
資料１－２

板橋区子ども・子育て支援事業計画（素案）　パブリックコメントへの対応（一覧）

提出者 到達日 枝番 概要

1 認可保育園を増やしてほしい。 №1 P1

2 新あいキッズの職員配置を増やしてほしい。 №7 P3

3 子どもの成長にかかわる制度は、丁寧に議論をして良いものにしてほしい。 №17 P6

B 12月10日 1 一定の保育機能を満たした幼稚園の一時預かりに補助をしてほしい。 №13 P5

1 説明会を実施してほしい。 №19 P6

2 計画に具体的な保育料を明記してほしい。 №21 P7

3 消費税という財源の見通しがなくなっても、質の改善を後回しにしないでほしい。 №22 P7

4 認定区分について、親の状態ではなく子の状態で認定してほしい。 №3 P1

5 新あいキッズは放課後児童健全育成事業の基準を満たしているのか。 №8 P3

1 「対象施設及び現状」に認証保育所を含む認可外保育所も記載すべき。 №4 P2

2 認証保育所等認可外保育所のレベルアップを図るといった文言を取り込むべき。 №5 P2

1 区民向け説明会を実施してほしい。 №19 P6

2 用語解説に「保育所」及び「事業所内保育所」を加えてほしい。 №24 P7

3 公園の整備やじゃぶじゃぶ池などは、計画に記載しないのか。 №23 P7

4 第Ⅲ章を読んでも、保活や幼稚園入園を控えている方などには分かりにくい。 №6 P2

5 短時間認定でコアタイムから外れた時間の延長保育料について善処してほしい。 №14 P5

6 放課後児童健全育成事業は、ニーズ調査から外され、討議もほとんどされていない。 №10 P4

F 12月12日 1 区民向け説明会を実施してほしい。 №19 P6

1 あいキッズは「放課後児童健全育成事業」ではなく、「全児童対策事業」と記載するべき。 №9 P4

2 現在の板橋区の子育て支援者制度をできる限り活かした形で「支援員制度」を実施してほしい。 №15 P6

3 ファミリー・サポート・センター事業を小4まで利用できるようにしてほしい。 №16 P6

1 素案について丁寧な説明をしてほしい。 №20 P6

2 地域型保育はできるだけ少なくして認可保育所を増設してほしい。 №1 P1

3 地域型保育を実施する場合は、設備や職員の基準を認可保育所なみにしてほしい。 №2 P1

4 「０・１・２ひろば」のような場所を増やしてほしい。 №12 P5

5 あかちゃん家庭への訪問は区の正規職員が複数回訪問してほしい。 №11 P4

6 保護者・子どもがともに健やかに過ごせる施策を作ってほしい。 №18 P6

※その他　要件不備の意見が10件（1団体）あり。

意見と区の考え方

A 12月8日

C 12月11日

D 12月12日

E 12月12日

G 12月12日

H 12月12日
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パブリックコメント（意見）とそれに対する区の考え方 

意見の件数：27 件（8 名） 

章 No. 内容 区の考え方 

第Ⅲ章 
教育・保育施
設の充実 

1 認可保育園を増やしてほしい。（同趣旨１件） 平成27年4月から実施される子ども・子育て支援新制度では、小規模保育事

業等の「地域型保育事業」が区の認可事業として位置づけられ、利用者が多様

な施設や事業の中から保育を選択できるようになることや待機児童の解消な

どが期待されています。 

板橋区においても待機児童の解消にあたっては、認可保育園と地域型保育事

業それぞれの特徴を活かし、より良い形で保育を利用できるよう、整備を進め

ていきます。 

 2 地域型保育事業を実施する場合は、設備や職員を認

可保育園並の条件・待遇にできるような基準を作って

ください。 

地域型保育事業の基準については、子ども・子育て会議の審議を経て、平成

26 年第 3 回区議会定例会で「東京都板橋区家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準を定める条例」が制定されました。 

