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《会議要点記録》 

名 称 平成 29 年度第 2 回 文京区子ども・子育て会議 

日 時 平成 29 年 10 月 3 日（火）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)保育施設の開設について 

 ・認可保育所４施設及び小規模保育所１施設の開設について 

・第一中学校校庭敷地内における私立認可保育所の整備について 

(3)保育料のあり方の検討について 

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】 認可保育所４施設及び小規模保育所１施設の開設について 

【資料第４号】 第一中学校校庭敷地内における私立認可保育所の整備について 

【資料第５号】 保育料のあり方の検討について 

【参考資料１】 文京区子ども・子育て会議委員 名簿 

【参考資料２】 出生数及び合計特殊出生率の推移について 

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、 

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、三井 望 委員、 

木林 愛 委員、山田 真夕子 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、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）＞  

川合 正 委員、鷲田 香 委員、小山 敬二郎 委員 

＜事務局（名簿順）＞  

中島 障害福祉課長 

傍聴者 １１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＞ 

区立幼稚園の預かり保育のニーズ量の算定について 

木林委員より、区立幼稚園の預かり保育のニーズ量に対する確保策は足りているかとの質問があり、

子育て支援課長より、希望園とのミスマッチは加味されていないが、ニーズ量と定員を比較すると足り

る見通しである旨の説明を行った。 

ファミリー・サポート・センター、一時保育、病児保育のニーズ量の算定について 

高浜委員より、需要の予測が難しい事業について、どの程度のお断りが生じているか把握しているか

との質問があり、子育て支援課長より、病児保育については保育園が増えていることもあり、ニーズ量

の算定に当たり、直近のお断り件数を反映させて算定したとの説明を行った。 

さらに高浜委員より、病児保育は「確保方策－ニーズ量」がマイナスになっているが、このマイナス

を解消するために今後増やしていくのかとの質問があり、子育て支援課長より、実施事業者や協力機関

が得られるよう設置に向けて努力する旨の説明を行った。 

病児保育について 

小林委員より、ベビーシッターの病児保育利用料を補助する事業は計画に含まれているかとの質問が

あり、鈴木課長より、計画には施設型病児保育のみを含め、訪問型病児保育は計画に含めていない旨の

説明を行った。 

さらに小林委員より、ベビーシッターの利用料補助は上限があるかとの質問があり、子育て支援課長

より、年間４万円の上限額を定めている旨の説明を行った。 

また子ども家庭部長より、２か所の施設型病児保育の補完として訪問型病児保育補助を行っている

が、ベビーシッターに抵抗感がある方のためにも、施設型病児保育の整備は今後の検討課題である旨の

説明を行った。 

育成室のニーズ量について 

三井委員より、育成室の整備数を 8 室から 10 室へ変更したが、依然ニーズ量が吸収できていないこ

とについての質問があり、児童青少年課長より、計画上の数値は定数 40 人にて算定しているが、実際

には定員増を行うこともあり、さらに放課後全児童向け事業や都型学童保育事業等も拡充している旨の

説明を行った。 

さらに三井委員より、30 年度の入室申請の段階で想定以上のニーズが顕在化した場合は、27 年度の

本郷第三育成室の緊急的な整備のような措置を実施するかとの質問があり、児童青少年課長より、現時

点では想定していないこと、さらに今年度開設の３つの育成室は計画では定員 30 人にて算定している

が、実際には 44人までの受入れが可能である旨の説明を行った。 
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私立認可保育園と小規模保育施設の計画について 

小林委員より、今後３年間で私立認可園を 19 園、小規模保育施設を 28 施設整備する計画となってい

るが、これまでよりさらにスピードを速めるための方策はあるかとの質問があり、子ども施設担当課長

より、文京区独自の補助制度、民有地のマッチング及び公有地の活用を推進する旨の説明を行った。 

さらに小林委員より、保育士の確保に対する補助金についての質問があり、子ども施設担当課長より、

国・都で実施する保育士の処遇改善とキャリアアップに対する補助金制度や保育の宿舎借り上げ事業を

区としても活用していく旨の説明を行った。 

幼稚園での預かり保育について 

 木林委員より、幼稚園での預かり保育に関連して働く保護者が増えているため、幼稚園ＰＴＡの改革

も必要ではないかとの意見があり、学務課長より、基本的には園の運営は各園長又は幼稚園園長会のも

とで行うものだが、教育委員会としても課題の把握は行う旨の回答を行った。 

事業所内保育事業について 

 中村委員より、事業所内保育事業は数値の変動がないが、どのような企業が行っているのかとの質問

があり、子ども施設担当課長より、例として病院や大学の中で看護師や研究者の児童を預かるもので、

27 年度実績を計画値としている旨の説明を行った。 

 さらに小林委員より、計画値は施設の定員又は区民利用枠のいずれかとの質問があり、子ども施設担

当課長より、区民利用枠である旨の説明を行った。 

 

（２）保育施設の開設について    【資料第３号】【資料第４号】 

資料説明  事務局より、資料第 3号、第 4号に基づき、保育施設の開設について説明を行った。 

 

