達支援巡回相談

事業を区立に限らず私立の保育園や幼稚園にも要請があれば拡げてほしい。

色々な場面で障害あるなしに関わらず共に育つ環境がひろがり有難いです。

　私立の保育園や幼稚園についても、発達支援

巡回相談事業の対象としています。

17 1-3-8　医療型児童発達支援 小俣委員 医療的ケアが必要な子を長時間保育してくれる場所を早急に作ってほしい。

　個々の状況に応じて、医療的ケアが必要な子ど

もについても福祉センターの児童発達支援で受け

入れています。区立保育園と福祉センターと連携

して重度障害の子どもへの保育も行っているところ

ですが、要望のある方への希望にどのように応えて

いくか、今後も検討していきます。

18 1-3-8　医療型児童発達支援 石川委員

どのくらいの需要か把握できていないのですが、杉並区の「フローレンス」的施設が

文京ではまだ難しいのであれば、医療的ケアの必要な子どもの保護者が仕事を

継続しながら、このサービスを子どもに受けさせることができるような支援体制の拡

充をお願いしたいです。

　認定NPO法人フローレンスが運営するような障

害児保育園が区内で開設する情報は得ていませ

んが、要望のある方への希望にどのように応えてい

くか、今後も検討していきます。

19 1-3-10　放課後等デイサービス 楠田委員

推薦元団体を通じ意見を募ったが、障害児を持つ保護者の方から、現状では

放課後等デイサービスは枠が少ないこと、拠点が少ないことで使いにくいとのご意

見があった。新・総合福祉センターでの事業開始などにより地域的偏在が緩和さ

れ障害のある児童・生徒の受入枠も倍増以上となることは大いに評価できる一

方、新・総合福祉センターの開業後も当面は事業拠点は3か所にとどまることか

ら、計画期間中も引き続き新たな事業拠点の確保の可能性を探ることを示せ

ないか。

　来年度は区内3か所で事業が開始されるととも

に、近隣区での整備も進んでいることから、それら

の利用状況を見ながら今後の方策について検討

していきます。
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20 1-3-10　放課後等デイサービス 石川委員

放課後等デイサービスは子どもの発達のために必要とする声が多く、充実の方向

にあり有難いです。小学生から使えるサービスで是非我が子にもうけさせたいもの

です。会議でも懸念はお伝えしてきましたが、そこが「中高生の放課後の居場所

対策」も兼ねることになっていて、本来の目的でデイサービスを受けたい子どもが

定員で受けられない事態にならないか心配です。本来「居場所対策」は「子育

て家庭への支援」の項目に入るものだと思うので、近い将来整備を進めて頂きた

いです。

　区では、放課後等デイサービスを「障害児の自

立を促進するとともに、放課後等の居場所とする」

ものとして位置付けていることから、次期計画では

「障害児施策の充実」の項目に掲載しておりま

す。なお、放課後等デイサービスの需要が高いこと

は認識しており、今後も事業についての検討を

行っていきます。

現在の「事業概要」の記載内容は以下の観点からの再検討が必要なように思

う。

1. 運営形態につき、担い手が「保護者および地域の大人」であり区の関与は

「支援等」であるパターンに限定されているように読めてしまう。現状は、計画内

容の記述にある通り検討段階であり、その他の運営形態の可能性も排除されな

い記述とすべきではないか。地域の大人を運営の担い手と位置づけたところ現時

点での実施が数校にとどまっていること、また、近隣区で民間委託型の先行事例

もあることには留意すべき。更に、平成26年7月31日付の文科省生涯学習政

策局長ほかからの通知『「放課後子ども総合プラン」について』を見るに、放課後

子供教室は「地域住民の参画を得て」市町村が実施するものであると読めるとこ

ろ、現状の記述は区の関与が後退し過ぎ・地域住民による運営が前面に出過

ぎであるように思う。

2.　文京区では今後この事業が高学年学童保育も兼ねる計画であることを示

すべき。国の立法で学童保育の対象年齢が拡大された中、文京区では高学年

学童保育は従来から実施してきた低学年学童保育である育成室とは別個に本

事業の中で対応することとしたので、文京区独自の方針であるこの点は明示す

べき（※事業量の「確保の方策」もその前提で算定）。また、今回の制度変更

以前から、育成室卒室後の子どもの居場所の整備には一定の要望はあったとこ

ろでもある。

　事業の担い手につきましては、現状の課題をふま

え、地域の方の過度の負担となり事業実施が困

難になることのないよう、実施形態を検討してまい

ります。

　なお、事業の実施に関する様々な意思決定に

つきましては、区の支援及び調整のもと地域の方

の意思を尊重したいと考えております。

　放課後全児童向け事業は、高学年の児童に

放課後の居場所や様々な体験の場を提供するも

のですが、保育に欠ける児童を対象とする学童保

育とは目的を異にしております。

　なお、「児童館の整備及び運営」の計画内容に

「学校と連携した児童館活動を推進し、小学生を

対象とした放課後の居場所の充実を図る」という

文言を盛り込んでおります。

21 2-1-2 放課後全児童向け事業 楠田委員
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3.　上記2を踏まえると、運営形態については、なおさら、地域住民主導以外の