この基準条例は国の定める府省令を踏まえ、保育士配置率や設備については

国の基準より上乗せしたものとなっています。 

 3 認定区分について、子どもの状態ではなく、親の状

態によって区分されることが疑問です。 

子ども自身の障がいも「保育の必要性」の事由に加

えてほしい。 

認定区分については、「子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65号）」（以

下「法」という。）第 19 条第 1 項に「1 号」「2 号」「3 号」の 3 つの認定区分

が規定されています。また、「保育の必要性」の事由については「子ども・子

育て支援法施行規則（平成 26 年 6 月 9 日内閣府令第 44 号）」第 1条に規定さ

れており、小学校入学前子どもの保護者が該当する場合に保育が必要と判断さ

れるものとなっています。 

「認定区分」及び「保育の必要性」の事由は、国が全国的に統一して決めた

ものであり、当区においてもこれを尊重する立場にあります。 
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 4 「対象施設及び現状」に認証保育所を含む認可外保

育所も記載するべき。 

P9 の「対象施設及び現状」は、給付対象施設となりうる施設について記載

したものです。 

なお、認証保育所は、大都市のニーズに対応しようとする都の制度で、都独

自の基準を設定し、多様化する保育ニーズに応えることを目的としています。 

 5 計画に、認証保育所等認可外保育のレベルアップを

図るといった文言を明記すべき。 

子ども・子育て支援事業計画は、教育・保育の量の拡充を計画化するととも

に、法で定められた事業の実施を計画化するものです。そのため、認可保育園

や小規模保育などの整備について計画に記載しています。 

なお、認証保育所は、子ども・子育て支援新制度の対象とならない都独自の

制度ですが、区においても保育料の助成や職員の施設巡回等を実施し、実質的

に保育の質の向上に努めています。 

 6 この章（第Ⅲ章）を読んでも、保活や幼稚園入園を

控えている方にとって分かりにくい。 

本章では、教育・保育施設の対象、保育の必要な事由及び認定区分、量の見

込みとその目標事業量などについて記載しています。従って、個別の園の状況

や入園する際の手続き等は計画に記載するものではなく、手続き時の説明や広

報紙による周知など、今後も分かりやすい表現を心がけ、別に行っていきます。 
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第Ⅳ章 
地域子ども・
子育て支援事
業の充実 

7 新あいキッズの職員配置を増やしてください。 あいキッズの職員配置基準は、これまでの学童クラブの職員配置基準と比較

して、同じまたはそれ以上の水準となっています。利用人数に応じて職員数を

増減し、さらに、活動拠点が離れている場合など施設環境に応じて職員の加配

をしています。また、職員の資格要件を求めているほか、研修などにより現場

の資質向上を図り、遊びのルールが行動制限まで行き過ぎないよう、子どもた

ちにとって過ごしやすい居場所を提供しています。 

 8 新あいキッズは放課後児童健全育成事業の基準を

満たしているのか。また、指導員の数を減らさず、今

より増員すべきでは。 

新あいキッズは、子ども・子育て支援新制度に伴い「放課後児童健全育成事

業の設備及び運営に関する基準」（平成 26年 4月 30日厚生労働省令第 63号）

で定めた基準のうち、従うべき基準（必須）である指導員の人数及び資格につ

いてはそれぞれ満たしており、また、国が平成 27 年度から全国統一する資格

要件も準拠する予定です。 

保護者が勤労等により昼間家庭にいない児童へ支援するという事業目的に

ついても、申請により利用できる「きらきらタイム」と「さんさんタイム（オ

レンジ）」を実施しており、基準に則った事業となっています。 

その他、開所時間、非常災害対策などの参酌すべき基準（任意）についても、

国の基準を満たした運営を行っています。 

一方、参酌すべき基準の開所日数について、国の基準では原則 1 年につき

250 日以上とされていますが、あいキッズでは、平成 26 年度は 243 日の開所

となっています。 

また、同じく参酌すべき基準の専用区画の面積についても、児童一人につき

おおむね 1.65 ㎡以上とされていますが、児童数の増加の影響等により、一部

のあいキッズではこれを満たせていない状況です。 

これらについては、今後、対応策を講じていきたいと考えています。 
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 9 （新）あいキッズの事業は、厚生労働省管轄の放課

