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令和元年度 第３回港区子ども・子育て会議 議事要旨 

年月日 令和元年１０月２５日（金） 資 

料 

【配付資料】 

資料１ 港区子ども・子育て支援事業計画（たたき台）

机上配付資料１ 港区子ども・子育て支援事業計画の
策定 

机上配付資料２ 次期「港区子ども・子育て支援事業
計画」策定に係る意見用紙 

参考資料 答申（令和元年６月２７日付） 

時 間 １８:３０～１９:５０ 

場 所 港区役所９１１～９１３会議室 

次 第 １ 議事 

（１）次期「港区子ども・子育て

支援事業計画」策定に係る

意見聴取について 

（２）その他 

 

出席者 

会 長 共立女子大学家政学部 教授 白川 佳子 

副会長 関東学院大学社会学部 教授 澁谷 昌史 

副会長 日本女子大学家政学部 准教授 請川 滋大 

 公募区民  吉野 茂 

公募区民  植松 泰子 

公募区民  園山 洋平 

公募区民  甲斐 友美 

公募区民  竹地 由佳 

港区私立幼稚園連合会 みなと幼稚園園長 北條 泰雅 

港区私立保育園長会 にじのいるか保育園芝浦園長 仁井 友紀乃 

港区立神明子ども中高生プラザ  川島 正嗣 

東京都児童相談センター 相談援助課課長代理 久保 隆 

港区私立幼稚園ＰＴＡ連合会 会長 池森 有加 
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港区立小学校ＰＴＡ連合会  綿谷 和宏 

東京都立青山特別支援学校 ＰＴＡ役員 中濱 寛子 

日本労働組合総連合会東京都連合会
港地区協議会 

議長 郡司 知志 

芝浦港南地区民生委員・児童委員 
協議会 

会長 藤田 純子 

港区青少年委員会  福原 恵美 

事務局 子ども家庭支援部長 有賀 謙二 

子ども家庭課長 野上 宏 

保育・児童施設計画担当課長 西川 杉菜 

保育課長 山越 恒慶 

子ども家庭支援センター所長 中島 由美子 

赤坂地区総合支所区民課長 大原 裕美子 

教育委員会事務局教育推進部長 新宮 弘章 

教育企画担当課長 加藤 豊 

学務課長 山本 隆司 

教育指導課長 松田 芳明 

児童相談所設置準備担当課長 保志 幸子 

障害者福祉課長 横尾 恵理子 

生活福祉調整課長 阿部 徹也 

健康推進課長 近藤 裕子 

人権・男女平等参画担当課長 江村 信行 

 

【開会】 

会長） それでは、お時間になりましたので、令和元年度第３回港区子ども・子育て会議

を開会いたします。 

 本日の議題は、お手元にございますとおり議事が１件ございます。終了時間は午後８時

を予定しています。小さなお子さんを預けてご参加されている委員もいますので、時間ど

おり終了できるようご協力をお願いいたします。 

 それでは、初めに本日の出席状況、資料確認を事務局からお願いいたします。 

事務局） 皆さん、こんばんは。よろしくお願いいたします。 
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 事務局からの連絡です。まず、本日は欠席のご連絡はいただいておりません。澁谷副会

長及び福原委員は、５分から１０分程度遅れていらっしゃるとのご連絡をいただいており

ます。 

 続いて、資料確認です。資料は事前にお配りいたしました資料１「たたき台」、そして机

上配付資料ということで、机上配付資料１として「港区子ども・子育て支援事業計画の策

定」、それから机上配付資料２として、本日は８時までという限られたお時間ですので、ご

意見が頂戴できなかった場合に備えまして、別途ご意見をいただくための意見用紙を置か

せていただいております。最後に、参考資料といたしまして、前期の子ども・子育て会議

からいただきました次期計画策定のための答申、こちらを配付してございます。 

 過不足がございましたら事務局までお申しつけください。 

 以上です。 

会長） ありがとうございます。 

 それでは、議事に入ります前に、本日の進行について確認いたします。 

 本日、議題となっております「次期港区子ども・子育て支援事業計画策定に係る意見聴

取について」ですが、こちらは本日と次回１０月２８日の２回の会議の中で、皆様からご

意見をいただきます。 

本日は、「たたき台」の第３章「施策内容」の２１ページ、４「事業内容」の基本方針１

から４及び基本方針５から１０の保育に関連する部分を中心にご意見をいただこうと思っ

ております。次回の１０月２８日は、基本方針５から１０のうち保育に関する部分以外の

ご意見をいただく予定です。 

 限られた時間ではありますが、皆様から多くのご意見をお聞きしたいと思っております

ので、ご協力をお願いいたします。 

 

１ 議事 （１）次期「港区子ども・子育て支援事業計画」策定に係る意見聴取について 

会長） それでは、議事に移ります。 

 （１）次期「港区子ども・子育て支援事業計画」策定に係る意見聴取についてです。 

 まず、事務局から説明をお願いいたします。 

事務局） それでは、まず初めに、机上配付資料１をお手元にご用意いただけますでしょ

うか。こちらは、改めて「港区子ども・子育て支援事業計画」の性質について、いま一度

復習の意味を込めまして配付させていただいたものです。簡単にご説明させていただきま

す。 
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 平成２４年８月に子ども・子育て関連３法が制定され、平成２７年４月から子ども・子

