
平成27年度第3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27年10月8日(木) 

【出席委員】 

片岡会長 吉田副会長 鈴木委員 細井委員 吉田委員 佐々木委員 橋本委員  

正田委員 下竹委員 山野辺委員 東名委員 野原委員 加藤(洋)委員  

 
【審議内容】 

議題 

１．次世代育成推進行動計画(素案)について 

報告事項 

１．今年度の保育施設整備状況について 

２．児童館のあり方検討報告書について 

【意見要旨】 

１．次世代育成推進行動計画(素案)について 

（委員の意見等） 

●乳児家庭全戸訪問事業は母親の悩みを軽減するために、すべての子どもを訪問すること

を目標にしている事業だと思うが、以前は保健師が低体重児の訪問をしていたと思う。母

親の立場からすると本当にすべての母親が全戸訪問を望んでいるのかという疑問がある。 

行政は本当に必要なところに重点を置いて、任せることころは任せるという考え方でも

いいのではないか。 

（区からの回答） 

全戸訪問事業は生後 120 日ぐらいまでをめどに全戸、保健師・助産師が訪問するという

事業です。産後うつ病で悩まれるお母さんが増えている背景があり、新生児の時期の訪問

をファーストステップとして、行政が１回は母親とつながることを目的としています。そ

の上でさらに支援が必要な方を把握して、次に繋げていくことになる。この訪問で問題の

なかった方はそのまま歳児健診へ流れていきますが、リスクのある方については保健師等

が訪問して、寄り添って支援していくことになります。 

 



 

●こんにちは赤ちゃん事業の実績が下がってきているが、保健所の保健師が訪問している

のか。 

●こんにちは赤ちゃん事業では、やり方を変えたにしても面会率等が下がってきているの

であれば、ブックスタートなどのように赤ちゃんグッズを持っていくと、ドアを開けない

家庭が開けてくれる確率が上がることもある。問題を抱えていそうな家庭に関しては保育

士や助産師がまた半年後くらいに継続して訪問していくなど、事業単発ではなく、他のも

のと組み合わせて、ある程度のスパンで継続していくことでこの事業の本当の意味が出て

くると思う。ほかの事業も全部そうだと思うが、事業の組み合わせによって相乗効果が生

まれることがある。計画に記載する上では表現が難しいと思うが、運用上そういう感覚で

やってほしい。 

（区からの回答） 

２４年度から訪問の仕方が変わり、出生通知が出ている方を助産師・保健師が訪問し、

出していない方をこんにちは赤ちゃん事業としてボランティアの育児サポーターが訪問し

ている。 

 子育て支援事業も貧困に関する事業と同様、多分野にまたがるため、相互の施策の関連

性を図にして計画の中に載せたいと考えている。子育て支援の入口は健康推進課の乳児家

庭全戸訪問から始まるが、その家庭の状況によってそのまま歳児健診に進む方、尐し心配

な部分があってその後も専門家が訪問する方、障がいが見つかり発達支援センターや子ど

も家庭支援センターに繋がる方と多岐に渡る。もし孤立している状況があれば、健康福祉

センターの母親教室や今後児童館で実施していくプログラムのご案内をするという流れも

あるため、区の持っている様々なツールを一つに整理して、全体像として見てもらえるも

のを考えたい。 

 

（委員の意見等） 

●素案には載っていないが、計画書には各事業の担当部署も掲載されるのか。 

（区からの回答） 

50ページは現状４つの事業が並んでいるだけだが、計画書では始めに各施策全体を代表

できるような進行管理事業を掲げ、現在の状況と３年後の目標値を掲げて、内容の説明を

する。その後に進行管理はしないが、この施策に関係する事業の事業内容と担当課をすべ

て掲げる。そして、それらの事業をやっていくことによって、何かが改善するとか、率が



 

上がるとかいった成果指標も全部載せて、最終的には当期活動の目標に繋がっていく構成

を考えている。 

 

