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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２回 板橋区子ども・子育て会議 

開 催 日 時 平成29年10月５日（木） 午後２時～午後４時 

開 催 場 所 区役所南館４階 災害対策室 

出 席 者 25人 委員 

 

 

区側出席者 

片岡会長 吉田副会長 鈴木委員 緒方委員  

細井委員 小泉委員 横田委員 関田委員  

秋葉委員 浅見委員 小林委員 橋本委員 

下竹委員 谷田委員 小川委員 

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 

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28年度「いたばし子ども未来応援宣言2025」実績調査及び分析・評価

報告書（案）について 

【報告事項】 

（１）認可保育所等保育料の見直し（案）について 

（２）「（仮称）板橋区子ども・若者計画」（素案）について 

（３）板橋区障がい福祉計画等の策定について 

配 付 資 料 資料１ 

 

資料２－１ 

資料２－２ 

資料３－１ 

資料３－２ 

資料３－３ 

資料４ 

同別紙１ 

同別紙２ 

同別紙３ 

同参考資料１ 

平成28年度「いたばし子ども未来応援宣言2025」実績調査及び分

析・評価報告書（案） 

認可保育所等保育料の見直し（案）について 

認可保育所等保育料の見直し（案） ～平成30年４月実施～ 

「（仮称）板橋区子ども・若者計画」（素案）について 

「（仮称）板橋区子ども・若者計画」（素案）概要 

「（仮称）板橋区子ども・若者計画」（素案） 

板橋区障がい福祉計画等の策定について 

国から示された障がい福祉計画等の主な論点 

障がい福祉計画等の重点施策の想定 

障がい福祉計画等策定スケジュール 

板橋区障がい福祉計画 第４期のふりかえり 

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28年度「いたばし子ども未来応援宣言2025」実績調査及び分析・評価報告書（案）

について 

（委員の意見等） 

評価の結果、例えばＣ評価となった事業などについては、いつの時点から、どういう形で

目標達成に向けた改善が図られるのか。 

（区からの回答） 

今回の報告書は、28年度の事業の実績を評価している。既に実績を踏まえて、29年度の中

で動いているものもあれば、30年度から改善するものもある。それぞれ所管のほうで見直し、

検討をしている。 

（委員の意見等） 

28年度は子ども・子育て新制度に入って２年目ということだったので、28年度のこの分析、

あるいは点検評価を踏まえて、29年、30年度に向かっての課題を、整理しておくことが必要

だと思う。国が待機児童の定義を見直している。28年度は旧定義だと思うが、今後、その待

機児童の定義の見直しが、この需給バランスを図っていく計画上、板橋区の場合は、どの程

度影響があるのか。 

（区からの回答） 

 今年度の待機児童については、旧定義を用いて算出をしている。来年度から国の新しい定

義での算出ということになる。基本的に国の新しい定義になると待機児童がふえる傾向にあ

り、板橋区の場合、現在育児休業を取得している家庭の待機児童は、待機児童数から引いて

いるが、これを精査して、待機児童としてカウントする方、しない方を精査する作業を経て、

新たな待機児童を固めていくことになる。例えば今年度はその対象者が86名いるので、この

方が全部待機児童となると、その分待機児童数がふえることになる。この点については、育

児休業取得者の状況を精査して、集計をしていきたい。 

 新定義の影響については、各区市町村それぞれ状況が違うと思うが、板橋区においては一

定程度の増加と捉えている。 

（委員の意見等） 

新定義になれば、当然ふえるだろうと予想しているならば、29年度から30年度、31年度に

かけて、そういう状況を見越しながら、保育の供給を着実にふやすことが大事だ思うが、今

年度はもう既にスタートしているけれども、次年度等でまだ新たに認可保育所であったり、

小規模保育であったり、認定子ども園など、供給をふやす具体的な何かめどはあるのか。 
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（区からの回答） 