運営形態も「あり得る」記載とすべきではないか。地域の住民団体やNPO等の

運営で無理なく事業が実施できる地域の場合は、そうした運営形態で事業を実

施することは歓迎するが、一方、放課後全児童向け事業の運営の担い手が地

域住民であり区の関与は支援にとどまるパターン「しかない」かのように読めると、

「高学年学童保育の実施は地域住民による運営が必須の前提条件」、有り体

に言えば「共働き（特にサラリーマン）家庭の保護者の就労を専業主婦

（夫）家庭の保護者や自営業者等の昼間地元にいる住民が支援するパター

ンが前提」であるかのような見栄えになり、公平感の観点からいかがなものかと思

う。

4.　前回の会議でも山野委員から指摘があったが、「見守る」のみならず「育む・

導く」観点も必要。

以上を踏まえ、以下の記述はいかがか。

『区立小学校の放課後や休業日に校庭等（各学校で設定）を開放し、子ど

もが安心して活動（遊びや学び）でき、地域で子供を見守り育むことができる、

小学生を対象とした放課後の居場所を提供する。本事業の実施にあたっては、

保護者など地域住民の参画を得つつ、区立、民間事業者への委託、地域の住

民団体やNPO等による運営など、幅広い運営形態を地域の実情・課題に合わ

せ検討する。また、文京区では、高学年の学童保育のニーズにも本事業で対応

する。これらの事情を踏まえつつ、出来る限り速やかな事業の整備を目指す。』

22 2-1-7　保育園体験学習 菅原委員

　中高生にとって他の職場も含め社会を知り、自分の将来を考える上で非常に

良い経験になると思います。積極的に奨励されてもよいと考えます。

　当園では今年度も、区内4つの中学校、2つの高校、短大からの学生を受け

入れています。素晴らしい感想文が寄せられています。

　引き続き、中高生の職場体験の受入れを行って

いきます。

21 2-1-2 放課後全児童向け事業 楠田委員
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23
2-2-5　学校運営連絡協議会・コ

ミュニティスクール
砂倉委員

　「学校運営連絡協議会」の枠組みに、保育園や認定こども園も入れてほし

い。

　『”教育”の管轄だから、未就学児の対象は幼稚園のみであり保育園や認定こ

ども園は含まない』という状況は、縦割り行政の典型的な弊害と感じます。

　子ども子育て新制度の理念では、そのような既存の縄張り的なルールを超え

て、すべての子どもへの支援をめざしているのではないでしょうか。

　学校運営連絡協議会は、学校教育法に基づく

学校評議員制度による設置であることから、幼稚

園・小学校・中学校が対象となっております。認定

こども園については、今後の国及び東京都の動向

を踏まえ、制度により設置の必要性が生ずることも

視野に入れております。

24
2-2-5　学校運営連絡協議会・コ

ミュニティスクール
宮本委員

どの計画で目標設定し・どのように進捗管理していくのかご教示ください。

また、H23年度から区立小・区立中各1校をモデル校として実践研究中です

が、検証のタイミングや他校への水平展開の有無・そのスピード感等、具体的な

ロードマップをお示しいただけるとうれしいです。

　文京区教育ビジョン、文京区教育振興基本計

画に基づいて実施します。コミュニティスクールにつ

いては、本年度がモデル実施の最終年度に当たり

ますが、2校で実施検証を進めており、12月20日

に実施成果に係る報告会を開催します。また、今

後新規募集を行い、希望があれば指定校を増や

す予定です。

25 2-2-6　総合相談事業の充実 加藤委員
計画内容欄の「18歳までのライフステージで応じた」→「18歳までのライフステー

ジに応じた」ではないか。
計画内容の記載を修正しました。
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26 2-2-6　総合相談事業の充実 長谷川委員

