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第１回 文京区基本構想推進区民協議会 会議録 

 

「委 員」              会 長   辻 琢 也 

                   副 会 長   平 田 京 子 

                   委 員   牛 嶋  大 

                   委 員   八木田 里枝子 

                   委 員   浅 見 理 絵 

                   委 員   枇 杷 阪  武 

                   委 員   弘 世 京 子 

                   委 員   下 田 和 惠 

                   委 員   輪 座 峯 雄 

                   委 員   岡 田 伴 子 

                   委 員   上 田 武 司 

                   委 員   青 木 和 雄 

                   委 員   飯 沼 典 雄 

                   委 員   加 藤 佑 理 

                   委 員   山 口 一 夫 

                   委 員   石 井 朋 佳 

                   委 員   冨 永 直 

                   委 員   村 田 展 江 

 

「幹事等」              企 画 政 策 部 長   吉 岡 利 行 

                   福 祉 部 長   須 藤 直 子 

                   保 健 衛 生 部 長   石 原  浩 

                   教 育 推 進 部 長   久 住 智 治 

                   企画政策部企画課長   加 藤 裕 一 

                   企画政策部政策研究担当課長   河 野 友 和 

                   子ども家庭部幼児保育課長   大 川 秀 樹 
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○平田副会長 では、皆様こんばんは。ちょっと遅れまして申し訳ありませんでした。 

 平成２９年度第１回文京区基本構想推進区民協議会を、皆様ごぶさたしておりますが開会いた

します。 

 本日はお忙しいところ、またちょっと寒い日ですけれども、ご出席いただきありがとうござい

ます。 

 本日は、会長であった大杉先生がいらっしゃらないため、まず私のほうで会長の職務を代理し、

進行させていただいております。 

 初めに、新しい委員などについて、事務局からのご説明をお願いします。 

○加藤企画課長 皆さん、こんばんは。 

 それでは私のほうから、新しく委員が変わりましたのでご紹介させていただきます。 

 本日席上に資料第１号という紙があると思いますが、こちらをご覧ください。 

 資料第１号になります。４人の方が新しく委員になられております。まず１番目のところにあ

ります、学識経験者の辻委員になります。それと、次に４番目のところ、幼稚園ＰＴＡ連合会の

長岡委員に代わりまして、八木田委員になります。名簿の６番目になります、小学校ＰＴＡ連合

会の石倉委員に代わりまして、枇杷阪委員になります。１４番目のところになります、町会連合

会の小野寺委員に代わりまして、島川委員になります。本日はまだいらっしゃっていないようで

すので、またいらっしゃいましたらご紹介したいと思います。 

 それと合わせて、区側の幹事についても交代がございました。５名が交代になっております。

事前に郵送で資料第１－２号という資料をお送りさせていただいていると思います。 

 資料第１－２号、よろしいでしょうか。こちらが、幹事の名簿になっております。このうち、

施設管理部長、企画政策部政策研究担当課長、財政課長、広報課長、総務部職員課長、この５名

が交代になっております。 

 それと、委員の方で２名の方が退任をされております。大杉委員と源委員です。お二方も学識

経験者ということで委員をお願いしておりましたけれども、計画の策定をもちまして委員を辞任

するとの申出がございましたので、退任になっております。 

 報告については以上になります。 

○平田副会長 それでは、この会議の新たな会長の選出について、事務局から説明をお願いしま

す。 

○加藤企画課長 会長の選出につきましては、文京区基本構想推進区民協議会設置要綱第５条に

おいて、学識経験者のうちから委員が選出するとなっております。事務局といたしましては、今

回、一橋大学副学長の辻委員に就任していただきたいと考えております。 

○平田副会長 このように事務局から説明がありましたけれども、委員の皆様、辻委員を会長と

いうことでいかがでしょうか。 

（拍手） 
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○平田副会長 ありがとうございます。それでは、会長は辻委員に決定をさせていただきます。 

 辻会長、席をご移動いただいてご挨拶をお願いします。また、その後の進行は、辻会長に引き

続きしていただきたいと思いますので、辻会長よろしくお願いいたします。 

○辻会長 ただいま、会長にご選出いただきました辻と申します。 

 何人かの委員の方にはかねてから面識がありますが、以前はこの基本構想推進区民協議会の会

長をしておりました。学内のほうで理事、副学長になったりして、ちゃんと本部に専念しろとい

うことで、しばらく本部に専念していて、本部も決して安閑としていられない競争時代で、大丈

夫なのかと学長に一言言われたんですけれども、私の専門は地方自治、行政学の領域でありまし

て、ここで会長職をやるというのは私の余業というよりも本業に近いところがあります。 

 かつて、自治と言いますと、どちらかというと田舎を応援するというマインドがあって、これ

は今でも大切なことなんですが、残念ながら人口の状態が大都市中心になってきてまして、日本

の自治全体が輝くためには、大都市の真ん中が輝かないと世界に向かって立派な自治ができない

という状況になっています。 

 私にとっては、この区民協議会の場で会長職をやらせていただくというのは、名誉なばかりで

はなくて、自分の勉強にも大変なりますので、皆さんのほうからご協力、ご指導いただきまして

会長職を務めたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 

（拍手） 

○辻会長 それでは、まず初めに、委員の出欠状況や配付資料等につきまして、事務局から説明

をお願いします。 

○加藤企画課長 それでは、委員の出欠状況についてご報告いたします。 

 事前に欠席の連絡があった方は６名でございます。中村委員、岩永委員、深谷委員、前川委員、

椋野委員、渡部委員でございます。それと、本日幹事で椎名子ども家庭部長が出席する予定でし

たが、代理で大川幼児保育課長が出席しております。 

 続きまして、配付資料の説明をさせていただきます。 

 事前にお送りさせていただいた資料が４点ございます。 

 １点目は次第、２点目が資料第１－２号、３点目が資料第２号、こちらは厚いものになってお

ります。そして、最後は資料第３号になります。 

 また、本日席上に３点、資料を置かせていただいております。資料第１号、それと資料第３号

参考資料。それと、座席表になっております。お手元にございますでしょうか。大丈夫でしょう

か。 

 それでは、今回委員の方も新しくなっておりますので、こちらのマイクの使用方法について簡

単にご説明させていただきます。発言する際には、このマイクの真ん中のところに顔のマークが

ありますけれども、こちらのボタンを押してください。そうしますと、赤いランプがつきます。

マイクの先のところにも赤いランプがつきまして、発言できますので、その状態で、座ったまま
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で結構ですので、発言をお願いいたします。 

 また、何人か消し忘れた状態だと音が出なくなってしまいますので、発言が終わったらマイク

の真ん中のボタンを押していただいて、マイクの赤いランプを消していただければと思っており

ます。 

 説明については、以上になります。 

○辻会長 それでは、本日の検討に入ります。 

 本日の検討内容は、子育て・教育に関して基本構想実現度評価案、それから、これに関連しま

して、まち・ひと・しごと創生総合戦略評価案です。これは、子育て支援になります。この２点

を議論したいと思っております。 

 本日の終了予定時刻は、おおむね８時２０分とさせていただきたいと考えております。特に、

各説明者におかれましては、説明の際の時間管理にご協力いただきますようお願い申し上げます。 

 それでは最初に、平成２９年度基本構想実現度評価の実施状況に入ります。基本構想進行管理

の概要について、事務局から説明をお願いします。 

○加藤企画課長 それでは、座って説明させていただきたいと思います。 

 資料につきましては、資料第２号をご覧ください。第２号は１枚ですけれども、その後ろにＡ

３の束が付いているものになります。こちらの資料を使ってご説明させていただきますが、その

前に前回の復習も兼ねて、今回どういうことをするかというところについて概要を説明させてい

ただきます。 

 席上に、基本構想実施計画という厚い冊子があると思いますけれども、こちらをご覧ください。 

 こちらの冊子は、昨年度皆さんのご協力により基本構想実施計画、３か年の計画を作ったその

内容が冊子になっているものでございます。冊子ができた後にお送りさせていただきましたが、

この冊子の、３年間の計画の進行管理というところについて、意見をいただきたいと思っており

ます。 

 ３ページをまずお開きください。こちらの３ページに、基本構想の進行管理ということで、真

ん中辺りに図が書いてあります。「計画」、これが今回作った３年間の実施計画になります。そ

の計画を２９年度からということで、今年度実行に移しております。それが「実施」の段階にな

ります。その実施したものを「点検・評価」ということで、こちらの区民協議会で点検・評価に

ついて意見をいただきたいと思っております。 

 また、その点検・評価でいただいた意見を含めて更に「見直し」を行って、計画へつなげてい

くということで、実施をしながら点検・評価をして、更によいものにしていく。そういう流れの

一部として点検・評価を考えております。 

 ２６ページをお開きください。 

 こちらが、今回の基本構想実施計画３年間の体系ということで、全体が俯瞰（ふかん）して見

られるようなものになっております。復習になりますけれども、大項目として、子育て・教育、
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その中で中項目として、子育て支援、２７ページの下の方で教育と、中項目で分かれております。