 現在、来年度に向けて私立認可保育所の整備や小規模保育所の整備の計画数について、政

策経営部門と協議している。当初の計画では、私立認可保育所については２か所の整備、あ

と、小規模保育所については６か所の整備を予定しているが、待機児童の状況を見たうえで、

私立認可保育所については、２か所分を増設する方向で調整している。今後の待機児童の動

向等も踏まえつつ、臨機応変に対応していきたい。 

（委員の意見等） 

重要なことは、特に23区の場合、新規に開設すると、よく地域から迷惑施設だと見られた

り、あるいは昨今、人材難で施設はできたけれども、子どもの定員に対応する職員が確保で

きない場合がある。その点、板橋区の場合、特段問題はないのか。 

（区からの回答） 

 近隣の方から、保育園が新たにできるということで、施設の設置に反対され、整備を断念

したという例は今のところない。今後も地域住民の理解を得ながら着実な整備を進めていき

たい。また、保育士の確保ができず、保育園の新設を断念したという例も今のところない。 

開設する事業者には保育士の確保について、私どもも要請しており、確実な開設に向けて

の努力していきたい。 

（委員の意見等） 

一時預かりについて書いてあるが、双子の子どもがいて一時預かりをお願いすると、少し

の時間でも結構な金額になってしまう。例えば、一度に２人預けるときに、１人の子は正規

料金だけれども、もう一人の子は兄弟割引するなど考えていただくことはできないのか。 

（区からの回答） 

 一時預かりについては、時間当たりの料金設定であるとか、各実施園への体制に基づいて

料金が定められている。ご指摘のように、長い時間だと子どもの数に比例して、保育料が高

くなることがある。一時保育を行うに当たっては運営費の補助をしているが、現状としては

今お話のように一定程度高くなるようなケースもある。そのような状況を踏まえ、定期利用

保育など、少し長く継続的に使えるような施設も整備しながら、皆様に使いやすい環境の整

備を進めている。一時保育については、お話にあった部分が課題であると認識しており、今

後も課題を踏まえ整備や検討を進めていきたい。 

（委員の意見等） 

 48ページの地域子育て支援拠点事業の中で、ほっとサロンについて、今までは２館だった

が、このたび10月に開館したのと、また来年度に２館増となるが、５地域全部にというよう

な考えなのか。相談されている方がたくさんいることが数字を見ても分かる。同じ人が何度



4 

 

も利用しているかもしれないが、需要に対して増えていることは感謝している。来年度以降

に開設する２か所は、どの辺なのか、同じ地域にあっても集中してしまうと思う。様々な場

所にあるといいと思うが、お知らせできる範囲でいいのでお聞きしたい。 

（区からの回答） 

ほっとサロンについては、なるべく皆様が通いやすいところということで、エリアに分け

て配置したいというのが区の考えである。うまく配置できないところもあるが、ＣＡＰ’Ｓ南

板橋は板橋地域ということで、10月に開設しプログラムを実施していく。あとの２館につい

ては、北側の空白になっている地域に配置しようと調整を進めている。 

今後、平成30年４月に２館を増設すると、区全体でほっとサロンが５館になるが、バラン

スよく配置できているか状況を見ながら、その後については考えていきたい。 

（委員の意見等） 

いたばし子育てナビアプリについて伺いたい。 

（区からの回答） 

 既に８月１日から配信を始めているので、ぜひお使いいただきたい。スマホにダウンロー

ドすると、区からの子育て支援に関する情報やコラム、さまざま活用できる情報をお使いい

ただける。ぜひ、お近くの方にも広めていただければありがたい。 

（委員の意見等） 

私の子どもたちは高校生だが、アプリをダウンロードし、どんな形で配信されているのか

見ている。ほっとサロンについてはちょっと見づらい部分もあり、知りたい情報がすっと出

てこないという感想である。特に発達障がいとか知的の子たちは、暴れている最中に知りた

いと思っても、なかなか開けなくて困った。改善していただきたい。 

（区からの回答） 

使いやすさは一番重視しているところで、皆様が使いやすくないと意味がないものと考え

ている。ほかにもいろいろご意見をいただいているので、今すぐ直せるものは、すぐ見直し

たい。今日いただいた意見も対応させていただく。 

（委員の意見等） 

 先ほど、認可保育所や小規模保育所の増設の話の中で保育士確保のお話も出た。私たち事

業者も個々で努力しているが、保育士の数が限られている中で保育所が続々と整備されてい

る状況にあって、なかなか一事業所では対応し切れない面が出てきていると思う。子どもの

健やかな育ちを支える保育の質を確保するために、保育士に対する施策として高校生等が保

育士になりたいという夢を持てるように少し区でもアピールしていただきたい。 

 また、27ページにワーク・ライフ・バランスの項目がある。子どもたちの健全な育ちのた
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めには、質のいい保育士をふやすことが重要だが、一方では、ライフ・ワーク・バランスの