平成27年度の新教育センター開設に伴い、乳幼児から18才までの切れ目のな

い相談・支援を行える所として、私自身もさまざまな問題や支援を行う者として

は期待される計画ですが、25年度の実績を見ると、スクールソーシャルワーカーの

面接回数が2，456件になっていて、それを3人でこなしていたことにおどろいたの

と、数ヶ月前の区報にスクールソーシャルワーカーの募集が出ていて、一年更新の

非常勤職員だと知り、さらにおどろき、せっかくの人材が長続きしないことの理由の

1つになっているのではないかと危惧いたします。スクールソーシャルワーカー自身が

不安定な雇用であり、且つ面接回数から察すると明らかに人数不足ではないか

と思われる事。相談事業の強化でスクールソーシャルワーカーの配置とうたってい

る以上、改善が必要ではないでしょうか。

　　スクールソーシャルワーカーの体制等について

は、課題の解消や引き続きの体制の強化を検討

してまいります。

　なお、25年度実績欄の記載に誤りがあったた

め、訂正いたします。

27 2-2-9　学校支援地域本部事業 宮本委員

どの計画で目標設定し・どのように進捗管理していくのかご教示ください。

現状、設置校と未設置校があり（H24年度、区立小学校13校、区立中学校

2校に設置）、学校間に格差が生じている状況かと思います。具体的にいつ頃

までに全校に設置が完了するのか、見通しをお示しいただけるとうれしいです。

　現在、小学校14校、中学校3校で実施されて

おり、27年度にはさらに小学校2校、中学校1校

が立ち上がり、合計20校に設置される予定です。

また、支援本部に依らない学校支援の形があるこ

とも踏まえ、今後も設置希望が上がった学校から

順次支援を行って参ります。なお、本事業は、基

本構想実施計画においてお示ししている数値等

について行政評価を実施しております。

28 2-3-2　ブックスタート事業 加藤委員

事業概要欄の「実施した。」→「実施する。」ではないか。

１歳６か月健診時等に案内されている「としょかんとなかよし」事業も、今後実

績が上がっていきそうであれば、紹介したらよいのではないか。

事業概要の記載を修正しました。
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29
2-3-４　子ども向け消費生活研修

会
奥委員

　「子ども向け消費生活研修会」にある消費生活の基本的姿勢や、計画内容

をもう少し詳しく挙げていただきたいと思います。

　子ども向け消費生活研修会の事業概要の記載

を修正しました。

30 2-3-9　家庭教育支援の推進 奥委員

　「家庭教育支援の推進」で、ニーズに即したテーマや内容の講座等の開設は

必要だと思います。どういう形で計画を立てているのかわかりませんが、「家庭教

育」は、親が親として子どもの気持ちや、子どもが発しているＳＯＳを的確につか

み、子どもと向き合うことが一番大事だと思います。子どもは十人十色です。「家

庭教育」はこうあるべきだという回答はないと思いますので、そのあたりも視野に入

れて計画を立てていただきたいと思います。

　参加者からのアンケート結果やPTA関係者等か

らのご意見を参考に、今後の事業内容を検討して

まいります。

31 2-4-4　特別支援教育の充実 奥委員

　現在知的障害のある児童生徒の増加が原因で、特別支援学校に入らなけ

ればならないお子さんが増えていると聞いています。特別支援教育が必要となる

対象の範囲をどのように考えていらっしゃるのか、この概要だけでは分かりかねる気

がいたします。失礼な言い方で申し訳ございませんが、いわゆる特別支援学級に

入った方が良いと思われる児童・生徒を普通学級で同じように授業を進めること

は到底難しいと思います。身体面の障害であれば、可能にとは思いますが、特別

支援員の配置小学校２０校、配置中学校が１０校というのは、各学校が特

別支援学級を1クラスでも設けるということなのでしょうか。

特別な支援が必要な児童生徒の対象について

は、ご指摘の知的障害等に加え、発達障害等に

より支援が必要な児童・生徒を含んで捉えており

ます。そのため、一人ひとりの障害等の程度・状況

によって、通常の学級に在籍する対象の児童・生

徒に対しても必要な支援ができるように特別支援

担当指導員（昨年度までは特別支援教育支援

員）を配置しております。

　特別支援担当指導員の全校配置は全校に特

別支援学級を設置するということではなく、特別支

援学級における支援に加えて、人的配置により通

常の学級に在籍する児童の支援を重層的に行う

ということを指しております。
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32
3-1-2　ファミリー・サポート・センター

