
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29年６月19日（月） 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 26人 委員 

 

 

 

区側出席者 

片岡会長 吉田副会長 鈴木委員 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 瀧澤委員 

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 

児童相談所設置担当課長 子ども家庭支援センター所長 

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 （１）平成29年度保育園等入所状況について 

（２）平成30年度に向けた平成29年度の施設整備計画について 

（３）板橋区における地域子ども・子育て支援事業及び関連事業の主な動きにつ

いて 

（４）「（仮称）板橋区子ども家庭総合支援センター基本構想」について 

（５）障がい児に関する計画の策定の動きについて 

配 付 資 料 資料１ 

資料２ 

資料３ 

補足資料 

資料４ 

資料５ 

資料６ 

参考 

平成29年度組織改正（子育て支援関係）について 

平成29年度保育園等入所状況について 

平成30年度に向けた平成29年度の施設整備計画について 

待機児解消に向けた区の取り組み状況と保育需要等の推移 

板橋区における地域子ども・子育て支援事業及び関連事業の主な動き 

「（仮称）板橋区子ども家庭総合支援センター基本構想」について 

障がい児に関する計画の策定の動き 

板橋区子ども・子育て会議条例及び委員名簿 

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 

議題（１）平成29年度保育園等入所状況について 

議題（２）平成30年度に向けた平成29年度の施設整備計画について 

（委員の意見等） 

 要望がある。一点目は、来年になると待機児童の定義に育児休業取得中の希望者を含める

ことになる。相当数の施設を整備しても、それ以上の勢いで需要が高まっているため、引き

続き施設整備を充実する必要があるが、施設拡充しても、保育者の人材が確保できないとい

う問題がある。施設の定員の供給拡大だけに目を奪われることなく、保育士の処遇環境の改

善等々も合わせ進めていかなければいけない。 

 二点目は、来年から国も、区全体での待機児童の有無だけでなく、区内の区域設定内での

待機児童の状況を細かくチェックすると思われる。資料２と３について、施設整備計画と待

機児童の状況を、区域設定別に出すことで対策状況が明確になるので、そのような資料を作

成してほしい。 

 三点目は、国が企業主導型保育事業を積極的に進めており、事業所内保育施設とは別に、

認可外の保育施設として、国のお金を入れながら整備する。その中で、いわゆる企業の従業

員の児童を受け入れる従業員枠と別に、地域の児童も入れる地域枠が最大５割までとれるよ

うになっている。資料２の中では見えないが、企業主導型保育事業も板橋区内にも何か所か

あると思う。参考データという形でよい、板橋区が地域枠分について認定区分を決定し、把

握している企業主導型保育事業の人数を、資料に記載してほしい。 

（委員からの意見等） 

 保育園の欠員数があるが、先ほどの発言にもあったが、保育士の数が足りないために受け

入れられないという数なのか。 

（区からの回答） 

 保育士の数が足りずに受け入れられないということではない。保育施設を整備する際、ゼ

ロ歳児から入った児童を５歳児まで引き続きその園で保育することを想定した末広がりな定

員設定を行うが、ゼロ、１、２歳児の受入れ枠への希望が多く埋まっている状況に対し、３、

４、５歳児の受入れ枠については、ゼロから２歳児に比べ、希望自体が減っているため区内

の保育施設において欠員が発生している状況である。 

（委員の意見等） 

  ３歳児以上で保育を希望していない場合はどこへ行くのか。 

（区からの回答） 

 幼稚園に通う場合もあれば区外転出などの場合もある。様々な要因の中で、３から５歳児
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については、ゼロから２歳児に比べ、保育需要が受入枠内に収まっている状況である。 