（委員の意見等） 

●各事業を横断的に繋がりをもって実施していけるように、部局間の話し合いの場を設け

たのか。  

（区からの回答） 

 今回の計画を策定する中で、庁内では次世代育成支援連絡調整会議を開催し、関連の事

業を全部洗いだして、それぞれの部署で新しい事業があるかないか、今どういう状況なの

かを確認している。組織での情報共有もしているので、担当部署だけでなく区民の方がど

こにいったらいいか分かりにくい部分については関連を表した図も掲載したい。 

 

（委員の意見等） 

●スケジュール表では12月にパブリックコメントを実施することになっているが、その際

は計画の中身がインターネット等で公表される。現状で主な取組みと書いてある部分の内

容はもっと細かく公表されるのか。 

（区からの回答） 

 他の計画との兼ね合いもあって今の段階では載せられないため、現在の素案をライフス

テージ別の表で補完する形で公表することを考えている。その後、パブリックコメントの

意見も踏まえて作成する最終的なものには事業を全て掲載して、この会議で確認いただく。 

 

（区民の意見等） 

●行動計画の60ページの下、通級指導学級の説明が尐し違うのではないか。一番上が通級

学級、２個目が固定学級、その下の３つが通級学級で一番下にわかしお学校、特別支援学

校が記載されている。通級学級の一番上のところが要らないのではないか。 

（区からの回答） 

 ご指摘いただいたように、一番上の通級指導学級という表現に尐し不正確な部分がある。

二番目以降が固定と通級の解説になっているので、通級、通所というように整理したい。 

 

 



 

（委員の意見等） 

●平成28年の9月から各小学校に順次、特別支援教室（通級学級）が設けられ、最終的に

は30年度までに全ての小学校に設置されることになっている。障がい児の親にとってはす

ごく重要なことなので、そのことについて60ページ上部などに載せて、今後の取組みに掲

載したりはしないのか。 

（区からの回答） 

 現在は、お子さんが特別支援教室のある学校に通わなくてはならないため、保護者の付

き添いの負担が大きく、全学校に特別支援教室を設置して、先生が巡回指導する形に変え

ていくことになった。板橋区でも順次、特別支援教室を増やす検討を進めているが、具体

的な方法、スケジュール等が確定していないため現時点でこの計画に記載していない。板

橋区基本計画が策定されて明らかにできる段階になったら新しい施策として記載したい。 

 

（委員の意見等） 

51ページの当面の施策の部分に、幼稚園の利用児童数は緩やかに減尐していると記載が

ある。図表を見ると18年度6,700、27年度6,400となっており、確かに数字的には減っては

いるけれど、大体平均しているようにも思う。この状況を減尐しつつあると見るのか。 

確かに保育園が大幅に増えて、幼稚園も預かり保育を利用して働く方が増えていて、家

庭環境が変わってきたという実感はあるが、園児が減っているという感覚はない。地域性

もあるのかもしれないが。 

（区からの回答） 

 もう一度きちんと整理したい。 

 

（委員の意見等） 

●赤ちゃんの駅はいい制度だと思うし、充実することで外出するお母さんたちの安心につ

ながっているとは思うが、実際のところ利用者はどのくらいいるのか。もう何年も前から

幼稚園と子育て支援センターに駅を設置しているが、利用があったのは過去に卒園生ひと

りだけしかいない。 

（区からの回答） 

区役所の１階と３階に設置されている赤ちゃんの駅はかなりの頻度で使われているが、

保育園、幼稚園などの施設の中にある場合の利用は特定の方以外は難しいように思う。 



 

ただ、もともと、外出時の安心感のために始めた事業で、設置場所の負担にもなるので

利用者数のカウントはしていない。 

 

（委員の意見等） 

●一覧表の中の幼稚園就園奨励費補助、私立幼稚園協会への支援が斜め字になっているの

は何を表しているのか。 

（区からの回答） 

 子ども・子育て支援新制度に関係する事業を斜め字にしている。 

 