推進が大切である。子育てを充実させるための片方の車輪であるワーク・ライフ・バランス

がＣ評価だが、区としてももう少しワーク・ライフ・バランスの推進に力を入れていただき

たい。保育所も充実し、家庭の子育て環境も充実する、そういう両輪が大切である。 

（委員の意見等） 

 関連するが、新規の保育士確保はそれぞれの事業所が苦労している。他自治体等で住居手

当などの金額や支給条件が違い、有利な条件の自治体にどんどん流れていっている。板橋は

必ずしも有利に働いていないという感じがする。財源の問題もあると思うが、何かしらの改

善をすれば、もっと確保しやすくなるのではないか。 

（区からの回答） 

 社会的に保育士不足と言われている。板橋区に限らず多くの自治体で保育施設の整備を進

めており、従事する保育士が必要になり、どこの保育園でも保育士の確保が非常に厳しい状

況にある。そうした中で、保育士にとって働きやすい魅力ある職場として、いわゆる待遇面

を向上させる。この点については、国や都道府県や市区町村を含めて課題として捉えている。 

その支援の制度については、区も充実に向けて取り組んでいるところである。保育士の確

保は、まだまだ続く課題と考えており、区としても状況を見極めて取り組んでまいりたい。 

（委員の意見等） 

 ワーク・ライフ・バランスの話があったが、例えばフィンランドの場合は、子どもが病気

で休んでいるときは両親のどちらかが必ず看病で自宅にいなければいけないという法律があ

る。病児保育との関連もあるが、看病で休む親に対して補助をするなど、根本的なワーク・

ライフ・バランスの実現は難しいとしても、少し楽になるような方法もあるのではないか。 

（区からの回答） 

 ワーク・ライフ・バランスを保っていく方法であるが、子どもの病気では病児・病後児保

育として地域の受け皿を整備している。この会議の中でもご指摘いただいたが、その利用動

向をより精査を高めて把握するため、アンマッチの件数も把握しながら取り組んでいる。 

 委員のお話のように、社会的な制度として、例えば育児休業の２歳までの延長など、親御

さんの育児環境について、社会の制度としてもいろいろ検討されていると聞いている。そう

いった背景も踏まえ、区としても今後施策の見直しなど検討していきたい。 

（委員の意見等） 

ワーク・ライフ・バランスの実現には、事業者側の協力が必要である。病児保育について

も、企業側の理解がないと休みはなかなかとれない。役所がどんなに受け皿をつくっても、

病気のお子さんは、保護者自身の手元で見たいのが本心だと思う。実際、お子さんの変化に
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気づくのは親御さんであり、親御さんに見てほしいと保育現場では感じている。 

