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板橋区子ども・子育て会議 会議概要及び議事要旨 

■会議概要 

会 議 名 平成29年度第３回 板橋区子ども・子育て会議 

開 催 日 時 平成30年２月７日（水） 午後３時～午後５時 

開 催 場 所 区役所南館４階 災害対策室 

出 席 者 27人 委員 

 

 

区側出席者 

片岡会長 吉田副会長 細井委員 小泉委員 横田委員 

武田委員 秋葉委員 浅見委員 小林委員 橋本委員 

下竹委員 谷田委員 岩佐委員 木村委員 藤田委員 

子ども家庭部長 子ども政策課長 保育サービス課長 

子育て支援施設課長 子ども家庭支援センター所長  

児童相談所設置担当課長 健康推進課長  

障がい者福祉課長 教育委員会事務局次長  

地域教育力担当部長 学務課長 地域教育力推進課長 

会 議 の 公 開 

（ 傍 聴 ） 
公開（傍聴できる） 

傍 聴 者 数 １人 

議 題 【審議事項】 

（１）平成29年度施設整備予定内訳（平成30年６月開所予定分まで）について 

（２）平成30年度新制度移行幼稚園について 

【報告事項】 

（１）ひとり親家庭等生活実態調査結果概要について 

（２）「板橋区公立保育所のあり方」について 

（３）幼児教育におけるインクルーシブ教育の推進について 

（４）「板橋区子ども・若者計画2021」について 

（５）板橋区障がい福祉計画（第５期）障がい児福祉計画（第１期）について 

配 付 資 料 資料１ 

資料２ 

資料３－１ 

資料３－２ 

資料４－１ 

資料４－２ 

資料５ 

資料６－１ 

資料６－２ 

資料６－３ 

資料６－４ 

資料７－１ 

 

資料７－２ 

平成29年度施設整備予定内訳 

平成30年度新制度移行幼稚園について 

ひとり親家庭等生活実態調査（子どもの貧困対策実態調査結果概要 

板橋区ひとり親家庭等生活実態調査報告書 

板橋区公立保育所のあり方について（概要版） 

板橋区公立保育所のあり方について 

幼児教育におけるインクルーシブ教育の推進について 

板橋区子ども・若者計画2021の策定について 

板橋区子ども・若者計画2021（説明資料） 

板橋区子ども・若者計画2021（概要版） 

板橋区子ども・若者計画2021（冊子） 

板橋区障がい福祉計画（第５期）障がい児福祉計画（第１期）   

（策定委員会案）概要版 

板橋区障がい福祉計画（第５期）障がい児福祉計画（第１期）   

（策定委員会案） 

所 管 課 子ども家庭部 子ども政策課 庶務係 （電話3579-2471） 
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■議事要旨 

【審議事項】 

（１）平成29年度施設整備予定内訳（平成30年６月開所予定分まで）について 

（委員の意見等） 

様々な理由で計画どおりとならなかったという話もあったが、あらゆる形で設置や定員増

を図り、最終的には目標値を90名程度上回る結果となった。特段の意見等が無ければ、了承

する。 

 