事業
加藤委員

会員数については「提供会員」及び「依頼会員」両方を含むのか。

他区では依頼会員に登録すると同時に提供会員にも登録する（実際には提

供会員としての活動は難しいが）やり方のところもあると聞くが、文京区では別個

の登録となっている。

ここでは子育て支援の話であるので、提供会員の数が問題であると思われる

（依頼会員の数を大きく下回ってしまっていては目的を達しえない）。提供会

員の数がわかるように示した方がよいのではないか。

実績欄に会員の内訳を記載しました。

33 3-1-3 小地域福祉活動の推進 奥委員

　地域福祉コーディネーターとは、どのような育成をするのでしょうか。「福祉住環

境コーディネーター」は講習を受けて試験に合格して活動ができますが、「地域福

祉コーディネーター」の位置づけを明確にした方が良いのではないかと思います。

　地域福祉コーディネーターに必須な資格等は定

められておりませんが、事業実施している文京区

社会福祉協議会では、事業実施要領で「社会

福祉士等福祉に関する専門的な資格を有し、福

祉関係職務の経験を有する協議会常勤職員」と

し配置しています。また、段階的に研修を受講し、

専門性を高めています。区としても、コーディネー

ターの配置や専門性向上を支援していきます。

34
3-1-4　ふれあいいきいきサロン事業

への支援
砂倉委員

　現状のサロン数（高齢者54、障害者5、子育て世代12、誰でも18）を計

画目標の「実績（H25年度）」欄に記載してください。

　8/21会議で青木会長がおっしゃっていた、「サロンが世代を超えてさまざまな人

が出会う機会・場となりえるかもしれない」との構想は大変魅力的に感じました。

現在、サロンの6割が高齢者専用のようですが、さまざまな世代が交流できるサロ

ンが増加していくよう、区がリードしていってはいかがでしょうか。

　事業実績欄に現状のサロン数を記載します。な

お、第5回会議にて説明したサロン数に誤りがあっ

たため、訂正した内容での記載となっております。

　事業実施している文京区社会福祉協議会にで

は多世代型サロンの設置呼びかけをしており、区と

しても開設場所等の開拓支援をしていきます。
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35
3-1-6　大学の子育て関連事業へ

の協力
奥委員

　大学が保育園等にお願いする実習は、あくまでも子どもの年齢別の発達段階

の違いや、年齢別の遊び方、そして現場保育士がどのように保護者とコミュニケー

ションを取り、子育て支援をしているかを学ぶための実習です。子育て経験のない

実習生が、子どもと遊ぶ程度の支援はできるかもしれませんが、今一番問題と

なっている保護者対応や保護者とのコミュニケーションについて、また、子どもとあま

り関わることがなく育ってきた学生達が、子どもとのコミュニケーションをどう取るか

等、子育て関連事業に実習生を大学と連携して、と考えるのはちょっと視点が違

うのではないかと思います。

　大学は学生が保育士の資格を取得するために、実習先で何かあったときの場

合を考え、学生に保険をかけて実習生を送り出しています。単位が取れないと資

格を取得することはできません。実習と関わりがない形での大学との子育て関連

事業があるのではないかと思います。この項目は、もう少し検討が必要だと思いま

す。

　大学の子育て関連事業への具体的な協力内

容につきましては、子ども・子育て会議等でご意見

をいただきながら、引き続き、検討していきます。

36 3-2-5　幼稚園施設開放 黒川委員

　園外の未就園児も利用可ということをHPや掲示で知らせて欲しい。在園の保

護者が運営担当するので、担当者がいない場合は中止になるので、園の掲示

板等で知らせて頂けるといいと思う。

　今後、区立幼稚園園長会とも連携を図りなが

ら、周知方法等、検討していきます。
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37 4-1　保育の充実 宮本委員