幼稚園について、32ページの表の板橋地域は、要するに供給のほうが少ないが需要が多い。 

板橋地域はマンションがどんどんできているので、今まさに悩んでいらっしゃる方が板橋

地域には多い。それから、幼稚園の一時保育のことだが、41・42ページである。うちの幼稚

園の場合は、就労証明が出れば５時半まで預かりカバーしていく体制はあるが、現実、私立

幼稚園を選んだということは仕事されている方が少なく預かり保育の対象児童が１人しかい

ない。ほかの子が帰ってしまうと泣いて、泣いているうちに寝てしまうという状況が続いて

いる。このまま預かり保育をやっていいのかと悩ましい状況である。私立幼稚園での就労の

ための預かり保育というのは、ある意味限界があると感じている。 

あと、50ページの幼稚園の一時預かりの実績において、板橋地区の27年度の供給量が、ず

っと３万4,000幾らかで、次の28年度が１万6,000幾らになっている。志村地区もそうだが、

27年度が４万4,000幾らで、28年度が２万4,000幾らとなっている。供給が減っているが理由

は何か。 

（区からの回答） 

 平成29年２月の中間期の見直しにおいて、実績に即した見直しを行い、計画量も変更して

いる。今の数字というのが、実態に即した数というふうに理解いただければ良い。 

（委員の意見等） 

 聞きなれない言葉があったので伺いたい。15ページの公園のユニバーサルデザイン化だが、

ユニバーサルデザインに基づいた公園とは、どのようなものか疑問に思った。あと、小学校

でもユニバーサルデザインの採用と書いてあったが、どういう感じなのか。 

 もう一つ、電子黒板、ＩＣＴ機器に変わっていると書かれていたが、どんな感じのものか、

何か電子黒板というと目に悪くないのかと思うが、教育環境の改善と書いてあるので、何が

どんなふうに改善されたのか伺いたい。 

（区からの回答） 

 ユニバーサルデザインについては、公園や学校の改修等において設計などの細部で取り込

んでおり、全体的な話で言うと、板橋区ではユニバーサルデザイン推進計画を昨年度定めま

して、誰もが使いやすいデザインを進めていくということで、障がいがあっても、加齢によ

って動きにくくなっても、また、お子さんでも、あるいは外国籍の方でも、誰もが使いやす

いという視点で、設計等に取り組んでいる。 

 学校についても同様に、避難所等にもなっているため、多角的な視点を取り入れながら、

ユニバーサルデザイン化を進めている 

電子黒板については、教育環境の改善ということで、これまでは黒板やホワイトボードを
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使っただけでの授業になっていたが、今はコンピューターや、いろいろ映像の効果を効果的

に活用するために、例えばテレビでいうと、天気予報でどんどん画面が変わっていくような

ディスプレーがあるが、そういったものを活用して、教育の現場では教育効果を高めている。

小・中学校全ての普通教室において、電子黒板を導入し活用を図っている。 

（委員の意見等） 

 私の電子黒板のイメージはホワイトボードに書いて、それをコピーなどアウトプットでき

るというイメージでいた。説明によると先生と生徒がタブレットを持っているのか。先生が

出題した問題に対して、生徒が答えをタブレットで答えるというものなのか。 

（区からの回答） 

 段階的な導入になるが、まだタブレットが全ての学校に十分に使われるだけの数は入って

いない。まずは教師が持っているコンピューターと電子黒板をつないで映像を映したり、英

語だったら、本当にネイティブが話しているような音声と映像の情報が出てくるというもの

を使いながら活用している。将来的にはタブレットを使って、子どもたちと先生との間でも、

ＩＣＴ機器を使った相互のやりとりができるというような環境にしたいと考えている。 

（委員の意見等） 

 実績として1,078教室に設置したという分析が28年度の実績として出ているが、最大数は

どれくらい、全体の教室数のうちの何％実施されているのか。そうすると、それで予算づけ

するにも何カ年計画だとか、細かな計画が出てくるが、全体の数とか率とか、ケース・バイ・

ケースで、ものによってはそういった表現にできないものもあると思うが、全体が見えてこ

ない。せっかくの分析だから、もっと細かく理解できるような数値だったら、次の計画に対

して、Ｃ評価のものが３件あるが、そこの部分を原因に対し深みのある分析をして、どう対

策を打っていくのか、事業の向上に結びつけていただきたい。 

（区からの回答） 

 技術は日進月歩で進んでいるので、なかなか全て最新の状態にということは難しい。設置

の状況については、小中学校全普通教室の1,072教室に設置できている。それ以外に、ほかに

特別に活動するような教室もあるが、通常の授業で使われている教室ではないので、今のと

ころはまだついていない。 

（委員の意見等） 

21ページの下に、フィードバック学習方式があり、板橋独自のフィードバック方式という

ことで、ほかの区で導入されているのか。何年から導入されたものなのか。 

 

（区からの回答） 
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 このフィードバック学習方式というのは板橋独自でオリジナルでつくったものであり、こ