（委員の意見等） 

 末広がりの定員設定をしていても、持ち上がりの児童数と定員数の差で、３、４、５歳児

の定員があいているというケースが多いと思う。 

 例えば、今年度の保育園欠員数で501名のうち３歳以上児と未満児の内訳を出すとよいので

はないか。 

（区からの回答） 

 501名の欠員数が生じているが、今回の資料では、ゼロ歳児は20名、１歳児が13名、２歳児

が35名となっており、３歳児に移ると67名、４歳児が134名、５歳児が232名ということで、

特に４歳児、５歳児になるとかなりの欠員が生じている。 

 ゼロから始まり、それが３、４、５歳児に移っていく中で、施設によって歳児毎に若干の

定員の差を設けている。そのような施設の中には、入所希望の状況によって空きとなってい

る施設が若干見られる。 

（委員の意見等） 

 ひところ小規模保育事業を終えた児童の受け入れ状況が非常に厳しい、行き先がないとい

う話題があったが、その問題は解消していると考えてよいのか。 

（区からの回答） 

 小規模保育事業を終えた児童の受け入れ状況が非常に厳しいという課題は、多くの自治体

で抱える課題であり、板橋区でも昨年度、そういった状況があり３歳児28名の待機児童が発

生している。 

 今年度は、地域型の保育所を卒園する２歳児の児童について、指数を加算するなど利用調

整を細やかに行うことで、基本的には全て認可保育園に移れている状況である。 

 今後も、２歳児の卒園児童の保育需要を見ながら調整していく。 

（委員の意見等） 

 ３、４、５歳児の欠員数に対してゼロ、１、２歳児の待機児が多いとすれば、定員の弾力

化など、余っている定員を足りない歳児に充当させるというような柔軟な対応は可能なのか。 

（区からの回答） 

 全体の定員の調整であるが、まず板橋区の保育施設においては、どの施設も本当に目いっ

ぱいまで受けているので、その中での調整については、かなり制約があると思っている。し

かし、待機児童と欠員の状況を踏まえて、どのような調整が可能であるかは、他の自治体で

の高年齢児の欠員を活用した低年齢児を受け入れの事例なども研究しながら考えていきたい。

また、参考だが、昨年度は委員の発言にもあったように、小規模保育園の卒園後の受け入れ
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先が厳しいという課題もあり、小規模保育園において１歳児から２歳児に上がる際に転園を

する方が多く２歳児に多くの空きが発生した。そのため、今年度の入所においては、定員調

整をして、２歳児の定員を１歳児に寄せて、希望の多い１歳児をなるべく多く受け入れる調

整をした。いずれにしても、定員調整が、可能な場合は、今後も取り組んでいきたいと考え

ている。 

 

 