「教育振興基本計画」＞「保・幼・小・中の連携・接続」＞「個別の施策」に、

「地域ごとに９つの連携推進ブロックを編成し、ブロック内の保育園、幼稚園、小

学校、中学校間で、入学後の適応状況や生活指導等に関する情報交換や交

流・連携に関する協議を行っていきます。また、国立・私立の学校・園との交流・

連携も視野に働きかけていきます」とあります。

保育の量の充実を最優先として推進していくことで、地域型保育事業、グループ

型保育室運営、私立認可保育所の整備拡充、とプレイヤーが多様化していくこ

とが予想されますが、上記方針がどのように担保されるのかお示しいただけるとう

れしいです。

　この方針は、子どもの「育ち」と「学び」の連続性

を重視して、定めたものです。そのため、情報交換

については、定期的に輪番でブロックの取組を紙

面や口頭で紹介するよう設定しています。また、教

育指導課が定期的に幼稚園や学校を訪問し、そ

れぞれの取組を紹介したり、「育ち」や「学び」の連

続性を意識した指導を啓発したりし、連携の必要

性を働きかけております。

38 4-1-3　区立幼稚園の定員拡充 砂倉委員

　私は保育園児保護者ですが、保育園の定員増（保育者数・スペースはその

まま）の際には保育の質の低下を強く実感しました。

　幼稚園の定員拡充でも、同様のことが起こるのではないかと懸念します。

　現場の幼稚園教諭や幼稚園児保護者にも意見を聞き、丁寧に議論すること

が必要だと思います。また、定員増加前後での幼稚園生活の質（教育プログラ

ムや事故・ヒヤリハットの数など）の評価を行ってください。

　幼稚園の定員拡充を行う際には、幼稚園教諭

の適正な配置など、保育の質についても十分注意

してまいります。

　また、幼稚園生活の質の評価につきましては、

必要性も含め、今後、研究していきます。

39
4-1-5　区立幼稚園の認定こども園

化
黒川委員

　区民にもですが、特に在園保護者に周知が必要。事前のアンケートなどニーズ

に合うよう配慮していただきたい。（入園の要件・担任・現在の一時預かり保育

について等）

　認定こども園化にあたっては、保護者等への事

前周知を行うとともに、丁寧に意見を聴いていきま

す。
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40
4-1-5　区立幼稚園の認定こども園

化
奥委員

　「区立幼稚園の認定こども園化」の事業概要で、質の高い幼児教育・保育を

総合的に提供するために、ポイントをどこに置いて計画を立てられるのか、現場の

先生方のご意見を伺っているかとは思いますが、もう少し具体的になりましたら教

えていただきたいとお願いいたします。

　１例ですが、本学保育学科の卒業生で、３０年ほど保育園に勤務している

保育士が、昨年来学した時に、保育園の認定こども園化は難しいと言っていまし

た。保育園は０歳児（あるいは１歳児）から年齢に応じた保育を体系的に組

み保育しています。そこに幼児教育を組み込むとなるとどの部分を補正しなけれ

ばならないか、本学園にも幼稚園部門がありますが、保護者の多様な意見も

あったりで、時間がかかる問題となっています。

　区立幼稚園の認定こども園化にあたっては、３

歳児の定員拡充の状況を考慮するとともに、区内

の地域バランスの考え方、教育・保育の質の確

保、食事の提供方法、地域の子育て支援事業の

あり方など、様々な課題について検討し、平成２

９年度以降の設置を目指していきます。検討状

況については、適宜、子ども・子育て会議に報告し

ていきます。また、保護者等に対しても事前に周

知し、意見を聴いていきます。

41
4-1-5　区立幼稚園の認定こども園

化
長谷川委員

「様々な課題について検証し、29年度以降の設置を目指す。」とありますが、先

日も文京区初の認定こども園として、お茶の水幼稚園が記事になっていました。

設置ありきの議論ではなく、是非、現場の先生方の意見や、充分な話し合いを

経ていただきたいと思います。

　各園の現場の意見も聴きながら、区立幼稚園

の認定こども園化を目指していきたいと考えており

ます。

42
4-1-6 お茶の水女子大学認定こど

も園
砂倉委員

お茶の水女子大学認定こども園は、計画上どのような位置づけになりますか？お

教えください。
計画事業の１つとして掲載しました。
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43 4-1-7　保育園延長保育 加藤委員

勤務時間が後ろ倒しである場合、通勤時間が長い場合などには午後７時１５

分以降に二次保育が必要となる。もう少し長い延長保育が一部ででも実施で

きないものか。

ニーズ調査でも11時間以上あるいは午後8時台までの保育の希望が少なくな

かった。

長時間保育が必要な場合は、認証保育園を選ぶという方法もあるが、現実に

時短や残業免除が申請しにくくなる４～５歳児の枠を持つ園は少ない。また、

今後は認証園の誘致は進めない方針の上、認可への移行促進により全体の枠

が減ることになる。

都心部の他区では民営の認可園において、遅ければ１０時までの延長実施も

珍しくはなく、夕食の提供がある園もあり、二次保育よりも児童、保護者への精

神的、経済的負担が少ない。ある意味で文京区はサービスが足りないとも言え

る。

長時間保育は好ましくない、長時間労働を助長すべきでないという区の方針は

大いに理解できるが、社会の現実がすぐに変わることはない。

更なる延長保育は実施しない政策判断はあるにせよ、少なくともそのような区の

政策理念を支援計画のどこかで大いにアピールすべきではないか。

　保育所待機児童対策につきましては、保育サー

ビスの拡充とともに「ワークライフバランスの推進」の

観点から保護者の働き方の見直しを進めていくこ

とが「子どもの最善の利益」に繋がるものと考えてい

ます。こうした区の基本的な考え方については本計

画にも記載してまいります。

　また、現在、認証保育所の認可保育所への移

行支援を積極的に行っているところですが、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時間保育を維持す

る方向で検討を進めています。
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44 4-1-8　区立保育園年末保育 菅原委員