２６ページの子育て支援の下にはまた、小項目ということで、子どもの権利保障から小項目が並

んでおります。その下に具体的な事業があります。この計画は、こういうつくりになっておりま

す。そして、今回はこの中項目に注目して評価をしたいと考えております。 

 具体的には３６ぺージをお開きください。 

 先ほどの大項目、子育て・教育の下の中項目、子育て支援です。こちらが、３６ページの表題

にございます。この子育て支援では、現状と今後３か年の方向性ということで、下に書いてある

文章について、この区民協議会の中でご意見をいただいて３年間の方向性をつくっております。 

 それと合わせて、その３年間の方向性がどれほど実施できているのか、また、できるのかとい

うことで、それを測るための指標という形で、３７ページのグラフになっております。こういっ

たものを、ご意見をいただきながら整理して作らせていただいております。この中項目、子育て

支援については、３７ページの、子どもの健やかな成長と子育て家庭の健康の支援ということで、

訪問率が一つの指標になっております。 

 同様に、次のページ、３８ページ、保育サービス事業量、３９ページ、保育園及び幼稚園利用

者の保護者満足度、４０ページ、育成室利用者の保護者満足度です。この四つの指標をもって、

子育て支援の中項目の施策がどの程度実現されているかということを測ろうということで、前回

の区民協議会の中で意見をいただいたところでございます。この四つの指標についての進行管理、

この四つの指標がどの程度達成できているのかというところを、今回ご検討いただくということ

になっております。それを前提に、具体的には資料第２号、こちらの資料が評価をしていただく

前提になる資料になっておりますので、ご覧ください。 

 こちらの１番目にある評価対象の期間ですが、新しい計画は２９年からの計画になっておりま

すので、まだ実績が出ておりません。ですので、昨年度２８年度の実績に基づいて、新しい評価

で評価をする、先ほどの四つの指標で評価するという形になります。 

 また、対象ですけれども、これは、中項目ということで、先ほどの子育て支援を含め１９の項

目がございます。これを３日間に分けて評価していただくという流れになります。 

 具体的な評価の対象の表につきましては、Ａ３の閉じてあるものをお開きください。左側をホ

チキスどめしてあるものの２枚目、「平成２９年度基本構想実現度評価表（政策・施策評価表）

（平成２８年度実績）」の中項目、子育て支援という、こちらのものを使って評価のほうをして

いただきたいと思っております。それで、この表ですが、資料第２号の４の実施方法のところに

ありますように、まず指標を設定した施策について、その担当課で評価をしていただいておりま

す。それが、例えば、子育て支援で言えば２の①の取組状況・成果、あるいはその上に数字が入

っておりますけれども、こういった課での実施の状況です。 

 また、その下に課題がありますが、ここを各担当課で記入させていただいております。それを

基に、子育て・教育、あるいは福祉・健康、そういった分野ごとに、これは庁内ですけれども分



6 

科会を設けて、そこで検討をして、その評価について、右側のところの中項目全体の成果・課題、

こういったところに入れさせていただいております。ですので、所管課の評価、それに庁内の横

断的な評価を入れたものが、このシートになっております。このシートを各所管部ごとに説明を

していただいて、その後にご意見をいただき、最終的には、この表の真ん中下辺りの５の基本構

想推進区民協議会等での意見等というところに、いただいた意見を入れる形で区民の方からも意

見をもらいながら、この事業・施策について評価していくという流れになります。 

 また、行ったり来たりして申し訳ございませんが、資料第２号の一番最初に付いている１枚も

のの部分ですけれども、５番目のところになります。評価結果ですが、こちらについてはＡ、Ｂ、

Ｃという形で評価を３段階で分けております。その評価の結果についてが、下の枠になっており

ます表のとおりでございます。この内容については後で説明しますけれども、そういった３段階

の評価をしている結果がまとめられているものが、こちらになります。 

 総括的な説明については、以上になります。 

○辻会長 今までの概要説明、何かご質問ありますか。よろしいですかね。 

 それでは、本日は分野の中で、子育て・教育ですね。それの検討を行います。 

 進行方法は、ただいま説明がありましたが、分野ごとに行うやり方で、最初に担当部長からご

説明いただきまして、その後、委員の皆さんから質疑を行うという方法で行います。分野ごとに

やっていきますので、まず、子育て・教育分野の中の子育て支援ですね。この分野について行い

ます。幼児保育課長から説明をお願いします。 

○大川幼児保育課長 それでは、Ａ３の１ページのところになります基本構想実現度評価（政策

・施策評価表）（平成２８年度実績）というところで、ご説明をさせていただきます。 

 まず、左の一番上のほうの段でございますけれども、１の「現状と今後３か年の方向性」とい

うところをご覧ください。 

 こちらについては、本区では、いわゆる乳幼児の人口ですが、こちらが５年間で１万１，００

０人強で、合にして、２１.６％増加しているという状況があります。そういった状況を踏まえ

て、４点ほど方向性として書かせていただいております。 

 まず一つ目。中段のところの、「そこで」というところの以下の部分になりますが、まず一つ

目としましては、いわゆる待機児童対策というところになります。こちらは本区としましては、

私立認可保育所の整備を中心として保育サービス量の拡充を図るとともに、保育の質の向上も図

っていくというところです。 

 また、二つ目としまして、妊娠期から切れ目のない支援ということで、ネウボラ面接や乳児家

庭の訪問などによって子育てに関する不安の軽減を図っていこうというもの。 

 また、三つ目として、全ての家庭で安心して子育てができるようにということで、育成室や放

課後全児童向け事業の実施、それと、子どもの貧困対策としての必要な支援を行っていこうとい

うもの。 
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 四つ目として、本区において児童相談所の設置に向けた検討を行っていこうというものです。 

 以上の４点を、この実施計画の「現状と今後３か年の方向性」として書かせていただいており

ます。 

 その下のところは、昨年度の実現度評価ということで、ちょうど１年前、昨年度２７年度実績

に基づく評価のときに、今後の方向性ということで、やはりここでは待機児童の解消に向けた緊

急対策というものと、保育園・幼稚園・学校・育成室の連携というものを、昨年度うたったとい

うところでございます。 

 ２のほうの「指標」をご覧ください。こちらが２８年度実績を踏まえた結果といいますか、指

標になってございます。 

 まず、最初の①のところで、「子どもの健やかな成長と子育て家庭の健康の支援」というとこ

ろで、先ほどの今後３か年の二つ目で言いましたけれども、妊娠期からの切れ目のない支援とい

うことで、妊婦さんへの全数面接と乳児家庭の全戸訪問という指標ろを挙げております。表のと

ころで網掛けのところになってございますが、目標値としまして妊婦の全数面接を８０％。乳児

家庭全戸訪問を８８％という形で目標値を設定しているのに対しまして、実績値がそれぞれ７９．

９％、８７％となっております。達成率としましては、わずかに１００％を切っている状況であ

るというところでございます。 

 取組状況・成果、課題のところになりますけれども、例えば、訪問のところでいきますと、訪

問の件数自体は昨年度を１００件以上上回った形でしてはいるんです。ただ、実際の母数になる

子どもの数が増えているといったところで、対象者数の増加が著しいということです。 

 また、保健師による対応など困難ケースも増加しているというところが、目標値を若干ですが

下回ったという結果になったということでございます。 

 続いて②のところで、「幼児期の教育や保育の量の拡充と質の向上」というところで、まずは

「保育サービス事業量」という指標でございます。 

 右のグラフを見ていただきまして、折れ線のところが保育サービス事業量の数字でございます。

これは、ゼロから５歳の子どもについて、保育を必要とする子どもたちを、認可保育園や認証保

育園、保育所、その他の保育施設などで確保すべき数です。これを２９年度は、目標値としまし

て４，９７５人という目標を立てたところでございます。先ほど待機児童対策のところで言いま

したけれども、本区としましては私立認可保育所等の整備を進めたということで、実績値は４，

９８５人というところを確保しまして、達成率は１００．２％ということで、一応目標は達成し

たという形になっております。 

 しかしながら、この棒グラフのほうですが、こちらが待機児童数になります。確保すべき目標

値は達成したものの、本区の２９年度、今年４月１日現在の待機児童数が２８３人ということで、

過去最大であり、昨年を上回る結果になってしまったというところでございます。課題のところ

で書いておりますけれども、一定の保育料、保育サービス事業量の拡充を図ってきてはいるんで
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すが、やはり保育ニーズ量に追い付いていないというところが大きな課題であるというふうに書

かせていただいております。 

 右のほうに移っていただきまして、「幼児期の教育や保育の量の拡充と質の向上」のところで、

今度は保護者の満足度といった指標でございます。こちらのほうは、保育園や幼稚園の利用者の

方の満足度というような形になっております。毎年保護者アンケートというものを実施しており

まして、そこで総合的な評価といったところでの数値を用いておりますけれども、幼稚園のほう

は目標を上回る満足度になっております。達成率も１３２．８％という形になってございます。 

 保育園のほうはそこまでは行かず、達成率としましては９５．８％という形になっております。 

こちらの保育園のほうは下回っているんですが、アンケートのほうでは総合的な、アンケートの

中では大変満足、満足といったところでの評価項目になっていまして、そこで大変満足といった

ところでお答えいただいたところが６２．１％という形になっております。補足ですけれども、

満足までを入れますと９７．２％という形の結果になっているというところは説明させていただ

ければというふうに思います。 

 ４番目のところで、「子育て支援の充実」というところで、今度はこちら、育成室の評価とい

う形になってございます。こちらは目標値と比べて、実績値が上回っているという状況を記載さ

せていただいております。 

 これらの四つの指標の実績を総合した評価、３の評価というところですけれども、Ｂ評価とい

うふうになってございます。評価としまして、指標が一つでも目標を上回らないものがあった場

合にはＡにはならないということになっておりますので、こちらはＢ評価ということでございま

す。その下のところで中項目全体の成果・課題というところですが、こちらは文京区版ネウボラ

事業の展開によって、引き続き妊娠期から切れ目のない支援、仕組みづくりに取り組んだという

ところです。 

 また、待機児童対策としましては、待機児童が引き続き増加していますので、保育ニーズの更

なる増加を見据えて事業量の確保に取り組まなければならないということ、そして、利用してい

る方の評価向上にも取り組む必要があるというところを述べさせていただいております。 

 ４番の、今後の子育て支援に影響を及ぼす環境変化というところでございます。こちらは、ま

ず最初には出生数の増、転入超過による年少人口の増加ということにしております。今後も出生

数の増、また転入が増えるということで、これからしばらく年少人口というのは、本区において

は増えていくという推定をしているところです。ですから、そういったところも踏まえて保育サ

ービスの事業量の拡充、こういったところには取り組まなければいけないということです。 

 また、保育・教育の運営のところになりますけれども、幼稚園の教育要領、保育所の保育指針

というものが改定されまして、３０年度からの適用ということになっております。ここも一つの

項目として取り上げております。 

 また、制度の変化ということで、待機児童の解消に向けて、国や都といったところの補助制度
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などもだんだんだんだん目まぐるしく変わってきているという状況もございます。 

