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《会議要点記録》 

名 称 
平成 26 年度第 7 回 文京区子ども・子育て会議 

平成 26 年度第 7 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 10 月 28 日（火）午後 6 時 30 分～午後 8 時 20 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（案）について 

 【資料第 2 号】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 

 【資料第 3 号】子育て支援計画（平成 27 年度～平成 31 年度）【中間のまとめ（案）】 

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、長谷川 浩美 委員、 

福永 喜美代 委員、佐藤 良文 委員、佐藤 朋香 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、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、 

久保 保健衛生部・文京保健所保健サービスセンター所長、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）＞  

大畑 雅一 委員、菅原 良次 委員、奥 明子 委員、宮本 一嘉 委員、 

細山 利昭 委員 

＜事務局（名簿順）＞  

なし 

傍聴者 18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、今後の開催

予定と予定している検討内等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（案）について        【資料第２号】【資料第３号】 

資料説明  事務局より、資料第 2号及び資料第 3号に基づき、次期子育て支援計画の中間のまとめ

（案）について説明を行った。 

 

 

 ＜委員意見・質疑応答＞ 

子育ての楽しさにおけるグラフと文章について 

石川委員より、子育て支援に関するニーズ調査結果の「子育ての楽しさ」について、障害児保護者の

回答結果をグラフで記載してほしいとの意見があり、椎名課長より、障害者計画との兼ね合いもあり、

いろいろと検討した結果、今回の表記となった旨の説明を行った。 

 

子どもの現状におけるグラフの表記について 

佐藤（朋）委員より、グラフの文字が小さいとの意見があり、椎名課長より、少しでも大きくする工

夫ができるかどうか検討する旨の説明を行った。 

 

子育てと仕事の両立支援における文章の修正について 

石川委員より、主要項目の方向性及び目標の「子育てと仕事の両立支援」について、「様々な保育形

態」を「様々な保育形態等」に修正してほしいとの意見があり、椎名課長より、修正する旨の説明を行

った。 

 

放課後等デイサービス（1-3-10）の実利用者数について 

石川委員より、「放課後等デイサービス」について、障害児の自立の促進と放課後の居場所の 2 つ機

能がある中で、実利用者数の数値は両方のニーズを見越した数値かどうかとの質問があり、須藤課長よ

り、現在の利用者の分析はしているが、今回の数値は、実績と今後の整備等を勘案して出しており、居

場所対策の定員は現在の 22 名定員から来年度には 45名定員となる予定で、近隣区でも民間事業者が増

加しており、来年度からニーズと整備状況を見ながらの対応が必要になる旨の説明を行った。 
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障害児スポーツ教室（1-3-12）と小中学生スポーツ教室（2-3-7）の記載について 

石川委員より、障害児が「障害児スポーツ事業」と「小中学生スポーツ教室」のどちらにも行けるこ

とを表すために、「小中学生スポーツ教室においては障害の有無にかかわらず参加しやすいような配慮

をすることによって、スポーツに触れる」という記載をしてほしいとの意見があり、椎名課長より、持

ち帰って検討していく旨の説明を行った。 

 

放課後全児童向け事業（2-1-2）と育成室（4-1-18）の考え方について 

長谷川委員より、放課後全児童向け事業と育成室の委員意見に対する区の考え方について、放課後全

児童向け事業では「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いる」とあり、育成室

では「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」とあるが、区

の考え方が所管によって違うのではないかとの質問があり、工藤課長より、育成室は保護者が就業等で

放課後に子どもを家庭で保育することができない場合に、家庭に代わる機能を果たすことを目的として

いるが、放課後全児童向け事業は放課後の子どもたち対して安全安心に活動を行える場所の提供を目的

としており、事業目的は異なっているが、どちらも児童青少年課の所管事業として、一体的な放課後対

策を検討していく旨の説明を行った。 

 

放課後全児童向け事業（2-1-2）について 

長谷川委員より、放課後全児童向け子ども広場の責任者会議において、今後予算を満額とるために、

毎平日の放課後の開催にし、委託ではなく発注にしてほしいとの説明があったが、予算ありきなのでは

ないかとの質問があり、工藤課長より、予算ありきではなく、子どもの放課後の安全な居場所づくりと

して、放課後全児童向け事業を平日も拡大して実施する方向であり、人手が確保しやすいよう区が調整

に入っていき、地域と相談しながら進めていく旨の説明を行った。 

 