　認可保育所、民間保育所において独自に実施していると思いますが、公立と

連携して行う方法を」検討できないでしょうか。（拠点方式実施している場合、

認可、民間とも連携が可能かと思いますが、当園の場合は特別料金(一時保

育と同料金）徴収していますが、そのことが障害になるのでしょうか。）

　ご指摘のとおり、区立保育園の年末保育につい

ては保育士や児童を拠点となる区立園に集中し

て行っているところですが、区立保育園と私立保

育園が連携して年末保育を行う場合は保育料や

事故時の対応等の様々な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。

45 4-1-12　一時保育 菅原委員

　今回の計画の中に公立のみではなく「条件があり、取り組む方針」のある認可・

民間保育所等積極的に参加する方向性を明確にできないでしょうか。（注）

当園の場合の一時保育利用者は、年間でのべ2000名です。一日に相談、申

し込みが日に多いときは3～4件もあります。現在は自園のホームページに掲載し

ているのみです。

　ご意見を踏まえ、「第４章　主要項目の方向性

及び目標-4.子育てと仕事の両立支援」の記載

内容を修正しました。
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46 4-1-14　区立幼稚園預かり保育 黒川委員
　各園一時預かり枠の定員数を固定化し確保してほしい。定員を超える場合、

くじびき、保護者間どうしの交渉など手間と不公平さが残ってしまう。

　区立幼稚園における預かり保育は、保護者の

就労支援と保育園等の待機児対策を主な目的

としております。

　登録利用につきましては、各区立幼稚園に在園

する幼児で、保護者が週3日以上就労または自

営業等に従事し、園の教育課程終了後も引き続

き午後4時30分以降まで就労されている方を対

象に、月を単位とした利用としております。

　一時利用につきましては、各園の規模や地域性

により、利用状況やニーズにバラつきがあるため、各

園の実情を踏まえながら、登録利用の方の数も勘

案し、それぞれの園におきまして個別の事情等を

考慮しながら調整し、実施しておりますので、定員

数の固定化につきましては難しいものと考えており

ます。
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47

4-1-15　認証保育所の運営補助

4-1-16　認可外保育施設の認可

化移行支援事業

加藤委員

前回の計画にあった認証保育所の誘致がなくなり、今後は認証よりも認可の増

設、認証から認可への移行に力を入れるという政策判断であろうと理解する。

国や東京都が解決すべき問題であろうが、認証保育所は「新制度」では施設型

給付対象とされず、位置づけがはっきりしていない。

文京区としては、認可に入所できない場合の受け皿であり、認可が増設できれ

ば認証はその分必要なくなる、究極には認証が必要でなくなるべきという考え方

なのか。

認証は、ノーマルに認可に漏れた児童の受け皿ではなく、認可には申し込めない

ような境遇（就労証明書が出せない等）や申込みを最初から諦めているケース

（親の就学、年度途中の急な保育ニーズ等）、認可が対応できない長時間

延長保育の受け皿にもなってきたのではないか。認証が半減してしまうことでこぼ

れてしまう方が出てくるのではないかとの懸念がある。

　現在、認証保育所の認可保育所への移行支

援を積極的に行っているところですが、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時間保育を維持する方向

で検討を進めています。

48
4-1-17　私立認可保育所の整備

拡充
砂倉委員

　計画名を「認可保育所の整備拡充」に変更してほしい。

　認可保育園増設という基本方針については大変感謝しており、私立誘致優

先の方針は理解できますが、区立認可増設の可能性を排除した計画としている

ことには納得いきません。

　必要な際には区立増設を検討できる計画としてください。

　計画内容の文言についても「(前略)～私立認可保育所を中心に整備し、待

機児童の解消を目指す。また、私立認可保育所開設後に保育内容の～（後

略）」等に変更してください。

　私立認可保育所の整備経費は、新設経費の

約８割、運営経費の75％が、国や都の補助金

により支出されますが、区立認可保育園の場合

は、これらの補助金を受けることができません。

　また、現在も私立認可保育所の新規設立の提

案を複数の事業者から受けていることから、民間

活力を活用した認可保育所の整備拡充を進めて

いきます。
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49 4-1-18　育成室の整備及び運営 砂倉委員