 また、国のほうで幼児教育の無償化というようなところもうたわれているところでございます。

こういったところについて、やはり子育て支援施策を進めていく中で影響を及ぼすものの要因と

して、こちらに挙げさせていただいております。 

 最後に、これらを踏まえた「今後の方向性」というところで、やはり待機児童数が過去最大に

なったということで、ニーズ量の的確な把握と保育サービスの一層の拡充というところに重きを

置いて書かせていただいております。それとともに、今後、子どもの貧困対策ですとか児童相談

所の設置に向けた準備を進めるというところを、今後の方向性として記載しているという状況で

ございます。 

 説明は以上になります。 

○辻会長 それでは、ただいまの子育て支援につきまして、皆様のほうからご意見、ご質問をお

願いします。いかがでしょうか。 

はい、お願いします。 

○岡田委員 岡田です。今の説明の保育園及び幼稚園利用者の保護者満足度というところで、ち

ょっとこれを見ていて、今、こっちの分厚い冊子のほうを開いたらグラフがちょっと違いますよ

ね。そうでもないですか。３９ページの幼稚園のほうが、私の見方が違うんでしょうか。保育園

は合ってるんですよね。幼稚園は違っていますよね。保育園のほうは合っていますけれども、幼

稚園のほうのグラフは、２５年度、７５．４％というのは実績ですか。 

○加藤企画課長 まず、厚い冊子のほうを見ていただきますと、幼稚園のほうからですが、２５

年が７５．４％。これは、こちらのＡ３の大きい紙の三角形、７５．４％に当たります。順次、

右に見ていただくと、こちらの数字については２８年度で７１．７％。ここまでは同じ数字にな

っております。その先ですけれども、厚い冊子のほうの７６％というのは、これは目標になって

いますので、まだ出てないということで、こちらについては、こちらの太い線ですね。その７６

％のところにつながっているという形になります。 

○岡田委員 そうか、実績が。 

○加藤企画課長 なります。 

 あと、保育園のほうも同様に、過去の実績は同じような数字で、２８年度で６４．８％、そこ

から先は、これから目標として目指すものという形で、６６％、６８％、７０％ということで、

こちらについては、これから目指すものという形で、若干見づらいですけれども、内容について

は同様になっております。 

○岡田委員 分かりました。それで、これだけ２７年度から２８年度にかけて結構下がっていま

すよね。先ほど、ちょっと説明があって、何か満足というのが結構いっているのでと言うけれど

も、この表を見た場合、２７年度から２８年で保育園も両方下がってますよね。これは実績で、

幼稚園のほうは７５．７％から７１．７％に下がってるんですよね。保育園のほうも、６４．８
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％から下がってますよね。違うかな。 

○大川幼児保育課長 下がっています。 

○岡田委員 下がっていますよね。ということは、さっき確か、満足度に合っているんだけれど

もというような説明はあったんですが、実際、この表から見た場合は下がってるということは、

満足度が、２７年より２８年のほうが、親はあんまりよく思っていないのかなというふうに解釈

しちゃいましたけれども、違いますかね。 

 それで、いろんな話を聞くと、前は夏の水泳でプールが毎日できたのが今はなくて、どこかの

プールに行くので満員になっちゃっていて、２日に一遍しかプール遊びはできなくなった。去年

に比べたら、今年は２日に一遍しかプール遊びはできなくなったということをちょっと聞いたり

したので、やっぱりその保育の質というのが下がったりしてるから、こういうふうに下がったの

かなって解釈しちゃったんですが、そういう取り方はちょっと違っていますかね。 

あと、この保育の質の向上というのは、去年も同じようなことを取り組みたいというふうに言

ってて、また今年も保育の質を向上というふうに挙げているんですけれども、実際面は確かに待

機児童が多い。保育園は一杯できているが、そのために今まであった事業が成り立たなくなって

きているというのは、確かにそれは分かりますが、向上ってなかなか難しいかなというのを感じ

ます。 

○辻会長 事務局、お願いします。 

○大川幼児保育課長 確かにアンケートの結果で、前年度との比較をすると、満足度というとこ

ろについては、保育に関しては、昨年度６４．８％から６２．１％という形で低下はしていると

いうところでございます。客観的な評価としては満足度は下がってますよねといったところにつ

いては、事実だというところでございます。 

 また、質の向上というところでございますけれども、待機児童というところとも重なるんです

が、本区は私立認可保育所の整備ということで待機児童対策を進めております。そうすると、４

年前ぐらいと比べると、私立の保育園の数が倍に増えてるんです。そういった中で、公立保育園

としましては、いろいろと連携を図ってやっていくということです。要するに、公立保育園のプ

ール、また園庭についても、いろいろと私立保育園の方に空いているところはお使いいただきな

がら、なるべく、なかなか園庭が確保できない私立園の方にも、そういったところで遊びの場と

いうところを提供していっているということです。 

 また、私立保育園と公立保育園は、入所の選考では全く同じですので、そういったところで保

育の中身について差があってはいけないということで、園長、また副園長の経験者が私立園を巡

回して、いろいろなところで指導・助言をしながら、同じような質を確保できるような形の取組

をしているというところでございます。ここは、そういった意味では、区立のほうの利用者のア

ンケートというところで、満足度のところについては、この６２．１％というところが高いか低

いかといったところの議論はあると思います。また、実際に割合としては下がっているところも
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ありますので、こういったところを踏まえて、また更に満足度を高めていく努力は必要かなとい

うふうには捉えているところでございます。 

○辻会長 よろしいでしょうかね。はい、どうぞ。 

○牛嶋委員 認可保育園父母の会連絡会の牛嶋です。 

 まず、二つあるんですけれども、一つは、ずっと保育園のアンケートは、区立園の保護者アン

ケートというのを毎年やってると思うんですが、私立園に関しては、以前は第三者評価であると

かそういったところでやっているということなんです。多分同じようなアンケートを私立の全員

に配るのは難しいかもしれないんですけれども、例えば、郵送でアンケートを送って回答しても

らうとか、私立でも同じ項目でアンケートをとること自体は可能なんじゃないかなと思うんです

が、その辺は実施する予定はないのでしょうかというのが一つです。 

 あともう一つ、すみません。ちょっと幼稚園のほうになっちゃうんですけれども、幼稚園も今、

区立だと全園で預かり保育をやっていて、実際働いて幼稚園に預けているという方も結構多いと

思うんですが、そこの預かり保育を利用している人と利用していない人を分けた集計みたいなも

のが、違いがあるとかないとか、もしその辺があれば教えていただきたいと思います。 

○辻会長 それでは、事務局お願いします。 

○大川幼児保育課長 区立園と同様のアンケートを私立園にもというところでございますけれど

も、ちょっとそこは検討課題とさせていただければなと思います。区立保育園、私立保育園と集

まって、いろいろと連絡会ということで情報を共有している場もつくっておりますので、そうい

ったところでどういったことがいいのか。また、私立園は私立園で、どういった形で利用者の満

足度とか、そういったところの向上を図っているのかといった状況もあるかと思いますので、そ

の辺については、いろいろと情報交換をしながらやっていければなというふうに思っております。 

○久住教育推進部長 教育推進部長です。 

 幼稚園については、今、牛嶋委員からご指摘があった預かり保育を利用されている方と、そう

でない方について、個別にアンケートはとっていないです。牛嶋委員が指摘をされた預かり保育

というのは、ずっと毎日預かり保育を利用されている、いわゆる保育所のような形で就労して預

かっている方と、それから、一月なんですけれども１０回までで、スポットで預かりをご利用さ

れてる方もいらっしゃいます。ちょっとその辺も含めて考えてくると、なかなかどこの段階で、

どういうふうに分けるのかというのは若干難しいのかなというのもありますので、今のところ、

そういった形でのアンケートについての差別化はしていない状態になっています。 

○辻会長 その他、いかがでしょうか。はい。どうぞ。 

○加藤委員 加藤です。 

 グラフに関してと、あと今後の方向性に関して、ちょっとコメントと質問をさせていただきた

いと思います。 

 グラフに関してなんですけれども、満足度を測る指標がいくつかあるんですが、その満足度だ
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けじゃなくて実施数を入れていただくと、より見やすいかと思います。１００人に対して１００

人回答があっての７６％の回答なのか、１００人に配って１０人だけの回答での７６％なのかと

か、そこら辺があると分かりやすいので、グラフの大きさとかあるとは思うんですけれども、例

えば、年度の下とかに、そういったものを入れていただければと思います。 

 それで、例えば、３番の幼稚園・保育園とかであれば、その幼稚園・保育園の区別ですとか、

私立、公立の実施数がどんどん増えているみたいなところとかもあると、先ほどのご説明があっ

たようなところも数字から読み取れるのではないかなと思ったので、そういったところを追加し

ていただければと思います。 

 それがコメントで、あともう一つ、６の今後の方向性に関してなんですが、待機児童が増えて

いるというところに対して、その保育ニーズの的確な把握と保育サービス事業量の拡充を図るっ

てあったんですけれども、保育ニーズの的確な把握に関して、例えば、マンションが建つ予定を

土地を管理している部門と共有しているですとか、そういった行政の中での情報共有みたいなと

ころとかは進めていかれる、若しくはもう実施されているんでしょうか。 

○辻会長 事務局、お願いします。 

○大川幼児保育課長 まず、１点目の母数の関係は、もうちょっと余白がありますので、できれ

ば載せていけたらなと思います。 

 今回の区立幼稚園に関しては、１，８４７人に対して１，０７８人という形の、５８．４％の

回収率というところでございます。 

 また、このニーズ量の把握というところは、子ども・子育て会議、子育て支援計画のほうで一

定のニーズ量を算定して、それに対して保育の確保数の積み上げをやっているわけですけれども、

そういったところで、マンションの建設の具合はある程度は見込めているのかなというふうには

思っております。 

 全体的なものを個別具体的に、ここにこういうマンションが建つので、そこで何十世帯が入っ

てくるので、それに対してどれだけのニーズが必要なのか、そういう個別のところまでは、なか

なか試算というのができていないというところでございます。 

 ただ、一定の伸び率ですとか、そういった人口動態というところについては、把握の中で、今

回見込みの中には入れていこうという形で、今、新たに数字を作っているというところでござい

ます。 

○辻会長 はい。よろしいでしょうか。はい。 

○山口委員 山口と申します。 

 一番最初のところの、乳幼児人口の増加ですけれども、５年前と比べると２１．６％って結構

な増加になってると思うんですよね。これは、何か大規模な集合住宅が増えたとか、そういう要

因があっての増加なんでしょうか。 

 今後の増加率をどのぐらい見込んでいるか。その増加によっては、それぞれの計画ってすごく
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違ってくると思うんですよね。それについて、どんな見通しを持っておられるのか、ちょっと教

