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平成２７年度第４回 板橋区子ども・子育て会議 審議内容及び意見要旨 

 

【開催日】  

平成２８年１月１９日(火) 

【出席議員】 

片岡委員 吉田委員 鈴木委員 緒方委員 正田委員 浅見委員 加藤委員 石掛委員 山野辺委員  

東名委員 橋本委員 下竹委員 谷田委員 吉澤委員 小川委員 瀧澤委員 

【審議内容】 

議題 

１．次世代育成推進行動計画（素案）に対するパブリックコメントについて 

２．次世代育成推進行動計画（最終案）について 

３．特定教育・保育施設の利用定員、特定地域型保育事業の利用定員の設定について 

報告事項 

１．地域子ども・子育て支援事業について 

 

【意見要旨】 

１．次世代育成推進行動計画（素案）に対するパブリックコメントについて 

 

（委員の意見等） 

●すくすくカードの利用期限は私も短いと思うので延長してもらえると嬉しい。 

●すくすくカードの期限は私も子育て中にパブリックコメント同様、短く感じた。杉並区では小学生に入るまで

使える制度になっているので、板橋区でも柔軟に対応してほしい。 

（区からの回答） 

すくすくカードは現在、利用期間の延長も含め、より使いやすい制度となるように事業全体について見直しを

行っている。 

 

（委員の意見等） 

●パブリックコメントの募集期間が約２週間で、３名の方から11件の意見が寄せられているが、こういったパブリ

ックコメントは、そもそも３人程度の意見しか集まらないものなのか。５０万人で３人の意見というのは、すごく貴

重ではあるが、広い意見としては捉えられていないのではないか。もっと集めたいのであれば募集の仕方を考

えたほうがいい。 
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（区からの回答） 

区では様々なパブリックコメントを実施しており、各計画の策定にあたってもパブリックコメントを実施している。

少ないものだと０件や１件、多いものだと100件を超える時もあり、その時々、計画に書かれている内容などで反

響がかなり違っている。計画策定時は区民の皆さんから意見をいただく手法の一つとして必ずパブリックコメン

トを実施しているが、今回の場合は３人という少ない数で、多くの方からきちんと声を聞いたのかと問われると

我々としては非常に残念だと思っている。制度そのものをきちんと伝えることも必要であるし、計画策定のスケジ

ュールでは11月、12月という一般の方が忙しい時期に意見を募集することになってしまうので、実施時期ややり

方も検証していかなくてはならないと考えている。今回は子どもの計画への意見募集なので、保育園や児童館

など、お子さんの行く施設にも計画を置いて見てもらう工夫が必要だったという反省がある。今後もより多くの方

に見てもらえる方法を検討していきたい。 

 

（委員の意見等） 

●保育の質に関する意見への区の考え方に、研修の実施と認可私立園での処遇改善のための補助制度とあ

るが、認証保育所なども含まれるか。 

（区からの回答） 

 近年、待機児童が非常に増えている中で、保育施設の数を増やさなくてはいけないというのが第一義的な狙

いだが、同時に当然保育の質の確保についても考えている。研修制度は従前、保育サービス課の中に保育園

の園長経験者の係長を置き、区立保育園向けに研修を行って保育の充実を図ってきた。その後、私立の認可

保育園にも受講を呼び掛けるようになり、昨年からは0歳から2歳までの小規模保育施設、東京都の制度のもと

にある認証保育所にも声をかけて、板橋区内にある保育施設全体の質の向上を目指して研修に取り組んでい

る。補助制度は、私立の認可保育園、小規模保育施設、東京都の認証保育所等についても国や都の補助金

が出るようになっているので、有効に活用してもらうように情報提供をしながら進めている。 

●6番の回答だけ読むと、どうしても認可私立園だけに補助していると読み取ってしまうので、認証や小規

模保育にも補助制度があるのであれば、今、説明のあった内容に変えたほうがいいのではないか。せっか

く色々な制度があって充実しているのならば、それを明記したほうがいい。 

〔ご意見を基づき、パブリックコメント公表時に表現を修正〕 

 