　増室計画は9室としてほしい。

　ニーズ量検討部会では、国方式では過大に算出されてしまうニーズ量を可能

な限り現実に近づけるべく最大限の努力をしました。子育て支援について、「量を

確保するとともに質も高く保ちたい」という願いからの努力です。その結果算出さ

れた数値を尊重する計画としてください。

　また、自分の身近な話で恐縮ですが、育成室の中にはビルの上層階で周囲は

会議室等、遊ぶ環境としてあまり恵まれていないものもあります。そのような育成

室は定員控え目でなんとかバランスがとれています。40人超の定員が基本となっ

てしまえば環境悪化が避けられないだろうと強く実感しています。

　27年度から31年度におけるニーズ量の動向及

び習い事等によるライフスタイルの変化により、児

童が育成室利用から放課後全児童向け事業の

利用に移行する可能性を勘案すると、現在の数

値で対応することが妥当と考えています。新設にあ

たっては、現在暫定定員の箇所を区域割の変更

等でおおむね40名に近づけることも合わせて実施

していきます。なお、毎年度の進行管理により、将

来人口推計等に変動があった場合は、あわせて

育成室の量の見込みと確保方策の見直しをして

いきます。

50 4-1-18　育成室の整備及び運営 楠田委員

推薦元団体を通じ意見を募ったが、公設民営育成室について、継続的に勤務

する指導員の確保を含め、運営の更なる充実を求める意見が多くあった。また、

育成室の大規模化（＝在籍児童増、実質2クラス化）に伴う質の維持への不

安の声も寄せられた。一方、文京区としては区立でも公設民営でも同じ公設の

育成室として責任を持って対応するお考えであり、公設民営の場合は委託先事

業者とも連携して課題の解消に向けて真摯に取組まれていると理解している。そ

こで、保護者の不安を払しょくすべく、以下のような記載としたらどうか。

『待機児童の状況を鑑み、定員を超えた児童数の暫定受け入れ、改修時の面

積拡大等の対策を講じるとともに、子供に接する職員の継続的な勤務の確保

や在籍児童数の増加のもとでの安定的な運営に配慮しつつ、新たな育成室の

整備拡充を図る。また、区立・公設民営などの運営形態の別に関係なく、職員

研修の内容の充実等により児童指導における専門的な知識と経験を有する職

員を育成するとともに、各育成室間で情報を共有化し、安定した保育の供給と

円滑な運営を行う。』

　育成室の運営については、今年度中に「放課後

児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準」を整備し、公営・民営に関わらず、職員の資

格要件や安定的な保育に要する事項を定めたと

ころです。ご指摘の内容等についてはその中に含ま

れておりますので、今回の計画においては、現行の

ままとしたいと考えております。
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51
4-1-21　福祉サービス第三者評価

制度の利用促進
奥委員

　福祉サービスを提供する業者への第三者評価は、質の確保・維持・向上を目

指すためにもぜひ実施してほしいと思います。関西のある市で、毎年３園くらい選

び第三者評価を実施しているところがあると聞いたことがあります。私も第三者評

価員の研修を受けたことがありますが、子どもの健やかな成長のためにも、質の確

保・維持・向上は必須で、数を増やすだけではなく内容も良くなれば子育て支援

の効果が一層強化されると思います。

　引き続き、福祉サービスを提供する事業者が、

第三者評価制度の利用を促進するよう支援して

いきます。

52
4-2-1　子ども家庭支援センター事

業
砂倉委員

9月の会議でのご回答によると、実績として相談係の人員充実もおこなっていたと

のことでしたので、それを25年度実績に記載してはいかがでしょうか。また、現状

の計画内容の記載ですと、相談員の努力に依存して事業を充実させるようにも

読めてしまうので、こちらにも人員充実等についての記載を入れてはいかがでしょ

うか。

　組織、人員についての要望は、計画になじまな

いと考えています。

53
4-2-2　子育てひろば事業

4-2-3　保育園子育て相談
菅原委員

　この二つの事業は密接に関係しています。

　当園では「すくすくひろば」を毎月行っています。0歳児中心ですが年間、約50

名利用されております。利用された方に大変喜ばれております。参加されている

お母さんは、保育園のことやどのような子育てがが行われているかについて知らな

い人が多いようです。1時間15分ぐらいの体験の中で「保育園での子どもたちの

生活の様子、遊び、食事、お母さんと子どもへの対応、病気の対応」等いろいろ

と相談を受けています。そうした経験からこの事業は地域のお母さんたちにとって

貴重であり、大いに役立っていると思います。また、担当する職員にとっても地域

で大いに役立っていると思います。また、担当する職員にとっても地域の役割、大

切さについて理解する場でもあり、日々の保育内容・質にも直接影響を与える

効果があります。そうした理由から認可・民間保育園においても取り組めるような

「書き方」(文言)を加えていただきたいと考えます。

　計画事業は、区が主体となって実施する観点

で、事業を掲載しております。

　№７のご意見と合わせ、「第４章　主要項目の

方向性及び目標-4.子育てと仕事の両立支援」

の記載内容を修正しました。
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54
4-5-2　労働者・事業主への広報・