育て支援新制度が実施されております。この制度は、保護者が子育てについての第一義的

責任を有するという基本的認識のもとに、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進する

というものでございます。 

 項番３の「港区子ども・子育て支援事業計画の目的」です。 

 子ども・子育て支援新制度を実施するに当たりまして、幼児期の教育・保育、そして地

域子ども・子育て支援のニーズを把握し、その提供体制の確保と、事業の円滑な実施を計

画的に推進することを目的に策定いたします。計画期間は、子ども・子育て支援法の定め

により、５年となってございます。 

 項番５をご覧ください。子ども・子育て支援事業計画に何を定めていくのかというもの

を記載しています。 

 まず、（１）教育・保育の提供区域を定めてまいります。地理的条件や社会的条件、そし

て公共施設の整備状況などを踏まえまして定める区域となってございます。港区では、比

較的交通機関が発達していることや居住地区を超えた施設利用がある現状等も踏まえまし

て、前期計画では港区全域を１つの区域と定めて計画してございます。 

 １枚おめくりください。港区子ども・子育て支援事業計画の策定に必要なものの２つ目

です。 

 （２）各年度における教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提

供体制の確保の内容とその実施時期等につきまして定める必要があります。その対象施設

は幼稚園、保育園、小規模保育事業、港区保育室、認証保育所などが挙げられます。 

 次に、３番目としまして、（３）各年度における地域子ども・子育て支援事業の量の見込

み、実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保、そしてその実施時

期について定めることが決められています。こちらの対象事業は、記載の事業のほか全部

で１３事業ございます。 

 １枚おめくりください。（４）「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の内容」というものが４番目として挙げら

れています。 

 こちらは、幼稚園、保育園から認定こども園への移行に必要な支援、その他地域の実情

に応じた認定こども園の普及に係る考え方を記載することが求められているものでござい

ます。 

 そのほか、項番６の「他の計画との関係」ということで、子ども・子育て支援事業計画
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には他の法律の規定によって策定する計画であっても、子ども・子育て支援事業計画と一

体として策定して差し支えないということで、子ども・子育て支援事業計画は複数の計画

が中に内在していても良い計画になっています。 

 その中で、港区の前期計画では、子ども・子育て支援事業計画と次世代育成支援対策推

進法に基づく市町村行動計画を一体的に策定いたしました。今回の次期計画におきまして

は、さらに子どもの貧困対策の推進に関する法律が改正され、これまで都道府県で策定し

ていた貧困対策の計画、これを区市町村でも策定することが努力義務化されました。今般

港区としましては、この貧困対策に係る計画もこの子ども・子育て支援事業計画の中に含

めていきたいと考えています。 

 次のページでは、計画策定に当たって区が留意することを３点ほど挙げています。 

 まず先ほど参考資料でお示しいたしました港区子ども・子育て会議からの答申、これは

しっかりと反映させていくということが留意としてあります。 

 また、子ども・子育て支援法に基づく運営費に対する国の補助金などもこの計画策定が

必須となっているものもありますので、しっかりと反映していくこと。それから、施設整

備に対する交付金の申請については、この計画に掲上していることが条件となっている場

合もございますので、こういったものを漏れなく掲載することによりまして財源の確保に

努めていくことになります。 

 これらの事項を定めることが子ども・子育て支援事業計画に求められているということ

をご理解いただいた上で、ご意見の聴取に入ってまいりたいと考えております。よろしく

お願いします。 

 それでは、資料１の港区子ども・子育て支援事業計画（たたき台）をご覧ください。こ

ちらは、本日は「たたき台」という名称でお配りさせていただきました。計画を策定する

に当たりましては、４段階に分けて「たたき台」「素案」「案」「計画」と成長させていくイ

メージです。本日お示ししているこの「たたき台」は、まだ庁内の意思決定をしていない

段階の事務局がまとめたものになります。これに皆様のご意見を頂戴いたしまして「素案」

を作成します。「素案」は、そのまま区議会、またはその「素案」をもって区民意見を募集

しまして、ご意見を踏まえて「案」をつくっていきます。そして、「案」を最後に区として

決定をし、計画を発行していく、そのような段取りになっています。本日のこの「たたき

台」という意味は、まだ庁内意思決定前の段階ですので、ぜひ忌憚のないご意見を頂戴す

るとともに、数値等に関しては、大変申しわけございませんが、今後の精査の中でまた変

わってくる可能性もありますので、そこはあらかじめご了承いただければと思います。 
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 本日、資料１につきましては、今週の初めに事前配付させていただいているということ

もありますので、一つ一つを読み上げることはいたしません。今までの私の説明だけで５

分程度かかっておりますので、あと５分程度でこの「たたき台」の見方、ポイントの部分

を絞ってご説明させていただきます。あとはご意見をいただく、あるいは質疑の中でご不

明な点についてお聞きいただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 まず３ページ、「計画の策定の背景と目的」です。こちらは先ほどご説明した内容を文章