議題（３）板橋区における地域子ども・子育て支援事業及び関連事業の主な動きについて 

（委員の意見等） 

 児童館が変わって、障がい児のための「ほっとサロン」が高島平と西徳児童館ができた。

児童館の利用者の方とお話しする機会が何度かあったが、すごく素敵な事業なのに、障がい

を持っている子どもたちとその保護者が、利用の仕方がよくわからず余り活用できていない

ということをよく聞いている。 

 また、障がいを持っている保護者の人が利用するには、ちょっと離れた場所で使いづらい

と思う。 

 ホームページも見たが、情報がごちごちゃし過ぎていて、とてもわかりづらい。利用の仕

方がわからずに利用されてない方が多いのではないかと思う。もっと利用してもらいたいし、

その場で気軽に保護者の方が相談できればいいと思っている。 

（区からの回答） 

 児童館については、昨年度に大きく変わり26館配置している。全館で一般的な相談につい

て受ける体制があり、その中でも現在は２館、高島平と西徳児童館が「ほっとサロン館」と

いうことで、発達が気になるお子さんや保護者へ対応している。 

 「ほっとサロン」の利用については、２館とも予約を受けて、そこで過ごしていただくこ

とになるが、非常に予約もいっぱいな状況であるので、今年度さらにその枠を広げて、対応

を拡充していく。ホームページなど、利用のしやすさに課題がある部分について調査し、も

っと使いやすい、利用しやすいものにしていきたいと思う。 

（委員の意見等） 

 ショートステイは、虐待のおそれがあったり、育児困難な家庭とか、そういう家庭の児童

をショートステイという形でサポートする制度だと思うが、事業を進めるに当たって、民

生・児童委員の方々との連携など様々なネットワークを活用するということも必要と思われ

るが。 
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（区からの回答） 

 乳児のショートステイを拡充した。民生・児童委員との連携については、ショートステイ

の利用の際というよりも、具体的に、地域で虐待が発生したり、気になるご家庭がある場合

に、見守りをお願いするなどの連携を取らせていただいている。 

（委員の意見等） 

 延長保育について懸念がある。 

 小さなゼロ、１、２歳児の児童たちの延長保育の利用については、保護者の仕事のために

利用する保育サービスだと割り切れない部分が、やればやるほど生まれてくる。 

 ７時、８時に帰ってご飯やお風呂はどうしているのかという懸念がある。 

 本当に必要であれば延長保育を行うが、延長保育を利用しているからといって、ゆっくり

と帰ってくる保護者もいる。本当に残業なのか、本当に必要に迫られているのか、そこの線

引きが非常に難しく、私たちの今のやり方は、非常に厳しいルールをつくって、会社からの

きちんとした証明書を持ってこなければ延長はないというのを前提にして預かっている。子

どもの生活リズムの目線で考えてほしい。その間で保護者が一番苦しんでいるのはよくわか

るが、サービス事業をどんどんやればいいのかというと、そうでもないのではないかと強く

思うようになった。 

 あと、先ほどより事業の使いやすさの話題が出ているが、まだ新しく始めた事業が浸透し

ていないのも事実である。利用者や、私たち関係機関も含めて、問題が起きたときに、実際

どこへ相談するように繋げばいいのか、相談窓口はどこなのかということがある。私自身は、

子ども家庭支援センターや児童相談所に電話するなど対応するために苦慮したが、関係部署

の方々が集まってカンファレンスを正式に持った時に、実はさまざまな機関で情報を持って

いたことがわかった。そういう機会がないと、個人情報の縛りで言えない状況にある部分が

ある。そういう意味で、個人情報で縛られずに交通整理する窓口が一つあって、情報を共有

することができる機関があるといいと思っている。 

（委員の意見等） 

 延長保育については、職員の処遇改善にもつながる問題だと思う。 

 延長保育は、１時間延長のところが多いと思うが、２時間延長、３時間延長と増えていく

と当然ながら職員にも負担がかかってくる。保育サービスをふやすためだけに延長保育を増

やしていくのであれば、職員のやる気向上からは反していると思う。本当に必要なら当然預

かるが、職員の処遇改善が必要であり、保育所をどんどん整備しても、そこで働く保育士が

いないような状況の中で、本当に必要なサービスかどうかというのを議論するのは大切なこ

とだと思う。 
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 延長保育の時間帯が多い保育所ほど、保育士を集めるのが難しいという話もある。半分夢

のようなことかもしれないが、ワーク・ライフ・バランスということで、企業の協力を得な

がら、子どもの健全育成のためにはどうしたらいいのか、特に延長保育の部分ではそのこと

が大きな問題なのではないかと考えている。 

（区からの回答） 

 委員の話にあったように、民間の保育施設での延長保育の導入が進んでおり、１時間延長

や２時間延長をやっている園もある。延長保育をやれば、当然そこに保育士を配置する必要

があるので、１日トータルの保育士の体制を拡充していかなければならない。多くの自治体

で次から次へと保育施設を整備しているので、従事する保育士の確保が、本当に多くの自治

体で課題となっている。板橋区においても、民間の保育施設において保育士の確保に大変苦

労されているということも聞いている。行政としても、保育士確保に対する支援について、

今後取り組んでいきたいと考えている。 

 また、延長保育事業のほかに、新制度になり、８時間保育が11時間保育となり、いわゆる

長時間保育にシフトしたという意見もある中で、児童を各施設で預かっていくあり方につい

ても留意しながら、今後も保育を運営していきたいと考えている。 

（委員の意見等） 

 悩ましい問題だが、板橋区など23区は、恐らく勤務時間が１時間、２時間かかるような勤

務の方はそんなに多くなく、勤務時間帯にもよるが、往復の通勤時間を考えても、それほど

大幅な延長保育が必要な家庭は多くないのではないか。都外から都心に通っているというこ

とであれば、勤務時間は８時間でも通勤時間が１時間とか１時間半かかれば、やむを得ない

ケースもあると思うが、少なくとも板橋区に関しては、恐らく多くの方は通勤時間が長時間

ではないと思われる。そのような中で、延長保育というのをもう一回考える必要があるだろ

う。 

 ちなみに先週、京都市の子ども・子育て会議があり似た議論があった。京都市の場合は、

１日11時間まで利用できる保育標準時間と１日８時間までの保育短時間の間を刻んで、保育

標準時間で11時間利用できるが、１時間毎に保育時間が短くなれば保育料がちょっと下がる。

要するに不必要に長く使うと、当然保育料はそれなりに払わなければいけない。逆に早くお

迎えに行けば保育料が少し少なくて済むというインセンティブで、不必要な長時間利用はし

なくていいように、保育料のほうでコントロールをかけていた。 

 そのやり方が全ていいとは思わないが、より長く使うということは児童や保育士にも相当

負荷をかけ、いろいろな形でコストもかかるのだから、応分の負担を求めるのも一つの考え

だと思う。 
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 今後、板橋区においても他の委員の意見を踏まえて、もう少しいいやり方がないか検討す