後児童健全育成事業ではなく全児童対策事業なので、

あいキッズ（全児童対策事業）の一部として、放課後

児童健全育成事業の機能を保持すると書くべき。 

また、目標事業量が該当する年齢の推定人口になっ

ているが、全児童対策事業の目標事業量であって、放

課後児童健全育成事業の目標事業量ではないのでは。 

新あいキッズは全児童対策事業ですが、区が策定する「市町村子ども・子育

て支援事業計画」には、子ども・子育て支援法第 59 条に定める地域子ども・

子育て支援事業について記載することとなっているため、「放課後事業健全育

成事業」という事業項目に分類しています。 

また、目標事業量については、元来の待機児童に加えて潜在的待機児童にも

対応できるよう供給事業量として、より多くの目標値を設定しています。 

 10 放課後児童健全育成事業についてニーズ調査から

も外されており、子ども・子育て会議での討議もほと

んどなされていなかったことに驚きを感じる。 

平成 25 年度に行ったニーズ調査では、選択肢に「あいキッズ」を設け、放

課後児童健全育成事業についての利用希望を調査しています。子ども・子育て

会議では、この「あいキッズ」を板橋区の放課後児童健全育成事業として議論

しています。 

なお、平成 27 年度から全ての区立小学校で「新あいキッズ」を実施し、児

童の放課後の居場所を確保します。 

 11 あかちゃん家庭への訪問は、区の正規職員が担当

し、回数も増やしてほしい。 

区では「乳児家庭全戸訪問事業」として、出生通知票を提出された方には区

の健康福祉センター保健師又は区が委託する新生児訪問指導員（助産師）が新

生児・産婦訪問に伺い、授乳や育児相談、お母さんの健康の相談を受けていま

す。 

出生通知票の提出のない方は子育てサポーター（研修を受けた相談員）が地

域の子育て情報を届けに訪問します。また、子育てサポーターの報告により、

必要な場合は健康福祉センター保健師と連携し、生後 4か月までの乳児家庭を

訪問しています。なお、そのうえで必要に応じ当該赤ちゃんの養育に応じた機

関等に繋げています。 
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 12 「０・１・２ひろば」のような乳児と保護者が利用

し、相談できる場所を増やしてほしい。 

 

「０・１・２ひろば」は子ども・子育て支援新制度では「地域子育て支援拠

点事業」に該当します。この事業では、乳幼児とその保護者が相互の交流を行

う場所を提供し、子育てについての相談・情報提供・助言などの援助を行いま

す。板橋区においては、現児童館の機能を乳幼児親子の子育て支援強化に軸足

を移すとともに、対象人口やエリア面積などを勘案して、各地域で展開してい

きます。 

 13 一定の保育機能を満たした幼稚園に対し 担当職員

の人件費が支出できる程度の補助金を出し、 板橋区

の幼稚園に通う利用者は無料もしくは安価な金額で

延長保育を利用できるようにしてほしい。 

預かり保育を実施している私立幼稚園に対しては日数・利用者数・長期休業

期間中の開設等の実績に応じて補助金を既に交付しています。 

区としては、この補助制度の積極的な活用を推進するとともに、子ども・子

育て支援新制度においても的確な対応を行い、適切な利用者負担のもとに預か

り保育の拡充を図っていきます。 

 14 延長保育事業について、保育短時間認定をされた方

が「コアタイム」から外れた保育時間になった場合に

保育料の他に延長保育料が発生する問題があると聞

いたが、善処をお願いします。 

お尋ねの「コアタイム」とは、各園において設定した短時間保育の利用可能

な 8 時間という理解を前提に回答します。 

勤務時間帯等の関係から、保育施設が設定する「利用可能な時間」を超えて

保育施設を利用せざるを得ないような就労を常態としており、保育短時間認定

を行うことが適当でないと区が判断した場合には、保育標準時間として認定す

ることができます。区では、保護者の様々な勤務実態等に応じた認定を行い、

可能な限り柔軟な対応に努めていきます。 

なお、延長保育については、各保育事業者の自主的な取組みにより実施する

もので、事業者と延長保育という特定の利益を享受する人との間での契約保育

にあたるものとなり、保育料をいただくことが可能となるものです。国もこれ

を前提に法第 59 条第 2 号で「やむを得ない理由により利用日及び利用可能時

間帯以外の日及び時間において保育を受けたものに対し、内閣府令で定めると

ころにより保護者が支払うべき時間外保育の費用の全部又は一部の助成を確

保する事業」を行えるよう考えています。 
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 15 板橋区の「子育て支援者」の制度は、他の自治体に