にまとめたものですので、説明のほうは割愛させていただきます。 

 ４ページをご覧ください。「子ども・子育て支援事業の仕組み」と図示しているところが

ございます。大きく分けてこの２つが仕組みになりまして、「子ども・子育て支援給付」、

「地域子ども・子育て支援事業」の２本立てで子ども・子育て支援事業の体系が組まれて

います。左側は施設による給付ということで、ここは幼稚園・保育園や、地域型保育給付

の４つの保育の体系があり、それぞれの事業ごとにどのように計画的に進めていくかにつ

いて、量の見込みと確保策を検討していくというものでございます。 

 １枚おめくりいただきまして７ページ、「計画の位置づけ」です。 

 計画の位置づけは、この港区子ども・子育て支援事業計画の上に、行政の場合は最上位

計画として港区基本構想というものがございます。さらに港区の将来像を見越した大くく

りの構想を実現していくために、港区基本計画において具体的な政策、施策を定めていま

す。さらに、その中の分野の一つとして子ども・子育て支援事業計画があるというのがこ

の体系図になります。 

 そのため、港区行政の中の子ども・子育て支援を取りまとめた計画としては、こちらが

上位の計画になっているということになります。 

 ８ページをご覧ください。「計画の対象」、それから「計画の期間」です。こちらは、先

ほど申し上げたとおりです。「計画の策定体制」といたしましては、こちらの子ども・子育

て会議の中で議論をしていくということがここで述べられています。 

 第２章「基本的な考え方」といたしまして１１ページ、こちらは子ども・子育て支援に

関するこれまでの取り組みについてまとめたものです。 

 本年４月に保育園の待機児童ゼロを達成したことを初めとして、区は様々な事に取り組

んでまいりました。詳細な説明は省略させていただきますけれども、こういった前期の取

り組みをまとめてございます。 

 １３ページをご覧ください。 

 この計画が目指す将来像といたしまして、「安心して子育てができ、未来を担うすべての
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子どもたちが健やかに成長できる地域共生社会」、これは前期計画とほぼ変わりはございま

せん。前期計画では最後の末尾が「地域社会」だったのですけれども、現在港区は地域共

生社会の実現を目指すという区政の方針を立てておりますので、文言をそろえたという状

況です。 

 計画の基本方針は、前回計画では９つの方針でした。先ほど申し上げた子どもの貧困対

策をこちらの計画に盛り込むということで、右下の基本方針の１０番「子どもの未来を応

援する施策の推進」、この基本方針を１つ追加させていただきました。ここが前期と異なる

点です。 

 １枚めくっていただきますと、Ａ３版の袖折りのものが載せられております。 

 こちらはそれぞれの基本方針につきましてご説明をさせていただいているものです。基

本方針を確認される際にご参照いただければと思います。 

 第３章をご覧ください。こちらからが具体的な計画の中身ということになってまいりま

す。１７ページの「教育・保育の提供区域について」ですが、これは先ほど申し上げまし

たとおり、港区は比較的交通機関が発達していること、居住地区を超えた施設利用がある

現状を踏まえまして、こちらについては前期計画と同様に港区全域を１つの区域とみなし

て計画を進めていきたいと考えております。 

 少し飛びますが、２１ページからが各基本方針の説明になります。 

 まず２１ページ、基本方針１の「教育・保育施設等の充実」です。２２ページに、幼稚

園と保育園の量の見込み、それから確保策を記載する項目になってございます。 

 詳しくは読み上げませんけれども、「確保の方策」の下段に表がございます。「見込み」

というのは、読んで字のごとく、今後５年間の量の見込みがここに書いてあります。「確保

策」というところで定員の数を書いています。この確保策の数が見込みを上回っていれば

充足しているということになり、幼稚園については、見込みに対して確保策としては充足

しているとご覧いただけます。 

 ２４ページをご覧ください。保育も同様です。保育につきましても２５ページに表がご

ざいまして、それぞれ量の見込みを掲載してございます。 

 それに対して、確保策はいずれも量を上回っておりますので、こちらも適切に定員を確

保していくという計画になってございます。 

 ２７ページをご覧ください。基本方針２「地域子ども・子育て支援事業の充実」という

ことで、こちらからは１３の事業について触れている部分です。 

 ２８ページをご覧ください。「利用者支援事業」として、これは子どもや保護者または妊
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婦の方が教育・保育施設や各種事業を円滑に利用していただけるように、総合支所ではコ

ンシェルジュ、そしてあい・ぽーとでは子育てコーディネーターが利用者支援を行ってい

る事業でございます。 

 次に、２９ページの「時間外保育事業」、こちらは延長保育のことを申し上げております。 

 ３０ページをご覧ください。「放課後児童クラブ事業」ということで、学童クラブです。 

 こちらは、保育と並んで待機の不安が課題となっている事業です。今３５か所の学童ク

ラブ事業を実施しておりまして、見込みと確保策を見ていただきますといずれも確保策が

見込みを上回っており、学童クラブの需要に関しては充足した確保策が実行されていくと

いうことです。 

 ３１ページは「子育て短期支援事業」、ショートステイ事業を記載しております。 

 ３２ページは「乳児家庭全戸訪問事業」、そして３３ページは「養育支援訪問事業」、３

４ページは「地域子育て支援拠点事業」、子育てひろば事業です。 

 こちらも、量の見込みを見ていただきますと見込みを確保策が上回っているということ

から、既存の子育てひろばで確実に対応をさせていただくことを記載しております。 

 ３５ページ「一時預かり事業」、幼稚園等の預かり保育につきましても、量の見込みを確

保策が上回っているということで、こちらも充足されております。 

 ３６ページの幼稚園等の預かり保育以外の一時預かり事業につきましても、同様に見込

みの量を立てまして、確保策はそれをそれぞれ各年度において上回っているという状況を

ご覧いただけると思います。 

 ３７ページ「病児・病後児保育事業」の表をご覧いただきますと、現時点では見込みが

確保策を上回っているということで、こちらはなかなか厳しい状況にございます。 

 しかしながら、見込みの量は今はちょっと多目に見ております。最大限を見ております

ので、いま一度見込みを精査し、確保策のほうも対策をしっかり連動させていただくとい

うことで、こちらは充足できるよう今後さらに検討を進めていきたいと考えております。

本日のところはそういう趣旨でマイナスが入っているというご理解をいただければと思い

ます。 

 ３８ページをご覧ください。「子育て援助活動支援事業」、そして３９ページは妊婦健康

診査の事業、そして最後に４０ページが「実費徴収に係る補足給付を行う事業」というこ

とで、ここまでが１３事業と言われているものの各ページの記載になってございます。 

 基本方針３は「教育・保育の一体的提供及び推進体制の確保」ということで、主に認定

こども園につきまして記載がされているものでございます。 
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 ４１ページの計画事業「新たな認定こども園を設置する場合における整備・運営手法等