（委員の意見等） 

●さきほど新生児訪問の話があったが、病院で出産し、出生届がきちんと出されていれば

区からの訪問も受けられて支援に繋がっていくが、出生届も出ていないお子さんがいると

か、小学生になって気がつくといった報道などもある。妊娠中に転居してくる方などもい

て、新しい方について詳しい状況をつかむことが難しい。行政ではそういう方にどのよう

に対応していこうと考えているのか。それを民生委員にというようなことをよく言われる。

民生委員には虐待や気がついたことがあった場合に通報する義務があるので連絡するが、

戸籍上の事や住民票がどうなっているかは全く分からないで対応している。通常の手続き

を踏まずにいる方への対応をどうしていくのか、行政の側で考えていただきたいと思う。 

（区からの回答） 

他区で母子手帳の交付を受け、その後に板橋区に引越ししてきた場合にも、転居届のと

きに妊娠に関する手続があるので、妊娠期間中の転居でも本人が手続をすれば健康福祉や

行政上のサービスを受けられる。しかし、委員からご指摘のあったような、もともと住民

票がない方、何の手続きもせずに引っ越ししている場合にそれを調査するすべは行政でも

持ち合わせていない。居所不明で実態調査をしても誰もいないというニュースが出ること

があるが、実際は大半が外国籍の方で手続きが分からないまま母国へ帰国している方が非

常に多い。ただ、中には住民票を置いたまま転々と移動している方もいて、そのような方

を行政で探索するのは非常に難しく課題の一つになっている。転居や妊娠に際して行政側

と何か接点を持っていただければ把握して支援していくことも可能だが、何もされない方

に対しては難しい。 

 



 

（委員の意見等） 

●マイナンバーの導入がこのような課題にどういうふうに連携していくのか、シュミレー

ションなどはしているのか。マイナンバーを利用して新生児の訪問やその後を追跡してい

くこともできるのではないか。国民の立場から言うと、管理されることよりも国民の権利

を実現するために積極的な活用の仕方もあり得るのかと思う。 

（区からの回答） 

マイナンバー制度によって行政手続きの際に税証明の提出が不要になるなど、区民の利

便性が向上する側面はあるが、法律で使用できる事務が厳しく規定されているので、現時

点で次世代計画の事業、子育て関連の事業にマイナンバーを活用するという話は出ていな

い。確かに今後運用が進んでいけば、もれなく提供したり、手続きの履歴を追って支援に

繋げていくような使い方もできるようになるのかもしれないが、個人情報との兼ね合いも

あり多角的に使うということは難しいのではないか。また、一切公簿上に載ってこない、

あるいは置きっぱなしで動いてしまうといったことがあると、マイナンバーでも追いかけ

きれないのではないか。 

 

●67ぺージ、基本目標４の施策の方向性として板橋区の「めざす子ども像」が４つ挙げら

れていることは学校としてはありがたい。ただ、上段の現状分析に続いて、下段にいきな

り読書のことが出てきている。板橋区の子どもたちに未読率が多いというのは大きな課題

ではあるが、やや唐突かなという印象を受ける。確かに読書活動の充実というのがずっと

入っているが、何か説明を加えたほうがこの読書の本編が生きてくる気がする。また、め

ざす子ども像の４つと裏面68ページの取組方針が連動していく必要があるのではないか。

めざす子ども像の「心身ともに健康で思いやりのある子」はこの文面からすると、取組み

方針の記述よりは、今はいじめなど色々なことがあるので、そちらが一緒の方が読みやす

いと思う。取組み方針の各記述に補足説明があればもっと分かりやすい。全体の流れを考

えて言葉を加筆するとより分かりやすい提案になるのではないか。 

（区からの回答） 

継ぎはぎで採用している部分もあるので、全体を順番に見て、きちんと確認したい。 

 

（委員の意見等） 

●51ページ、誰もが希望する幼児教育と保育を受けることができるようにしますと掲げら



 

