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《会議要点記録》 

名 称 平成 28 年度第１回 文京区子ども・子育て会議 

日 時 平成 28 年 8 月 2 日（火）午後 6 時 30 分～午後 8 時 40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 部長挨拶 

３ 委員委嘱 

４ 会長・副会長選出 

５ 委員自己紹介    

６ 議題 

(1)平成 28年度の審議事項及び開催予定について   

(2)子ども・子育て支援事業計画の進行管理について 

 ・人口推計の再算定結果について  

・幼児期の教育・保育のニーズ量の再算定結果について 

７ その他 

８ 閉会 

配布資料 

【資料第 1号】文京区子ども・子育て会議委員 名簿 

【資料第 2号】平成 28年度 子ども・子育て会議の開催予定について 

【資料第 3号】人口推計の再算定結果について 

【資料第 4号】幼児期の教育・保育のニーズ量の再算定結果について 

【席上配布１】文京区保育所待機児童解消緊急対策について 

【参考資料１】文京区子ども・子育て会議の会議運用等について 

【参考資料２】平成 28年度保育園等入園状況 

【参考資料３】平成 28年度育成室入室状況 

出席者 

＜委員（名簿順）＞ 

青木 紀久代 会長、高櫻 綾子 委員、右近 茂子 委員、川合 正 委員、佐々木 妙子 委員 

黒澤 摩里子 委員、高浜 直樹 委員、髙山 陽介 委員、中村 成一 委員、 

永森 三知代 委員、砂倉 麻央 代理委員、飛沢 未来 委員、萩原 修一 委員、 

市川 美帆 委員、山田 真夕子 委員、小山 敬二郎 委員 

＜事務局（名簿順）＞ 

椎名 子ども家庭部長、淺川 子育て支援課長、新名 幼児保育課長、 

萩原 子ども施設担当課長、多田 子ども家庭支援センター所長、 

久保 保健サービスセンター所長、竹田 学務課長、植村 教育指導課長、 

矢島 児童青少年課長、安藤 教育センター所長、久住 教育推進部長 

欠席者 

＜委員（名簿順）＞  

髙橋 貴志 副会長、小林 奈央 委員 

＜事務局（名簿順）＞  

中島 障害福祉課長 

傍聴者 ９名 
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１ 開会 

  

２ 部長挨拶 

  椎名部長より、挨拶を行った。 

 

３ 委員委嘱 

  委嘱状の交付を行った。 

 

４ 会長・副会長選出 

  会長に青木委員、副会長に髙橋委員を選出し、青木会長より挨拶を行った。 

 

５ 委員自己紹介 

  委員及び幹事の自己紹介を行った。 

 

６ 議題 

（１）平成 28年度の審議事項及び開催予定について           【資料第２号】 

資料説明  事務局より、資料第 2 号に基づき、平成 28 年度の審議事項及び開催予定について説明

を行った。 

 

 

 ＜委員意見・質疑応答＞ 

会議開催時間について 

髙山委員より、会議開催時間についての質問があり、淺川課長より、基本的に平日夜間に開催する旨

の説明を行った。 

 

会議開催回数について 

青木会長より、会議開催回数についての質問があり、淺川課長より、審議の進捗状況により、開催回

数の増減がある旨の説明を行った。 

 

会議資料の送付時期について 

萩原委員より、早期の資料送付について要望があり、淺川課長より、会議開催日の１週間前を目途に

送付する旨の説明を行った。 

 

電子ファイルでの資料提供について 

砂倉委員より、電子ファイルでの資料送付について要望があり、淺川課長より、電子ファイルでの資

料送付を希望する委員は、事務局までメールアドレスを伝えてほしい旨の説明を行った。 
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（２）子ども・子育て支援事業計画の進行管理について   【資料第３号】【資料第４号】【席上配布１】 

資料説明  事務局より、資料第 3号に基づき、人口推計の再算定結果について説明を行った。 

 

 

 ＜委員意見・質疑応答＞ 

資料の誤植について 

黒澤委員より、資料第３号５ページの文京区の合計特殊出生率の算出時期について質問があり、淺川

課長より、平成 28年 9月の誤植である旨の説明を行った。 

 