（委員の意見等） 

●障がいを持っている子どもを育てていると、区の様々なサービスが自分の子どもには該当しないのでは

ないかと思ってしまう。私の子どもはもう中学二年生なので、逆にすくすくカードやおむつ替えができる施

設といった新しい制度ができているのだなと。赤ちゃんの駅をまちで見かけても、障がいを持っている、肢
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体不自由児であったり、それから発達障がいを持っている子どもたちが、そういうところに行っているかとい

うと、なかなか利用できないように思う。この計画を見ていても、当時、息子が小さかった時のことを思うと、

どう読んでも、何となく私の子はこれに当てはまらないという悲しみのほうが先に来てしまう。ただ、以前に

比べると、色々な制度やサービスができ、支えてもらっているので、この計画自体はよいと思う。 

（区からの回答） 

 赤ちゃんの駅は最初、児童館、保育園等から始まったが、区内の大規模商業施設のおむつがえスペー

スも赤ちゃんの駅として認定するようになり、誰もが使いやすいことを基本に設置を進めている。板橋の前

野町に作った赤ちゃんの駅は区の意見をだいぶ取り入れていただき、皆さんが利用しやすい配置となっ

ている。今後も、障がいのあるなしにかかわらず、利用しやすいことを重視して整備していきたい。 

 

（委員の意見等）  

●保育園の代表としては、保育園に関する意見への区の説明は納得性が高いが、児童館に関するところ

では、もう少し細やかな説明が必要ではないか。区の児童館事業が今年度変わって、来年度からあいキッ

ズも全校で土曜日も実施していくという大きな変化がある。保育園児の保護者は基本的に全員働いてい

るので、３月31日まで保育園に通い、４月１日の学校が始まる前からあいキッズに通わなければいけない。

そういう中で、制度の移り変わりを不安に思っている方が多い。 

●パブリックコメントがたった3人ということだが、意見を集うと様々な取り方をする方がいることが分かって

非常に参考になる。意見をもらうと言うと、それが通るかのごとく勘違いをされてしまう危険性もあるが、やは

り恐れず広く意見をもらうほうがいいのではないか。私は、親が子どもに対する第一義的責任を持つのは

当然だと思っているが、堅い表現で書くと冷たく感じる人もいるのかもしれない。また、子育て支援センター

では期限が迫って駆け込みですくすくカードを利用しにくる方もいるので、２歳まで使えるといいのではな

いか。赤ちゃんは6ヶ月くらいまで家にいて、外に出ていこうとするともう期限がきているということがあると思

う。幼稚園に赤ちゃんの駅も設けているが、障がいのある方も平等に受け入れているので心配なさらず利

用してほしい。 

●この中で一番身近に感じたのは児童館に対する意見です。私の子どもは０歳、１歳から児童館に通い

始めて、いま年長なので、ここ最近、急に児童館のシステムががらっと変わってきている状況を体感してい

る世代だと思う。幼稚園に入ると児童館に行く時間が限られて、たまにしか行かないので、昔小さいころに

行っていたイメージで行ったら全然違ったということはある。例えば小学校のお兄ちゃんと一緒に行ったら、

小学生が入るスペースが限られていて遊ぶ場所がなかったとか、そういう混乱の声を以前は聞いていたけ

れど、それも大分落ちついて、幼稚園の保護者の中では「だんだん変わってきているよ、あいキッズができ

たからだよ」ということが浸透してきているように思う。 
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●小学校としては、各校の敷地内にあいキッズが準備されて大変助かっている。お迎えの保護者に会うと、

