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会議要点記録 

名 称 平成 29 年度第１回 文京区子ども・子育て会議 

日 時 平成 29 年 7 月 25 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 委員の委嘱 

３ 会長挨拶 

４ 部長挨拶 

５ 委員・幹事紹介    

６ 議題 

(1) 平成 29年度の審議事項及び開催予定について 

・子ども・子育て支援事業計画の進行管理 

   ・再算定作業 

   ・保育料のあり方の検討 

(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 

(3)保育施設の開設等について 

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 29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 

【資料第５号】保育施設の開設等について 

【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 29年度定期的教育・保育の年齢別預かり状況 

【参考資料３】平成 29年度保育園等入園状況 

【参考資料４】平成 29年度育成室入室状況 

【参考資料５】こまぴよのおうち利用案内 

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、 

小林 奈央 委員、三井 望 委員、木林 愛 委員、小山 敬二郎 委員 

＜事務局（名簿順）＞ 

椎名 子ども家庭部長、鈴木 子育て支援課長、大川 幼児保育課長、 

宮原 子ども施設担当課長、多田 子ども家庭支援センター所長、 

内藤 保健サービスセンター所長、熱田 学務課長、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、久住 教育推進部長 
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欠席者 

＜委員（名簿順）＞  

中村 成一 委員、永森 三知代 委員、鷲田 香 委員、山田 真夕子 委員 

＜事務局（名簿順）＞  

植村 教育指導課長 

傍聴者 １１名 

 

 

１ 開会 

  

２ 委員委嘱 

  委嘱状の交付を行った。 

 

３ 会長挨拶 

青木会長より、挨拶を行った。 

 

４ 部長挨拶 

  子ども家庭部長より、挨拶を行った。 

 

５ 委員・幹事自紹介 

  委員及び幹事の紹介を行った。 

 

６ 議題 

（１）平成 29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 29 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＞ 

特になし。 

 

 

（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】 

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＞ 

0歳児の人口推計結果について 

小林委員より、資料第 3 号、別紙 3 の 30、31、32 年度の 0 歳児の人口が増えていないことについて

の質問があり、子育て支援課長より、人口統計では女性人口において構成比の最も大きい 30 代前半の

年齢層の出産数が下降傾向になっていることと、他の年齢層の人口は上昇していることが差し引きさ

れ、同じような数字が続いている旨の説明を行った。 

さらに小林委員より、保育施設の開設計画の基となる人口推計については、来年度以降も適宜、再計
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算を行って欲しいとの意見があった。 

人口の実数変動資料について 

三井委員より、推計値に対する実数の増減だけでなく、実数の対前年に対する増減もわかる資料にし

て欲しいとの意見があり、子育て支援課長より、今後工夫ができるか検討したい旨の、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＞ 

ニーズ量の算定方法について 

小林委員より、過去の待機児童数と新しい算定方法による推計値を比較検証したかとの質問があり、

子育て支援課長より、検証した結果、大きな誤差はでていない旨の説明を行った。 

 

人口の増加要因について 

右近委員より、文京区の人口が増えている要因の分析を行ったかとの質問があり、子育て支援課長よ

り、年少人口増の要因は推測の域を出ないため、次回のニーズ調査時に質問しないと分析は難しい旨の

説明を行った。 

 

育成室のニーズ量の算定について 

三井委員より、保育園と育成室のニーズの伸び率の乖離についての質問があり、子育て支援課長及び

児童青少年課長より、未就学児と学齢期の児童では、代替する保育サービスや放課後事業等の違いが影

響していると思われる旨の説明を行った。 

さらに三井委員より、今後 31 年度までに想定より大きな変化があった場合に見直すのかとの質問が

あり、子育て支援課長より、次年度の実績を踏まえた上で判断したい旨の説明を行った。 

 

0歳児保育について 

小林委員より、0 歳児の利用率の推計について、過去の最大値を推計率としているが、0 歳児保育こ

そ諦めている方が多いと思われるため、今後も注視していただきたい旨の意見があった。 

また、髙山委員及び木林委員より、保育園以外に子どもがいても安心して過ごせる代替のサービスがあると

よい旨の意見があった。 

 

