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《会議要点記録》 

名 称 平成 2７年度第１回 文京区子ども・子育て会議 

日 時 平成 27 年 6 月 29 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 

 【資料第 1号】文京区子ども・子育て会議委員 名簿 

６ 議題 

(1)平成 27年度の審議事項及び開催予定について 

 【資料第 2号】平成 27年度 子ども・子育て会議の開催予定について 

(2)子育て支援計画の進行管理について 

 【資料第 3号】人口推計及びニーズ量の再算定結果について 

【資料第 4号】待機児童数について（保育園・育成室） 

(3) 受益者負担の適正化について 

【資料第 5号】受益者負担の適正化について 

【資料第 5-2号】育成室保育料及び幼稚園保育料について 

【委員意見提出資料】育成室保育料の値上げに関するアンケート集計結果 

７ その他 

  今後の予定について 

８ 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、 

佐藤 良文 委員、菅原 良次 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、谷口 奈緒 委員、楠田 喜彦 委員、川上 正子 委員、 

小山 敬二郎 委員 

＜事務局（名簿順）＞ 

林 男女協働子育て支援部長、石嶋 総務課長事、椎名 子育て支援課長、 

工藤 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、 

久保 保健サービスセンター所長、竹田 学務課長、中島 教育改革担当課長、 

植村 教育指導課長、宇民 教育センター所長、大川 財政課長、須藤 障害福祉課長、 

久住 教育推進部長 

欠席者 

＜委員（名簿順）＞  

佐藤 朋香 委員、白井 圭子 委員 

＜事務局（名簿順）＞  

なし 

傍聴者 １７名 
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１ 開会 

  

２ 委員の委嘱 

  成澤区長より、新たに委員となった、谷口 奈緒 委員、川上 正子 委員、小山 敬二郎 委員に委員の委

嘱を行った。 

 

３ 会長挨拶 

  青木会長より、挨拶を行った。 

 

４ 部長挨拶 

  林部長より、挨拶を行った。 

 

５ 委員・幹事紹介 

  各委員及び幹事の自己紹介を行った。 

 

６ 議題 

（１）平成 27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 27 年度の審議事項及び開催予定について説明

を行った。 

 

 

（２）子育て支援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号及び資料第 4号に基づき、子育て支援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＞ 

幼稚園の確保の方策について 

宮本委員より、ニーズ量の再算定の結果、幼稚園のニーズに大きな数字が出ているが、このニーズに

対してどのような確保の方策で対応するのかとの質問があり、竹田課長より、幼稚園ニーズの確保の方

策としては、認定こども園での受け入れと区立幼稚園における３歳児定員の拡充による対応を検討して

いる旨の説明を行った。 

 

 

次回の計画改定に向けた地域偏在の対応について 

楠田委員より、文京区は、区内全域を１区域として計画を策定したが、実際は地域の偏りが発生する

ことは避けられないため、今回の本郷第三育成室のような事例を踏まえ、地域偏在に対応できる事業量

が算定できるよう、次回の計画改定に向けた準備を進めてほしいとの意見があった。 
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育成室の整備計画について 

楠田委員より、緊急に設置することとなった本郷第三育成室については、27 年度の整備計画数には

含めず、事業量の上乗せとして扱ってほしいとの意見があり、工藤課長より、本郷第三育成室は緊急の

待機児童対策として定員 20 名で設置を行い、将来的には概ね 40 名の通常の定員へ整備していくもので

あり、事業量の上乗せについては、ニーズ量の変化や地域偏在の状況を確認しながら検討していく旨の

説明を行った。 

 

保育園の整備計画について 

楠田委員より、人口推計の再算定の結果、0 歳から 2歳が非常に多くなっており、当初の人口推計か

ら相当外れてしまっているので、計画策定時に確認した見直しの考え方に則って、保育園の迅速な整備

をお願いしたいとの意見があった。 

 

認証保育所の認可保育所化による定員の記載について 

楠田委員より、27 年 4 月に複数の認証保育所が認可保育所に移行しているが、移行に伴う定員数の

変動は計画に反映されているのかとの質問があり、新名課長より、認可保育所へ移行した定員数で計画

を策定している旨説明を行った。 

 

資料第４号の保育園待機児童数について 

佐山委員より、資料第４号の待機児童数について、同一園の中で、欠員となっているが待機も発生し

ている数字があるが、これはどういう状況を示しているのかとの質問があり、新名課長より、資料第４

号は、４月１日時点の状況となっており、内定を辞退したケースがあると欠員と待機の数字が同時に掲

載される場合があるが、翌月に再募集を行うので、現在では欠員が埋まっている状況になっている旨の

説明を行った。 

 