の検討」、ここについては答申でもいただいた内容に対応した項目となってございます。 

 ４２ページには、基本方針４「子ども・子育て支援の質の確保」ということで、こちら

も４３ページの上から４つ目「保育従事職員の確保・定着の支援」、それからその下の「保

育施設における外遊びの支援」、こちらも答申を踏まえた事業となってございます。 

 ４４ページをご覧ください。４４ページには「就学児童の居場所づくりにおける質の確

保」というものがございます。 その「計画事業」の一番上に「学童クラブ事業の質の向

上」というのがあります。こちらも、答申にございました、学童クラブの質を向上するべ

きというご意見に対応した項目となってございます。 

 ４６ページをご覧ください。本日は基本方針４までと基本方針５から１０までのうち、

保育に関わる部分のご意見を頂戴するということですので、ここから先は保育に関わる部

分がどこに記載されているかということを簡単にご紹介します。 

 ４６ページにつきましては、計画事業の３つとも保育園に関わることですので、こちら

も本日ご意見を頂戴する範囲となります。よろしくお願いします。 

 ５１ページをご覧ください。 保育に関わるものとして「障害児施策の充実」の「計画

事業」の１つ目「障害児保育の充実」、それから３つ目の「児童発達支援センターにおける

相談及び支援体制の充実」に一部保育園にかかわる部分がございますので、ここもお気づ

きの点があればご意見を頂戴したいと思います。 

 最後に５９ページ、こちらは基本方針９「子どもの健全な育成に向けた施策の充実」の

上から５つ目のポツに「保育園、幼稚園、学校への環境学習の支援」ですが、ここも本日

のご意見を頂戴する部分になってございますので、よろしくお願いします。 

 駆け足になりましたけれども、「たたき台」のご説明は以上となります。説明が漏れてい

る部分に関しましては、質疑、ご意見を頂戴する中でご質問等をいただければ対応させて

いただきますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

会長） ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの事務局からの説明について、ご意見やご質問はございますでしょ

うか。ご意見をいただくのは今から１時間程度になりますが、ご自由に発言していただく

ということで、１４ページに目次といいますか、基本方針が１から１０まで書いてありま

すけれども、１つずつを区切るのではなくて、皆様が気になっておられるところをお話し

いただくというような形にしていきたいと思います。 
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 それでは、ご意見やご質問はございますか。 

委員） 質問なのですけど、「確保の方策」というところで、大体人数に対してプラスに

なっている、過不足がないというところで、病児・病後児保育以外はそのようになってい

て、非常にいい話だなと思います。小学校の状況の話をしますと、教室が足らない学校と

教室が余っている学校が極端に分かれておりまして、余っている学校は非常に余っていて、

例えば芝浦小学校とか港南小学校などは教室が足らないというようになっているのが現状

です。先ほど港区全体を１つの地域と考えてという説明があったので、ここまでの計画を

見てみると問題はないかと思うのですが、実は過不足は麻布地区では定員に満たない保育

園があって、芝浦港南地区ではいっぱいになっています。でも港区全体で考えているから、

芝浦港南地区で入れなかった人は、例えばお台場地域とか麻布地区方面に子どもを預けに

いってくださいというような計画ではなく、本当に足らないところがしっかりと対応でき

ているかというところが心配です。小学校はその部分のバランスが非常に悪い状態になっ

ているのが現実なので、その辺をちょっと知りたいです。 

会長） 委員から質問がございました。では、事務局からお答えいただけますでしょうか。 

事務局） 今、委員からは小学校の例を出していただきまして、その量の見込みと確保策

の関係性についてお話をいただきました。 

 ２５ページの保育の例でいいますと、見込みと確保策の数字がございます。今、委員が

おっしゃったように１つの区域でとなりますと、港区の総量を満たしていればあたかも確

保されているように見えます。例えばですけれども、一番上の令和２年度の３，９８３人

に対して４，２４６人は明らかに供給過多ですね。今、委員がおっしゃったように地区毎

で見るとやはり過不足というのはあると思います。その地区毎に過不足がないように、全

体の総量に対してこれだけ差を設けています。１つを見ると足りているのですけれども、

おっしゃるように赤坂地区の方が港南地区の保育園に行くことはできないわけですから、

そういう意味ではその地区毎でしっかり見ていくためには、量よりも確保策が大幅に多い

のは、地区別の過不足を見込んでいる部分でございますので、ご安心いただければと思い

ます。 

会長） 今の説明でよろしいでしょうか。 

委員） はい、いいです。 

会長） ほかにご質問、ご意見はございますでしょうか。 

委員） 前半部分は細かくは議論されないのでしょうけれども、前半部分について意見を

述べさせていただきたいと思います。 
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 ４ページですけれども、ここの大きな２のすぐ下の（１）のところの書きぶりを見ます

