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《会議要点記録》 

名 称 平成 28 年度第２回 文京区子ども・子育て会議 

日 時 平成 28 年 10 月 3 日（月）午後 6 時 30 分～午後 8 時 30分 

会 場 文京シビックセンター24階 区議会第二委員会室 

次 第 

１ 開会 

２ 会長挨拶 

３ 議題 

(1)子ども・子育て支援事業計画の進行管理について 

 ・幼児期の教育・保育の確保方策について 

 ・地域子ども・子育て支援事業について 

(2)文京区保育所待機児童解消緊急対策等進捗状況について  

(3)柳町こどもの森及び明化幼稚園の認定こども園化について 

４ その他 

５ 閉会 

配布資料 

【資料第 1号】幼児期の教育・保育の量の見込みと確保方策の実施時期 

【資料第 2号】地域子育て支援事業におけるニーズ量及び確保方策について 

【資料第 3号】文京区保育所待機児童解消緊急対策等進捗状況について 

【席上配布１】柳町こどもの森及び明化幼稚園の認定こども園化について 

【参考資料１】文京区子ども・子育て会議委員 名簿 

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、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、小林 奈央 委員、 

飛沢 未来 委員、萩原 修一 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、中島 障害福祉課長、 

山崎 教育総務課長、久住 教育推進部長 

欠席者 
＜委員（名簿順）＞  

市川 美帆 委員 

傍聴者 １２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 議題 

（１）子ども・子育て支援事業計画の進行管理について    【資料第１号】【資料第２号】 

資料説明  事務局より、資料第１号及び資料第 2号に基づき、子ども・子育て支援事業計画の進行

管理について説明を行った。 

 

 

 ＜委員意見・質疑応答＞ 

私立認可保育園の整備数について 

高浜委員より、私立認可保育園の確保方策の数字が変更となっている理由について質問があり、萩原

課長より、現在、保育運営事業者と協議中の案件も含めた数字へ変更した旨の説明を行った。 

 

私立認可保育園の増設による私立幼稚園への影響について 

川合委員より、私立認可保育園を増やすことによる私立幼稚園への影響をどのように考えているのか

との質問があり、萩原課長より、認可保育園は、長時間保育の必要がある方が利用しているため、幼児

教育を希望し、幼稚園を利用する方への影響はすぐには出ない認識である旨の説明を行った。 

さらに川合委員より、現時点では影響が無いかもしれないが、就労意欲等のある家庭が、認可保育園

を選択しやすくなり、数年先には相当な影響が出ると考えているとの意見があり、椎名部長より、整備

計画の検討にあたっては、将来人口の推計が重要な要素であり、短期・中期・長期の人口推計を確認し

ながら、進めていく旨の説明を行った。 

 

保育園と幼稚園の入園希望について 

黒澤委員より、以前、他区のニーズ調査のお手伝いをした際に、本当は幼稚園に入りたいが、働く時

間を考えると幼稚園の利用が難しく、保育園を利用している家庭が多かったという印象があるので、基

本的には幼稚園の人気が高いということを理解した上で、幼稚園と保育園がうまく融合できる姿が望ま

しいとの意見があった。 

 

定期利用保育事業の継続利用について 

小林委員より、定期利用保育事業を利用した場合、当該園に継続して在籍することができるのかとの

質問があり、萩原課長より、毎年、保育園と直接契約する利用形態となる旨の説明を行った。 

また、萩原委員より、定期利用保育事業を継続する場合は、毎年、審査が必要になるのかとの質問が

あり、萩原課長より、定期利用保育事業の継続は、再度、保育園へ直接申し込みを行うようになるが、

認可保育園の枠での入園申込みとなる場合は、区への申請と審査が行われる旨の説明を行った。 

 

定期利用保育事業利用者の選考指数の加算について 

小林委員より、定期利用保育事業利用者がその翌年に認可保育園の入園を希望した場合に選考指数に
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加算されるのかとの質問があり、新名課長より、一般的な認可外保育施設を利用した場合と同じ取り扱

いとなるため、半年以上預けると「受託」と「待機」というポイントを１点ずつ加算する旨の説明を行

った。 

 

認可外保育施設について 

小林委員より、確保方策のその他の認可外保育施設には、どのような施設が含まれるのかとの質問が

あり、萩原課長より、ベビーホテルや院内保育所などの認可外保育施設が含まれ、前回までは、臨時保

育所も加えていたが、今回より別項目として掲載している旨の説明を行った。 

 

認証保育所の認可化について 

小林委員より、認証保育所の認可化が進んだことで、４月以外の入園や長時間保育、夜食の準備など

保護者の独自ニーズの対応が難しくなっており、今後のどのように対応していくのかとの質問があり、

萩原課長より、認証保育所は、預かり時間が長いなどのメリットはあるが、文京区としては保育の質を

非常に意識しており、保育士の配置基準や面積基準等の点から認可保育園を誘致する方針である旨の説

明を行った。また、現存の認証保育所を認可化する考えはなく、事業者より新たな認証保育所を開設し

たいといった提案も受けていない状況である旨の説明を行った。 

 

