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《会議要点記録》 

名 称 
平成 25 年度第２回 文京区子ども・子育て会議 

平成 25 年度第３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１月 21 日（火）午後６時 30 分～午後８時 10 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 部長挨拶  

４ 議題  

（１）子育て支援に関するニーズ調査結果の報告について 【資料第１号】 

（２）子ども・子育て支援事業計画における量の見込み（ニーズ量）

について 

 

（３）今後のスケジュールについて 【資料第２号】 

５ その他  

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、菅原 良次 委員、勝間田 万喜 委員、 

佐藤 朋香 委員、奥 明子 委員、宮本 一嘉 委員、加藤 智子 委員、 

佐山 茜子 委員、砂倉 麻央 委員、楠田 喜彦 委員、黒川 淳子 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）＞ 

佐藤 男女協働子育て支援部長、久住 企画課長事務取扱企画政策部参事、 

林 総務課長事務取扱総務部参事、渡邊 障害福祉課長、福澤 福祉センター所長、 

野田 子育て支援課長、木幡 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、 

宮本 保健サービスセンター所長事務取扱保健衛生部長兼務 

欠席者 

＜委員（名簿順）＞  

田中 福子 委員、川邊 万希子 委員、田中 文代 委員、宮谷 匡人 委員、細山 利昭 委員 

＜事務局（名簿順）＞  

竹田 学務課長、北島 教育指導課長、宇民 教育センター所長 

傍聴者 １６名 
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１ 開会 

  佐藤部長より、民生児童委員の改選に伴い、文京区民生委員児童委員協議会の推薦により新たな委員と

なった、長谷川浩美委員へ委嘱状の交付を行った。 

 

２ 会長挨拶 

  青木会長より、挨拶を行った。 

 

３ 部長挨拶 

佐藤部長より、挨拶を行った。 

 

４ 議題 

(1) 子育て支援に関するニーズ調査結果の報告について       【資料第１号】 

資料説明  事務局より、資料第１号に基づき、子育て支援に関するニーズ調査結果について説明を

行った。 

 

 ＜委員意見・質疑応答＞ 

高学年の育成室利用希望について 

砂倉委員より、高学年の育成室利用希望について、小学４～６年生の回答で１割を切っているが、高

学年を対象とした育成室がない中での設問なので、少なく出ていても妥当であり、逆にそれでも１割弱

は育成室の利用を望んでいると捉えるのが妥当なのではないかという意見があった。 

 

障がいをもつ子どもの放課後を過ごす場所について 

石川委員より、放課後を過ごす場所について、習い事や自宅が多い結果となっているが、障がいをも

つ子どもは、習い事や水泳教室にも断わられ、児童館は保護者同伴でないと利用できず、行くところが

ないので自宅にいるという現状がある。24 時間一緒にいたら追い詰められてしまうことがないよう、

親の就労に関わらない放課後の預かりニーズがある。また、中学生になると親が就労している時に預か

ってくれる場所がなければ働けない状況が生まれる。障がいをもつ子どもの小学校高学年で育成室を使

いたいというニーズは、中学校になっても引き継がれて行くという認識で進めてもらいたいとの意見が

あった。 

 

数値の訂正について 

奥委員より、５ページ目の小学生のパート・アルバイト等の計の値が、79.9％ではなく 84.4％では

ないかとの意見があり、野田課長より数値を訂正する旨の説明を行った。 

 

フルタイムへの転換希望について 

奥委員より、フルタイムへの転換希望が随分少ない結果になっており、働くお母さんが増えてきて、

もう少しフルタイムの希望が多いかと思ったが、これはどういうことを意味しているのかという意見が

あり、野田課長より、今後分析を進める旨の説明を行った。 

 

回収率について 
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楠田委員より、小学生保護者の回収率が前回より落ちている要因は何かとの質問があり、野田課長よ

り、設問項目が増えていることが要因の１つと考えている旨の説明を行った。 

 

