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子ども・子育て支援事業計画 第２期（素案）に対する 

パブリックコメントの実施結果について 

１ 募集期間 

令和元年 11月 13日（水）～11月 27日（水）【15日間】 

２ 周知方法 

（１）広報いたばし（11月９日号） 

（２）区ホームページ 

（３）「パブリックコメント等区民参加情報配信制度」登録者への情報配信 

（４）「公式 twitter（ツイッター）」及び「ｅモニター」への情報配信 

（５）庁舎内の広告付電子掲示板での周知 

（６）子育て支援関係会議での周知 

３ 件数 

１７件 ９人（Web７人、メール１人、窓口１人） 

４ 意見の概要と区の考え方 

№ 意見の概要 区の考え方 

１ 計画全般 

１  この計画には、良い点が２点ある。 

 １つ目は、基本目標における、各種施策の

バランスが取れているところである。バラン

スの取れた政策の連携は計画の実効性を大

きく高めると思う。 

 ２つ目は、世界や国・自治体に共通の普遍

的な政策目標、SDGs の理念を踏まえている

ことである。児童福祉や母子福祉と教育や保

健を合わせ、「社会」の理念を実現する計画

なので、「誰一人取り残さない」という文言

を掲げたのは大変ふさわしく、良いことだと

思う。 

 本計画の内容について評価をいただき、あ

りがとうございます。 

 「誰一人取り残さない」という理念の「SDGs」

をしっかり見据え、誰もが安定して教育・保

育を受けられるような環境づくりに努めると

ともに、すべての子どもたちが健やかに成長

できるよう、切れ目のない支援を推進する体

制づくりを進めていきます。 

２ 計画の策定体制 

２  子ども・子育て会議の開催時間や周知方法

等を工夫し、区民委員をより多く増やしてほ

しいと考える。 

区民の意見を汲み上げるシステムを作っ

てほしい。 

 子ども・子育て会議の区民委員数は、現在

17名中３名となっており、会議の人数構成か

ら見ての人数は適正だと考えております。 

会議に参加しやすい環境を整えるための工

夫については、今後も検討していきます。 

資料１ 
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№ 意見の概要 区の考え方 

３ 板橋区の子ども・子育て家庭を取り巻く環境 

３  平成 28（2016）年以降、０歳人口は減少し

ている。これは第１期の中間期の見直しの推

計と異なる推移をしている。また、計画期間

中、就学前人口は減少していくとのことだ

が、これらの要因について、丁寧に分析し、

計画へ反映していくことが必要であると思

う。 

 ０歳児人口が、第１期の中間期の見直しの

推計よりも減少している背景としては、出生

率の低下等が考えられます。 

 また、就学前人口の減少を踏まえて本計画

を策定していますが、今後さらに要因につい

て分析し、施策に反映していくよう努めてい

きます。 

４  令和２（2020）年度の０歳児人口は、4,441

人となっているが、平成 31（2019）年４月の

実績や近年の減少傾向の要因等を考慮する

と、非現実的ではないか。 

 令和２（2020）年以降の推計値は、コーホ

ート変化率法による推計としており、０歳児

の人口につきましては、女性人口の推計値に

子ども女性比を乗じて得た数値で算出してい

ます。 

 令和２（2020）年の０歳人口は、女性人口

比に基づいた数値が出てきていると考えられ

ます。 

 区の他計画との整合を図るため、現在の推

計値で策定しますが、今後の人口動向を注視

しながら、変化に合わせ必要な見直しを行っ

ていきます。 

４ 地域子ども・子育て支援事業 

５ 「多様な主体が本制度に参入することを

促進する事業」の新規保育施設への巡回指導

は２名で実施していると思うが、２名ですべ

ての施設を巡回できるのか。また、巡回の記

録は公開されないのか。 

本事業については、巡回支援チームを編成

し、２名１組で私立保育園、特定地域型保育

施設等に対し、保育の質の向上及び安心・安

全確保のための指導、助言及び相談を行って

います。今年度中に区内の全施設を巡回でき

る見込みです。 

 また、巡回の記録等は事業者の運営情報の

ため、公開しておりません。 

６ 保育園巡回指導や児童館の役割などにつ

いて、実績や計画の掲載はあるが、実際の内

容や困難課題が見えてこない。説明が不十分

である。 

計画を実施していく中で、実績に対する分

析・評価を行い、課題等を明確にし、分かり

やすい表現となるよう工夫をしていきます。 
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№ 意見の概要 区の考え方 