９割以上の方から敷地内にあるので安心だという言葉を聞く。今までの児童館のあり方がだんだん変わっ

ていき、あいキッズ事業もおおむね良好ということなので、今後の周知によって理解が進んでいけばよいの

ではないか。 

●意見をくれた方の人数が少ないためか、小学生の子どもを持つ親からすると、若干小さな子寄りの意見

が多いように思った。私は片親で子どもを育てているが、男親は収入制限などがなかなか認められない部

分があって保育園のときに色々悩んだ。卒業後もその地域にどの世代の子どもたちが多いということが把

握しにくいので行政側もすぐ施設を作ろうという一歩が踏み出せないのではないかと思う。小学校も中学

校も保育園も、その年代の親は絶対的に足りないからすぐに欲しいと思うが、その世代がいなくなった時

に学校や保育園がどのように変わっていくのかという部分を考えると非常に難しい。 

 来年、うちの子どもは中学校に上がるが、周辺にマンションがたくさんできていて席が足りなくなるのでは

ないかと心配している。保育園も小中学校も年代によって人数が多い、少ないというバランスが異なって区

も大変だと思うけれど、板橋区には子どもが増えている実情もあるので、子どもたちのためにできるだけ充

実させていただくよう私からもお願いしたい。 

●保育環境について、敷地や施設の状況で周辺の公園を代替遊戯場として利用すると書いてあるが、保

育園を選ぶときに、園庭が小さいとかコンクリートばっかりだという理由で選択肢から外すお母さん方も結

構いる。公園利用について、この時間帯はこの保育園が使うという割り振りは難しいかもしれないが、この

保育園はどこどこの公園をよく利用するということは明記できないのか。 

（区からの回答） 

 ここ数年、待機児童数が増えている中で、小規模保育施設、園庭を持たない認可保育所も非常に増え

ている。結果的に、近隣の遊戯場を園庭がわりに使うことになるが、今ご指摘があったように公園は保育園

の園児だけが使うわけではなく、どなたでも使える場所のため、区には時々他の利用者から苦情ではない

までも、何とかならないのかという相談も受けている状況がある。そのため、この保育園はどこどこの公園を

使うというようなことを特段指定できるわけではない。ただ一方で、よく散歩に行く公園、そこがいっぱいだ

ったらその次、３番目とか４番目ぐらいを想定して各保育園は運営している。また、回答にも記載している

が、近隣の区立保育園と私立保育園との間で、園庭を提供するという目的だけではなく、職員同士が相

互に保育関係の相談に乗ったりする関係性を徐々につくり始めていて、園庭を持たない保育園のお子さ

んが園庭のある保育園に行き、庭で両園の子どもたちが一定の時間一緒に遊ぶという試みが始まってき

ている。ただ、非常に施設数が増えている中で、各公園で保育園同士がバッティングしてしまう、ご高齢の

方のいい居場所であったところがゆっくり使えなくなってしまうという状況が課題になっているのは事実で、

公園を保育園だけで優先的に使う、あるいはほかの方が優先に使うということもできないため、対応に苦慮
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している。 

 

（委員の意見等） 

●公園側では、ここの公園はどこそこの保育園が使っているというのは把握しているのか。安全

性を確保するうえで、そういった情報はあってもいいのではないか。 

●保育園としては公園に複数の保育園の園児が遊びに来てということは現実に起こっているが、

相互に調整しながら大きな問題が起こらないようにやっている。 

●高齢者同士でも割合、そういうルールがとられている。 

（区からの回答） 

管理人がいる大きな公園は別だが、あらかじめ場所を押さえて、計画的に使うということは現

在の制度の中では行ってはいない。 

 