れているように量の確保が重要であり、今年度も来年度も認可保育所、小規模保育所を整

備されると思うが、施設整備の予定内訳だと目標には達していない。この状況で量を確保

しようとすると、区が望んでいる運営主体の施設でないところが出て、保育の質が心配に

なってくる。 

区で実施している子ども・子育て関連の研修体系はすごくきちんとできていると思うの

で、そういうものを質的にも量的にもどんどん拡大して、新参入や既存の施設の職員が行

きやすくすることで、質の確保を図ってほしい。 

 マトリックスの表では教育・保育事業の質の向上という項目に第三者評価の推進と書い

てあるが、そういう対策だけではなくて、行政指導の研修体系の量的・質的研修も重要だ

と思うのでぜひ記載してほしい。 

また80、81ページ、ここにワーク・ライフ・バランスに記載があるのは非常にいいと思

う。問題はこれをどの程度、事業主等に周知できるかということだと思う。現在の計画に

も挙げられているが、区民や事業主がどのぐらい読んでいるのか。板橋区はワーク・ライ

フ・バランス優良企業には表彰したり、施策として取り組んでいるので、どこまで伝わっ

ているかが制度の質に繋がっていくと思う。ぜひ行政主導で周知を図ってもらいたい。 

（区からの回答） 

 待機児童が多く発生している中で保育の量の拡大、確保の一方で、保育の質の確保も重

要な側面であるというご指摘だと思う。区では区立保育園の園長経験者を研修担当の係長

として選任した。もともとは区立の認可保育園の職員の質の向上を基本に考えていたが、

その後、私立保育園に声掛けをして一緒に研修受けてもらったり、近年では小規模保育施

設、認証保育所、家庭福祉員など区内の保育施設全体の質の向上を目指して取り組んでい

る。急激に事業者数が増えているので物理的制約はあるが、可能な限り多くの事業者の保

育士、関連の職員を対象にした研修を今後も実施していきたい。 

 

（委員の意見等） 

●質の向上と関連があるが、今、文部科学省で支援員養成制度をやっている。保育園や幼

稚園で保育補助員として働いている人の中には資格を持っていない方も多くいると思う。

そういう人は支援員の受講をしなければいけないのか。港区では、今、無資格で働いてい

る人は全員、保育補助者の研修を受講しなさいという通知が出ていると聞いた。どの程度

強制力のあるものなのか。 



 

●私の幼稚園では第１回の研修の修了者が出る時期に合わせて、実際に募集をかけている。

資格者がみるのが基本だが、園によっては資格の無い方が働いていて、そういう園は質の

向上のために一生懸命努力してやっているという印象は受ける。それを見て、やっぱり保

育補助者として手の薄い時にいてくれると助かるという考えで求人を出しているが、まだ

現実には動いていなくて、これからだと思う。 

（区からの回答） 

 支援員養成制度に保育補助者という区分があり、国の保育補助者の位置づけは支援員の

研修受講者ということになっている。例えば、小規模保育所とか一時預かりという体系の

中で保育補助者という位置づけがされているが、実際に園が２時間程のアルバイトやパー

トの方を補助者として採用しているかは把握していない。 

 １回目の研修は終わって、名簿ができているので閲覧にくる園の方もいる。 

 

（委員の意見等） 

●中学生や高校生が巻き込まれる事件が多くなっているが、家庭で対応できた事もあった

のではないかと思う。やっぱり区にこうしてほしい、ああしてほしいというばかりではな

く、家庭もしっかりしていってほしいので、80ページに家庭の役割という文言が入ったこ

とは大変良かった。 

●子どもが小学校に上がり、幼稚園と保育園のお母さんのライフスタイルが全く違うこと

を実感している。幼稚園の子どもとお母さんはかかわる時間が長いが、保育園の子どもは

仕事が長い関係で短い。幼稚園でも保育園でも一生懸命やってくれていると思うけれど、

行政にお母さんたちが求めるものが増えている。こんなにやってもらっていても、中には

今よりもっともっとという風潮があるような気がして、先ほども言われていたように家庭

の役割もすごく大事だと思う。教育の指導、保育の質の向上が必要という話もあったが、

親の意識も向上しないと、幼稚園・保育園一緒に集まって、小学校・中学校と上がってい

くときに色々と問題が出てくると思う。 

●マトリックス表の４-８(1)に生活習慣チェックシート事業が載っている。家庭の役割を

作って問題提起をしているのはいいと思うが、配付しただけで学校側はその後のチェック

はしない。子どもは一生懸命やっているのに出す先がなく、受け止めてもらえないという

思いがある。行政が全部やれとは思わないが、先生が一応何か書いてあげるだけで子ども

もやる気を持つと思うので、もう尐し考えていただきたい。 



 