認証保育所の設置について 

小林委員より、事業者より認証保育所の提案があれば、設置する可能性があるのかとの質問があり、

萩原課長より、認可保育園と比較し、運営費の補助に相当な差があるため、認証保育所を導入する運営

事業者が少ない現状であり、これから誘致していくことは難しいと考えている旨の説明を行った。また、

新名課長より、ご指摘の状況を受けて、認可保育園に入れなかった方が申し込める受け皿として春日臨

時保育所を設置し、今回、同様の機能として定期利用保育事業を開始する旨の説明を行った。 

 

事業所内保育事業の区民利用について 

小林委員より、事業者内保育事業の区民利用定員の割合について質問があり、萩原課長より、運営事

業者の判断で区民枠を決定しており、できるだけ区民枠を設定するよう協議している旨の説明を行っ

た。 

 

育成室のニーズ量について 

萩原委員より、育成室のニーズ量が減っている理由について質問があり、矢島課長より、保育園ニー

ズの算定方法と同様に、潜在的なニーズ量の計算を実際の待機児童数から算定する方式に見直した結

果、今回のニーズ量となった旨の説明を行った。また、確保方策については、来年度に向けて、仮称で

はあるが、誠之育成室、汐見第二育成室、湯島小学校育成室の３室の増設予定があり、今後も音羽地域

活動センターや改築予定の小学校での育成室設置の検討をしている旨の説明を行った。 

 

放課後児童健全育成事業の潜在ニーズについて 

萩原委員より、放課後児童健全育成事業の潜在的なニーズの記載について、どのような文章に見直す

のかとの質問があり、淺川課長より、具体的な文案は示せないが、保育園の量の見込みと同様に、待機

児童数をもとに潜在ニーズを算定した旨の記載を検討している旨の説明を行った。 
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さらに、萩原委員より、実際の利用意向率と潜在ニーズ含めてニーズ量を出しているということが分

かるような文言にはしておいてほしいとの意見があった。 

 

放課後児童健全育成事業・民間学童保育の状況について 

萩原委員より、放課後児童健全育成事業の状況について質問があり、矢島課長より、基本構想実施計

画にて、放課後児童健全育成事業を実施する民間事業者の誘致を１箇所行う計画としているが、東京都

からの実施要綱の提示の遅れなどがあり、実現には至っていないが、今後も継続して誘致の取り組みを

行う旨の説明を行った。 

さらに萩原委員より、今後、育成室の増設を検討する指標として民間学童保育の状況に留意してほし

いとの意見があり、矢島課長より、民間学童保育は、塾や英会話などの様々なメニューを展開し、一定

の学童保育の機能も持つことから、待機児童の解消にも繋がると考えているため、引き続き情報収集に

努めたい旨の説明を行った。 

 

子ども・子育て支援調査特別委員会の評価について 

高浜委員より、子ども・子育て支援調査特別委員会における区議会の評価について質問があり、萩原

課長より、本日の資料第３号と同様の内容を報告している旨の説明を行った。 

 

表記の工夫について 

萩原委員より、万単位の数字等が記載している事業量の部分について、一般の区民の方が見て分かる

表記に工夫してほしいとの意見があり、淺川課長より、記載方法を検討する旨の説明を行った。 

 

 

 

 

（２）文京区保育所待機児童解消緊急対策等進捗状況について 【資料第３号】 

資料説明  事務局より、資料第 3号に基づき、文京区保育所待機児童解消緊急対策等進捗状況に

ついて説明を行った。 

 

 

 ＜委員意見・質疑応答＞ 

保育所の整備について 

右近委員より、最終的にどこまで保育所を設置するつもりなのかとの質問があり、萩原課長より、待

機児童のゼロを目指して保育園の誘致をしていく旨の説明を行った。 

 

民間事業者が開設に至らない理由について 

高浜委員より、開設要請強化の声がけした民間事業者の開設に至らない理由について質問があり、萩

原課長より、主な理由として、保育士の確保が困難なことや、二方向避難経路が出来ないなどの施設上

の問題等がある旨の説明を行った。 

 

家庭的保育者の整備目標について 
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高浜委員より、家庭的保育者の整備目標について質問があり、萩原課長より、文京区の家庭的保育者

は、区独自の制度で運営しており、給食の提供の有無など、国の制度と異なる部分を課題と考えており、

他区の動向を確認しながら、新制度の整備方法を研究していきたい旨の説明を行った。 

 