０歳児の人口推計手法について 

黒澤委員より、０歳児の人口推計手法について質問があり、淺川課長より、母親の５歳毎の年齢階層

別に出生率を計算し、この出生率と女性の将来人口推計値を乗じることで、０歳人口の推計をしている

旨の説明を行った。 

 

コーホート変化率の計算期間について 

黒澤委員より、コーホート法における変化率の計算を過去３年間よりも長い期間で行ってはどうかと

の意見があり、淺川課長より、今回の人口推計結果に大きな乖離が無かったことから、現行どおりの方

法で推計する旨の説明を行った。 

 

 

 

資料説明  事務局より、資料第 4号に基づき、幼児期の教育・保育のニーズ量の再算定結果につ

いて説明を行った。 

 

 

 ＜委員意見・質疑応答＞ 

待機児童数における認証保育所の取り扱いについて 

高浜委員より、待機児童数に認証保育所で保育されている児童数を含んでいるのかとの質問があり、

新名課長より、待機児童数は、認可保育園に入園出来なかった方の中から、認証保育所等に入園した方

を除いた数を待機児童数としている旨の説明を行った。 

 

ニーズ量の算定方法について 

砂倉委員より、ニーズ量の算定で使用した数値について質問があり、淺川課長より、保育所等利用者

数に待機児童数を加えた人数を、対象年齢人口で割り返して計算した利用意向率を使用している旨の説

明を行った。 

 

認証保育所利用者のニーズ量への反映について 

砂倉委員より、認可保育園に入園出来なかった認証保育所利用者も待機児童数に加えるべきではない

かとの意見があり、新名課長より、認証保育所の利用者は、保育所等利用者数に加算し、ニーズ量の算

定に反映している旨の説明を行った。 
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育成室のニーズ量算定について 

萩原委員より、保育園利用率の上昇が、今後、育成室の利用にどのような影響があると考えているの

かとの質問があり、淺川課長より、育成室のニーズ量及び確保方策については、次回会議にて提示する

旨の説明を行った。 

 

認証保育所の認可保育園化の影響について 

萩原委員より、認証保育所の認可化を進めたことで、多様な就労形態の受け皿が少なったことに対す

る対策について質問があり、新名課長より、認可保育園に入れなかった方の一定の受け皿として、礫川

公園内に臨時保育所を開設し、今後も保育所待機児童解消緊急対策の中で受け皿の整備を進めていく旨

の説明を行った。 

 

確保方策の提示時期について 

砂倉委員より、確保方策の提示時期について質問があり、淺川課長より、次回会議にて提示する旨の

説明を行った。 

 

事業所内保育所の整備について 

右近委員より、区が保育園を整備しても待機児童数が減らない状況は今後も続いていくと考えてお

り、他の方策として、事業所が保育所を整備していくことに、区がどのような推進をしているのかとの

質問があり、萩原課長より、区内の事業所内保育所の状況は把握しているが、今後、さらに整備を進め

ていくためには工夫した取り組みが必要である旨の説明を行った。 

 

育成室の待機児童について 

高浜委員より、育成室に入室できなかった 25 人の状況について質問があり、矢島課長より、個別の

状況は把握していないが、児童館や放課後全児童向け事業の利用、あるいは、民間の学童保育を利用し

ている状況である旨の説明を行った。 

 

 

資料説明  事務局より、席上配布資料１に基づき、文京区保育所待機児童解消緊急対策について

説明を行った。 

 

 

 ＜委員意見・質疑応答＞ 

保育士不足解消の取り組みについて 

右近委員より、保育士不足の解消の取り組みについて質問があり、萩原課長より、保育士の処遇改善

等については、国の動きと合わせて区も対応していく旨の説明を行った。 

 