【審議事項】 

（２）平成30年度新制度移行幼稚園について 

（委員の意見等） 

都内では新制度に移行する幼稚園は少ない。それに対する問題意識はどうなのか。入園料

に対する考え方も、個人的には学校法人なので新制度に移行しなくても都からの私学助成が

あり運営そのものは問題ない。待機児童解消や就園に対する保護者への支援という意味では

理解できるが、子どもの育ちの面からも11時間開所や更なる預かり保育の要求を受けても、

教職員の労働条件や雇用、今までの幼稚園のカリキュラムが成り立たなくなってしまうなど

の不安を感じる。様々な不安が払拭されなければ、移行しなくてもいいのではないかと思っ

てしまう。 

（区からの回答） 

 新制度が開始される際に、当初、国は入園料をとってはいけないと言っていたが、最終的

には入園料をとること自体は差し支えないとなり、その後も変わっていないと認識している。 

 また、新制度への移行については、区として私立幼稚園の建学の精神に基づく教育の部分

が第一だと考えており、新制度へ移行するべきという考えは持っていない。様々な情報を提

供させていただきながら、私立幼稚園の皆さまにとって一番良い選択をしていただくことが

良いと考えており、そのためのサポートをしたいと考えている。 

（委員の意見等） 

今日の案件は旧制度の幼稚園が新制度に移行するだけであり、１号認定子どもしか受け入

れないので、幼稚園教育時間を提供するということで中身的には今までと全く変わらない。

認定こども園になり２号認定子どもや３号認定子どもを受け入れるのであれば、11時間開所

や長時間保育の必要性はあるが、今回の案件は事務局の説明のとおり、公費の流れ方が変わ

るだけで、幼稚園や保護者にとっては基本的に変わらないと考えてよい。 
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【報告事項】 

（１）ひとり親家庭等生活実態調査結果概要について 

（委員の意見等） 

 板橋区にこんなに子ども食堂があること自体を知らなかった。アンケートに答えた363名

の意見は本当に生の声だと思うが回答率があまり良くない。ウェブ回答などが可能であれば

回答率が上がったのではないか。関係機関のヒアリング結果も読んだが、子どもをサポート

する機関が区内にたくさんあるのに、子育て中の自分でさえも知らなかったのは驚きである。

関係機関の回答は、現場からの具体的で現実的な提案だと思うし、いくつかの機関は区との

連携を望んでいるので、区側からも発信していただきたい。 

（委員の意見等） 

地域の声掛けはものすごく大事だと思うが、民生委員の方々などが手を差し伸べてほしい

ご家庭にどこまで踏み込んでいけるか、非常に難しい問題だと感じている。 

（委員の意見等） 

自分も学校や幼稚園によく足を運ぶが、そういう状況であっても子どもをサポートする機

関がこれだけあることを知らなかったのは、周知が足りていないからだと思う。これから周

知をする際も、親がいない状態で行くのは問題であるので、施設があることを周知すると同

時にタイムテーブル的なものが見られるような状態にして、行きやすい状態を作る必要があ

る。 

（委員の意見等） 

障がいを持っているお子さんがいる家庭で、保護者間で理解し合うことができずひとり親

家庭となる例は多数ある。また、親御さんも障がいを持っている場合もあり、障がいを持っ

ているお子さんがいる家庭と貧困問題は関連している。 

（委員の意見等） 

親から子への伝達不足というのは最近よく感じるところである。小学校において親との接

触がなかなか取れないケースもある。同じ洋服を着ていたりしていないか日ごろから子ども

たちの様子は絶えず見るようにしている。学校としてもスクールカウンセラーや巡回指導講

師などを活用し家庭との接触を試みており、家庭との連絡がなかなか実現しない場合は、民

生委員やスクールソーシャルワーカーなどを活用し、実情を把握したうえで、子ども家庭支

援センターや児童相談所等のしかるべき機関に相談している。 

（委員の意見等） 

外国籍の方のひとり親が非常に増えている。ひとり親家庭で貧困であるうえに、地域との

つながりを持たず、親御さん自身が途方に暮れている状況もある。また、中学校の場合は親
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御さん自体が「中学生なんだから一人で出来るでしょう」ということで手を掛けなくなって