定期利用保育事業の選考方法について 

高浜委員より、定期利用保育事業は、運営事業者に直接申し込みを行うが、選考方法はどうなるのか

との質問があり、萩原課長より、来年 4月に向けて詳細を検討している旨の説明を行った。 

 

私立認可保育園の巡回指導について 

右近委員より、私立認可保育園などの巡回指導について、巡回指導回数や指導内容について質問があ

り、萩原課長より、新規園や課題のある園等を中心に２週間に１回程度の巡回し、実際の保育に同行し

ながら、園長や保育士との相談、アドバイスを行い、改善が必要事項については、区より運営事業者に

連絡している旨の説明を行った。 

 

巡回指導の方法について 

右近委員より、巡回指導の抜き打ち訪問や保護者の意見を聞くなど、区職員のチェック機能をお願い

したいとの意見があり、萩原課長より、巡回指導は、区立保育園の園長及び副園長経験者が抜き打ち訪

問をしており、また、保護者の意見については、窓口、電話、メール等で、連絡を受けている旨の説明

を行った。 

 

課題のある園の把握について 

永森委員より、巡回指導の対象とする課題のある園の把握方法について質問があり、萩原課長より、

巡回指導の際や保護者からの連絡等により、課題にある園を把握している旨の説明を行った。 

 

保育の質の確保の取り組みについて 

川合委員より、保育の質を確保していく取り組みとして巡回指導をしっかり実施する必要があると考

えており、35 園の保育園を 2 名の指導員で巡回する体制では不足しているため、巡回指導員を増員し

てはどうかとの意見があり、萩原課長より、区としては 2名の指導員で巡回指導を行っているが、保育

運営事業者の本部担当者も各園の指導に当たっている旨の説明を行った。 

 

私立保育園の保育士募集について 

高山委員より、私立保育園の保育士募集について、保育士就職相談会の外にどのようなサポートを行

っているのかとの質問があり、萩原課長より、現状では保育士就職相談会への参加申込み以外に区独自

のサポートは行っていない旨の説明を行った。 

 

保育者に対するケアについて 

右近委員より、保育者に対する肉体的・精神的なケアの取り組みについて質問があり、新名課長より、

区立認可保育園では、日常的に園長及び副園長が職員の状況に応じて対応しているとともに、毎年、幼

児保育課長が各園を回って、職員一人一人とヒアリングを行い、異動希望やメンタル等のケアを行って

いる旨の説明を行った。 



 

- 6 - 

 

平等に質の高い保育を受ける権利について 

高浜委員より、文京区が保育の質を確保しながら整備を進めていることは非常に感謝しているが、一

方で認可保育園に入園できなかったため、満員電車で他区の認可外保育施設に通園している家庭もあ

り、平等に質の高い保育を受ける権利についても配慮する必要があるとの意見があった。 

 

保育園増設と保育の質について 

佐々木委員より、保育現場で考える保育の質とは、人員配置や施設面積ではなく、保育士一人一人の

保育力であると認識しているが、現在は、保育園の増設に必要な保育士数を確保することが優先され、

十分な保育力の養成がされないまま現場に従事する状況となっており、待機児童の解消として保育園・

保育士の数を増やしていく施策には保育の質が下がるリスクがあることを認識する必要があるとの意

見があった。 

 

発達に課題のある子どもの支援について 

久住部長より、各委員より指摘のあった保育の質の確保の取り組みとして、発達に課題のある子ども

の育ちを文京区全体として支援をしていくという視点も持って、早期の療育や子育て支援につながるよ

うな施策を教育センターで展開していきたい旨の説明を行った。 

 

保育園増設以外の待機児童対策について 

佐々木委員より、他の自治体では、０歳児の間は、育児休業を取得しやすい環境を整える方針を打ち

出しているところがあり、保育士の人員配置が多く必要な０歳児定員を減らすことで、他の年齢の保育

が可能となるので、このような方向も待機児童の対策になるのではないかとの意見があった。 

 

育児休業中の子育て支援について 

佐々木委員より、育児休業中の保護者が家庭で孤立しないよう、子育てひろばのような場をさらに充

実させ、保護者同士の交流や子ども同士が刺激し合える場を設けることで、親子が一緒にいる時間を少

しでも長く持てるような環境を整える必要があるとの意見があった。 

 

育児休業の取得について 

黒澤委員より、女性が育休を長くとってしまうと、職場に復帰することが難しい状況があり、どうい

う働き方するかというのは家族の中で十分に話し合い、子どもにしわ寄せがいかないような働き方が実

現できるのが理想ではないかとの意見があり、椎名部長より、特別区区長会において、待機児童の緊急

対策として、育児休業期間の延長・拡大等の労働政策に関わる要望を初めて国に提出した旨の説明を行

った。 

 

 