えていただきたいと思っています。 

 以上です。 

○辻会長 はい。事務局。 

○大川幼児保育課長 ここについては、いわゆる出生数ですとか、出生率といったところ、また、

転出と転入の差というところ、そういったところを参考として推計しております。それは全て、

全部伸びているんですね。出生数についても、もう２７年度から２，０００人を超えるような形、

また、出生率についても最新の数字ですけれども、１．２４ということで東京都の平均を上回っ

たという形にもなっています。 

 また、文京区の大きな特徴として、転入した数から転出した数を引いた実数においては、ここ

はもう、ほとんど２３区トップクラスです。規模の大きな世田谷区とかそういうところと比べて

も、実数的な部分では、文京区は転入の数がかなり上回っています。そういったところを一定加

味して、いろいろと推計をしているというところでございます。 

○辻会長 はい。 

○山口委員 今後もかなりの増加が見込まれているんですか。この２１．６％よりも、また更に

５年後というのは。 

○大川幼児保育課長 ここしばらく、増加は続くという形でございます。 

○山口委員 ある程度の増加が見込めるということですか。 

○大川幼児保育課長 はい。ですから、後で「まち・ひと・しごと創生総合戦略」のところでも

出てくるんですけれども、その私立認可保育所の施設数についても、これまでではなく、これま

で以上に整備をしていかなければいけないというような状況になっています。 

○辻会長 よろしいですかね。ちょっと説明が少し長引いたこともありましたけれども、皆さん

のほうから本質的な点をご質問いただきました。また、より多くご質問いただきまして、ありが

とうございます。 

 今、出された中で、特に評価方法につきましては、これはこの子育て支援のところだけじゃな

いんですが、この指標を作るようになってきてから、この満足度調査というのを重視するように

なって、国の調査も結構やるようになってきました。しかし、まだ未開発なところがあって、継

続データになったときに、どのぐらい有意なものが出てくるかというのがありますし、それから

今日も質問がありましたように、満足度の測り方によっても随分変わってきますので、かなり注

意をしながら、この状況を見ていかなければならないということだと思います。 

 それと、もう一つ。今回、正に全体でＢということで、かなり努力をされていて、なおかつＢ

というのは多分的を射ていると思うんですけれども、皆さんにあえて言うと、この２番目のとこ

ろの保育サービス事業量のところですね。最後の質問にもありましたが、驚異的なスピードで増

えてるんですよ。これは、実は、文京区のように転入が増えているところでも、子どもの数が増
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えていないところでも保育量は増えていまして、つまり保育率が高まってるんですね。今まで保

育園に入れてなかった人が入れるというようになっていまして、これが高いところで、なおかつ

転入も増えていますので驚異的なスピードで増えていて、それに要する財政支出も増えているけ

れども、ともかく対策をやらなければ駄目だということで区民も一丸となって、かなり集中的に

対策を打っている。こういう状況になっています。 

 文京区は久しく、これを重視してきたところで、引き続き重視してほしいんですが、これをど

うやって、持続可能に、より発展させていけばいいのかというのは、今後も是非皆さんに注目し

ていていただいて、評価していただけたらというふうに思います。 

 それでは続きまして、子育て・教育分野の「教育」ですね。教育推進部長から説明をお願いし

ます。 

○久住教育推進部長 それではページをおめくりいただいて、２ぺージをご覧ください。 

 この項目では、文京区の教育、子どもたちがどのような環境の中で過ごしているのか、若しく

は子どもの状況はどうなのかということについて、指標から判断をしていこうということで、四

つの指標を設けております。 

 一つ目が、「自ら学び考え課題を解決する子どもの育成」です。こちらについては、前計画を

引き継いでおります。全国学力・学習状況調査において、国語と算数や数学の授業が分かった、

よく分かったという子どもたちの状況を経年で把握してございます。 

 ２８年度については、小学校ではこういった理解度が高い子どもたちが１００．８％、中学校

では９６．９％とかなり高まっていますけれども、こちらの指標には書いていませんが、文京区

はかなり子どもたちの学力が高い状況ではあるんですが、公立ということもあって、一定数学力

的に支援していかなければならないという子どもたちもいます。学力の高い層だけではなくて、

一定学習につまずきのある子、理解の低い子どもたちについても丁寧な対応を引き続きやってい

く必要があるだろうということで、放課後の授業の補足等を行っているところです。 

 そして２番目が、子どもたちの学力ではなくて体力です。健康や体力はどんな感じになってい

るのかというのが、②にお示しをしている「小・中学生の体力の増進」についてです。 

 こちらについては、前計画の中では小学校５年生と中学校２年生で、反復横跳び、シャトルラ

ン。シャトルランというのは、ある時間の中でずっと走り続けるんですが、そういった持久走で

す。そして、普通の持久走やボール投げというものを指標として入れていたんですけれども、東

京都のほうでもアクティブプラン、いわゆるオリンピック・パラリンピックの２０２０年に向け

て、体力の向上を図っていこうという大きな方向性が出ましたので、こちらの指標に入れ替えま

した。 

それで、体力については、こちらの表にはないんですが、概略として、小学校では、東京都の

比較の中では５０メートル走や立ち幅跳び、ソフトボール投げの値は高いんですけれども、握力

や上体起こし、長座体前屈の値から、柔軟性に欠けている子どもたちが多い。中学校では、都と
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比較した場合に結構運動能力が低くなっていて、握力や上体起こし、長座体前屈、反復横跳びの

値が低くなっているというのが前計画の中での指標から読み取れることなんです。 

今回は、こういったピンポイント、項目ごとのものではなくて、スポーツ庁が出しています体

力の指標にすることによって、全体的な子ども像が分かるだろうということで、細かい表なんで

すが、握力であったり上体起こし、シャトルラン、５０メートル走、立ち幅跳び、ソフトボール

投げというものを、例えば、小学校５年生の男の子でいくと、握力が２６キロ以上あれば１０点、

４キロ以下であれば１点という形で、項目ごとにスポーツ庁が点数化したものがございます。こ

の点数化したものを文京区の値に当てはめて、状況をとっております。そこでの目標としたもの

が、小学校では９８％、中学校では９７．５％の達成度であったということで、もう少し、体力

についての取組の重要性が示されているところです。 

 それから、豊かな人間性の育成です。全国学力・学習状況調査の中で、「人の役に立つ人間に

なりたいと思う」ということに肯定的な意見を出した子どもたちが、小学校では９８．８％、中

学校では９１．７％ということで、昨年に引き続き、こちらについては若干上下はありますけれ

ども、結構いい値になっているのかなというふうに思っています。 

 それから四つ目、最後ですが、前回までは、全体の子どもの数に占める不登校の子どもの割合

にしていたんですが、割合をとるよりも、全ての子どもたちが何らかの関わりを持っている状態

にしたほうがいいだろうということでした。かなり今、子どもと家庭の支援員というような人た

ちが不登校児童の家庭に行って、「朝どんな感じ」ということで、学校まで送り迎えを行ったり

などをしていますので、そういうふうに、関係機関に関わっている子どもたちを多くしていこう

ということです。関わっていない子どもをゼロにしていこうという目標値を立てているところで

す。そこでも、小学校５１．３％、中学校８６．１％ということで、不登校については、この経

年で大体なんですけれども、小学校３０人程度、中学校６０人程度で推移をしていますので、子

どもたちに何らかの支援がつながるようにというふうに考えているところです。 

 このような形で、学力や体力、そして気持ちの問題での豊かな人間性の育成、そして、不登校

の問題等を入れる中で、１００％の達成度のものと、そうでないものがありましたので、総合的

な評価としてはＢとしております。 

 今後、学習指導要領等が変わって、成果や課題の中では英語力、小学校でも英語が教科化をさ

れてまいりますので、英語についての学習の意欲等の問題を実施していきたいなというふうに考

えておりますことと、それから特別な支援が必要な子どもを含めた一人一人の可能性を最大限に

伸ばす教育のために、合理的な配慮についての取組を進めていくことが必要だろうというふうに

考えております。 

 いずれにしても、今ご説明申し上げたように、今後２１世紀に求められる能力として、「主体

的・対話的で深い学び」いわゆるアクティブラーニングと言われているように、自分で積極的に

他のものと関わりながら学んでいく姿勢というのを、子どもたちの中につくっていきたいという
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ふうに思いますし、２０２０年のオリンピック・パラリンピックに向かって、英語力や他の国の