７ 「質の高い保育」とあるが、具体的にどの

ような保育を指すのか。 

待機児童対策で保育所を増やしている中、

保育所が増えれば保育士不足の問題が出て

くる。その対策の１つとして、保育士の待遇

の向上に繋がるよう離職状況の開示を希望

する。 

「質の高い保育」とは、子どもにとってよ

りよい豊かな経験を保障する保育環境と高い

専門性をもった保育士による、子どもの状況

や発達過程を踏まえた保育であると考えてい

ます。 

 保育士の待遇向上の対策としてご提案の

「保育士の離職状況」は事業者の運営情報の

ため、公開していませんが、区としても保育

士のキャリアアップ補助等を活用し保育士の

待遇向上に向けた支援を行っていきます。 

５ 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保 

８  「育ちのエリア」についてはいつ設定され

るのか。 

「育ちのエリア」が決まっていない状態で

保育所の民営化を進める区のやり方に疑問

がある。公立保育所が「育ちのエリア」の中

心を担う以上、安易に民営化を進めるべきで

はないと思う。 

 「育ちのエリア」は「板橋区公立保育所の

あり方」の考え方に基づき、令和３（2021）

年度を目途に設定していく予定です。 

 区の公立保育所は築 40 年以上の老朽化し

ている施設が多く、区の財政状況を踏まえる

と、すべての長寿命化改修や改築を行うこと

は困難であり、民営化を優先して検討を進め

ていく方針です。 

区の保育事業は、公立保育所だけではなく、

多様な運営主体による私立保育所等とともに

運営されています。待機児童対策は喫緊の課

題のため、今後も保護者の利用希望に応える

ため施設整備を進め、全体で調整を図ってい

く考えです。 

その中で、公立保育所の役割を踏まえた「育

ちのエリア」を構築していきます。 

９ 「育ちのエリア」はいつ決定するのか。 

地域に偏りがでないようにとのことだが、

公立保育所の格差は改善されるのか。 

６ その他 

10 「すべての子どもたちが健やかに成長で

きる環境」とのことだが、現状の児童館や公

園の使い勝手の悪さ等、魅力がないところが

とても残念である。他自治体の人気のある児

童館や公園を調査し参考にして欲しい。 

また、公園での喫煙所を完全に禁止してほ

しい。その程度のことが実現できないのは怠

慢である。 

 子育て世帯にとって魅力的なまちとなるよ

う、他自治体の先進事例の調査研究に努め、

改善を図っていきます。 

 なお、区では公園内に喫煙所は設置してお

りません。また、受動喫煙を防止する環境の

整備を進めていくため、公園パトロールの際

に、公園での喫煙者に対し注意喚起を行って

います。 
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№ 意見の概要 区の考え方 

11 子どもの貧困率についての言及がない

が、区として施策はないのか。 

本計画は子ども・子育て支援法で求められ

ている事項のみの計画であるため、子どもの

貧困率について言及はしていません。 

 なお、区では子どもの貧困対策事業を「い

たばし 子ども 夢つむぐプロジェクト」とし

て取りまとめ、「板橋区子ども・若者計画

2021」において個別目標の一つとして位置付

けています。 

12 計画に希望する点は、AI（人工知能）等、

新技術のさらなる活用である。 

 すでに板橋区は、他区に先駆けて今年度よ

り AI による保育所の入所選考が行われてい

るが、AIには今後、児童の写真分類から、送

迎、健康管理まで様々な応用事例が考えられ

るようである。 

次世代技術は物的資源、行政を含む経

済・社会活動に加え、人的資源の持続可能

性をも実現しうる画期的な技術であり、活

用は有意義なことであると思う。 

新技術の活用については、引き続き検討し

ていきます。 

13  「親の一日保育士体験」が「ワーク・ライ

フ・バランスの推進」の施策とどのように関