しまうこともあり、親と接する機会もなく家庭に帰らず、非行に走り地域の他の学校に通う

同じ境遇の子どもたちとつるんで触法行為を行ってしまうこともある。学校だけで完結させ

ずに地域と学校が一緒になって、家庭を補完していかなければならない時代になっていると

実感している。 

（委員の意見等） 

ＰＴＡ活動もあり方がメディアに取り上げられ、なかなか難しい状況である。ＰＴＡでイ

ベントや交流の機会を設けているが、ひとり親の家庭は親の参加を得られないケースも多く

ある。ＰＴＡとしても地域の一員としてどのような活動ができるか、様々な意見を聴いて取

り入れていきたい。 

（委員の意見等） 

昨年、子ども食堂のイベントに行く機会があった。子ども食堂が、イベントをやるのでた

くさんの人に来てほしいと声をかけていたが実際は関係者しか集まらなかった。 

せっかく、子どもたちにお腹いっぱい食べてほしいと思って開催したイベントだったのに

集まらなかったのは、行きづらい面もあると思うが情報が行きわたっていない面もあると思

う。働いている保護者は、日中地域にいないため地域の事を知らないことも多いと思う。関

心を引き、たくさんの人の目に触れるような周知ができると良いと思う。 

（委員の意見等） 

情報不足という意見が多く出ているが、区としての区民への周知はどう考えているのか。 

（区からの回答） 

 妊娠中の方に様々な情報が入ったバックをお渡ししたり、妊娠中から18歳未満までの情報

を網羅的に載せた子育て情報ブックなどをお配りして情報発信している。また、昨年からは

子育てナビアプリを開発し、アプリを活用した情報発信も行っている。 

（区からの回答） 

 調査結果からも、支援制度の認知度が低いことが判っている。昨年はひとり親家庭を対象

とした相談窓口を臨時で開催するなどの取組みを行っているが、そのような接点をなるべく

多く作っていくことが重要であり、様々な手段で情報を届けていく工夫をしていきたい。 

（委員の意見等） 

今回の調査は大変貴重で重要な調査である。他の調査結果では、近所づきあいが少ない人

ほど、育児・子育ての不安・負担感も高いが、近所づきあいがあれば不安・負担感が下がる

という結果が出ている。どういう仕掛けをすれば、貧困家庭が孤立せずに地域と関わり合い

を持てるのか。子ども・子育て支援事業計画の関係から言えば、乳児家庭全戸訪問事業や地
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域子育て支援拠点事業もある。そのような様々なチャンネルを駆使して繋いでいくことがっ

必要である。孤立する貧困家庭だからこそ、来てくださいではなくてアウトリーチで手を差

し伸べる働きかけが重要である。 

（委員の意見等） 

個別支援だけではなく、包括的な支援へと変えていく必要がある。一つひとつは良い事業

をやっているが、横のつながりが無いという傾向があると思う。その点を板橋区がどう乗り

越えて地域を活性化させるのかが今後の大きな課題である。 

 

【報告事項】 

（２）「板橋区公立保育所のあり方」について 

（委員の意見等） 

 育ちのエリアという考え方はこれからの取組みなのか。既にこのような形で中核となる公

立保育園が地域の民間の保育施設と連携して何かをやっている事例があるのか。 

（区からの回答） 

エリアの設定自体はこれから設定するものである。その中で公立保育所の配置などを決定

してまいりたい。現在、地域の中では既に保育園同士が連携し研修などを行っている。出来

るところから始めているという状況である。 

（委員の意見等） 

現在、公立保育園、私立保育園、小規模保育所の園長を集めた合同の会議を区で開催して

いただき地域ごとに集まっている。例えば、公園の使い方の相談などもその中で行われてい

る。このような地域の施設の連携は区のおかげで非常に良い方向に向かっている。これから

も充実させていただきたい。 

２点ほど意見と質問がある。１点目は、高まる保育需要への対応についてである。いま待

機児童解消が至上命題であり、保育所がどんどん増えていくが、質の確保が重要であり、質

を確保するための研修活動の充実が必要である。区でも充実した研修計画を立てていただい

ているが、これだけ保育施設が増えると、区の研修への受け入れ人数が限られてくるという

状況にある。是非、質の確保のためにも研修の充実をお願いしたい。特に中堅職員の充実は

大切である。板橋の保育の質を高めていくためにも中堅職員のレベルアップのための研修の

充実を強くお願いしたい。 

２点目は、平成30年度を目途に行うとしている要支援児保育の入園時における認定手法や

保育体制の改善の検討である。要支援児の受入れについては、認定会議を行う前に保育園と

しての受入れの可否を回答するが、受入後に行われる認定会議において保育士を配置するた
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めの運営費の加算が付くか付かないのか、受入後になってからしかわからないというのは不