人たちに関心を持つ子どもたちを育成していきたい。 

 さらには、今、申し上げたように、小学校の中でもつまずきや課題を抱えている子がいますの

で、通常級のクラスにいながら、その中で、学校の中で特別に個別の支援を行う「学びの教室」

というのを小学校全校に導入いたしましたので、そうした集団だけではなくて、個別の丁寧な対

応を行うことで、子どもたちの学力や体力、それから豊かな気持ちの問題等を含めて向上をさせ

ていきたいというふうに考えております。 

 後ほどのご質疑の中で、より深めていきたいと思いますので、こちらからのご説明については

以上でございます。 

○辻会長 それでは皆様のほうから、ご質問、ご意見をお願いします。 

いかがでしょうか。はい、どうぞ。 

○山口委員 すみません、度々。山口です。 

 中項目全体の成果・課題というところで、英語のことが中心になって出てくるんですよね。そ

れで、指標から見てると、英語とかそういう教育が何も出てこないんですよ。すごく唐突な感じ

がするんですね。英語の重要性とか、英語力を含めて学力向上を図っていくことは全然問題ない

んですが、ただ、この指標から見ると、何かいきなり英語が出てきて、ちょっと唐突だなという

感じがするんですけれども、それはどういうお考えで、こういうふうな表現方法になっているん

でしょうか。 

○久住教育推進部長 確かに、山口委員ご指摘のとおりではあるんですが、今、相対的に四つの

指標については、課題はあるものの比較的高い状況ということなので、引き続き、これらの課題

については取組を継続していこうというふうに思ってます。 

 ただ、教育の中で、２０２０年に向かって、若しくは教育指導要領が変わる中で、エポックと

してはやっぱり英語力というのが一つの注目されている対応になっていますので、そうした意味

では指標だけで判断できないものについても、あえてこちらに書くことによって、今の文京区の

子どもたちの教育の状況について総合的に、俯瞰（ふかん）的に、ご理解いただくことができる

のではないかということです。指標にはなかったんですけれども、今、注目度の高いもの若しく

は注目して取り組まなければならないものということで、小学校の３３年度に向かった英語の教

科化ということもありますので、私たちのほうではこちらに記載をしたところでございます。確

かに、唐突感があるかなというふうに思いますが、趣旨というのはそういったところで記載をさ

せていただいたところです。 

○山口委員 評価表全体が、そういうようなトーンで一定してるんですか。指標とは関係ないと

いうところで、重要だと思うところが入っているという理解でいいんですか。 

○久住教育推進部長 いわゆる、先ほど辻会長からもお話がありましたように、この表そのもの

をどのような形で作り上げるかという一つの課題ではあるんですが、特に課題が、例えば豊かな
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人間性の育成の③が中心的な課題だよということであれば、そういうふうな形でピンポイントに

することもあると思いますけれども、今申し上げましたように、教育全体として、教育全体のも

のというのは多分この四つの指標だけでは測り切れないというふうに思っています。そういった

視点ではやっぱり重要なもの等々について、若しくは認識を高めていかなければならないという、

私たちが進めていく認識度の高いものについては、この自由記載の中で成果や課題を中心的に述

べていくといったところで、この表そのものが位置付いている。事務局のほうから、どのような

形でというのはお答えがあると思いますが、教育についてはそういうような形で、今回は取りま

とめたものでございます。 

○加藤企画課長 ちょっとよろしいでしょうか。 

 この厚い本の、教育で言えば６４ぺージをご覧ください。 

 これは先ほど言った中項目、教育になります。教育の中には、ちょっと飛びますけれども、７

４ページをご覧ください。中項目、教育の中に英語力向上推進事業として、英語力について触れ

ております。ですので、中項目全体の成果・課題ということになりますと、ここにあるもの全体

になりますので、その中で、英語力ということで、今回は教育で触れているということでござい

ます。 

 ただ、指標については、全部指標にできませんので、その中で特徴的なもの、全体の傾向がつ

かめるものということで四つ、こちらで議論をしていただいた上で挙げていますので、そういっ

た作りになっています。 

○辻会長 その他、いかがでしょうか。はい、どうぞ。 

○下田委員 英語に力を入れているというのは、国の方針のようでもありますので、やはりこの

④のところの子どもたちの不登校より、私は英語教育の英検に力を入れて子どもたちがどのくら

いの受験率になったとか、そういうことを集計してアンケートを見せてもらったほうが分かりや

すいなと思います。特に、この④の関係機関に関わっていない不登校児童・生徒のこの数値は、

ちょっと私にとっては理解がしづらい数字でもありますし、そのように変えていってもらいたい

なというふうに思いました。 

○辻会長 事務局、いかがですか。 

○久住教育推進部長 すみません。ちょっとご質問の趣旨が理解しにくかったんですけれども、

④の指標の数値が分かりにくいというご指摘でよろしいですか。 

○下田委員 はい。私に理解がしづらいということであって、この調査そのものはもちろんよろ

しいんです。英語のことに力を入れていきたいということを課題のところに書いて、今後の方向

性にも書いてあることを考えると、英語のことを、受験率だとか、それから合格率のようなもの

を集計に出していただいたほうが、私は、この評価については分かりやすいものになるのではな

いか、必要なものになるんじゃないかなと思います。 

○加藤企画課長 私のほうから。 
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 教育は、かなり広い分野になっておりますので、様々な視点があると思っております。多分こ

の厚い本の中でも一番ボリュームのあるところだと思います。英語教育というのは非常に重要な

視点ですので、当然事業の中に入れております。 

 四つ指標がありますけれども、学力、体力、心。それと不登校、学校と今、現状関わってない、

そういったところを教育の部分としては指標にしようという形でお示しさせていただいて、この

協議会の中でもこれ以外の指標がいいんじゃないかとか、いろいろご意見をいただきました。最

終的にはそれほど多くの指標は作れませんので、教育というところでは先ほど言った学力、体力、

心、それとそういった関係機関と関わっていない不登校、という形で整理しておりますので、英

語について、また別途そういった調査はしておりますが、ここの指標については、全体の傾向を

つかむという意味ではそういった形で整理させていただいております。 

○久住教育推進部長 下田委員からのご指摘、正しくそのとおりだなというふうに思ってござい

ます。 

 今、事務局のほうからご説明した、この表の作りそのものについてはそういう形で統一をして

おります。教育のほうでお書きいたしました英語等の記述の中で、下田委員からご指摘いただい

た、例えば、英検の受験がどのくらいの割合でどうなっているのかといったことについても、記

述の中の成果の中で来年度記載できるようであれば、そういったものも自由記載の中に入れなが

ら、より分かりやすい、若しくは成果の見えるような記述に改善をしていきたいというふうに思

います。ありがとうございます。 

○辻会長 その他、いかがでしょうか。はい、どうぞ。 

○飯沼委員 飯沼です。 

 ちょっと確認なんですけれども、小学生・中学生の体力の増進のところで、小学生と中学生を

比べられて、小学生はかなり優秀で、中学生は１００を基準とすれば劣っている。これは、抽出

している人たちの母数というか対象が違うのでこうなっているのかと思いますが、これを見ると、

体力のあった小学生が区立の中学校には来ていないという理解でよろしいんでしょうか。 

○久住教育推進部長 なかなか、この子どもたちの経年をずっと追っているわけではないので、

確かに公立の中学校の進学率が５０％程度といったところもありますので、そういった飯沼委員

からのご心配は私たちも思っているところではあるんですが、全体的に小学校から中学校に行っ

たときに体力的なものについての課題、やっぱり受験勉強であったり、勉強になったりといった

ところもありますので、一つの課題なのかなと思っています。 

 ただ、全体的な母数の取り方を、ピンポイントで低いところと高いところということではなく

て、まんべんなく取っていて平均値ですので、そこは平均的な子ども像というご理解をいただけ

ればいいかなというふうに思います。 

 ただ、中学校の中でも、今年ピンポイントで申し上げると、中学校１年生の子が関東大会の１

００メートル走で３位をとったりだとか、そういったピンポイントではかなり、中学校の中でも
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頑張っている子どもたち、優秀な子どもたちもたくさんいるといったところは励みにしていると

ころです。しかし、総じてそういったご指摘も当てはまる部分もあるのかなというふうに思って

おりますので、引き続き中学校でも、部活の充実等も含めて体力の向上を図っていきたいという

ふうに思っております。 

○辻会長 よろしいでしょうか。 

○牛嶋委員 牛嶋です。 

 特別支援教室について伺いたいんですけれども、全校に設置する準備ということで、その設置

の状況と、それによって、例えば、その支援教室に行く人が増えたとか、あるいは今まで通級と

かで通っていた人がどうなったとか、そこら辺の変化について、ちょっと教えていただけますで

しょうか。 

○辻会長 はい。事務局。 

○久住教育推進部長 牛嶋委員がご指摘された「学びの教室」が、若干ちょっと、どんなものな

のかだけ簡単にご説明いたしますと、今まで特別支援教室ということで、それぞれ小学校でいけ

ば、この近くですと林町小学校に、そういった固定級の状況をつくってきたんです。これからそ

ういう固定級に加えて、通常級の中にも、学力的には問題ないんだけれども、やはり気持ちの問

題であったりということで、少し個別に指導したほうが学力が上がるというような子どもたちも

います。今、小学校は２０校ありますので、２０校全ての中に、大体イメージとしていただける

と、教室半分ぐらい、若しくは一教室を使ってパーテーションで区切って、そこに支援をする教

員が出向いて行って、クラスからその時間、その対象の子どもがそこの部屋に入って職員と１対

１で学習をするというのが「学びの教室」として、今年度から小学校全校に導入をいたしました。 

 それで、中学校については、来年度にプレ実施をして、再来年度から全校に導入しようという

ふうに考えています。 

 「学びの教室」はそういった形で導入していきまして、今、保護者の同意等も含めてやってい

るところです。牛嶋委員からのご質問ですが、かなり、そこに行きたい、そこで学習したい子ど

もについては一学校の中で５人程度、ちょっと前後があるんですけれども、２人ぐらいのところ

から、５人程度から、１０人くらいのところまで幅はありますが、そういったところでは若干増

えているのかなということで、そういった制度の周知が更に進むことによって、そこの中で学ん

でいきたいという子どもたちも増えてくるのかなというふうには思っているところです。 

 ちょっと導入したばかりということもありますので、正確にこのくらいというのが、なかなか

お示しできなくて申し訳ないのですけれども、来年になってくれば実績等もお示しができるのか

なというふうに思ってございます。 

○牛嶋委員 ありがとうございます。 

○辻会長 よろしいでしょうかね。それでは、はい。 

○弘世委員 弘世と申します。 
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 指標の④で、「いずれの関係機関にも関わっていない不登校児童・生徒数の減少」ということ