は例を見ないほど充実しているため、現在の制度をで

きる限り生かした形での「子育て支援員制度」にして

ほしい。 

板橋区では、有識者等で構成する「子育て支援者養成システム運営協議会」

を開催し、区が実施している「子育て支援者養成講座」と国が実施する予定の

「子育て支援員制度」のカリキュラムを検討してきました。 

協議会においても、支援者の質の確保・向上を重点的に検討した結果、平成

27 年度より「基本研修」に加え、地域保育の「共通研修」と「専門研修」を

新カリキュラムとして「子育て支援員養成講座」を実施します。また、講座修

了後も「フォローアップ研修」「現任研修」などで質の向上に努めていきます。 

なお、ファミリー・サポート・センター事業への従事も本講座の受講修了を

要件とする予定です。 

 16 子育て支援員の増加にともない、ファミリー・サポ

ート・センター事業の供給目標量が増やせるのであれ

ば小 4までの利用を検討してほしい。 

ファミリー・サポート・センター事業は、現状では量の見込みが確保されて

いますが、会員制の事業であるため、利用対象を拡大した場合は援助会員の確

保が必要となってきます。小学校 4年生までの利用については、援助会員の登

録状況や利用状況等を鑑み、今後の検討課題としていきます。 

その他 17 子どもの成長にかかわる制度は、丁寧に議論をして

ほしい。 

計画の策定・推進にあたっては、「板橋区子ども・子育て会議」や子育て関

係者など、様々な立場からのご意見を踏まえて進めていきます。 

また、今回いただいた意見も検討したうえで、計画を策定します。 

 18 将来を形成する土台となる時期なので、保護者・子

どもがともに健やかに過ごせる政策を作ってほしい。 

子育て施策を進めるにあたっては、子ども・子育て支援新制度の趣旨に則り、

全ての子どもとその保護者が健やかに過ごせるよう、幼児期の教育・保育や地

域の子育て支援について、量の拡充と質の向上に努めていきます。 

 19 子ども・子育て支援新制度の実施を前に、保護者や

保育関係者、区民への説明会をしてほしい。（同趣旨

意見 2件） 

区では子ども・子育て支援新制度については、広報紙の特集記事やホームペ

ージ、窓口や通園している施設での説明などにより周知しています。今後も、

新たに区でパンフレットを作成するなど、制度の周知を図っていきます。 

 20 発表された計画の内容に具体性が尐なく、どのよう

な形で実施されるのか丁寧な説明をしてほしい。 

子ども・子育て支援新制度の実施にあたっては、国のパンフレットを始め、

区独自でもパンフレットを作成したり、広報紙で特集記事を組むなど、新制度

を理解しやすくなるよう、できる限り分かりやすい表現を心がけていきます。 
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 21 計画に保育料を具体的に明記してほしい。 子ども・子育て支援事業計画は、潜在的需要を含めた量の見込みを算出し、

教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保等を図るために

策定するものです。保育料については、新制度ではこれまでの所得税をベース

としたものから住民税をベースとしたものに変わります。具体的な保育料につ

いては、今後、「保育のしおり」等でお知らせします。 

なお、保育料については、国の基準や子ども・子育て会議での意見などを踏

まえたうえで、平成 27年第 1回区議会定例会に上程する予定です。 

 22 消費税という財源の見通しがなくなっても、質の改

善が後回しにならないようにしてほしい。 

子ども・子育て支援新制度は、子どもたちがより豊かに育っていけるよう、

子育て支援の量の拡充と質の向上を進めていくものであり、国は消費税の引き

上げを延期しても予定どおり平成 27年 4月から施行するとしています。 

国の動向を踏まえた対応が必要となりますが、区としては子どもの最善の利

益が実現できるよう、努力していきます。 

 23 公園の整備やじゃぶじゃぶ池、障がい児支援などに

ついて記載がない。 

板橋区では、子ども・子育て支援事業計画と次世代育成推進行動計画を個別

に策定することとしたため、子ども・子育て支援法で定められた事項以外の子

育て施策については次世代育成推進行動計画で記載します。 

なお、次世代育成推進行動計画は、平成 27 年度に区の基本計画その他関係

計画と同時期に策定することとしたため、より内容が充実したものになるもの

と考えています。 

用語解説 24 「保育所」「事業所内保育」の説明がない。 ご意見を踏まえ、「保育所」及び「事業所内保育」について追記させていた

だきます。 
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