ることは必要である。保育士の人材確保ができないと待機児童増という大きな要因を引き起

こすことになりかねないので、トータルの中で検討していくべきと考える。 

（委員の意見等） 

  利用者支援事業の母子保健型の母子保健相談員はどういう方がなっているのか。 

（区からの回答） 

 助産師もしくは保健師の資格を持った非常勤職員である。健康福祉センターが５つあるの

で、そこに１人ずつと、健康推進課に２名、合わせて７名を採用している。 

窓口での妊娠届を出された方への面接のみ対応しており、その後、面接の中で問題を感じ

られた際は、地区のセンターの保健師のほうに引き継いでいる。 

（委員の意見等） 

 地域子育て支援拠点事業の中で、父親向けの事業を全26館で実施しているとの説明があっ

たが、今まで38館あった児童館が少なくなり父親の参加率どうなっているのか。また、森の

サロンは、子ども政策支援課に所管を移し、地域子育て支援の更なる拡充のため児童館との

連携強化を図っていくとなっているが、児童館との連携強化というのは、どういうものがあ

るか。 

（区からの回答） 

 児童館における父親向けの事業については、各館年２回で非常に回数が少ない状況ではあ

るが、それだけに各回たくさんのお父さんに参加していただいている。今後どのように拡充

していけるかが課題であると考えている。非常に好評で、たくさんの方に参加していただい

ている。 

 それから、児童館と森のサロンの連携であるが、今年度から所管が変わった。今後は、森

のサロンを運営する東京家政大学と連携して、例えば大学の先生に児童館に来ていただき研

修を実施するなど、いろいろな事業展開が考えられる。 

（委員の意見等） 

 数年前に引っ越してきて、板橋区の取り組みのことを余り理解していない部分もあるが、

妊娠中や出産後にわたる支援に関して、とても手厚い支援を受けられていると、うらやまし

く思った。 

 児童館だが、子どもが幼稚園に入るまではよく利用していたが、幼稚園に入ったら、ほと

んど行く機会がなくなった。今後、夏休みや冬休みなど、長い休みに入ると利用することが

多くなると思うが、児童館は、乳幼児のお子さん向けという感じで、幼稚園児が行くと迷惑

になってしまうのではないかと遠慮されている保護者も多いので、幼稚園児も来やすいよう
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にしてもらえたらうれしい。 

（区からの回答） 

 児童館では、資料に記載のとおり、３、４、５歳児向けのプログラムも用意している。毎

日幼稚園帰りに利用される方もたくさんいるので、ぜひお越しいただきたい。 

（委員の意見等） 

 ファミリー・サポートについて、年齢の上限が９歳から12歳になったが、小さい子どもな

らば、幼稚園のお迎えなどで必要と思うが、12歳までになったのは、あいキッズが小学校は

あるので、その後の遅い時間までやってくれるということなのか。 

（区からの回答） 

 主に年齢の高い方はあいキッズのお迎えが多いが、その後、引き続き保育ということもや

っている。 

（委員の意見等） 

 家から近いところに児童館があるが、せっかくいろいろなことをやっているようだが、な

かなか知る機会がない。 

 子どもが生まれたときに、いろいろなご案内があったが、置いてあるだけのチラシなどは

興味ある人しか見ない。せっかく税金を使ってやっている事業なのだから、積極的に周知し

て利用してもらうべきである。この機会に私も、こういう施設があるということを広めてい

きたいと思う。 

（委員の意見等） 

 小学校では、あいキッズとの連携ができている。放課後といいながらも校内にいる子ども

たちは、普段とは違う顔を見せてくれる。いろいろな形で情報交換をしながらやっていきた

い。 

 あいキッズが土曜日に実施されるようになり、保護者から「もうちょっと預かってもらえ

ないのか」という話も出ている。本日の会議のように子どもたちの生活の目線で広く情報交

換ができるのは、大変いいことだと思う。 

（委員の意見等） 

 小中学校の教職員、それからＰＴＡ関係を対象に、板橋アカデミーとして学習会をやった。

教育委員会の主催でやっているが、そこで、花まる学習会の高濱先生のお話を聞いた。ひき

こもり・不登校はこれから先も問題になっていく中で、ゼロ歳から３歳とか、４歳から10歳

の小学校３年生ぐらいまでの親子のかかわり、子どもが親以外に愛情を注いでくれる方との

コミュニケーションなどがすごく大事だという話を伺った。 

 本日の様々な議論を聞いて、幼稚園、小学校、児童館、保育園や待機児童への支援の充実
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が必要であると感じた。 