なんですけれども、これ自体、様々な関係機関との関わりの中で、引き続き細かい支援を継続し

ていただきたいと思うのですが、そのどこにも関わっていない生徒数が減少するということもさ

ることながら、その関わった児童・生徒さんが、どのような学校復帰や社会的自立につながった

かという数値のほうが、より重要なように思われまして、そこを注視したいというふうな感想を

持ちました。 

○辻会長 はい。事務局。 

○久住教育推進部長 ありがとうございます。結果を出していきたいという気持ちも私たちの中

にありますけれども、やっぱりこの不登校の要因になっている過程や子どもの気持ちというのは

非常に様々です。最終的には学校に来てほしいという思いは確かにあるんですが、不登校になっ

ているお子さんに、いきなり学校に来るということを目標に掲げてしまうと、なかなか次のステ

ップが、スモールステップが出ないということもありますので、子どもの気持ちの小さな変化、

過程の小さな変化を大事にしていきたいというふうには思っています。 

 ただ、こういうことを行いましたので、教育センターの中にふれあい学級というのがあります。

ふれあい学級については、昨年よりも倍増するような形で、ふれあい学級への通級、登室という

ことが増えていますので、こういった丁寧な対応をやることで、弘世委員からご指摘いただいた

ような状況が少しずつ出てくるのかなというふうに思っています。引き続きそういった視点で対

応していきたいと思いますし、来年どこかに、言葉の中でそういったことが書き込めるようであ

れば、そういった人数的なものについても記述をしてまいりたいというふうに思います。 

○辻会長 ありがとうございました。 

 この教育の分野も、比較的文京区が得意な分野になっています。力も入れてきて、指標も工夫

されていますし、実施にも工夫をされてきたところで、一定の成果は認められるんじゃないかと

思います。 

 それで、議論の中にもありましたけれども、この実現度評価の背景にはいろんな指標がありま

す。国も今、これを強化して調査しているところですので、背景の指標はいろいろありますので、

興味のある方は是非、担当にもお尋ねになられて、今、どういう状況になっているかというのを

是非把握していただきたいというふうに思います。 

 それで、これもずっと久しく代表指標は何にすればいいかというのを苦労していて、今は学力、

体力に、豊かさと不登校ということで、全体のバランスはよくされていて、正に今、ご質問のあ

った不登校の数え方のところは一応工夫をして、こういう状況になりました。 

 それで、これがいいかどうかは正に、今の質疑応答にあったとおりで、これからでしょうが、

多分この四つの指標の中で最も重要なのが何かというと、主観的に言うと③の豊かな人間性の育

成なんですけれども、これが、この聞き方で本当に分かるのかと言われると、ここのところが一

番本質的ですが、最も評価が難しい指標かもしれませんね。これも、今後どういうアプローチが
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可能なのかというのも含めて、トライしていただけたらというふうに思います。 

 それでは、ちょっと遅れ気味のこともありますので、次に、子育て・教育分野の中の青少年の

健全育成ですね。これも、教育推進部長のほうから説明をお願いします。 

○久住教育推進部長 それでは今、教育についてご議論いただきましたけれども、子どもたちの

状況を放課後という視点で捉えたときに、どのような形になっているのかという視点でご覧いた

だければと思います。 

 青少年の健全育成については、三つの指標を持っています。 

 大きく変えたのが、「①ふれあいや社会参加の充実」についての考え方です。 

 前計画の中では、これまで青少年健全育成会の方だとかＮＰＯ等が実施する事業にお客さんと

して子どもがどのくらい参加したのかということを、数として実績を上げてきました。今、子ど

もたちがお客さんとして参加するだけではなくて、やはり主体的に関わっていく、地域と自分が

主体的に関わっていくということで、企画の段階から青少年、中高生の、小学校も含めて、企画

の段階から一緒に関わっていきながら事業を実施するという子どもたちの割合にしたほうが、よ

り今の時代に合った指標になるだろうということで、単純にお客さんとしての参加から、参画と

いうことで、企画の段階から関わってくれた子どもたちの人数を捉えています。 

 お陰さまで、かなりの子どもたちがそういった企画の段階からの関わりを持って、自分たちで

も事業を運営しながらイベントを行う等がありましたので、こちらについての達成率については

１００％をちょっと超えるだけでしたが、１００を超えることができました。 

 それから、「地域での見守り」ということでは、小学校のＰＴＡのご協力をいただきながら子

ども１１０番ステッカーを実施しています。いざというときに、ここのところだったら駆け込ん

でおいでということで、子どもたちへのメッセージと、それからこの地域についてはこういった

取組を行っているということでの抑止力を狙った取組です。この１１０番の協力の件数について

は、なかなかお店等が閉まったりすることもありまして、達成率については９８．２％でした。 

 それから自立の「きっかけづくり」ということで、湯島の地域、教育センターの中に青少年プ

ラザ、いわゆる「ｂ－ｌａｂ」といった文京区ラボラトリーということで、これは自分たちの秘

密基地というふうに言っていますけれども、青少年プラザの利用者数と利用者の満足度を測ると

いうことです。こちらの施設については児童館等とも違いまして、小学生では利用はなく、中学

生と高校生が利用者になっています。その利用者数と利用者の満足度を入れています。こちらに

ついては、中項目全体の成果・課題の中にも書かせていただきましたが、「自主的に何もしなか

った私が興味あること、できることが色々あることも教えてもらいました」ということで、今ま

で自分が主体的に関わることがなかったんだけれども、ここに行くことによって、自分の中で気

持ちが切り替わったというようなアンケートもいただいているところです。 

 そういう意味では、これからの青少年の健全育成については、冒頭申し上げましたように、お

客さんとして単純に参加するだけではなくて、積極的に、自ら地域に関わりながら、自分が活動
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主体になっていく子どもたちを文京区の中でも青少年健全育成の大きな柱としていきたいという

ふうに思っております。そういう意味では、今後の方向性をその視点でまとめております。 

 引き続き、子どもたちが企画の段階から参加する機会を提供することで、地域とのふれあいや

社会参加の充実を図っていきたいというふうに思っています。そのために、ｂ－ｌａｂを含めて

小学校のＰＴＡの皆さんとも活動を協力しながら取組を実施していきたいというふうに考えてお

ります。 

 ご説明については、以上でございます。 

○辻会長 それでは皆様のほうから、ご意見、ご質問をお願いします。いかがでしょうか。 

 これも、施策全体の効果はなかなか測りづらいもので、自分の子どもの健全育成もなかなか図

れないところを、区民全体の青少年の健全育成ですから、いろいろ指標は難しいところですが、

それでも今、説明がありましたとおり、区としては工夫をされて、測れるところだけでも正確に

測ろうということであって、努力等を含めてご説明いただきました。いかがでしょうか。 

○牛嶋委員 牛嶋です。度々失礼します。 

 この「地域での見守り」の子ども１１０番ステッカーなんですけれども、この間地域安全マッ

プというのを学校で作るというので、一緒に保護者として参加させていただいたんですが、今、

だんだんうちの地域でも大きい家とかがそもそも減ってきて、小さい家がいくつも建つという状

況で、しかも、そこに住む人は大体働いていて、日中はいない人が多いみたいな感じになってい

ると思います。単に呼び掛けるという感じで、あまり増えていくというのが、少なくともＰＴＡ

だけだとなかなか見込めないのかなというふうに思うんですけれども、今後何かそういうふうに、

なかなかＰＴＡで増加するというのが見込めない中、今後どうやっていくのかというのを考えて

いかないといけないのかなと思うんです。何か取組とかあれば教えていただきたいんですけれど

も。 

○辻会長 はい。事務局。 

○久住教育推進部長 こちらの事業は、実はＰＴＡのほうからの要望で始まった事業なんですね。

事務局は児童青少年課が関わっていて、各単位ＰＴＡにお願いをして、それぞれの学区域の中で

貼ってあるところに継続をしていただけるのかどうかということで、毎年ＰＴＡの皆さんと協力

をして取り組んでいるところです。 

 牛嶋委員がご指摘されたように、小さなおうちが再開発で無くなったり、特にマンションにな

ったりすることによって、マンションの５階に貼ってあってどうなのというのは、この間ＰＴＡ

の懇談会で出ました。それは気持ちの問題で、マンション内だったらいいんだけれども、という

ところでは、本来であれば地域ということなので、１階の部分のどこかに貼っていただくという

のが理想ではあるんですが、なかなかこの商店も閉まってしまったりだとかという状況の中で、

ここの部分についての拡充というのはなかなか難しい部分だなというのは、私たちも思っている

ところです。 
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 ただ一方で、ここの問題だけではなくて、学校という視点から考えると、例えば、地域で犬の

散歩をしながら、ゼッケンをつけてパトロールを登下校のときにしてください、若しくは登下校

のときに自分の家の周りの水やりをやることによって、地域の人たちが登下校のときに子どもた

ちを見るような活動をしてくださいであったり、あとは、スクールガードの取組なんかも行って

います。そういった意味で、子どもたちの安全・安心を向上させるということでは、このステッ

カーだけではなくて、今言った具体的に大人が動くということ、声を掛けることによっての安全

・安心を高めていけたらいいのかなというふうに思っています。 

 牛嶋委員からのご指摘について、私たちも共通の思いでいますので、課題として考えていきた

いというふうに思っております。 

 ありがとうございます。 

○辻会長 どなたか。はい。どうぞ。 

○加藤委員 加藤です。 

 ちょっと教えていただきたいんですけれども、４番のところで、「政策・施策に影響を及ぼす

環境変化」として、スマートフォンの利用の低年齢化及びＳＮＳを通じたコミュニケーションの

常態化とあるんですが、これに対して何か対応をしていくみたいな方針はあるんでしょうか。 

 というのが、前の、一番最初の子育て支援の③保育のところで、区立保育園のアンケートに関

して、親に対してはウェブのアンケートが回ってきて、すごくやりやすかったんですね。それで、

回答率も上がるとか集計もしやすくなるみたいな話があったので、逆にそういったことはどんど

ん使っていけばいいなと思って伺っていたんです。また、子どもに対して、地域とのふれあいに

関しては、実際に顔と顔を合わせて挨拶をするというのも大事だと思いますし、逆にスマートフ

ォンとかＳＮＳを使ってという潮流があれば、そこに区だったり地域の方が入り込んで、ツール

はウェブだったりＳＮＳだったりしますが、それを介して地域の方とのふれあいのやり方もある

のかなと思ったので、何かそういったところの施策だったり考えがあれば、教えていただければ

と思います。 

○辻会長 事務局。 

○久住教育推進部長 確かにＳＮＳ等とスマートフォンがこれだけ拡充していく中で、そういっ

たものが有効活用できればいいなという思いはあるんですが、多少、発達段階の中で小学校、中

学校、高校ぐらいになると、そういった部分ではかなり有効になるのかなというので、実はｂ－

ｌａｂなどについては、スタッフとＬＩＮＥの交換を、限定的な条件を付けて行うこともしてい

ます。 

 ただ、逆に小中学校の段階だと、今、小学校・中学校などで、ＳＮＳ東京ルール、若しくはＳ

ＮＳを使うことの学校ルールというのを徹底して、ＳＮＳの状況、いじめであったり、何とか詐

欺であったりというところにひっかからないようにというようなことのほうが、小中学校の教育

の中では重きを置かざるを得ないのかなといったところです。そういうことを体験した上で使い
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こなすということになってくると、もうちょっと上の世代であると有効に活用ができるのかなと