（３）柳町こどもの森及び明化幼稚園の認定こども園化について 【席上配布１】 

資料説明  事務局より、席上配布１に基づき、柳町こどもの森及び明化幼稚園の認定こども園化

について説明を行った。 
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 ＜委員意見・質疑応答＞ 

席上配布資料に対する委員意見について 

萩原委員より、席上配布資料の内容が多いため、この場での質問や意見は難しいのではないかとの意

見があり、淺川課長より、ご意見やご質問等があれば、後日、事務局まで連絡いただきたい旨の説明を

行った。 

 

区立幼稚園の認定こども園化と私立幼稚園の関係について 

川合委員より、幼稚園の定員については、私立幼稚園も含めて掲載してほしいとの意見があり、山崎

課長より、私立幼稚園とは文京区公立私立幼稚園連絡協議会を毎年行っており、情報を提供し、意見交

換しながら進めていきたい旨の説明を行った。 

 

 

 

 

 ＜学識経験者による総括意見＞ 

＜青木会長＞ 

保育の質を見るときに巡回チェックをすることはとても大事なことです。 

もう一つ、巡回に大事なことは、現場を応援に行くということである。保育士がすぐに辞めてしまう、

離職率が高い職場にならないよう、応援に行くというのがとても大事なことだと考えている。子どもを

保育園という預かり箱に全部押し込めればいいという発想で進めてしまうと、とても大きなリスクを抱

えてしまう可能性がある。 

もともとは少子化の問題が、待機児童問題となり、矛盾が生じている。今後の 10年間ぐらいの間で、

もう一人産みたいと思えるような社会になっていることが、一番の我々の成果ではないかと考えてい

る。 

保育の質を確保して、良い子育て経験を積んでもらえるよう、何とか力を尽くしていきたいと思って

おり、ここでの議論が全てそこの直結するわけではないが、議論する場がなくなってしまうと、本当に

見えて来なくなってしまうので、各委員には引き続き協力をお願いしたい。 

 

＜髙橋副会長＞ 

保育の質の議論を十分にできている自治体は少ないため、本日の会議での意見を深めていきたいと思

っている。高浜委員の発言にあった、平等に質の高い保育を全ての子どもたちに提供しなければいけな

いということが、大きなテーマである。子ども・子育て支援新制度の開始以降、保育と教育を分けて表

現するようになったが、法律上は幼稚園も保育を行う施設となっており、幼稚園から小規模な家庭的保

育までを含めて保育という言葉で括られている。その中で、保育の質を保つのは至難の業であり、当面

は、最終的なゴールと今取り組めることに分けて実施していくのが現実的な方法である。 

 平等に質の高い保育を全ての子どもたちに提供していくという最終的なゴールについては、年齢毎

に、この年齢の子どもたちにとって必要な場所や空間、保育者に必要なことがどういうものなのかを改

めて点検することが大事だと思っている。 

 今取り組めることは、行き過ぎた提案かもしれないが、幼稚園の保育、家庭的保育、小規模保育のＡ
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型、Ｂ型、Ｃ型、認可保育園のそれぞれ違う保育形態の中で、質の高い保育とはどういうものなのかを

考えないと、抽象度の高い議論で終わってしまう可能性がある。 

保育者が現場に就職するときに一番役に立っているのが実習である。保育園が質の高い保育をしてい

れば、実習をした学生がここで保育をしたいと考えるため、本日の保育の質の議論は、保育士募集にも

繋がっており、保育士の専門性や魅力を高めることで、質の高い学生が保育の分野に進むことに繋がる。 

 

＜高櫻委員＞ 

保育の質、幼児教育の質は、保育力だと思っており、日々の保育がどのように積み重なっていくのか、

それが子どもの育ちにどう繋がっていくのかというところが、私立や公立、幼稚園や保育園に関係なく、

全て共通だと考えている。 

日本は欧米に比べると、保育者が、自分たちの努力、資質、忍耐で頑張らなければいけないという傾

向が強いと思っている。今後の議論では、子どもや家庭と同時に、保育士や幼稚園教諭を含め、どのよ

うなあり方が一番働きやすく、専門性を発揮し、安心して長く勤められるのかを、どこかで考えていく

必要があると思っている。 

以前、柳町こどもの森に研修で伺った際に、保育士と幼稚園教諭の一人一人が、その日の保育を見て

何を感じたかということを、それぞれの立場や経験から話をしており、それだけ風通しのいい関係性や

環境を構築してきているからこそできたものであると感じた。今後、認定こども園化の検討を進める上

では、良い実践をされている園があることを認識した上で検討を行い、それをこの会議体が見守ってい

く関係性を築いていきたい。 

 

 

 

４ その他 

 ＜その他＞ 

今後の日程について 

事務局より、次回会議日程は、未定であるため、決まり次第お知らせする旨の説明を行った。 

 

 

５ 閉会 