板橋区は病児・病後児保育やファミリーサポートなどが充実していて、私自身も利用し

て助けてもらったが、今のママ達はインターネットで色々調べてどこが住みやすいか検索

している。行政側もその点を意識してほしいと思う。 

●今の家庭教育のあり方については色々難しいところがあって、行政が家庭にどこまで介

入するかという問題もある。チェックシートを出しっ放しと捉えるか、学校側が評価を入

れて返すのも、行政がそこまでやるのかという話にならないとも限らない話で、非常に難

しい。あくまでも家庭は家庭の役割を自覚して、それを果たしてくださいということなの

かなとも思う。 

●一方通行ではなく何かリターンがあって、コミュニケーションが生まれる。せっかく配

付しているのだから、子どもが継続して次に進むためにも運用上の工夫がほしいというこ

となのかもしれない。 

 

●この次世代育成推進行動計画の中に、昨年策定した子ども・子育て支援事業計画が包含

されることになるので、次世代を第1章、支援事業計画が第2章というような章だてをしな

いと、冒頭の説明と一致しなくなる。パブリックコメントを募集する際はこの案文でいい

と思うが、構成についても決めておいたほうがいいのではないか。 

（区からの回答） 

 分かりました。 

 

報告事項 

１・保育所整備状況 

 

（委員の意見等） 

●帝京の事業内保育所は認可ですか、認証ですか。 

（区からの回答） 

 認可です。地域型保育所になります。 

 

（委員の意見等） 

●今回の会議では報告事項になっているが、子育て支援事業計画では新たな施設ができて、

利用定員の設定と確認制度に基づくことについては、需給バランスを図るためにこの子ど



 

も・子育て会議に必ずかけることになっている。次回の会議で、正式な議題として諮る予

定ということでいいのか。 

（区からの回答） 

 そういうことになります。 

 

２．児童館のあり方検討報告書について 

 

（委員の意見等） 

●イメージ図に適正配置を考えて38館が26館になるという記載があり、括弧の中に18館プ

ラス8館と書いてある。何か違いがあるのか。 

（区からの回答） 

 これは26館を選定するときの考え方を示している。38館から館数を整理するときに、子

ども・子育て支援事業計画策定に伴うニーズ調査で児童館の利用希望率などを聞いて参考

にしているが、板橋区はもともと区域を18地区に分けて地域活動を展開していることも考

慮している。乳幼児を地域で育てるという概念から、利用者数の問題もあるが、まず1地

区に1児童館ということで18館は必要だと考えました。それに加えて、地域ごとに広さや

地形的な問題があるため、それを加味してプラス8館で26館体制にするという意味です。 

 

●孫は保育園に通っているが、児童館を利用することがある。児童館の行事に参加すると、

親子で遊んでもらえるというか、親子でいろんな指導も受けられるということで、娘は児

童館をとても頼りにしている。保育園でも良くみていただいているが、同じ行事でも格段

に児童館の方が面白く、親も遊べて、ほっとすると好評だ。保育園にない面を児童館が補

ってくれていて、とても助かっている。 

（区からの回答） 

児童館では様々なイベントを実施するほか、毎日幼児クラブも行っている。子どもが０、

１、２歳くらいだと子どもの支援というより、どちらかというと親の支援が中心になる。

自宅で子どもと１対１で煮詰まっている方にはぜひ児童館を利用して、リフレッシュなり、

友達を作って会話をしたり、余裕をもってもらうことに繋がればいいと思っているし、そ

こが児童館の持ち味だと思っている。今後はその部分をさらに充実、特化するという意味

で一日を通して乳幼児の方が利用できる施設にしていく。また、指導員への相談も多く、



 

実績もあるので、一部の館で相談員を配置したり、試験的に２館で発達障がい等のあるお

子さん向けのプログラム、親の育児ストレスのケアといった取組みも展開していく予定で

す。 

（委員の意見等） 

●児童館の運営は区の直営ですか。 

（区からの回答） 

直営で、引き続き職員で対応していきます。 

 