（委員の意見等） 

●パブリックコメントは、次世代推進行動計画案を少しでもよくするために幅広く意見をもらう

という趣旨なので、数が多くないというのは非常に残念だが、全国的にそういう傾向があるため

もう一段、工夫が要ると思う。意見をこの会議にかけ、区として行動計画案を踏まえて回答する、

それが妥当かどうかを判断するということなので、例えば障がい児の問題についても、本当はそ

ういう意見を出していただくことが一番大事であって、それに対して区はどう答えるかというこ

とだと思う。障がい児関係の意見等がなかったので、その答えについては触れていないというだ

けで、計画そのものには以前に比べたらしっかり書き込んであるということだろう。 

 それから、保育士の質の問題についても、もちろん認証等も含めて、今、ものすごく人材難で、

一般企業との所得で比べると年間で100万円以上給料が安いということで、特に人材不足が激し

いので、少しでも処遇を改善して、少しでもいい方に保育士になっていただこうというのが本来

の趣旨だ。区立園は公務員なので処遇は一定程度はっきりしているが、民間については施設での

ばらつきもある。ただ、国や都の財政措置もまだ必ずしも十分でないので、区だけで解決できる

問題ではないが、質の向上という点ではこういう取り組みを特に民間ベースでやっているという

ニュアンスで、保育園と言い切らずに「等」を入れていただければ十分なのではないか。   

●各委員からの発言は、質問に直接答えるだけではなくて、それに関連する背景、あるいは考え

方も答えの中に入れておいたほうがいいのではないかという意見だと思うので、回答の中で区の

考え方をＰＲする、答えはＰＲする一つの機会だと捉えて回答するといいのではないか。 
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（区からの回答） 

 先ほど委員からの意見でもあったように、そういう見方をされる場合もあるというところに留

意して、細かい文言についても今頂戴した意見等も参考にもう一回確認をした上で公表したい。 

 

２．次世代育成推進行動計画（最終案）について 

（委員の意見等） 

●我が家は共働きで子どもを生後57日から保育園に入れているため、児童館を利用したことがな

い。うまく平日に休みが取れた時に児童館などの施設に連れて行っても、男親だと女子トイレ内

にあるおむつ替えスペースが使えない、気後れしないで使ってくださいと言われても使えない状

況がある。平日しかやっていないと共働きでは行けないし、たまに行っても設備が整っていない。 

保育園の書類の提出も平日しかやっていない、訪問員の制度があるのでこれでケアしていきます

と言っても、平日に会社を休んで調整しなくてはならない。児童館は在宅子育て支援の拠点とい

う名目になっていて、区としては保育園に入っている共働きの子どもに関しては政策から除外し

ているのか、そういう点を聞きたい。待機児童がいるぐらいなので、共働きの家庭は少数ではな

いと思う。保育園に入れた時点で大丈夫だと考えているのか、それともその後もフォローしてい

く予定なのか。フォローしてくれるはずの児童館であるならば、待機児童ゼロになったら児童館

なんて要らないのではないか。最終案の段階でこういう意見を伝えても仕方がないのかもしれな

いが、あまりにも共働きや父親、父子家庭に対するフォローが何もないのが気になる。 

（区からの回答） 

 記載の仕方に少し工夫が必要かもしれないが、まず児童館に関して言えば確かに保育園、幼稚

園に通われていない方で、家庭で孤立している方に課題が非常に多いだろうと想定しているとこ

ろはあります。行政と繋がりがなく、１人でマンションの一室で子どもと１対１で向き合って

色々悩みを抱えていると虐待やネグレクトに繋がっていく可能性が高い。そういう方に対して、

やはりきちんと行政が手を出していく必要があるので、そこに重きを置いていることも事実です。 

 ただ今回、児童館では、３、４、５歳児向けの事業を拡大して、幼稚園帰りや保育園の早番で

あれば利用いただける講座を広げていきます。また、土曜日や休日にはこれまでも「パパと一緒

に遊ぼう」というお父さんを対象にした事業もやっている。仕事の関係で平日がお休みのお父さ

んがお子さんを連れてきて遊んでいたり、サークルやクラブ活動には入りづらいとしても、すく

すくサロン等で過ごしている様子が見受けられる。 

●子どもと遊ぶことではなく、利用できる時間やイベントの告知が平日に限られていたり、申し

込みを平日しか受けつけない、おむつ交換は絶対的なものなのに設備的に男親が利用しにくいと
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いった現実がある。平日にイベントがあっても、共働きでは基本的に行けない。気おくれしない