東京 23区での情報共有について 

中村委員より、東京 23 区で情報共有を行うような会議体があるのかとの質問があり、新名課長より、

児童福祉主管課長会という会議体があり、待機児童対策等の状況など、情報交換を行っている旨の説明

を行った。 
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文京区特有の課題について 

中村委員より、文京区特有の課題はあるのかとの質問があり、萩原課長より、保育所を整備する際の

賃料が高いという課題があり、同様の課題を抱える近隣区の状況を確認しながら、対応策を研究してい

く旨の説明を行った。 

 

幼児保育課の窓口対応について 

右近委員より、幼児保育課の窓口対応について要望があり、新名課長より、ご指摘を踏まえ、今まで

以上に保護者毎の状況に応じて丁寧に対応するよう、職員への指導を徹底していく旨の説明を行った。 

 

企業主導型保育の取り組みについて 

高浜委員より、事業所内保育について、企業主導型保育という仕組みが始まったが、区でも導入を推

進するとともに、保育の質を守れるよう施設を巡回するような仕組みがあれば良いとの意見があり、新

名課長より、新たな企業主導型保育は、直接国に申請することになっており、区が直接関与できる仕組

みにはなっていないが、今後の関わり方を工夫していきたい旨の説明を行った。 

 

定期利用保育の対象年齢について 

高浜委員より、定期利用保育の実施について、待機児童の多い 0・1歳児ではなく、1・2歳児の定期

利用保育を実施する理由は何かとの質問があり、萩原課長より、0歳児は保育室の設計が異なるため、

4・5歳児の保育室の活用が難しい旨の説明を行った。 

 

不動産事業者との連携について 

高浜委員より、世田谷区では、私立保育所の誘致を促進するため、不動産の知識を有す者をアドバイ

ザーとして配置しているが、区で同様の取り組みを行ってはどうかとの意見があり、新名課長より、現

在も区内にある宅建事業者と連携し、保育所に適した物件を紹介してもらう仕組みがある旨の説明を行

った。 

 

保育園増設時の近隣住民との関係について 

黒澤委員より、保育所を誘致する際に近隣住民から反対されることがあるのかとの質問があり、萩原

課長より、近隣の方のそれぞれの考えや立場等で、反対の意見をいただくこともあるが、文京区の現状

や行政需要を丁寧に説明し、理解をお願いしている旨の説明を行った。 

 

地域別の待機児童数について 

永森委員より、待機児童数が多い地域について質問があり、新名課長より、その方が住んでいる住所

で集計をすると待機児童数が多い順に、千石地域が 35 人、本郷地域が 33 人、小石川地域が 29 人、本

駒込地域が 29人、千駄木地域が 17人、大塚地域が 17人となっている旨の説明を行った。 

 

保育園の定員増と保育の質について 

砂倉委員より、待機児童解消対策として、保育の質の低下を招くような保育園の定員増を行う意向が

あるのか質問があり、萩原課長より、そのような対応は考えていない旨の説明を行った。 

 



 

- 6 - 

保育園以外の新たな選択肢について 

髙山委員より、保育園に入れなくてもいいような別の選択肢を文京区の画期的な施策として立ち上

げ、地域での見守りなど、新しい方向を検討してはどうかとの意見があり、青木会長より、各委員で知

恵を絞り、いろいろな選択肢や多様性を考える提案として、会長預かりという形にしたい旨の説明を行

った。 

 

多様なニーズへの対応について 

砂倉委員より、保育園の現状は、フルタイムの方でも待機になる状態ではあるが、今後、保育園増設

が進む中で、いろいろな潜在ニーズが掘り出され、短時間の就労をしたいといった要望に対応できるよ

う、幼稚園なども含め、バラエティーに富んだ子育て支援を実施してほしいとの意見があり、久住部長

より、様々なニーズに適切に対応していくことが、次回以降の議論だと考えており、幼稚園においては、

朝の時間や夏季休業中の預かり保育を行い、多様な働き方の受け皿として預かり保育の拡大を行ってい

る旨の説明を行った。 

 

 

 

７ その他 

 ＜その他＞ 

今後の日程について 

事務局より、次回会議は、平成 28 年 10 月 3 日、18：30～20：30 に区議会第二委員会室で開催する

旨の説明を行った。 

 

 

 

８ 閉会 