回答者の偏りについて 

楠田委員より、区立保育園と私立保育園の利用意向について、前回のニーズ調査では、実際に保育園

を利用している方の回答割合が高く、回答者に偏りが出た結果となった。今回も調査の特性から偏りが

生じると思うので、偏りの補正を考えてほしいとの意見があり、野田課長より、実際に施設に通ってい

る人数の割合と、ニーズ調査で出る割合を比べた結果、大きな差が出ていたため、潜在的な利用希望の

取り扱いと合わせて、回答者の偏りの補正を検討する旨の説明を行った。 

 

人口推計について 

楠田委員より、ニーズ量の算出で使用する人口推計について、マンション建設が進んでいる状況が続

いており、特に未就学の年代の人口が増えているため、その辺を折り込んだ推計をしてほしいとの意見

があり、野田課長より、国の作業の手引きに基づき、一定の変化率により人口を推計する方式を検討し

ている旨の説明を行った。 

 

幼稚園・保育園の利用割合の分析について 

菅原委員より、定期的な教育・保育事業の利用状況で、幼稚園全体の利用割合が 42％となっている

が、区立幼稚園と私立幼稚園で施設の数が違うので、施設数に応じた利用割合を正確に見る必要がある

のではないかとの意見があった。 

保育園についても、区立保育園が 29.4％となっているが、施設の数とクロス集計する必要があるの

ではないかとの意見があった。 

 

認可外の保育施設について 

菅原委員より、株式会社による私立保育園の経営が多くなっており、その状況が保育環境にどのよう

に関係してくるのか、子どもを育てる環境として非常に大事に考える必要があるとの意見があった。 

文京区は建物が隙間無く建っており、公的な建物が少ないことから、保育の事業体は、企業や認可外

の保育施設に頼らざるを得ない状況になっており、今後の保育の様々な施策・計画にどのように組み込

んで議論していくか、重要な問題が含まれているのではないかとの意見があった。 

 

幼稚園の預かり保育について 

菅原委員より、今後利用したい事業として、私立幼稚園の預かり保育が 25％、区立幼稚園の預かり

保育が 27.5％となっており、この数字をみると、幼稚園も福祉的な事業に関わらざるを得ない結果が

でているため、このようなニーズを今後の量的な施策との関係でどのように考えていくか、問題を投げ

かけられているとの意見があった。 

 

認定こども園について 

菅原委員より、認定こども園の利用希望が 19.7％となっており、教育と保育に対する地域住民の期

待が反映される傾向ではないかと感じており、ひとつの新しい施設がなかった面として、住民の要望が

出されているとの意見があった。 
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設問全体の単純集計結果の提供について 

楠田委員より、設問全体の単純集計結果を提供してほしいとの意見があり、野田課長より、調査票に

回答割合を記載した形式の資料を提供する旨の説明を行った。 

 

 

（２）子ども・子育て支援事業計画における量の見込み（ニーズ量）について 

説明  事務局より、子ども・子育て支援事業計画における量の見込み（ニーズ量）について、

国から示される算定方式の手引きに基づき、文京区としての算定方式を検討するための部

会を設置したいとの説明を行い、了承された。 

 

（３）今後のスケジュールについて       【資料第２号】 

資料説明  事務局より、資料第２号に基づき、今後のスケジュールについての説明を行った。 

 

 ＜委員意見・質疑応答＞ ※議題（２）及び（３）の質疑応答を同時に実施した。 

検討部会の開催日程について 

楠田委員より、検討部会の開催日程について質問があり、野田課長より、参加者の都合に合わせて開

催したい旨の説明を行った。 

 

算定方式の手引きについて 

楠田委員より、国から示される「算定方式の手引き」が公開された時点で、情報提供をしてほしいと

の意見があり、野田課長より、公開された段階で連絡する旨の説明を行った。 

 