 ＜委員意見・質疑応答＞ 

第一中学校校庭敷地内における私立認可保育所の整備について 

木林委員より、第一中学校校庭敷地内に整備することに対して、中学校ＰＴＡからの意見等、課題は

なかったかとの質問があり、子ども施設担当課長より、学校運営協議会へ協議したところ、相互に交流

を深め合う施設になると良いとの賛成が得られた旨の説明を行った。 

0歳児保育について 

佐々木委員より、0歳児保育は 1歳児枠がないために預ける方が多いことや新設園での低月齢児の預

かりはリスクが高いとの意見があり、幼児保育課長より、1歳児枠に入るために復職する方が存在する

ことに対する課題認識と、区立保育園の園長等の経験者が私立保育園へ巡回し、指導・助言することで

質の確保を図っている旨の説明を行った。 

保育所整備及び家庭的保育事業の推進方策について 

 高浜委員より、3歳以上枠の 0、1、2歳枠への再配分及び保育ママを増やすための方策についての質

問があり、子ども施設担当課長より、0、1、2 歳の小規模保育施設の整備を進めているが、保護者要望

の高い 0歳から 5歳までの認可保育園の整備も進めていること及び保育ママを区ホームページで随時募

集を行っている旨の説明を行った。 

高齢者施設での保育園併設及び空き家の活用について 

右近委員より、高齢者施設へ保育園を併設しないのかとの質問があり、子ども施設担当課長より、現

時点で検討中の計画もあるため、実現後報告する旨の説明を行った。 
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 さらに右近委員より、空き家を活用することができないかとの質問があり、子ども施設担当課長より、

耐震基準及び二方向避難の確保という条件を満たせずに活用に至らなかったケースがある旨の説明を

行った。 

 

（３）保育料のあり方の検討について       【資料第５号】 

資料説明  事務局より、資料第 5号に基づき、保育料のあり方の検討について説明を行った。 

 

 ＜委員意見・質疑応答＞ 

お茶の水女子大学認定こども園の保育料について 

木林委員より、お茶の水女子大学認定こども園の 1号認定者の保育料が区立幼稚園保育料と同額にな

る理由についての質問があり、幼児保育課長より、幼稚園保育料は受益者負担の考え方により運営経費

の 25%を保育料として算出するが、同園は開園したばかりであるため既存の幼稚園保育料と同額にして

いるとの説明を行った。 

また、幼児保育課長より、同じ施設、同じ保育時間で 1 号認定と 2 号認定の保育料に差が生じている

ことに対して課題認識している旨の説明を行った。 

幼稚園保育料と保育園保育料の比較ついて 

 小林委員より、幼稚園保育料と保育園保育料の比較表があると階層ごとの保育料の議論がしやすいと

の意見があり、幼児保育課長より、課題整理の中で提示するとともに、現在は幼稚園保育料、預かり保

育料及び給食費の合計額と保育園保育料を比較した際に不均衡が生じている旨の説明を行った。 

減免制度について 

高浜委員より、幼稚園、保育園、育成室の減免基準が共通だと分かりやすいとの意見があり、学務課

長より、保育料の体系的な見直しの中で併せて議論したい旨の説明を行った。 

さらに、高浜委員より、同一世帯で小学校 3年生以下の兄・姉がいる場合のみが減免措置の対象とな

る理由についての質問があり、学務課長より、負担が大きい低学年を対象としている旨の説明を行った。 

階層区分の分布について 

青木会長より、階層区分の分布についての質問があり、幼児保育課長より、第 18 階層、21階層、22

階層、11 階層、10 階層の分布が多く、次回、分布図を提示する旨の説明を行った。 

さらに、高浜委員より、階層ごとの年収についての質問があり、幼児保育課長より、目安として、   

D0～D4階層は世帯所得が 300～400万円、5～9階層は 400～700 万円、10～13階層は 700～1,000万円、

14～19階層は 1,000～1,500 万円、20～22階層は 1,500～2,000 万円、23階層以降は 2,000万円超とな

る旨の説明を行った。 

障害者に対する減免について 

 髙山委員より、減免制度について障害の有無は考慮されているかとの質問があり、学務課長より、考

慮はされていない旨の説明を行った。 

保育料のあり方の検討の方向性について 

小林委員より、減免制度、補助制度については、幼稚園と保育園を一律にするという方向性で議論す

るのかとの質問があり、幼児保育課長より、公定価格の示し方も保育園と幼稚園では異なり、今後の課

題整理の中で検討したい旨の説明を行った。 

さらに、小林委員より、今後の検討に当たり他区の情報を示していただきたい旨の意見があった。 
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育成室の保育料について 

三井委員より、育成室の保育料は、公定価格がない中、大きな変化が生じないようにしていただきた

いとの意見があり、児童青少年課長より、会議の中で議論していきたい旨の説明を行った。 

 

４ その他 

 ＜その他＞ 

今後の日程について 

事務局より、次回会議は、平成 30年 1 月下旬の開催を予定している旨の説明を行った。 

 

５ 閉会 