の学習方式を使っているのは板橋だけである。小中学校で使っており、教材的には、同じよ

うな形でつくられている教材は他にもあると思うが、他区で板橋のものを採用しているとこ

ろはない。 

（委員の意見等） 

 フィードバック学習の中で、つまづきをどのように評価・把握するのか。テストとか、そ

の点数によって、つまずき把握するのか。個人での先生との面談なのか、つまずきをどのよ

うに判断されているのか不明である。 

（区からの回答） 

 基本的にはテストでつまづきを把握する。この問題を間違えたら、このプリントをやると

いうのは全部決まっており、それを全学年に用意してある。間違えた問題に対応するプリン

トを解いて振り返って学習するものである。テストは４月に行い、10月に検証を行う。これ

によりかなり結果的に良くなっている。 

（委員の意見等） 

現場の意見をお伝えする。板橋区の電子黒板は、普通教室の全教室につけていただいてい

るが、音楽室や図工室等の専科教室はない。普通教室の電子黒板を工夫して使用しながら授

業を行っているが、音楽や図工の教員も専科教室で使いたいという要望がある。 

 また、特別支援教室の評価がＡＡだったが、特別支援教室になって、子どもたちのほうも

いろいろな機会を与えられるようになった。通級のために親が送り迎えできない子は、行き

たくても行けなったが、校内に特別支援教室があるので、特別な支援を必要とする子どもに

対する学びの環境が整ってきたと感じている。 

 さらに、通学路の防犯カメラの設置等も、抑止力にもなるので、必要だと思っている。防

犯カメラがつくことで、近隣の方からの問い合わせも学校のほうにもよく寄せられる。通り

魔事件も発生しているが、防犯カメラ等が必要な時代になっていると感じる。 

（委員の意見等） 

保護者としての意見だが、防犯カメラは補助金もたくさん出るようになって、町会もつけ

ていただいて，通学路はほとんどカメラに守られている状況になっており、抑止力になるの

で保護者としてはありがたい。 

 あと、15ページのげんきっ子トラフィックスクールについては、就学前の子どもたちに

交通ルールを教えるが、保護者の交通ルールのマナーの悪さが指摘をされている。私も一生

懸命どのように伝えたらいいかと頑張っているが、ぜひ就学前の保護者であれば、お子さん

と一緒に聞くという機会が得られると思うので、保護者の皆さんも一緒にやっていただく機
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会を設けてほしい。 

（委員の意見等） 

 ８ページの円グラフに進捗率が出ているが、40事業のうちＡＡ・Ａ評価が31ということで、

すばらしいと思いつつ、あえて言わせていただくが、例えば24ページにスクールソーシャル

ワーカーの拡充・活用があるが、これは昨年度入って、本校でも活用させていただいてあり

がたいと思っているが、評価自体が進捗率ということで、どれだけ導入できたかという数の

評価だけでいいのかという感想を持っている。 

 例えばスクールソーシャルワーカーの質とか、効果測定的なことは、なかなか難しいと思

うが、進捗状況だけでなく、効果を評価する必要があると思う。 

 先ほどのフィードバック学習も、もう７年か８年か続けているが、本当に生徒の基礎学力

の底上げに効果をあげているのかという評価が必要だろうと考えている。 

（委員の意見等） 

私の子どもが通う中学校は、大規模改修のときに最新鋭のＩＣＴ機器を入れていただいて、

非常に子どもたちは環境面が整ったところで学習している。今の子どもたちは、例えばスマ

ートフォンとか親よりも直感的に扱える点で非常にすぐれている。電子黒板等は直感的に物

事が理解できる非常にすばらしいものだと思うし、黒板の字を書くことで、精いっぱいにな

ってしまって、授業が終わってしまうこともあるので最新鋭のＩＣＴ機器をうまく活用して

いただきたい。それから、40事業のうち、今の時点でＡ以上の評価が30事業を超えているが、

このような目標値の数値化はなかなか難しいもので、例えば防犯カメラ等も、学校の統合に

より学区域がすごく広くなってしまったり、人口密集地域で学校が近くにいっぱいある場所

など、場所毎でかなり違うと思う。目標が達成されたものに関しては、より内容を精査し、

充実されるものになることをお願いしたい。 

（委員の意見等） 

 地域で子どもを育てるという地域づくり、子どもの育ちを支える地域づくり、そういう形

の評価で見ると、Ａランクが多いけれども、若者サポートステーション、これがＣランクと

いう評価になっている。若者も育てるような姿勢でやっていただきたい。 

（委員の意見等） 

 ９ページの妊婦健診だが、現状が５万4,332で、28年度末の実績が５万5,842で、目標を上

回ったということでＡＡだけれども、これは漏れなく全ての回数を受けたということなのか。

受けていない人はゼロなのか。 

 