連しているのか。同事業は体験者が毎回一人

の親とされ、複数の親が同時に同じクラスで

保育士の体験をできないとされていると聞

いたことがある。就労している保護者は自由

に仕事を休めるわけではないため、調整が困

難になる。その点は「ワーク・ライフ・バラ

ンス」の観点で問題だと思う。 

同事業の課題や改善点等の検証結果も区

民に伝えるべきではないか。 

 仕事と家庭の両立のために、子育ては父親

と母親が協力しあって行うことである等の意

識の醸成を図ることが重要です。「親の一日保

育士体験」は、保護者が育児に対する視野を

広げ、子育ての楽しさを再発見するものであ

るため、「第１編 次世代育成推進行動計画 

実施計画 2021」において「ワーク・ライフ・

バランスの推進」に位置付けています。 

 ご指摘をいただいた件については、可能な

限り日程調整をしているところですが、課題

として認識しております。 

 今後も、PDCAサイクルにより、施策の見直

しを図るとともに、計画の進捗状況を毎年度

公表し、情報の共有化を図りながら区民参加

が図れるよう努めていきます。 
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№ 意見の概要 区の考え方 

14 「親の一日保育士体験」の発想と論理は、

SDGs の目標であるジェンダー平等と反しな

いのか。 

「親の一日保育士体験」の発想と論理に、「母

性」を女性に押し付けるような価値観の強制

があってはならない。 

「親の一日保育士体験」は、父親又は母親

が育児に対する視野を広げ、子育ての楽しさ

の再発見を目的とする事業であるため、「母

性」を女性に押し付けるような価値観の強制

をしていることはありません。 

15  国の幼児教育・保育の無償化政策は財源不

足や保育ニーズの増大など、早くも課題が出

てきている。そうした中で、なぜ区は、区立

保育園の民営化を進めているのか疑問であ

る。保育士不足は叫ばれ、民営化園や新規開

設園の現場の困難は明白である。 

 ３年前の認可保育所での死亡事故検証報

告書がようやく公表され配置基準の問題が

提言された。この教訓を踏まえていただきた

い。 

 民営化の移管先事業者の公募にあたり、提

案事項である「保育士の配置計画」において、

配置人数や実務経験年数による保育士配置割

合の提出を求めており、事業者選定にて安定

的な保育運営についても審査しております。 

 民営化後も、保護者、事業者、区を含めた

三者協議会を実施し、運営状況の確認をする

とともに、区の指導検査の実施や巡回支援指

導により、保育所の状況を把握し、必要に応

じて指導・助言を行い、保育の質の確保に努

めます。 

16 パブリックコメントを蔑ろにし、短期間で

公立保育園の民営化を推し進めるような、魅

力のない区政では区民は見限って出ていく

と思う。今回の民営化の件で区は当事者意識

に欠けていると感じた。 

 将来の納税者になる子どもたちを考え、子

どもにしっかりと目を向けるとともに、区民

に寄り添いながら進める政策を希望する。 

子ども・子育て支援事業計画は、教育・保

育及び地域子ども・子育て支援事業について、

提供区域ごとの「量の見込み」及び「確保方

策」を定めたものです。 

公立保育園の民営化につきましては、引き

続き、保護者への情報提供を行うとともに、

説明と協議を十分に行い、ご理解を得る努力

を続けてまいります。 

 今後も、すべての子どもに良質な成育環境

を保障するため、子どもや家庭の状況に応じ、

一人ひとりに寄り添った子育て支援の体制づ

くりに努めていきます。 

17  民営化対象園を選定する基準の７つの視

点の一つの「育ちのエリア」が検討中であり、

選定基準が欠けている中で民営化園を選定

してしまうことに理解ができない。 

 在園児に影響がある民営化計画は説得に

時間がかかる。なぜ説得に時間がかかる計画

にするのか。 

 区民がこれ以上転出しないで良いような

計画を望む。 

 