と、子ども・子育て支援事業は５９条に定められた１３事業のことだ、こういう書きぶり

になっております。 

 間違ってはいないのですけれども、５９条と６０条と６１条というのは一体だと思いま

す。その一体であるから、例えば６１条のところでは「市町村は、基本指針に即して」と

いう、そういう表現がありますし、６０条はまさにこの基本指針のことを述べているわけ

であります。 

 そういうところから言うとここの書きぶりがちょっとひっかかります。１２ページ、先

ほど子ども家庭課長はお触れにはなりませんでしたけれど、１２ページの２の「計画の基

本理念」、ここのところに今までさんざん議論いたしました基本指針を確認していただいた

わけです。そのことをここにきちっと書いていただいています。これは大変ありがたいこ

とだと思います。 

 そうすると、先ほどのちょっと書きぶりがこういう書き方でいいのかなというところと、

ここはちゃんと書いていただいているというところで、全体としては大変よく書いていた

だいたと思いますけれども、要はここの計画の基本理念というところを全体に今後も決し

ておろそかにすることなく、ここを踏まえた計画を立てていっていただきたいというお願

いでございます。 

 ぜひよろしくお願いいたします。 

会長） 委員からお願いがございましたので、事務局お願いいたします。 

事務局） ありがとうございます。 

 委員からご指摘いただきました４ページの根拠法については、いま一度法律の条文を確

認させていただきまして、適切な記載になるように改めてまいります。 

 基本理念に関しましては、今ご指摘いただいたとおりこの理念に沿って、逸れることな

く、子ども・子育て支援事業を進めていくということで肝に銘じてまいりますので、よろ

しくお願いいたします。 

会長） ほかにご意見はございませんでしょうか。 

委員） 幼稚園の一時預かり保育に関してご質問させていただこうと思います。 

 個人的には、量の確保から今度は質の確保、選択肢を充実させるところが盛り込まれて

いるので、うれしく思っております。こちらのアンケート調査の報告書を読ませていただ

いて、区民の皆様は幼稚園の預かり保育を希望されているのではないかなというように感

じた箇所がございました。該当ページが４１ページ、それから４４ページですね。５時台、
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６時台、７時台まで預かり保育を幼稚園で、無償化になれば希望するというようなものが

出ておりました。 

 これまで幼稚園の預かり保育の延長ですとかそういったものが過去に検討されたのか、

今後もし検討されるのであればどういった手続きを踏んでそういうことがなされていくの

かという点も書かれていればと思います。 

 最後になりますけれども、お隣は品川区ですが、９つある区立幼稚園のうち７つで６時

台まで既に預かり保育をされているそうです。ですので、港区は今４時半までといいます

けれども、何かこの点に関して検討されていることがあれば教えていただきたいと思いま

す。 

会長） 委員から幼稚園の預かり保育についてのご質問がございました。 

 事務局からご回答はございますでしょうか。 

事務局） 幼稚園の預かり保育については、確かに今、子ども・子育て支援ニーズ調査の

ほうでも委員におっしゃっていただいたような区民ニーズがございますし、就労状況につ

きましても以前よりもフルタイムの就労者が増加していたり、１日当たりの就労時間が増

えてきていたりするところも見えてきております。 

 幼稚園の預かり保育については、区立幼稚園については大体４時半まで、私立幼稚園に

ついては各園で異なっているところがございます。特に区立幼稚園につきまして、今後そ

ういった長時間労働が予想される方のところも踏まえて考えていかなければいけないとは

考えております。 

 ただ、幼稚園につきましては、家庭と緊密な連携を図りながら保護者が幼稚園とともに

幼児を育てるという意識が高まるようにという教育の理念もございますので、その部分に

ついては公立も、私立もその理念をしっかり意識してやっていこうというところもありま

す。時間の設定につきましてはそこら辺の教育の理念も考慮しながら検討していくべき課

題と考えております。 

会長） よろしいでしょうか。 

委員） はい。 

会長） ほかに何かご意見はございますか。 

委員） １７ページの、これはちょっとそもそも論になってしまうのですが、人口推計の

ところで、ちょっとご質問です。表の見方が間違っていたら済みませんという感じなので

すが、人口推計のところで、令和元年度のところを見ると６歳から８歳が６，９９８人で

いいですよね。これは人数だと思うのですが、その上が６，０６０人ということは、約１
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万３，０００人という感じですけど、私が記憶する限り公立小学校の人数って大体７，８

００人ぐらいだったような気がするのですが、差し引きすると五千何百人もの人が私立小

学校に行っているのかなという、ちょっとこの人口推計のところの小学生の人数が随分多

いなというふうに思ったのです。それから、私は数年前からこの会議に出ているのですが、

人口推計をとる場合に建物の建設計画の影響を考慮しましょうみたいな話になったと思う

のですが、芝浦港南地区のマンションの計画と人口推計を連動されたりなどということも

してあるのかなということがちょっと心配でした。逆にこんなに小学生はいるのでしょう

かというのと、令和６年度の人数を見るとこれは確実に小学校がパンクする人数なのにこ

んな人口推計でいいのかなというのがちょっと心配だったので、これは合っていますかと

いう確認です。 

会長） 事務局のほうで６歳以上の人口推計の部分のご説明をお願いいたします。 

事務局） 平成３１年度の数字は間違いなく住民基本台帳に登録されている年齢の人数を

引っ張っていますので、委員の感触での区立小学校の人数と、あと外国人の子ども、それ

からインターナショナル、私立小学校に行っているという子どもと合わせるとこの数字と

なります。 

委員） ５，０００人ぐらいいるの。そうなのですか。 

事務局） 私も、５，０００人いるのかと言われるとちょっと自信はないのですけれども、

ただ平成３１年度は間違いなく実数を拾ってきていますので、そういった意味ではそうい

うお答えになると思います。 

 それから、人口推計については細かい説明になりますが、自然増、要するに出産しての

増というのが大体港区の場合は年間３，０００人ぐらいです。それから、転入・転出での

社会増というものがあって、今は転出よりも転入のほうが多いというのを見ています。そ

の時点で本来であれば開発も加味されているのですけれども、港区の場合はそれですと若

干合わないですね。やはり開発の速度が速いということで、港区の人口推計においては、

自然増と社会増の傾向のほかに、もう一つ開発増というのを加えて推計しています。そう

すると、港区の人口の増え方には基本的にフィット感があるという、そういう推計の仕方

をしております。教育委員会あるいは我々学童クラブ担当課が今後の検討をする上では、

この人口推計値というのは、２０２０年を超えたときに、東京オリンピック・パラリンピ

ック大会後の人口の動向というのはちょっと読み切れないのですけれども、今のトレンド

で拾っていくと間違いなくこの人数になります。ですので、それに対する対策は区として

もしっかりしていかなければいけないということで、今のところこの推計をもとに行政計
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画を進めているところでございます。 