認証保育所の認可化に伴う選考指数が低い世帯の救済について 

楠田委員より、認証保育所が認可保育所になることで、独自に行っていた入園選考が、区で定めた選

考指数に基づいた審査になってしまい、選考指数が低い世帯の預け先が大幅に少なくなっており、何ら

かの救済する仕組みを検討してほしいとの意見があり、新名課長より、ご指摘の内容は区としても新た

な課題として認識している旨の説明を行った。 

 

小規模な保育園で生活する児童への配慮について 

楠田委員より、園庭等の無い小規模な保育所が今後も増えていくと思うが、園庭のある幼稚園や保育

園などの規模の大きい施設で過ごしてきた児童と比較すると、小学校入学後の集団生活への適応に差が

出てくるとの話を聞いたことがあるが、このような小規模な保育園で生活する児童への配慮についてど

のような対応が可能かとの意見があり、新名課長より、私立保育園や認証保育所については、区立保育

園と連携する仕組みを持っており、区立保育園の園庭やプールを利用するなどの対応をしている旨の説

明を行った。 
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待機児童の状況について 

青木会長より、待機児童となっている 132 人の状況について質問があり、新名課長より、132人のう

ち、63 人が育休を延長し、47 人が祖父母に預けている状況であり、このほか、求職中等で自宅保育を

している家庭もある旨の説明を行った。 

 

公園を園庭として利用する園の利用調整について 

佐山委員より、園庭が無い小規模な保育園が増え、公園を園庭として利用する場合、保育園間で利用

日が重複しないような利用調整をする仕組みが必要ではないかとの意見があり、新名課長より、区立保

育園では、散歩計画を策定し、利用日が重複しないよう工夫しており、私立保育園にも情報共有をして

いるが、今後さらなる私立保育園の増設に伴う連携については、知恵を出し合って工夫していきたい旨

の説明を行った。 

 

小中学校の校庭の利用について 

加藤委員より、公園の面積も限られているため、小中学校の校庭を利用するような連携はできないか

との質問があり、竹田課長より、中学校地域を１つのエリアとして、その中の区立幼稚園・保育園とは

すでに連携している状況であり、私立保育園についても、情報共有を行い、円滑に利用できるよう調整

を進めていきたい旨の説明を行った。 

 

区立幼稚園の園庭開放の利用について 

川上委員より、区立幼稚園の園庭開放を保育園で利用することはできないのかとの質問があり、竹田

課長より、地域の保育園の散歩の時間と幼稚園の園庭開放の可能な時間帯などの情報交換をするなど、

より有効な活用ができるようコーディネートしていきたい旨の説明を行った。 

 

 

 

（３）受益者負担の適正化について                 【資料第５号】【資料第５-２号】 

資料説明  事務局より、資料第 5号及び資料第 5-2 号に基づき、受益者負担の適正化について説明

を行った。 

 

委員意見  楠田委員より、委員提出資料「育成室保育料の値上げに関するアンケート集計結果」に

ついて説明を行った。 

 

 

 ＜委員意見・質疑応答＞ 

低所得者への配慮について 

砂倉委員より、個人的な思いとして、保育料の値上げに伴い低所得者の減免措置などの配慮をしてほ

しいとの意見があり、工藤課長より、低所得者への配慮については、減免等の適正な方法を検討してい

きたい旨の説明を行った。 
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受益者負担の割合について 

砂倉委員より、幼稚園と保育園は、経費の 25％を受益者で負担するという考え方になっているが、

もっと公的なサポートがあっても良い分野ではないかとの意見があり、大川課長より、25％の受益者負

担については、行財政改革推進計画を策定する過程で、区分や割合に関する様々なご意見を頂戴し、行

財政改革区民協議会にて検討を行った結果である旨の説明を行った。 

 

受益者負担の割合の見直しについて 

小山委員より、今回の受益者負担の適正化については、受益者の負担割合となっている 25％も見直

すことを検討しているのかとの質問があり、大川課長より、受益者の負担割合は、行財政改革区民協議

会にて検討を行った結果であるため、今回の改定にあたっては、受益者の負担割合の見直しは考えてい

ない旨の説明を行った。 

 

子どもに対するサービスの拡充について 

長谷川委員より、保育料の値上げに伴うサービス向上の取り組みとして、幼稚園の 3歳児定員の拡充

や育成室の保育時間の延長が検討されているが、同じ床面積の中で生活する子どもの人数が増えること

になり、また、生活が夜型にシフトしていくことも非常に心配しており、子どもにとってはサービスの

拡充ではなく、むしろ低下になるとの意見があった。 

 

 

 

７ その他 

 ＜その他＞ 

今後の日程について 

事務局より、次回の会議日程について、8 月 25 日（火）、18 時 30 分～20 時 30 分の予定であること

を周知した。 

 

 

 

８ 閉会 