各種基準について 

 楠田委員より、各種基準について、具体的にどのようなものがあり、検討や報告がいつの時点でされ

るのかという質問があり、野田課長より、基準としては、学童保育や保育の認可基準等があり、26年 3

月に国の基準案が示される予定である旨の説明を行った。また、条例案等は、６月の第二回区議会定例

会を予定しているが、９月の第三回区議会定例会になる可能性も考えている旨の説明を行った。 

 

コミュニティ・まちづくりについて 

青木会長より、沢山の保育園を建てる時に、文京区には庭のない保育園ばかりで、小さな保育園がコ

ンビニのようにあちこちにでき、朝早くにそこへ子どもを連れて行き、夜遅くに連れて帰る。極端に言

えば、保育園や学童保育を作るということはまちづくりとすごく関連しているとの意見があった。 

子どもと一緒にまちに参加するというニーズがあまりなく、ダイレクトに保育所を希望するという状

況があり、子どもと親の生活について色々な形でじっくり見た上で解釈が必要になってくるのをすごく

感じたので、そこのところの議論を深めていきたい。ただ、非常にタイトなスケジュールで計画を作ら

ないといけない中で、いい議論ができればと思っているとの意見があった。 
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保育の量と質について 

髙橋副会長より、全体的に高い回収率になっており、中学生が下がっているのは、「子育て支援」と

いう言葉のイメージが乳幼児に限定されてしまい、中学生と少し結び付き難かったのではないかとの意

見があった。 

ニーズ量と供給量をイコールにすることを目指すことになっているが、少ないニーズでも、支援が必

要なものもあるので、ニーズ量が少ないものを無駄とか、おせっかいと単純に括らず、質の部分も頭の

片隅に置きながら量の議論をしていくのが大事と思うとの意見があった。 

子育て世帯が、保育者に何を求めているのか、「幼稚園の先生に求めること」・「保育園の先生に求め

ること」ということを分析しないと、量の検討をする時にもハードルが高くなってしまうので、各委員

が、それぞれの立場で質についての意見を発言してくれた方が最終的には良い結果になると思うとの意

見があった。 

 

個別のニーズについて 

高櫻委員より、回収率が非常に高くなっており、文京区の方々が施策に興味を持っていて、高い問題

意識や関心を持っているという印象を感じたとの意見があった。 

ニーズ量を出さないといけないものはあるが、障がいをもつ子どもなど、「幼稚園、保育園までは色々

な保育の形態で見てもらえていたけれど、小学校に上がった時に預かってくれる場所がない。そうなっ

た場合に働けなくなった」という声も聞いているので、個別のニーズにどれだけ寄り添っていけるかが

非常に大事だと思っており、自由回答部分も併せながら、どういうものが文京区に一番合ったものであ

るかを見ていきたいとの意見があった。 

調査結果から、認可保育園や幼稚園にニーズや期待があると感じている。認可されている保育園、幼

稚園で、一定の運営基準のもとでの保育、子育て支援が求められていることは、区の今までやってきた

成果でもあるので、さらに今後も期待されている声を、なるべくニーズ量イコール供給量に合わせてい

けるように議論を進めていきたいとの意見があった。 

 

 

 

 

５ その他 

 ＜その他＞ 

次回開催日程について 

事務局より、次回は、26年 3月 25日に開催予定である旨の説明を行った。 

 

検討部会の参加について 

 事務局より、ニーズ量算定方式の検討部会に参加を希望する委員は、26 年 1 月末までに連絡するよ

う説明を行った。 

 

ニーズ調査結果の公開について 

砂倉委員より、ニーズ調査の結果は、回答者の関心も高いところなので、ホームページの掲載等、区

民に公開してほしいとの意見があり、野田課長より、本日の会議資料は、数日後にはホームページに公
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開され、設問全体の集計結果についても、報告書の製本が終わり次第、ホームページに公開する旨の説

明を行った。 

 

26年度の会議開催日程について 

宮本委員より、26 年度の会議開催日程について質問があり、野田課長より、26 年度の会議開催日程

は未定である旨の説明を行った。 

 

 

６ 閉会 