安があり、これまでも改善を要望している。今回のあり方にはその点が含まれているのか。 

（区からの回答） 

 まず研修についてお答えさせていただく。ご指摘のように保育施設が増えていく中でも地

域の保育を全体で高めていく必要がある。研修はそれぞれの保育園で実施していただくこと

が基本であるが、公立保育所の研修を可能な限り民間保育施設に開放している状況で、まだ

始まったばかりで道半ばの状況である。区としても民間保育施設の皆さんと連携や協力しな

がら研修の充実に努めてまいりたい。次に、要支援児保育のご質問である。ご指摘のように

要支援児保育の認定手法や受入れの流れについては、私立保育園の皆さまからも様々なご意

見をいただいている。受入後の認定会議が課題となっている部分については、この公立保育

所のあり方にも含めており、今後とも、私立保育園の皆さまの意見等も頂戴しながら検討し

てまいりたい。 

（委員の意見等） 

 育ちのエリアの中で異なる保育施設に通うお子さんが一緒に遊ぶなど、単に行政的な意味

の育ちのエリアの設定だけでなく、地域の連帯感を育むような取り組みも検討できないか。 

（区からの回答） 

異なる保育施設に通うお子さんが、小学校就学前に地域の中で交流していくことも、保・

幼・小連携の方向性に位置付けている。委員のご指摘も含めて、今後の進め方を検討してい

きたい。 

（委員の意見等） 

 近隣小学校との交流は幼稚園の子どもたちも生き生きとした姿で参加しており、大変有意

義である。幼稚園も含め保育園と地域の小学校と交流できればいいつながりができると思う。 

 また、私どもの施設では小規模保育も行っているが、小規模保育を始めて３年ということ

で、手探りでやってきた。最近、近くの公立保育所に職員が交代で一日研修をさせてもらっ

たが、職員にとって大変プラスとなった。公立保育所が気軽に相談を受けてくれる役割を持

つことは大変ありがたい。板橋の保育をリードしていくのが公立保育所の役割であり、これ

からも研修に参加させていただきたい。ただ、民営化という記述もあり、財政的な理由で記

述されていることは理解するが、公立保育所の役割が薄れてしまわないか心配である。 

（委員の意見等） 

本質的に公立、私立の幼稚園や保育園に大きな違いはないと私は思っている。10年ぐらい

前に港区の公立保育所のあり方についてメンバーとなって報告書を取りまとめたが、港区の

場合、公立保育所が圧倒的に多く民間保育所が極めて少なかったため、保護者の選択肢とし
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ても公立保育所を統廃合し民営化をしていこうというもので、公立保育所をなくすのではな

かった。エリアごとに拠点的な公立保育所を残して、民間にはできない重い障がいの子ども

の保育等を行うために、統廃合によって廃園となる公立保育所の職員を、拠点の園に重点的

に配置して質の高い保育を提供しつつ、保育所の園児だけでなく周辺地域の子どもや子育て

家庭に対しても、レベルの高い子育て支援をするというものであった。板橋区の公立保育所

のあり方と同じで、エリア内の民間保育施設や幼稚園とネットワークを構築し、区域全体の

子育て支援を向上させていこうという発想である。 

板橋区においても、公立保育所を多少民営化していくことも必要だと思うが、ゼロにすれ

ばいいとは全く思わない。ひとり親家庭生活実態調査の報告のところでもそうだが、非認知

能力がとても重要であるということが、ここ数年の研究で明らかになっている。幼稚園は教

育要領、保育所は保育指針、認定こども園は教育保育要領というナショナルカリキュラムが

あるが、認知能力と応用力と非認知能力をバランスよく育み、小学校教育へ接続するイメー

ジを10の姿として共通化した。幼稚園・保育園・認定こども園のどれを卒園しても等しく十

分な資質、能力を身につけた姿で小学校教育につなげる。まさに公立保育所のあり方に語ら

れていることだと思う。ここに書かれているイメージをより具体的に、小学校の方にも意識

してもらって総合的に進めていければ良いと思う。 

 

【報告事項】 

（３）幼児教育におけるインクルーシブ教育の推進について 

（４）「板橋区子ども・若者計画2021」について 

（５）板橋区障がい福祉計画（第５期）障がい児福祉計画（第１期）について 

（委員の意見等） 

不登校児のこと、発達障がい等の障がいのことなど、様々な課題がある。特に発達障がい

に対する気づきはすごく 

遅い。発達障がいの場合、生まれてすぐには分からず、保育園や幼稚園に入ってから気づ

きが始まると思う。子ども・若者計画にあるような小中学校に入ってからではなくて、その

前からの支援が重要である。小学校就学前に早期発見されていない障がいの子どもたちも、

よりよい環境で地域の中で生きられる社会となるよう議論していきたい。 