いうふうに思っています。そこは一つ、時代の流れの中で、どういうふうに有効活用していった

らいいのかというのは課題になるのかなと思います。 

 若干こことはずれるんですけれども、今、ＮＰＯと連携をして、地域のお知らせを限定的に配

信するような取組を文京区では進めています。ですから、お祭りがあるよというようなこと、若

しくはこういったイベントがあるよということを、保護者の方にＳＮＳを通じて、加藤委員から

ご指摘があったようにお知らせをしていく。それで、子どもたちが参加をして、地域の広がりの

中で体験を広げていくということは十分考えていかなければいけないかなと思います。そういっ

た使い方ができたらいいなというふうには思っております。 

○辻会長 はい。いかがでしょうか。 

○岡田委員 ②の「地域での見守り」は先ほど説明があったんですけれども、この子ども１１０

番ステッカーのところに駆け込む子どもは、去年だったら何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。 

○辻会長 はい。事務局。 

○久住教育推進部長 昨年はいませんでした。この取組を進めて、具体的には２件程度だったと

思います。かなり抑止力のほうが高いかなというのは実感です。 

○岡田委員 本当に、そういうところに駆け込む方が一杯いるんだったら、本当に考えなくちゃ

いけないけれども、今、そういう抑止力ということで考えたら、先ほどの散歩とか水まきのほう

が効果はあるんじゃないかなとは感じました。余り利用がないんだったら抑止力ということのほ

うを重視すればいいわけですね。分かりました。ありがとうございます。 

○辻会長 ありがとうございました。 

 この青少年の健全育成も、本当に評価が難しい。施策も難しいですけれども、評価も難しい領

域ですが、一応今回の指標を見ますと、②の「地域での見守り」が、いろいろ難しい課題も抱え

ているということが分かると同時に、４の環境変化のところは皆さんからのご指摘があったよう

に、ＳＮＳの指摘もあって、今後どういう方向に向かっていかなきゃ駄目なのかという問題提起

をうまくされていて、問題はこれを生かす施策をどうやっていくかというのは引き続き考えてい

ただきたいと思うんですね。 

 ちなみに、アンケートを見て、女子高校生が１日スマートフォンに接している時間が２時間と

か３時間じゃないんですよ。５時間とか６時間。他に何をやってるんだというぐらい膨大な時間

を費やしているんですよね。男子学生も大体１時間減ぐらいの数字が出ていて、膨大な時間をこ

れに費やしているんですよね。だから、これを今後考えていくときにどうしていけばいいかとい

うのは、正に区だけに押し付ける問題じゃなくて、私たちもいろいろ考えなきゃ駄目なんですけ

れども、下手なことを言うと子どもからまた反論も来ますしね。本当に難しいところだと思いま

す。 

 それでは、以上とさせていただきまして、続きまして平成２９年度の「まち・ひと・しごと創
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生総合戦略」の進行管理のほうですね。こちらのほうに入ります。 

 まず、この総合戦略評価案の概要について、事務局のほうから説明をお願いします。 

○加藤企画課長 それでは、席上にあるこちらの「まち・ひと・しごと創生総合戦略」という茶

色の薄い冊子がありますけれども、こちらをご覧ください。茶色い「まち・ひと・しごと創生総

合戦略」という冊子になります。よろしいでしょうか。 

 少子高齢化や人口減少、そういった中で、将来にわたって活力ある社会を維持していくという

ことを目的として、国では総合戦略というものを作っております。 

 文京区でも人口の現状と将来推計を分析しまして、こちらの総合戦略を作りました。こちらに

ついては、表紙にありますように２８年３月に策定しております。 

 こちらの計画は５年間の計画という形で、まち・ひと・しごとに関する計画が様々入っており

ますので、その５年間の計画についての進行管理ということになります。 

 具体的には、９ページのところをご覧ください。こちらも先ほどと同様に、ＰＤＣＡという形

で計画がございますけれども、実行後の点検・評価をこちらの区民協議会で、意見という形でお

願いしたいと思っております。 

 計画の作りですが、１２ページをお開きください。具体的なところですと、基本目標というこ

とで、こちらも子育て支援という項目を挙げております。その中で、下の数値目標にありますよ

うに、こちらも指標を設けて、それに対する具体的な目標値、作ったときから５年後の平成３１

年の時点での目標値、それに対して作ったときの現状値、例えば、出生数に占める第二子以上の

割合、これを３９．４％から４４．４％まで引き上げるという中で、毎年毎年この数値の管理を

しながら、この目標値に届くように進めていくという形になります。 

 こちらについては様々な分野が入っておりますので、こちらも何回かに分けてご説明をした上

で、ご意見をいただきたいと思っております。具体的には、資料第３号をご覧ください。平成２

９年度「まち・ひと・しごと創生総合戦略」進行管理等の実施状況について、になります。 

 こちらは、所管部のほうで評価をしております。記載の期間に評価を行い、その内容が１枚開

いていただきまして、次の２９年度の戦略評価表、こちらも昨年度２８年度の実績になっており

ます。こちらの説明を各所管のほうからさせていただいて、その後、ご意見をいただきたいと思

っております。 

説明については以上です。 

○辻会長 今の進め方について、何か質問ありますか。よろしいですね。 

 それでは検討に入ります。子育て支援に関しまして、三つの具体的施策を掲げています。この

うち、ぶんきょうハッピーベイビープロジェクトと、文京区版ネウボラ事業については、保健衛

生部長から、それから、私立認可保育所の開設を中心とした待機児童対策につきましては、幼児

保育課長から続けて説明していただきまして、その後に、まとめて質疑応答を行いたいと思いま

す。 
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 それでは、保健衛生部長から説明をお願いします。 