小規模保育施設の活用について 

高橋副会長より、0歳児から 2歳児の保育の受け皿についての質問があり、子ども施設担当課長

より、小規模保育園の活用及び 3歳児以降の受け皿の検討が必要である旨の説明を行った。 

 

 

（３）保育施設の開設等について       【資料第５号】 

資料説明  事務局より、資料第 5号に基づき、保育施設の開設等について説明を行った。 

 



 

- 4 - 

 ＜委員意見・質疑応答＞ 

0歳から 2歳児の保育について 

高浜委員より、待機児童の多い 0歳から 2歳児に限定した保育園にすることはできないかとの質問が

あり、子ども施設担当課長より、0 歳から 2 歳児に特化した小規模保育施設で対応するとともに、認可

園の整備を促進するため、今後は 3階単独設置の保育園の検討が必要である旨の説明を行った。 

さらに高浜委員より、0 歳児については一時保育のみとし、1 歳児以降の保育については再選考する

方法についての意見があった。 

 

働き方改革及び企業主導型保育について 

 右近委員より、待機児童対策として、企業での育休取得の推進や時差出勤の導入、区において発想を

転換した施策の推進について意見があり、子ども施設担当課長より、働き方改革と企業主導型の保育施

設の整備について、経済課と連携した取組みが必要である旨の説明を行った。 

 

人口推計のピーク及びニーズ量の推計について 

黒澤委員より、人口推計のピークについての質問があり、子ども施設担当課長より、「まち・ひと・し

ごと創生人口ビジョン」では、年少人口は 37年をピークとして減少する旨の説明を行った。 

さらに黒澤委員より、少子化傾向も勘案した上で施設整備を行う必要性について意見があり、子ども

施設担当課長より、緩やかな人口減少に転じても、保育需要が高い傾向は変わらない旨の説明を行った。 

また、黒澤委員より、ニーズ調査は実際のニーズとのかい離があることや、女性の就業は景気動向に

左右されることから、今回の推計方法の方が丁寧との意見があり、子育て支援課長より、次のニーズ調

査を実施した上で、ニーズ調査による推計方法と今回の推計方法のどちらがよいかは計画策定年に検討

したい旨の説明を行った。 

また、黒澤委員より、国から示されるニーズ調査のひな形が示されるが、皆さんの意見が反映される

とよいとの意見があった。 

私立幼稚園での預かり保育について 

川合委員より、私立幼稚園で預かり保育を実施する上での手続きの煩雑さ、経費及び人員確保の負担

について意見があり、幼児保育課長より、今後の解消策について検討したい旨の説明を行った。 

 

保育の質について 

高櫻委員より、量の確保だけではなく、その中身をフォローできる体制、質の高い保育が等しく受け

られることが重要との意見があった。 

また、髙橋副会長より、小規模保育や預かり保育について、利用者の保護者や子どもが止む無く利用

しているという思いにならないような環境づくりが必要であるとの意見があった。 

 

育成室の学年延長及び定員について 

三井委員より、育成室の学年延長者のニーズ及び国の指針で示す 40 人を超える定員についての質問

があり、児童青少年課長より、学年延長者を除くと零点数パーセントの利用意向率が下がるが、影響は

概ね相殺される旨の説明及び指数が高い方が待機とならないために暫定的な定員増を行っている旨の

説明を行った。 
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７ その他 

 ＜その他＞ 

こまぴよのおうちについて 

 子育て支援課長より、参考資料 5に基づき、地域子育て支援拠点事業（こまぴよのおうち）について

説明を行った。 

 

保育料のあり方の検討について 

 幼児保育課長より、保育料のあり方の検討については、平成 28 年度第 3 回子ども・子育て会議で芽

だしをさせていただいたところであるが、会議時間の関係で今回の会議での検討は見送ること、第 2回

目以降の会議において、現状分析や課題整理を行い、共通認識した上で時間を掛けて検討を進めていき

たい旨の説明を行った。 

 

今後の日程について 

事務局より、次回会議は、平成 29 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 