啓発活動
奥委員

　多様な働き方の実現に向けて、労働者の業務内容に融通がつけられるのは事

業主だと思います。介護休業制度があっても実際に使うことができず離職を余儀

なくされている方もたくさんいると聞いています。少子化が進み、年々男性の労働

力が少なくなり、女性が働かなければならない時代になってきています。貴重な労

働力を確保するためにも、事業者の理解と事業者の創意工夫が必要だと感じて

います。

－

55
4-6-4　母子・女性緊急一時保護

事業
奥委員

この内容をもう少し具体的に明示していただけると、助かる女性がいると思いま

す。
事業概要の記載を修正しました。

56
4-6-5　ひとり親家庭緊急一時ホー

ムヘルパー派遣事業
奥委員

　高齢者・障害者の介護をするホームヘルパーは研修をしっかり受けて認定資格

を取得して介護をしていますが、乳幼児のホームヘルパーはそのような研修を受

け、資格を取得したうえで派遣されているのでしょうか。

　本事業で派遣するホームヘルパーは、委託事業

者にて教育・研修を行ったベビーシッターとなってお

ります。公益社団法人　全国保育サービス協会で

実施している認定ベビーシッター資格などは必須の

要件とはしていません。

57
4-7　障害のある子どもの家庭への

支援
石川委員

冒頭2行の文章が子どもが「不安・負担感」そのものみたいで暗い印象です。安

心して預けられる場所を提供し自己実現の一助とします。など、少し前向きな文

章にしていただきたいです。

ご意見を踏まえ、記載内容を修正しました。
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58 5-2-1　道のバリアフリーの推進 加藤委員

平成12年度の現況調査の結果を拝見できないので、計画目標を評価できな

いが、通学、通園、公共施設利用のために通行量が多い道路については、現況

を把握し、優先順位を適切につけて歩道の拡幅を検討いただきたい。

例えば、私が送迎している区立保育園は児童館と育成室が併設されているが、

その前の道路は歩道が狭く、大人が２列で歩くことができない。送迎ピーク時に

は、幼児の手を引く大人やベビーカーは行き交うことが難しく、車椅子はなおさら

である。一方で、１本隔てた通行量の少ない道がきれいに整備されていたりす

る。災害時に近隣の中学校への避難にも使う道でもあるので不安である。

このような箇所もあるので、現況を適宜見ていただきたい。

 バリアフリーの整備を行う路線は、路線内にあるバ

リア箇所数や路線の老朽具合等から選定してい

ます。

　今後も道路改修時期にあわせて、可能な限り

歩道を拡幅するなど、利用実態を踏まえた歩行空

間の改善に努めてまいります。

59 5-3-2　安全・安心なまちづくり 小俣委員
禁煙区間を示す表示が電柱に貼ってある事が多い。認識されていないので、分

かり易い表示をしてほしい。

 重点地域（路上喫煙禁止地区）や歩きたば

こ・ポイ捨て禁止については、電柱看板や路面

シート、地域の方々のご協力による私有地内での

啓発用プレートやステッカー掲示等で表示しており

ます。電柱看板は設置等に制限があり、変更や

増設は難しい状況ですが、路面シートは、今後、

増設に向けて道路管理者と協議してまいります。

60 5-3-4　安全・安心な学校づくり 加藤委員

既に佐倉委員から指摘されているが、学校・幼稚園情報配信システムに保育園

も入れていただきたい。

現実には同じ情報が保育園の掲示板等で知らされていることとは思うが、保護

者が迎えに行く前に不審者情報等が得られていれば、道中に注意して見て歩く

こともでき、地域全体の安全に貢献することもできるのではないか。

　計画事業の欄外に、保育園・育成室においても

同様のシステムを導入している旨を記載いたしま

す。
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【資料第２号】

№
該当箇所

（見出し・事業番号・事業名など）
委員名 委員意見 区の考え方

子育て支援計画【中間のまとめ（たたき台）】に関する委員意見

61 5-3-5　交通安全教育の実施 黒川委員

　小学生だけでなく、就学前園児に保護者と参加できる体験型の交通安全・防

犯教育の実施を希望する。柳町こどもの森では、PTAによる参加型防犯・防災

訓練を実施した。就学前の子どもと保護者も意識が非常に高く好評でした）

　ご意見のとおり、参加・体験型の実践教育を推

進していきます。

62 【その他】ニーズ量算定方法 砂倉委員

ニーズ量の算出法、その補正の方法についても掲載をお願いしたいと思います。

一部マスコミで「行政によるニーズ量の下方修正」について、ネガティブな報道がさ

れていました。文京区が限られた情報の中でもできるだけ現実に近いニーズ量を

算出すべく尽力したこと、またその具体的な方法について、支援計画にも記載し

ていただければと思います。他自治体や、さらに先の計画策定の際にも有用なの

ではないかと思います。

　子ども・子育て支援事業計画部分に掲載しまし

た。

63 【その他】障害者に対する給付 小俣委員
オムツ・おしりふき・おむつ交換の手袋、尿とりパットが認められてるなら、携帯トイ

レも認めてほしい。音に過敏でトイレに入れない。（出先）

　現在「心身障害者・児紙おむつ支給事業」にお

いて、紙おむつ及びその関連商品の支給、又は費

用の助成が認められています。紙おむつの支給対

象者は、「在宅で、寝たきり又は失禁状態にあり、

現におむつを使用している方」としているため、現在

のところ音への過敏等による理由での携帯トイレの

助成は考えておりません。
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