（委員の意見等） 

●発達支援センターは混んでいて、なかなか予約が取れない。児童館でも発達障がいのこ

とを担ってもらえるということは、ある程度専門家が配置されるということですか。相談

に乗ってもらう方は専門的な知識を持っているのか。発達障がいというのはすごく難しく

て、声掛け一つで親御さんの気持ちをどん底に落とすこともある。本当に良かれと思って

言ってくれることでも、すごく辛い思いをして泣いて帰ってくる方もいる。ある程度専門

知識がある方に相談に乗ってもらうことがとても大切だと思う。 

（区からの回答） 

相談や発達障がいのお子さん向けプログラムは、児童館26館のうち、西徳児童館と高島

児童館の2カ所で試験的に始めようと考えている。相談員はもともとの児童館の非常勤職

員を充てる予定で、学童クラブで要支援対応をしていた職員等を配置するので必ずしも心

理士などの専門家ではない。 

 児童館の役割としては子ども発達支援センターのような専門的な相談の前で、まだ障が

いの認知の前、育児不安と認知の間にいて「どうもちょっとうちの子、ほかの子と違うか

もしれない」という不安のある親御さんの背中を押してあげるようなケアを健福センター

と連携しながらやっていきたい。子ども発達支援センターなどの専門相談につなげるとこ

ろをまず目指しているので、専門的なスキルを持っていない者で対応し始める予定です。

研修等も実施しているが、対応の仕方については注意が必要だと考えている。 

 

●保健師からでさえ、冷たい言葉をかけられて辛い思いをしている親御さんもいる状況な

ので、障がいかどうか悩んでいる入口の方への対応は大事にしてもらいたい。  

●赤塚児童館できらりん広場をやっていて、そこで障がいの乳幼児が遊んでいると思うが、



 

今後、その広場をホットサロンにする予定はないのか。 

（区からの回答） 

 運営形態は尐し変わるが、きらりん広場を西徳児童館と高島児童館で引き継ごうと思っ

ている。児童館は基本的に乳幼児中心でやっていくが、きらりんは小学生が中心なので、

現在その調整をしています。 

 

●西徳児童館と高島児童館は、駐車場があってバリアフリーなんでしょうか。 

（区からの回答） 

赤塚はバリアフリーですが、西徳と高島児童館の状況は確認してみます。 

 

●本当に障がいであることが分かってからは親御さんも対応するが、グレーゾーンの時期

は非常に難しく、言葉がけ一つで問題がこじれる場合もある。保育園にも巡回指導の先生

がいますよね。同じような形で児童館を巡回する方式を取れば尐しその辺りをカバーでき

るのではないか。 

（区からの回答） 

 現時点ではどのぐらいの利用があるのか未知数です。ある程度、定期的な利用がある場

合はやはり巡回のような形で心理士の方々に入っていただくのがいいと考えている。 

 

●私立幼稚園園長会でも、親御さんにはっきり言えない部分から、障がいを受け入れてい

ただくこところまで寄り添っていく。就学の前に、ある程度ご家族に覚悟を決めていただ

かないと学校に行くときのハードルがある。幼稚園に通いながら相談に行ける、センター

のような場所が区の施設にあるといいという話を良くしている。そういう意味で親御さん

にちょっと児童館に行ってごらんと紹介できて、職員も一緒に指導を受けられたら連携で

きていいと思う。現在の受け入れ先は小茂根の医療センターとＹＭＣＡぐらいで、小茂根

のセンターは３カ月、４カ月待ちで、行っても数分見てもらって帰ってくるだけなので。

専門家はいるけれど、私達自身も返ってくる言葉に非常にぴんとこないというか、心に戻

ってこないところがあるので、児童館に専門家がいてくださると、私立幼稚園としても、

親御さんと一緒に相談に伺うということもできる。私立幼稚園も巡回相談の先生が良く来

るので、そういう方々とも連携を取っていただけるといい。 

（区からの回答） 



 

 今のところ専門的な要員を確保していないので、その部分は尐し厳しいが、心配を抱え

た方の育児ストレスや漠たる不安、そういったものが尐しでも緩和できればと思っている。

差し当たり、健康福祉センターで色々事業を行っているので、連携しながらスキルを高め

ていき、定期的な利用やニーズに合わせて、尐しずつレベルをアップしていきたい。 

 