 

 

議題（４）（仮称）板橋区子ども家庭総合支援センター基本構想について 

（委員の意見等） 

 支援が必要な親子が多数になってきたというような事態も含めて、従来は都の所管だった

児童相談所が23区にも設置できることになった。 

板橋区でもそれを拡大しつつ、子ども家庭総合支援センターの設置に至ったという背景と、

その具体的なプランについて説明いただいた。 

 これから具体的になっていくという段階で、意見をいただくことになると思うが、平成33

年から、より充実した支援が行われることになるということを承知いただき、それぞれの段

階で助言・意見をいただきたい。 

  

議題（５）障がい児に関する計画の策定の動きについて」 

（委員の意見等） 

 障がい児のことに対して、ようやく開かれてきたと思った。特に支援の必要な就学前の子

どもたちは、医療・保育などいろいろな場所での相談において、なかなか連携が図られてい

なかったということがあった。 

 就学前の子どもを支援するために、たしか就学支援シートがあったが、それがなかなかう

まく機能していなかった。 

今度の障がい児福祉計画の中で、教育と家庭と医療と、それからそれを支えてくれる地域

の方たちが連携をして、その地域に見守られ、ともに生活できるような支援体制が出来れば

いいと思う。 

 以前からこのような取組みを求めていたが、なかなか浸透できず、ようやくここになって

動き出したことにうれしく思う。計画だけではなく、必ず実現してほしい。 

障がいを持って生まれてきた子どもたちが、安心して安全に暮らせることで、健常の子ど

もたちも安心して安全に暮らせるのではないかと思っている。 

（委員の意見等） 

 １期と書いてあり平成30年度から平成32年度までの計画期間となるが、これは具体的な計

画内容がまとまってきた時点で、この会議にも提示してもらえるのか。 

 

（区からの回答） 
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 一定の内容がまとまったところで、随時報告したいと考えている。 

（委員の意見等） 

 先般、国のほうがまた達成できなかった待機児童解消で新たなプランを出して、予算もそ

れなりにつけるということであるので、もう一段加速をした形で、恐らく板橋区でも取り組

むことになるだろう。それから、骨太の方針2017で幼児教育・保育の無償化を含めた財源確

保の話で、こども保険の話も出ている。これはもう少し国で詰めていくと思うが、いずれ影

響してくる。 

 同時に、子ども・子育て支援新制度のもと平成27年度から平成31年度までの５年事業で板

橋区の事業計画が動いている。平成32年度からまた次の５年の事業計画に対し、逆算すると

恐らく来年ぐらいから次の５年計画の検討に入らなければいけない。これまでの３年近くの

振り返りを行い、いい形で次につなぐ役割をこの会議の委員の方は期待されていると思う。 

 本日、いろいろな意見があったように、様々な地域子ども・子育て支援事業をやっている

が、肝心なことは、それが当の利用者にどこまで知られていて、どこまでうまく活用できる

ようになっているのかである。 

 ほかの自治体でも同じ話が出ているが、恐らく区のタブロイド新聞のような広報紙は、若

い保護者はほとんど誰も見てないだろうし、手に取られていないと思う。 

最近はＩＣＴ化が進んでおり、ほとんどの保護者の方はスマートフォンを持っている。ス

マートフォンで、例えば予防接種についてのアプリを開発して、接種のタイミングであった

り既に受けた予防接種を把握できたり、子育て支援関連情報が、一つのページにアクセスす

れば大体のことはわかるなど、シンプルなウエブでワンストップサービスを提供するべきで

ある。 

恐らく区のホームページから探すのは難しいと思っている。 

子育て支援専門のアプリなり、スマホで活用できるサイトをつくるなり、子ども・子育て

関係でわからなければ、ここにとりあえず電話をかければ、そこから次につなげてくれると

いうようなシンプルなワンストップサービスがあれば、役に立つと思う。 

 さまざまなすばらしい事業をやっているけれども、より多くの区民の方に活用されるよう

な運用の知恵を出していく必要がある。 

（区からの回答） 

スマートフォンで利用できるアプリについては、板橋区でも子育て支援ナビアプリを構築

している。今夏にはできる予定で準備を進めているので、また改めて周知をさせていただく。 

 