（区からの回答） 
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 受けていない人がいる。実際には95からそれぐらいの受診率である。なかなか妊娠届を出

して受診票をお渡しした後に転居されたり、不幸なことに流産された場合、使わなくなると

ころの部分が欠けているので、100％には至っていない。 

 ただ、ＡＡの評価をさせていただいているのは、あくまで30年の目標値に対する数値であ

らわしているので、評語の定義に合わせてＡＡとしている。 

（委員の意見等） 

 途中で転居したり、流産された人は仕方ないとして、そうじゃなくて、本来受けられるは

ずなのに受けないとかは絶対ないのか。 

（区からの回答） 

 その方も若干いる。 

（委員の意見等） 

いるのであれば、ＡＡという評価ではなくＡにすべきではないか。100％全て必要な回数を

受けるのが当然であって、１回でも抜けることは、よくないと思う。また、違う話だが、先

ほどからＩＣＴで、今のご時世、子どもたちがタブレットとか、コンピューターを見るのは、

非常におもしろくて興味もあるだろうとは思うが、最近、眼科の先生なんかが特によく言っ

ているが、子どものうちからゲームとか、コンピューター画面を近いところで長時間見てい

ると、子どもの目にはよくない。将来的には網膜色素変性症になって、年をとってから視力

障がいが進みやすいと言われているので、ただでさえ子どもたちは家でゲームをやったり、

テレビを見たり、ゲーム画面やコンピューター画面をたくさん見ているわけで、その上学校

で授業中も、コンピューター画面をずっと見るということになると、ますます視力障がいの

可能性が危ぶまれる。あまり見過ぎないようにということもお願いしたい。 

 

【報告事項】 

（１）認可保育所等保育料の見直し（案）について 

（委員の意見等） 

  実際の見直し案を決定していくのは、区議会のほうか。 

（区からの回答） 

 この案で区議会のほうに改定条例を提出しており、議会において今ご審議していただいて

いる。 

 

 

（委員の意見等） 
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 改定の考え方は問題ないと思うが、今後対応していただきたい国の動き等の関連でお話す