でくださいではなく、利用しようがないということに対してどう対処される予定なのか。そうい

う点は政策の中ではまるっきり無視されているものなのか。専業主婦の方向けの施策が充実して

いることは分かったが、共働きや父子家庭向けの施策を何か実施してるのか。 

（区からの回答） 

 児童館には必ず赤ちゃんの駅があり、そこでおむつ交換はできるはずなので、トイレを案内し

ていることがあるとしたら職員へ徹底を図る必要がある。平日参加できない方向けに、土曜日や

日曜日にイベントを開催して参加できる道を色々展開し、情報告知もホームページで行っている。

普段利用していないので分かりにくい状況があれば、児童館は全館ツイッターをやっているので

登録していただければ、次の日曜日に運動会があります、ハロウィンがありますという情報を届

けられる。基本的には、在宅で子育てしている方に課題が多いということで行政との繋がりや相

談を重視して児童館事業を展開しているが、もちろんすべての就学前のお子さんを中心に子育て

拠点として児童館を活用してほしいと考えている。子どもに関する相談や医療制度、児童手当等

についても、共働きか否かに関わりなく実施している。 

 

（委員の意見等） 

●この次世代育成推進行動計画の読み手を区としてどこに設定しているのか、つまりこの計画は 

関係者が色々な施策をこれからやっていくんだと確認するためのものなのか、区民がサービス等

を利用するにあたって自分たちはそれを利用できるかという視点で読むものなのかが、新しく参

加された委員には分かりにくいのかもしれない。この計画はあくまでも区の方針を定め、関係者

に対してはこういう計画のもとに、こういう宣言のもとに支援をやっていきますよというための

マニュアルだということ、この宣言そのものの性質がどういうふうに設定されているかを説明し

ていただきたい。 

（区からの回答） 

 この次世代育成推進行動計画自体は、決して共働きの方を軽んじているわけでも何でもなくて、

区として取り組む、また区民の皆さんも含めて、事業者も含めて、総体として次世代の育成のた

めに取り組んでいくというものを掲げている。特に共働き世帯に向けた事業がいま紹介した中で

少ないという印象があるのかもしれないが、ほとんどの事業は「共働き」も「昼間働いている

方」といった区別はなく、広く18歳未満のお子さんを中心とした育成のための行動計画になって

いる。そのうえで、事業の内容が分かりにくい、こういった分野の方が使いにくいということが

あれば、それぞれのハンドブックやマニュアルをご活用いただきたい。この計画では区全体の事
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業をお示しし、区と区民の方が取り組んでいるものを総体的に見てもらうために策定している。 

 

（委員の意見等） 

●この計画に書いてあることはとてもすごいことで、方向としては間違っていないと思う。ただ

この計画に展開されている事業に自分が参加できるか、参加できるチャンスがどこにあるかなと

いう目線で見ると、やはり参加できないものが多いと感じてしまうのが、恐らく共働きのお母さ

んや父子家庭のお父さんなのだと思う。情報が入ってきても参加しづらいなと感じたり、いざ時

間をつくって行ったときに環境が整っていなかったりして残念だなと思った感想に対して、区は

どう考えているのかを委員はお聞きになりたいのではないか。 

●計画自体は別に間違っていないと思うし、いいものだとは思うけれど、先ほどの障がい児の話

もそうだが、自分にどれだけ関わるかという視点で見ると無縁の世界になってしまっている。 

●区としてはどういう環境の家の方でも使っていただいて構いませんよというスタンスだとは思

うけれども、参加できない人たちに対して、夜や土日に何か事業が展開されるといいなという思

いなのではないか。 

（区からの回答） 

 書いてあっても、実際に参加とか利用につながりにくい、ハードルが高く感じる部分があるの

かもしれません。まず計画でこういった方針を定めて、それぞれ成果指標や重点事業にできるだ

け多くの方にご利用いただきたいとか、きちんと支持を得て進めていきたいということが目標に

入っている。そのためには、一つ一つの事業を単に形だけではなく実のあるものにしていかない

と多くの方の参加や利用に結びつかないので、いただいた意見をきちんと反映させて、より利用

しやすい時間帯や曜日を検討し、利用する方の状況を踏まえたものに少しずつ調整していく必要

があると思う。それはこの計画をきちんと進めていく上で、最後のＰＤＣＡにあるように、事業

に対する意見やこの会議で上がった議論をそれぞれ所管課に伝え、すぐには難しいかもしれない

が、できるだけ多くの方が気軽に参加できるものにしていきたい。 

 