会長） 今のご回答でよろしいでしょうか。 

委員） いいです。 

委員） 先ほどちょっと話が出ました幼稚園の一時預かり事業のところですけれども、幼

稚園の一時預かり事業と幼稚園での預かり保育というのはイコールではないはずです。例

えば、幼稚園はいわゆる預かり保育的なことはしておりますけれども、一時預かり事業で

はありません。また、今般の無償化の対象にも認定は受けませんので、無償化の対象にも

ならないと。そういう事業は、ここは数字が除かれているのか、入っちゃっているのか、

そこの確認をさせてください。 

 それから、幼稚園の預かり保育というのは、大原則といたしまして、幼稚園教育要領に

基づき、子どもにとって無理のない範囲でということが大前提であります。文部科学省、

また中央教育審議会でも長いこと議論が行われまして、幼稚園の教育時間が４時間で、い

わゆる預かり保育の時間というのはそれを考えると２時間程度で、トータルで６時間程度

と決まったのですけれども、徐々にもう少し長くしなくてはどうしようもないという話に

なってまいりまして、最近では８時間程度というところまで来ております。これを野放図

に伸ばすということは幼稚園教育要領の立場からいって、あってはならないことだと考え

ております。 

会長） ただいまの委員のご質問につきまして事務局からご回答はございますでしょうか。 

事務局） 幼稚園の預かり保育と一時預かり事業はイコールでないというところは委員の

おっしゃるとおりで、認識はしてございます。 

 ただ、前回の子ども・子育て支援事業計画のときもそうでございましたが、預かり保育

の部分につきましても過去の方策の中には数字としては入れてございます。現状も入れて

いる状態になってございます。 

 預かり保育の時間につきましては、委員がおっしゃったところももちろん認識してござ

いますので、そこら辺のところは認識しながら、先ほどもお答えしましたけれども、考え

たいと思っております。 

会長） 今のご回答でよろしいでしょうか。 

委員） はい。 

会長） ほかにご意見はございますでしょうか。 

委員） 先ほどの人口推計のところと絡むのですが、今のお話も含めて、２１ページによ

ると就労状況が５３％から６８％と大幅に増加しているという中で、先ほどの事務局のお
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話だと人口推計から自然増、社会増、開発増になっていると。さらにこの就労状況の増加

という中で、やはりいろんなニーズも変わってきているのかと思われます。 

 そこで例えば学童クラブに関して、３０ページのところでは見込みや確保策があるので

すが、人口推計の自然増、社会増、開発増など人間が単純に増える見込みと、この就労率

の増加みたいなものは、これらの数値に加味されているのでしょうか。 

会長） 委員からの、就労増に関するご質問につきまして、事務局からご回答をお願いし

ます。 

事務局） ３０ページの量の見込みを算出する際にそういったところが加味されているか

というご質問ですね。 

 こちらの数字につきましては「量の見込みの算出方法」のところにも記載しています通

り、各学年の需要率を参照しています。例えば１年生ですと比較的高いのですけれども、

学年が上がるにつれて需要率が下がっているという状況もございますので、これに推計の

児童数を掛けておりまして、就労率そのものを加味はしていないという状況です。人口の

伸びと、あと需要率、学童クラブを使いたいと思っている方の率を掛けて出してございま

す。 

会長） 今のご回答でよろしいでしょうか。 

委員） わかりました。 

 あと、今後貧困対策を検討する中で、例えば就労支援を考えると、さらに仕事を見つけ

て仕事をしてくださいということの就労支援事業があると、さらにニーズも増えてくるの

かなと思いました。 

会長） 貴重なご意見、ありがとうございました。 

 ほかにご意見はございますでしょうか。ご意見をおっしゃっていない委員からもどうぞ

ご自由にご意見をいただければと思うのですけれども。 

委員） 今、神谷町や虎ノ門、西新橋のエリアというのは、タワーマンションなどの建設

が相次いでおりまして、今後３年以内ぐらいにほぼほぼ立ち上がると思います。それによ

って幼児及び小学生が増えると思うのですけれど、あのエリアは御成門小学校、御成門中

学校で、幼稚園は近隣になかなかないところです。 

 小規模保育園はおかげさまで増えてきていると思うのですが、そうした幼稚園、小学校

の施設の確保はどのようにお考えなのか教えてください。 

 よろしくお願いします。 

会長） 今、地域の名前がありましたが、虎ノ門のあたりの小・中学校、それから幼稚園
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につきまして事務局からご回答いただけますでしょうか。 