る。国基準からすると、多分７掛けぐらいの水準で、３歳未満児は最高額が、国の標準だと

10万円を超えているので、そうすると、板橋区初め、多くの市区町村負担で利用者負担を相

当下げているのが実情だろう。それを現在の状況を踏まえて、若干上げるということだが、

利用者サイドの視点に立つと、２号、３号の保育料徴収基準を出していただかないと、イメ

ージが湧かない。できれば国が示している標準からして、かなりこれだけ下がっている。し

かし、今までの板橋区の徴収基準からすると、対象によって大体このぐらい、何百円とか1,000

円ぐらい上がるというものがないと、ご説明はごもっともだが、恐らく委員の皆様もイメー

ジが全く湧かないだろう。考え方はいいが、実際に各階層、所得層によってどのぐらい、今

まで負担していた保育料が、どのぐらい上がるのかというイメージを持っていただいたほう

が、私はいいのではないかと思う。わかりやすい資料を用意していただきたい。 

 今後だが、恐らく来年の今ぐらいから、子ども・子育て支援新制度の次の５年事業に向け

て板橋区も見直しに入ってくると思う。国の公定価格の見直しも、行われる可能性もあるし、

幼児教育だけでなく、ゼロ・１・２歳の無償化が、選挙結果によっては、低所得層を中心に

動くかもしれない。選挙が終わってから、国の予算編成で利用者負担や公定価格も動く可能

性がある。また随時それに応じて、丁寧な資料でご説明いただいて、議論できればと思って

いる。 

（委員の意見等） 

  子ども保険的なものがもしでき上がると、根本的に変わるのか伺いたい。 

（委員の意見等） 

決まった話ではない。おそらく事務方でお答えしにくいと思うが、子ども保険は全くどう

なるかわからない。一般的に言われているのは、消費税を10％に引き上げた増収分を社会保

障に充てるが、将来世代へのつけ回しを避けるために、国の借金返しに回して、残りのお金

を年金と医療と介護と子ども分野の４分野に充てると。子ども分野は10％引き上げるとき

7,000億と言われていたが、先取りして7,000億を実はもう使っている現状で、今回、政府与

党が言っているのは、要するに借金返しの部分を少し減らして、その財源を重点的に子ども

分野に持っていって、幼児教育の無償化、３・４・５歳児の無償化に充てると同時に、ゼロ・

１・２歳児のいわゆる産後認定子どもの、相対的に低所得家庭の保育料を無償化しようとい

うことになっている。若干足りない分を子ども保険その他でどうするか議論しようという程

度で、これは全く決まっていない。選挙結果によっても変わると思うが、いずれにしても、

消費税増税分の組みかえはある程度行われ、少し子ども分野に重点投資をすることは、ほぼ

与野党の反対がない、反対がないということは無償化に反対なしでいくだろう。 
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もし無償化が実現をすると、幼児教育無償化は３歳以上を対象にしているので、１号認定

子どもと２号認定子どもの全国平均値の保育料が、限りなく無償になる。２号は保育時間が

長いので、その中の４時間、幼児教育部分が１号認定こどもと同じように無償になるという

ことで、結果的には保育料がそれなりに下がるだろう。それから、３歳未満児については、

一定所得までの家庭について、かなり下がる可能性があるというのが現状であり、とにかく

選挙が終わって12月の予算編成を待たないことには、確定的なことはまだ何も言えないとい

う状況である。 

（区からの回答） 

 補足する。先ほど5.7％改定と申し上げ、歳児別の状況についてお話しがあった。細かい説

明は割愛させていただくが、資料２－１の４ページの一番最後の部分に、歳児ごとの区分に

分けて一部、どれくらいの状況かということでまとめているので、後ほど参考にごらんいた

だきたい。 

 

【報告事項】 

（２）「（仮称）板橋区子ども・若者計画」（素案）について 

（３）板橋区障がい福祉計画等の策定について 

（委員の意見等） 

既にご承知のように、現委員の任期が今回の会議で終了になるので、これまでの振り返り

も含め報告事項（２）（３）への意見等をいただきたい。 

（委員の意見等） 

障がい児福祉計画や子ども・若者の計画に関してだが、障がい児に関しては、今まで余り

議論されてこなかった思う。子ども・若者計画でひきこもりやニートだったりとか、発達障

がい者に対して、早くに皆さんにもっともっと理解・啓発していただいて、早目の療育につ

なげていければ、ひきこもりだったりいじめがなくなっていくと思うので、板橋の中でも発

達障がい児に対して、よい方向になっていけばよいと思った。 

（委員の意見等） 

こういう機会を私には与えられたので、知ることができたけれども、なかなか保護者等に

は伝わっていない部分がある。様々な機会でこういうものを活用したほうが良いということ

を数多く伝えられたらと考えている。 

（委員の意見等） 

やはり子どもたちを育てるには、地域が必要で、若者サポート、これからどんどん若者を

育てていかなければいけない、その人たちが地元に残るような形でやっていければ、またそ
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れが次へ次へと子どもが育っていけると思う。 

（委員の意見等） 

先ほど何人かの委員の方も言っていたが、点検評価の成果を量だけではなく、質でもう一

回捉え直す必要があるという印象を受けている。結果は全て子どもの姿で承認するしかない

というのが私の持論である。世の中でもようやく子ども・子育てに光が当たり始めたが、今

後もぜひそれぞれのお立場で、この板橋区の全ての子どものためにお知恵を出していただい

たり、あるいは声をかけていただくことが一番大事と考えている。 

（委員の意見等） 

任期が最後というときに報告事項で出てきた子ども・若者計画、そして障がい福祉計画。 

やっとこの会議が時代の流れに追いついたなという感じがした。これから皆さんとこの今

の大きな課題について深く議論したいというときに、任期が終わるということは大変残念だ

が、それぞれ現場からまた子どもたちのために、若者のために、ここで一緒に考え話し合い

をして心を通い合ったことを、周囲の方にまた広めていただければ、だんだんと板橋区全体

が多くの若者、そして子どもの現状、そして子育て中の親に対する理解も深まっていくだろ

う。 

それが、ひいては板橋区をすばらしい地域に育て上げていくことになっていくのーではな

いかという予感がしている。任期中いろいろ会議でご協力いただき感謝申し上げる。 