放課後全児童向け事業（2-1-2）と育成室（4-1-18）の統合について 

長谷川委員より、放課後全児童向け子ども広場では、育成室の子や要配慮の子どもたちも遊びに来て

おり、対応する人のスキルに差があるので、他区では放課後全児童向け事業と育成室を統合する動きも

あるが、文京区ではそのようなことはないのかとの質問があり、工藤課長より、国が進める「放課後子

ども総合育成プラン」では、6 年生まで育成室の設置が可能になり、育成室に放課後全児童事業を統合

していく方針が出され、他区では統合する動きも出ているが、文京区では、高学年の育成室のニーズが

低いこと、統合すると保育の部分が薄くなってしまうことを考慮し、低学年はこれまで通りの体制を堅

持し、高学年では安全安心な居場所が必要なことから、2つを組み合わせてやっていく旨の説明を行っ

た。 

 

放課後全児童向け事業（2-1-2）での高学年の対応について 

楠田委員より、放課後全児童向け事業において、育成室から上がってきた放課後の家庭に保護者がい

ない高学年の子どもに対しては、従来から放課後全児童向け事業に通っていた子どもと全く同じ対応な

のか、それとも、出欠管理や登録の有無など、何らかの相違があるのかとの質問があり、工藤課長より、

どのような方式になるか検討は必要だが、何らかの登録制度を導入する予定の旨の説明を行った。 
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高学年の子どもの居場所対策について 

楠田委員より、高学年の育成室の設置計画はない中、放課後の家庭に保護者がいない高学年の子ども

の居場所対策について、文京区として独自性のある事業を明確に記してほしいとの意見があり、工藤課

長より、低学年の育成室は堅持しつつ、別の事業を組み合わせて様々なニーズに対応する文京区の方針

を本計画の中で示していきたい旨の説明を行った。 

 

生きる力実現・学校力パワーアップ事業（2-2-3）と学校運営連絡協議会・コミュニティスクール（2-2-5）

について 

高櫻委員より、「生きる力実現・学校力パワーアップ事業」と「学校運営連絡協議会・コミュニティ

スクール」について、事業概要に「園」や「幼児」という言葉はあるが、対象ライフステージの「就学

前（3歳以上）」に丸が付いていないとの質問があり、椎名課長より、記載漏れのため「就学前（3 歳以

上）」に丸を入れる旨の説明を行った。 

 

区立保育園の認定こども園化（4-1-5）について 

砂倉委員より、今後、区立保育園を保育所型の認定こども園へ移行していくのかとの質問があり、新

名課長より、長期的には可能性はあるが、待機児童が減少しない現状を鑑みると、平成 31 年度までの

計画期間中にそのような動きはない旨の説明を行った。 

 

区立幼稚園の認定こども園化（4-1-5）の数値について 

佐藤（良）委員より、「区立幼稚園の認定こども園化」(4-1-5)の数値計画について質問があり、熱田

課長より、平成 29 年度以降の設置を目指しており、可能であれば今後の検討状況により数値を入れ込

んでいきたいが、現時点では数値を示す段階にない旨の説明を行った。 

 

お茶の水女子大学認定こども園（仮称）(4-1-6)の開設について 

砂倉委員より、お茶の水女子大学との協働による認定こども園は、公設民営となるのかとの質問があ

り、新名課長より、運営を国立大学法人に委託する公設民営となる旨の説明を行った。 

 

お茶の水女子大学認定こども園（仮称）(4-1-6)の名称について 

佐藤（良）委員より、お茶の水女子大学認定こども園の名称は「文京区立」とした方が良いとの意見

があり、新名課長より、最終的な名称は区立となる旨の説明を行った。 

 

お茶の水女子大学認定こども園（仮称）(4-1-6)の経緯について 

佐藤（良）委員より、「お茶の水女子大学認定こども園」が、これまで会議の議題に挙がらなかった

理由について質問があり、新名課長より、本件は 9 月 29 日に行った文京区とお茶の水女子大学の共同

記者会見で公になったが、両者の意思決定がこの直前になったため、今回の会議で示した旨の説明を行

った。 

 

お茶の水女子大学認定こども園（仮称）(4-1-6)の入園者ついて 

 佐藤（良）委員より、お茶の水女子大学認定こども園に入園する児童は、文京区民となるのかとの質

問があり、新名課長より、幼稚園部分は現在検討中であるが、保育所部分は認可保育所と同じため、区
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外の方も申し込みはできるが、区内と区外では、選考指数で差が付くため入園する可能性は低いとの説

明を行った。 

  

お茶の水女子大学認定こども園（仮称）(4-1-6)の幼稚園部分の入園者について 

 佐藤（良）委員より、お茶の水女子大学認定こども園の幼稚園部分の入園者について、3～5 歳の全

学年を幼稚園部分として一度に募集するのかとの質問があり、新名課長より、幼稚園部分の 33 名の定

員の募集については今後検討していく旨の説明を行った。 

 