（委員の意見等） 

●原点に返った話になるが、きょう議論しているこの会議での次世代育成支援推進行動計画とい

うのは、これはあくまで行政ベースの施策体系集であって、区民あるいは利用者向けのハンドブ

ックではない。網羅した施策を５年ないし10年のスパンで、こういう理念に基づいてこういう方

針で推進していきますという体系と工程表的なものが入っている。今の委員の質問に関しては、

恐らく利用者に対して、例えば共働き家庭の場合はこういう使い方がありますとか、何かそうい
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うハンドブックを出してピックアップしてわかるように伝える必要があるという話であって、分

けて考える必要があると思う。 

 私は板橋区男女平等参画審議会にも関わっているが、会議では特に父子家庭、母子家庭等に対

しても、色々なイベントや会議でも、なるべく曜日や時間帯など様々な点に配慮するようにとい

う議論をしている。ただ議論はしていても、そこが出す答申は多分区民の方が見てもおもしろく

ないし、どこに書いてあるのかというものだと思う。これはあくまでも行政ベースの工程表、体

系集ですから、利用者に対してはもっとわかりやすい、もっと使い勝手のいい別のガイドブック

的なものを出すということを前提に、これはこれとして施策体系集なんだと理解していただいた

ほうがいいのではないか。これは区民の方にご覧いただいて活用してもらうものでは、そもそも

ないわけですので。 

●そういう意味で、公募委員の方が自分はどういうスタンスでこの会議に関わるのかという部分

が分かりにくかったのではないか。今、そのような計画を作っていて、それについて公募委員の

方たちは利用者の立場、区民の立場から見た場合にこういう意見、こういうところはどこに包含

されているのか、あるいは検討されているのかというような、行政の提案に対して抜け落ちてい

るところを指摘する役割を持っているとか、この会議ではどういうスタンスで発言すればいいの

かということが、やっぱり分かりにくかったのではないかと思う。 

（区からの回答） 

 委員の改選期と計画をつくるタイミングによって、引き続き委員をやっている方と今日新しく

参加された方との間に、計画に対する理解の差があり、私ども事務局から説明したが足りないと

ころがあったと思う。この計画は法に基づいて行政として、次世代育成いわゆる子育て支援にお

いてどういうことを体系的にやっていくのかをまず掲げなさいという土台があり、あくまでも行

政計画です。ですので、ここの中に載っているのは、一連のそれぞれの所管課がやっている事業

の内容となる。前の計画では対象が乳幼児なのか中学生なのか、何歳までかという記述をしてい

たところもあり、この計画では今日配布しているＡ３判両面の資料でそれぞれ体系ごとの利用対

象についてまとめた一覧表も作り、いずれ計画の中に入れ込んでいく予定です。 

 そういう意味では、行政が主体的に予算をかけて子育て支援に取り組んでいるわけですが、ど

うしても行政だけではできませんので、ここに載っているように各団体、地域で活動している

方々にもご協力やご理解をいただいている。事業を進める上でも行政だけではできないところは

協力していただき、一緒に子育てしていくというニュアンスをより強く出したいという思いから、

行動計画ではなく宣言という言い方をしている。今までの計画をさらに進めていく上では、行政

だけでなく皆さんの協力が必要だということを形で表現しています。説明が足らなかったところ
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もあるとは思いますが、様々な子育てのハンドブックを作成・配布したり、ホームページ等で