事務局） ご指摘の地域につきましては、まだ具体的な幼稚園の確保というところまでは

見えてきていないところでございます。住民、家族がかなり増えてくるとは思いますので、

考えておくべきところであると認識しております。 

 小・中学校の施設の確保につきましては、確かに御成門小・中学校では、児童数の推計

を考えてみましてもちょっとキャパシティの心配がありますので、こちらにつきましては、

学校施設担当の部署でも検討しているところでございます。 

委員） 全く無理だと思いますけどね、とても入らないと思いますよ、御成門小・中学校

では。 

委員） そうですね、２クラスぐらいって聞いていますしね。 

会長） 具体的な情報をありがとうございました。 

 ほかにご質問、ご意見はございますでしょうか。 

委員） たびたびで申しわけありません。 

 ２１ページのところでありますけれども、乳幼児人口が一貫して増加してきていると。

それも、かなり急増状態にあるという認識が示されております。 

 ただ、２つ目の黒四角のところですけれど、ゼロ歳から５歳の乳幼児で言えば３．７％

増ということで、私の感覚としては一時の急増から低減傾向にあると。高止まりであるこ

とは事実であります。そこら辺のニュアンスを少しどこかに入れられないものかなと思い

ます。 

 それから、下のほうの「子育て支援に係る課題」というところでありますけれども、こ

れは育児休業の充実とセットだと思います。今までのこの会議でもさんざん議論してきた

問題でありますが、保育園に申し込みに行って、育児休業を目いっぱいきちんと取って、

それで保育園に入りたいという方に対して、今はそんなことはないのかもしれませんけど、

昨年あたりは受付窓口で、そんなことをやったら入れませんよ、ゼロ歳児のときの４月か

ら入るようにしないと入れませんよという、そういうことがあったというように聞いてお

ります。そういうことがないようにしようじゃないかというのがずっと議論であったと思

います。 

 ですから、育児休業をちゃんと取っていただける、またその仕組みがあるならば、それ

は子どもにとっても利益だし、お母さん、お父さんにとっても利益なので、そこをさらに

充実させていただきたいと思います。あわせて、そのことの反面で言えば、ゼロ歳児をど

んどん拡大していくということは、必要な方にはちゃんとやらなきゃいけないと思います
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けれども、抑制の姿勢を持っていいのではないかと思います。１歳児、２歳児のほうをし

っかりやってゼロ歳児をやめろと言っているのではなく、必要な方にはやらなければいけ

ませんけれども、何と言ってもゼロ歳児の保育についてはコストがかかるのです。１０年

前から園児１人当たり５００万円以上かかるというのが常識なのです。そんなにかかると

ころで、労働時間を短くしてパートなんかで復帰された場合には、短い労働時間なので、

給料も低いですよね。これも１０年ほど前の調査によれば、コストは５００万円だけれど

も、お母さんのほうの収入は１５０万円ぐらいだという非常にばかげたことになっていた

わけです。これを徐々に直していかなければならないということで、ゼロ歳児保育につい

ては育児休業の充実をさせるという観点から、しっかり育児休業を取って、育児休業が完

全にあけてから保育園に入れるような仕組みをちゃんとつくっていっていただきたい。 

 あわせて、やはり小さいお子さんを育てていらっしゃるわけですから、そういう方々に

長時間の労働を課するということはやはり極力避けていただくということが大切なことで

ありますので、その裏側から言えば超長時間の保育はある程度抑制していくという姿勢を

示されるのが正しいのではないかと思っております。 

 ２２ページに幼児教育の事業内容が書いてありまして、「幼稚園等において、３歳から小

学校就学前までの児童を保育し、その心身の発達を助長することを目的とした教育を行い

ます」と。これは学校教育法に定める幼稚園教育の目的から引っ張ってきているのは明確

なのでありますが、だとするとここでは「児童」という言葉を使っておられますけれども、

幼稚園教育のことを言っている以上は、ここは「幼児」にしないとまずいのではないかと

思います。 

 それから、その次の「保育」でありますけど、学校教育法の目的のところでは確かに「保

育」という言葉を使っております。 

 ただ、これが厄介なのは、児童福祉法上の「保育」と、子ども・子育て支援法上の「教

育・保育」と、それから学校教育法上の「保育」は全部意味が違っているのです。それを

このように使ってしまうと、ここで「保育」というと幼稚園で保育したら保育の必要性が

ないのに何で保育するのだという話になってしますから、言葉の使い方にもうちょっと気

をつけてやらなければいけないと思います。 

 ただ、幼稚園の立場であれば幼児は全て保育を必要としているというように学校教育法

上は考えているわけではございます。 

会長） 今、委員から、まず２１ページの最初の子どもの数の増加については高止まりが

あるのではないか、その部分を入れていったらいいのではないかというような要望がござ
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いました。そして、その後に育児休業の仕組みについてはご意見でございまして、あと２