○石原保健衛生部長 保健衛生部長でございます。よろしくお願いします。 

 それでは、平成２９年度戦略評価表、Ａ４の横長の資料をご覧ください。 

 １、子育て支援ということで、まず数値目標でございますけれども、これにつきましては出生

数に占める第二子以上の割合ということで、２６年度が３９．４％でございましたので、５年間

に１ポイントずつ増やしたいというふうに目標を定めまして、現在２８年度の実績として４３．

１％に至っているというところでございます。 

 また、その下の項目、妊娠時に保健師等と面接する妊婦の割合でございますが、これは先ほど

基本構想実現度評価表の子育て支援の項目にありました妊婦全数面接と同じものでございます。

２７年度が７６．４％でございましたけれども、２８年度以降、３１年度まで８０％を目指すと

いうことで、面接に取り組んでいるところでございますが、２８年度の実績が７９．９％という

ことで、先ほどお示しした数字と同じものでございます。 

 その下、具体的な施策といたしまして、ぶんきょうハッピーベイビープロジェクトがございま

す。これは、子どもを望む全ての人が安心して子どもを産み、育てられるように、必要な情報提

供を妊娠・出産に関して行っていくというものでございますけれども、具体的な事業ということ

で三つ挙げさせていただいています。 

 一つ目、ぶんきょうハッピーベイビー応援団会議で、提案されたアイディアについての実施件

数ということでございます。こちらの指標ＫＰＩは累計値ということになってございまして、も

ともと２６年度の実績が３でございましたので、その実績にプラスして年間２件ずつ新たなアイ

ディアを付け加えて１３件としたいということで取り組んできておりますが、２８年度の実績と

しましては、４件のアイディアを出していただくことができました。アイディアを出していただ

いて、それを実施することができたというものでございます。 

 それから、２番目でございますけれども、これは、この妊娠・出産に関する正しい知識の提供

を行うための啓発冊子の配布数でございます。これも２６年度の実績にプラスして、毎年度４，

０００冊程度配布していくということで、３１年度の目標２万５，０００冊ということでござい

ましたが、現在２６年度にスタートした事業で、四つの冊子を印刷して、それぞれ配布している

というところでございまして、２８年度は７，９００冊を印刷し、配布することができましたの

で、２８年度の累計値としては、１万９，２００冊というふうになっているものでございます。 

 それから３番目、ハッピーベイビー健康相談です。この相談件数でございますけれども、これ

も２６年度実績に、毎年２５件で５年間。３１年度、１４１件を目標といたしておりましたが、

２８年度は、これはちょっと残念ながら３件ということでございましたので、２８年度の累計値

が７３件となっているものでございます。 

 １枚めくっていただきまして、②文京区版ネウボラ事業でございます。 

 これは、妊娠から出産、子育てにわたる切れ目ない支援を行うということで、２７年度にスタ



27 

ートした事業でございます。具体的な事業ということで、三つ挙げさせていただいておりますけ

れども、１番目、ネウボラ相談、これは相談件数を、２７年度にスタートいたしましたので２８

年度の実績は、あくまでもこれは年度途中でしたので、推計値でございましたが、その８割を毎

年累積していくということで、３１年度の２万２，５００件という目標を立てさせていただきま

した。２８年度の実績としては、５，１８４件でございましたので、前年度２７年度の、４，９

５２件にプラスして、２８年度の累計値は、１万１３６件になっているものでございます。 

 それから、２番目、宿泊型ショートステイ事業ということで、これは利用日数を示したもので

ございます。３１年度の目標値の立て方は、先ほど示したネウボラ相談と同じように毎年累積す

ると仮定しまして、１，７００件というふうにいたしておりますけれども、２８年度の実績が４

３３日ということでございまして、前年度の２７年度、２５３件とプラスして、６８６件になっ

ているものでございます。 

 それから最後に、サタデーパパママタイムです。これは、子育て中のお母さん方がふれあいを

持つ、そういう機会の場を提供しているというものでございますが、これは定員の８割を毎年５

年間累計していくということで、３１年度の目標は１，０００件でございますけれども、２８年

度の実績が１６５件で、前年１６９件と合わせまして、２８年度の累計３３４件というふうにな

ってるものでございます。 

 私のほうからの説明は、以上でございます。 

○大川幼児保育課長 続きまして、３番目の私立認可保育所の開設を中心とした待機児童対策で

すけれども、こちらは待機児童を５年以内に解消すると。ゼロにするという形での、待機児童対

策として、本区としては先ほど実現度評価のところで説明しましたが、私立認可保育所の整備と

いうところを中心に進めているということで、３１年度までに４２施設を整備しようという形で

目標を立てております。２８年度までの実績としては、３５施設まで整備をしたというところで

ございます。 

 また、これにつきましては、既に、ここの目標値についてはほぼ達成をするという状況になっ

ておりますが、先ほど申しましたように、それにもかかわらず、待機児童数が逆に増えていると

いうところで、もう既に、ここの目標値についてはかなりの上方修正をして、更なる整備を進め

ていこうということに取り組んでいるという状況でございます。 

 以上になります。 

○辻会長 それでは、ただいまの事務局の説明につきまして、皆様のほうからご意見、ご質問を

お願いします。いかがでしょうか。 

○枇杷阪委員 枇杷阪でございます。 

 まず、妊娠時に保健師等と面接する妊婦の割合が、初年度５６％から７６．４％に、この年度

で２０％アップしているので、この２０％アップというのはかなりのアップ率だと思うんですが、

そちらの要因を聞きたいということが一つです。 
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 それから、私も書類上だけで内容をちょっとあまり把握していないので申し訳ないんですけれ

ども、ハッピーベイビープロジェクトのハッピーベイビー健康相談と、ネウボラ事業のネウボラ

相談との違いとですね、２８年度が３件しかなかったのは、ネウボラ事業のネウボラ相談ができ

たからなのかなと、ちょっと漠然と思ったところなんですが、そちらを２点質問させていただき

たいと思います。 

○石原保健衛生部長 まず、妊婦全数面接につきまして、２６年度から２７年度に対して２０％

程度アップした理由でございますけれども、いわゆる文京区版ネウボラ事業というのをスタート

したのが２７年度でございまして、保健師が面接するわけでございますが、いわゆる出産支援の

コーディネーターというような位置付けをしまして、より面接に力を入れたというところもござ

います。 

 それから、さらに東京都の補助事業を活用いたしまして、面接に来ていただけた方に対して育

児パッケージという製品をプレゼントするような、そういった事業を始めることもできまして、

それによって、やはり２７年度はかなりアップしたのかなというふうに考えているところでござ

います。 

 それから、いわゆるハッピーベイビー健康相談とネウボラ相談との違いということになるかと

思いますけれども、ハッピーベイビープロジェクトというのは、妊娠を望む、子どもを望む方が

安心して生み育てられるような必要な正確な情報を提供するということが目的でございますので、

相談内容としては妊娠に向けた生活習慣ですとか、体づくり、健康づくり、あるいは不妊治療、

検査についてというようなテーマで、直接的に、ご相談の窓口にいらしたときにカウントをさせ

ていただいているということがございまして、一方ネウボラ相談というのは、いわゆる母子保健

全般の相談ということになりますので、実績から見ますと圧倒的にネウボラ相談のほうが多いと

いうような状況になります。 

 このハッピーベイビープロジェクトというものも２６年度にスタートした事業でございますが、

２６年度と２７年度はこの窓口を設置している保健サービスセンター、このシビックセンターの

８階でございますけれども、そこに直接いらした相談というのも比較的数が多かったというよう

なことがございました。あわせて区の大学との連携の中で、大学が実施するイベントに参加して

少し相談にも乗らせていただいたという機会がありましたので、比較的、２６年度、２７年度は、

一定数があったわけでございますが、２８年度はちょっとそれができませんでしたので、数が少

し落ちてしまったのかなというふうに考えているところでございます。 

○辻会長 その他、いかがでしょうか。 

○牛嶋委員 認可保育園父母の会連絡会の牛嶋です。 

 私立認可保育所の開設なんですけれども、これ自体、子ども・子育て会議のほうでは人口推計

に応じて毎年見直すということになっていたはずで、なのでちょっとこっちだけ数字が固定しち

ゃってるのは整合性がとれていないのかなというふうに感じます。そこは、子ども・子育て会議



29 

のアップデートする数字を使ったほうがいいのではないでしょうかというところです。とりあえ

ず、それで。 

○辻会長 事務局、いかがですか。 

○加藤企画課長 私のほうからお答えさせていただきたいと思います。 

 こちらの計画ですけれども、区として人口推計を行った上で、その当時の人口推計をもとに計

画を作っております。牛嶋委員が言われたように、数字については毎年動いておりますので、そ

この数字については、それに合わせる必要があるかなとは思っておりますが、この計画全体の中

で指標をいくつか挙げており、その指標についての達成度ということで計画全体の進捗を管理し

ておりますので、今回は４２園という形になっております。 

 ただ、実効性という意味では確かに毎年変えていく必要があるという考えもありますので、他

の数字もそうですが、達成率が近くなってきたときにどう扱うかということについては、今後の

課題というふうに思っております。 

○辻会長 ＫＰＩのほうは、いい意味でも悪い意味でも基本は固定ですね。だけれども、対応は

今、子ども・子育て会議のように、毎年更新していかなきゃ駄目なので、ＫＰＩを変えるときは

結構いろいろやらなきゃ駄目ですね。あと、いかがでしょうか。 

○加藤委員 ２点、コメントさせていただきたいと思います。 

 １点目はＫＰＩについてなんですけれども、ＫＰＩなので何件達成するという目標であるとい

うのは理解しているんですが、ただ相談件数とかに関しては、相談しやすくなるので件数が増え

るというところは納得できるんですけれども、こここそ満足度を知りたいと思いましたというの

が１点です。 

 もう一つが、３番の私立認可保育所の開設を中心とした待機児童対策に関してになるんですが、

直近はその件数を増やしていって待機児童数を抑えるために受皿としてつくっていくという方針

はいいと思うんです。ただ、ずっとこれを続けていくと箱物がどんどんできていってみたいな話

なので、ずっと続けるというよりかは途中で政策自体を、箱物をつくるというのではなくて、例

えば、受入れを、ゼロ歳児ではなくて、１歳からとか３歳からにするですとか、受入れ方、待機

児童の対応の仕方として対策を考えられると有り難いなと思いました。 

以上です。 

○辻会長 はい。事務局。 

○大川幼児保育課長 しばらくは、やはり先ほどの人口推計ということで、年少人口がかなり増

えていくということから、この待機児童数が増えていくということでは喫緊の課題ですので、ま

ずは当面この方向性にはなるのかなと思います。 

 ただ、今後の将来に当たっては、どこかで転換点は来るかなというところもありますので、そ

ういったところについては、今後もそのニーズ量、又は確保策というところで、ある程度そうい

ったところも考えながらやっていく必要があるのかなというふうに思っています。 
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○辻会長 そうですね。どうぞよろしくお願いします。 

○下田委員 ちょっと教えていただきたいんですけれど、②の文京区版ネウボラ事業の中の２番

の宿泊型ショートステイ事業というのは、誰を対象にして、どういうところでやっているのかを、

これは私は知らなかったので教えてもらいたいと思います。 

○石原保健衛生部長 宿泊型ショートステイについてでございますけれども、これは出産した後、

自宅に帰っても手伝ってくれる人がいなくて不安ですとか、お産と育児の疲れから体調がよくな

いなどの、育児等の支援の必要な人に対して行っている事業でございまして、文京区では利用期

間ということで６泊７日を上限にしまして、助産院に宿泊できるというような形で、体制を整え

ているものでございます。 

 ただ、希望があれば誰でも入れるというものではなくて、必ず保健師のほうで一定の面接、評

価をさせていただいて、助産院のほうに行っていただくというような形で進めている事業でござ

います。 

○辻会長 その他、いかがでしょうか。よろしいですかね。 

それでは、以上とさせていただきます。それでは、その他について事務局いかがですか。 

○加藤企画課長 熱心なご意見、ご議論ありがとうございました。 

 次回の区民協議会の開催について、ご連絡したいと思います。第２回につきましては、今週の

金曜日、明後日、１０月２０日になります。こちらは検討事項が今日よりもう少し多いというこ

とで、終了時間については若干、今日より長くなる予定でございます。 

 また、第３回は来週の火曜日、１０月２４日になります。開始時間につきましては、いずれも

午後６時半から、本日同様６時半からになります。場所についても、本日と同様の第一委員会室

になります。 

 また、本日使用した資料ですけれども、第２回、第３回、同じものを使いますので、冊子につ

いては置いていっていただいて結構ですが、個別の資料、事前に郵送した資料と本日席上に置い

た資料ですが、それについても、お持ち帰りが難しいようであれば、資料にお名前を書いていた

だければ、また次回のときに、お席のほうにそれを置かせていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

 以上になります。 

○辻会長 本日、私も久しぶりの協議会だったんですけれども、以前に比べると事務局の説明も

充実していて、前は結構、棒読みみたいなのもあったんですが、今日は割とたくさんの内容をう

まくかみ砕いてご説明いただきまして、それに対して委員の皆様からの質問も、割と本質的なと

ころをつく質問が多くて、非常に私は充実した時間を過ごさせていただいたというふうに思って

おります。 

 今、説明がありましたとおり、次回はですね、今日も若干長めだったんですけれども、そんな

に私は、無駄に長かったとは思いません。次回も項目数が多いので、今日ほどボリュームの多い
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事業は少ないので、１項目当たりは少し早目には消化できると思いますが、項目が多いので、あ

る程度延長させていただきたいというふうに考えていますので、どうかご協力のほど、よろしく

お願いいたします。 

 以上で、第１回の会議を終了させていただきます。本日はありがとうございました。 