色々な施策の周知をして利用の機会を増やしていかなくてはならないと思う。この計画に基づい

て事業を推進していく上では、各所管の連携も必要ですし、改めて委員の方々にご理解いただく

方法も考えながら、今日の意見を踏まえて、今後庁内の会議体等で報告をしていきたい。 

（委員の意見等） 

●補足になるが、これまでそれぞれの分野の委員が、例えば配慮が必要な子どもへの支援の充実

という項目についてこういうことも充実してほしいなどと具体的な提案があったものは計画の中

にきちんと反映されてきた経緯がある。アリバイづくりの公聴会のようなものとは違って、非常

に具体的に意見を聞き取り入れるために、委員として参加していただいているということをご理

解いただきたい。だから、言ってもわからないと引っ込まないで、ぜひ納得するまで聞いて、納

得した上で参加していただくのが一番いいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

（委員の意見等） 

●49ページの施策の方向性のⅠ－１、（２）子育て支援の充実で児童館１館当たりの子育て相談

の件数が成果指標になっているが、これだけだと相談できるのは、さっきも議論にあがっていた

保育園に通っていない人だけになる。保育園や幼稚園に通っている人たちはどこに相談をし、そ

れを含めた件数になっているのか、成果指標の設定の仕方について伺いたい。 

 また、施策の方向性Ⅰ－２、教育・保育の質の向上という項目で、現状は保育士研修受講者数

が2,298人、目標が30年度2,800人となっているが、この2,800という数字はどこから出てきたの

か。恐らく30年に保育待機児童がゼロになるとちょうど必要な保育士の数が分かると思う。その

保育士全員に加えて、保育の補助をすることになる資格がない人達が全員100％この研修を受け

る数を目標とすべきだと思うのでそれを確認したい。 

あと、51ページの妊婦健診の受診回数は現在５万3,084回で、30年度が５万5,000回となってい

る。妊婦健診は全員が必要な回数を受けるのが当然だと思うが、30年度の目標は妊婦数を何人と

予想し、その妊婦が100％受ける回数を設定しているのか。 

63ページ、重点事業以外の関連事業は目標がなくなっているが、例えば発達障がいの子ども達

は１歳半健診と３歳児、４歳、５歳健診で見つけてはいるが、先日、区の中川教育長と話したと

ころ、やはり発達障がいの問題が深刻なので５歳児健診はもう少し何とかならないかという話を

伺った。そのようなことを、例えば数字的に100％受けるとか、あるいは何かしらの指標を設け

るようなことはできないのか。 
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（区からの回答） 

 まず、児童館１館当たりの子育て相談の件数を成果指標に掲げている点についてですが、保育

園や幼稚園でも当然相談は行っている。しかし、先ほど少し触れたように在宅で子どもと向き合

って煮詰まっている方に児童館等を利用してもらい、相談につなげていきたいという考えから保

育園、幼稚園に属していない方の相談の件数を増やすことを目標にしている。児童館をそういっ

た点からも地域の子育て支援の拠点の一つにしたいので、５館あるいは２館といった相談員がい

る館だけでなく、児童館全体で常時相談を行っており、それも含めて、特定の場所に毎日通園し

ていない方の相談件数をきちんと伸ばしていきたい。 

 Ⅰ－２の（２）の区主催の研修は、先ほど少し触れたように、板橋区内の保育施設に参加を呼

びかける取組みを始め、現状の区立と私立の保育園の保育士に加え、昨年から小規模保育施設、

認証保育所にも声を掛けている。今後、待機児童数を減らすためには保育施設を充足させなけれ

ばならず、施設が増えると一定程度の職員が配置されるので、逆算するとある程度対象者数が出

てくる。区立園の保育士は義務的に受講することになっているが、私立の保育施設については自

由参加になるので全員の参加はなかなか難しいので、極力参加を促して実施した今年度の参加状

況を踏まえて、数値を案分化し、30年に保育施設等で働いている方の人数から逆算して出した数

値を目標にしている。 

また、妊婦健康診査の５万3,084回から５万5,000回という受診数は、健康推進課で算出してい

て詳しい算出根拠はこの場でお伝えできないが、今、委員のお話にあったように100％を目指す

べきものだと思うので、現状５万3,084回から100％に近づけるべく、30年度を５万5,000回とし

ていると思う。５万5,000回はおそらく100％ではないと思うが、100％に近づくための過程とし

て数字を出したものと理解している。 

 それから、妊婦、乳児、１歳６カ月、３歳、４・５歳児精密健康診査は、発達障がいの早期発

見という意味で５歳児一斉にという話が医師会から出ているということは聞いている。現段階で

その事業をやる、やらないという判断はしていないので、ここでは重点事業以外の事業として掲

げてある。今後、教育委員会や健康推進課を含めて検討を進めていくことになると考えている。 

 