育成室の整備及び運営（4-1-18）の表記について 

楠田委員より、「育成室の整備及び運営」について、育成室の大規模化や 2 クラス型、公設民営の動

きの中で不安の声が出ているが、そのような不安を踏まえつつ対策を行っているという表記にできない

かとの意見があり、工藤課長より、全育成室に共通した表記となるため、特別な対応などの記載は難し

いが、趣旨に沿った記載を検討していく旨の説明を行った。 

 

大学内における保育施設の整備について 

楠田委員より、大学が多いという文京区の特徴を活かし、大学施設の中での保育施設を整備すること

を期待したいとの意見があり、新名課長より、お茶の水女子大学以外にも私立大学から相談が来ている

旨の説明を行った。また、久住部長より、大学施設内に事業所内保育所として整備する可能性もあり、

順天堂の事業内保育所では文京区の子どもの受け入れ枠を確保しており、認可保育所だけではなく、い

ろいろな形態での拡充の可能性を考えていく旨の説明を行った。 

 

確保方策の表記について 

加藤委員より、「幼児期の教育・保育の量の見込みと確保方策の実施時期」の表で、空白やハイフン

の表記があるが、どのように読み取るのかという質問があり、椎名課長より、明確な違いがあるわけで

はないため、整理する旨の説明を行った。 

 

認証保育所と認可保育園の数値について 

楠田委員より、確保方策の数値について、認証保育所の認可化による数値の変更が反映されたとあっ

たが、計画期間中の認証保育所の数値が一定のままとなっているとの質問があり、新名課長より、当初

の計画では毎年 1 ヵ所を認可化する予定であったが、平成 27 年 4 月に 5 つの認証保育所が認可保育所

に移行するため、平成 27年度以降は一定の数値になっている旨の説明を行った。 

 

居宅訪問型保育事業の確保方策について 

佐藤（朋）委員より、居宅訪問型保育事業は空欄だが、方針をどこかに記載するのかとの質問があり、

椎名課長より、現時点では具体的に記載できる段階にないために空欄にしているが、「地域型保育事業」

（4-1-9）にて 4類型の１つとして記載することになる旨の説明を行った。 
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放課後児童健全育成事業の高学年の確保方策について 

楠田委員より、放課後児童健全育成事業の確保方策について、高学年は放課後全児童向け事業の実施

校数で管理していくのかとの質問があり、工藤課長より、移動距離と使用できる面積、国の制度から実

施箇所数は学校数となり、計画期間内に全校実施を目指す旨の説明を行った。 

 

計画の推進体制と進行管理の変動要因について 

砂倉委員より、計画の推進体制と進行管理について、「毎年度、人口推計等の変動要因を勘案し、ニ

ーズ量を見直す」とあるが、この会議を通して、ニーズ調査だけで判断に足りない現実に直面し、事実

ベースのデータが必要ではないかと感じており、変動要因として何を想定しているかとの質問があり、

椎名課長より、人口推計に対する実際の人口や、ニーズ量と実際の利用量、待機児童の数値等が考えら

れる旨の説明を行った。 

それに対し、砂倉委員より、保育の必要性により 3つの区分に認定して実際のサービスに振り分ける

新制度が始まるが実数は把握できるのかとの質問があり、新名課長より、登録される認定証で把握でき、

それも変動要因に入ってくると旨の説明を行った。 

 

今後の課題について 

髙橋副会長より、将来を予測して最良のものを作ろうとする姿勢が中間まとめから読み取れ、まんべ

んなく子どもの育ちを考えることは広範で専門性が求められるため、今後、多くの委員が集まって意見

を交わすことと、専門性以外の部分も注視していくことが重要であり、また、この会議のプロセスで得

た子育ての未来に対する保育者養成システムの課題にも向き合っていきたい旨の意見があった。 

 

計画の特徴について 

青木会長より、今回の計画の特徴について質問があり、久住部長より、アピールポイントとしては、

「すべての子育て家庭を支援して子どもたちの豊かな成長を支援する」と「地域社会全体で子どもを育

む体制の構築」を柱の一つとして位置づけ、地域と自治体で事業を進める中で、家庭を丸ごと支援する

仕組みと子どもの成長に寄与していく流れを作っていきたい旨の説明を行った。 

 

 

５ その他 

 ＜その他＞ 

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、12月 3日（水）、18時～18時 45 分の予定であることを周知

した。 

 

６ 閉会 