３．特定教育・保育施設の利用定員、特定地域型保育事業の利用定員の設定について 

（委員の意見等） 

●資料にある板橋区の状況を正確に検討していないが、多くの自治体は計画を策定した後に、新

しい人口推計を見込んで当初の計画を見直している。例えば千代田区や品川区であれば、待機児

は30年にいなくなるはずだったが、実は量の見込みが相当増えて厳しいという修正をしている。
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その点、板橋区の場合はどうなっているのか。 

また、資料には０、１、２、３、４、５歳児という歳児別の情報が記載されているが、需給調

整から行くと１号、２号、３号で括って、「当初の予想された量の見込みに対して、28年度はこ

ういう新規の認可保育所や小規模保育、そういったもので２号はこれだけ供給は増やせる、そう

すると28年度はこれだけ保育が必要だという需要の見込みに対して着々と供給をふやしていま

す」ということの了解をとるのがこの合議体会議の役割だと思う。将来的に供給過剰になってく

ると、供給過剰だからそこまで利用定員を増やさなくていいのではないかという話が多分出てく

るはずだ。個々の施設の利用定員は別として、板橋区全体の保育需要に対してきちんと供給があ

るのか、今は供給が足りず待機児童がいるので、供給はこういう形で内訳はこうだけれども、２

号、３号をこういうふうに増やしてだいぶ近づけてきているという確認をするのがこの会議なの

で、次回からはそういう視点で資料を作ってほしい。 

それから、人口推計の修正等についてはどうなっているのかを聞きたい。 

（区からの回答） 

 平成27年10月１日現在は２万5,917人で当初の見込みよりはるかに多い状態となっている。子

ども・子育て支援事業計画においても、平成28年４月１日の就学前人口数を２万5,597人と想定

しており、今年度の10月１日時点で来年度の予測を超えている状況だったため、今回の予定数は

できるだけそれに近づくような形で算出している。 

●私が申し上げたいのは、子ども・子育て支援事業計画の131ページ以降に需要調整分（量の見

込み）が記載されているが、目標最終年度の平成31年度に向けたこのデータ自体の修正はしなく

ていいのかという質問です。多くの区は修正をしているので、板橋区だけしないのであればその

理由は何かが知りたい。 

（区からの回答）  

子ども・子育て支援事業計画を昨年度策定した時点から、確かに実態としては子どもの数が増

えているが、出生数はそれほど変わらず毎年4,000から4,400ぐらいで推移している。増加の要因

としては自然増減として生まれているお子さんとお亡くなりになるお子さん、それから社会増減

として転出入によるものがある。出生数は増えていないので、結果として増加要因は転入超過に

なっているところが結構あり、そういう意味では実態として増えている。この事業計画を策定し

た昨年の時点で、これは５年間の計画なので中間年の29年度に見直す形にしてある。ところが、

実態がもう大分乖離してきているので、ここで示した３ページ目に載っている量の見込みについ

ては今のトレンドである増えている状況を踏まえて、例えば来年の４月１日には年齢ごとにどれ

ぐらいなのかを見込んで、それに対してどこまで区として施設整備等々で供給できるかという点
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について計算上は出しているという形です。ですので、実態はそういうふうに動かしてはおりま

すけれども、一応全体の流れで言えば、計画に反映にするのは今のところ中間年の29年度で、そ

こで改めて全体をもう一遍見直しをする予定でございます。 

●29年度中間年に見直しでは、恐らく間に合わないと思うので、できれば28年度中にはこのデー

タ、31年度までの需要の見通しというのは、やはり修正すべきだ。速やかに修正をして、それに

よって保育需要のあるお子さん1人でも例外なく保育供給ができるようにするというのが新制度

の一番の骨格なので、可能な限りその方向でご検討いただきたい。 

 