２ページの幼稚園の事業内容については正確なものをというご要望がございました。 

 これについて事務局からご回答していただけますでしょうか。 

事務局） それでは、私から人口の関係と育児休業の関係を、ゼロ歳児保育については保

育・児童施設計画担当課長から、そして幼稚園については教育企画担当課長からそれぞれ

お答えさせていただきます。 

 まず人口の高止まりの状況については、人口推計では確かに上がっていくのですけれど

も、高止まりの状況というのは実績からちょっと分析する必要があると思いますので、改

めてその状況を確認させていただきまして、確認した内容を記載させていただくというこ

とで、少し調査をさせていただければと思います。よろしくお願いします。 

 育児休業に関しましては、人権男女平等参画の観点から社会全般に向けて育児休業の取

得向上というのは取り組んでいるところでございますので、この計画上では育児休業の取

得向上といったことは記載していませんが、本計画の４５ページに「産後休業及び育児休

業後における円滑な事業利用の確保」という基本方針を立てております。したがいまして、

本計画とは別の人権男女平等参画の観点からの育児休業の取得向上については、引き続き

そこと連携しまして、区として育児休業の取得向上を図っていく必要があると考えており

ます。担当の所管にも本日はこういったご意見があった旨はお伝えさせていただきます。 

 そして、育児休業から明けた後のご不安に関しては、基本方針５に育児休業がご不安な

くしっかりと安心して取れるような、子育ての観点からしっかりとそれを支えていくよう

に記載をさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

 私からは以上です。ゼロ歳児保育については保育・児童施設計画担当課長から回答いた

します。 

事務局） 私からはゼロ歳児の定員につきましてのご回答をさせていただきます。 

 まず施設の新設の際、それから既存園についてもそうなのですけれども、定員の設定に

つきましては毎年度見直しをしているという状況でございます。これは、待機児童の状況

ですとか保育の需要ですとかそういったことを考慮しているのですが、ゼロ歳児の定員に

つきましても同じように見直しをしてございます。 

 実際に委員がおっしゃいますようにゼロ歳児の定員の設定がない保育園というのもござ

いまして、利用状況ですとかその近隣の保育園の状況ですとかそういったことを踏まえま

して定員設定をしているという状況です。ゼロ歳児を全くつくらないということは計画上

には載せてはいないのですけれども、適正な定員を確保していくということで記載してい
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る数値でございます。 

事務局） 委員からご指摘の２２ページの事業内容に「児童」とありましたけれども、こ

ちらは「幼児」が適切と考えているところでございます。こちらの文章ですが、私どもも

見逃しているところがございましたので、改めて確認をしたいと考えております。 

 よろしくお願いいたします。 

委員） 「保育」はいいのですか。 

事務局） 「保育」についても、保育園の「保育」と幼稚園の「保育」、この使い分けの

ところですね。そこのところは、文章構成、こちらも含めて調整して検討してまいりたい

と考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

会長） ご回答がありましたが、よろしいでしょうか。 

委員） はい。 

会長） ほかにご意見、ご質問はございますでしょうか。 

委員） 自由意見ということなので、ずっと気になっていたことを質問させていただきま

す。子育て支援事業の仕組みの中に地域型保育事業というのがあって、その中に家庭的保

育事業というのが入っているのですが、他区では家庭的保育事業というのはこの中には必

ず入っているのですが、港区では現在実施されている地域型保育事業の中には家庭的保育

事業というのは入っていません。家庭的保育事業がどのような運営をしているのかがわか

った上で、さまざまなメリットやデメリットがもちろんあるのですが、そういうのを考慮

した上で実施をしていないのか、今後も実施する予定がないのか、実施をしないのであれ

ばちょっとその理由なども教えていただけるとありがたいと思います。 

会長） 今の部分に関しましては、５ページあたりに当たるかと思うのですけれども、事

務局からご回答をお願いいたします。 

事務局） 委員がおっしゃいましたように、港区におきましては地域型保育事業のうち家

庭的保育事業は実施してございません。 

 地域型保育事業には、他に小規模保育事業、事業所内、居宅訪問型事業、こういったも

のがございます。家庭的保育事業と違うところといいますと職員の方の資格になります。

家庭的保育事業は研修を受けた方が保育できるのですが、言葉を選ばずに言いますと保育

士さんでなくてもできる事業であるということになっています。港区としては、小規模保

育事業を実施する際にも基本的には保育する方は保育士資格のある方にお願いしています。

こうしたことから質の担保という言い方は少し失礼な言い方になってしまうかもしれませ

んけれども、実施を見送っている理由の１つでございます。 
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 また、家庭的保育事業自体はある施設を借りて５人程度の子どもを保育するという形に

なるのですけれども、やはり集団の保育を希望される保護者の方が多いということもござ

いまして、今後の実施については待機児童の状況等にもよりますけれども、小規模保育事

業、事業所内、居宅訪問型事業、こういった手法で対応していきたいと考えております。 

会長） 委員、いかがでしょうか。 

委員） 集団の保育は私もとても大切だと思っているのですが、やはり最初から２０人と

か１０人以上の集団に入るのが難しい子も中にはいます。そういう子どもにとって、家庭

的な５人という本当に小集団の中での保育というのは、ある意味で必要だとも思っていま

す。他区では家庭的保育事業を展開している区もありますが、そういうのを見学されたこ

とはありますか。 

 千代田区ですけれども、家庭的保育事業をとても長くやっています。ですので、いろん

なケースを考えて実施するかしないは別として、どんなことをやっているのか、そしてど

ういうニーズがあるからそこの区はやっているのかなど、いろんなことをやっぱり区の担

当の方は知っておくべきなのかなと思います。 

 私もいろいろと相談を受ける中で、最初から大人数の２０人の中の集団に入るのはなか

なか難しい、だけどやっぱり生活として幼稚園に入るまでにここまではやっておきたいん

ですよというお母様も中にはいらっしゃるので、そういういろんな方のニーズというのを

少し考えていただけたらいいなと思いました。 

会長） 委員から、家庭的保育についての多様なニーズがあるという現状のご意見がござ

いました。 

 そして、他区の事情を事務局では把握しているのかというようなニュアンスの話があり

ましたけれども、ちょっと具体的にご回答をいただけますでしょうか。 

事務局） 家庭的保育事業所の実際の現場は、拝見したことはございません。 

 ただ、事業者が区にもお見えになりますので、そういった方からの聞き取りの内容から

把握しております。また、ゼロ歳から２歳の子どもを預かるということですので、３歳か

ら先の受け入れ先の確保といったことも含め、総合的に判断して現在は実施していない状

況でございます。 

 ただ、貴重なご意見ですし、そういったニーズも当然あるということは承知してござい

ますので、今後は他区の状況ですとか区民の方のそういったご意見なども踏まえまして、

少なくとも他の施設への見学などの情報収集などは行いたいと思います。 

会長） よろしいでしょうか。 
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委員） はい。 

会長） 他にご意見、ご質問はございますでしょうか。 

委員） 基本方針１ですが、委員からもお話があったように保育ですとか幼児教育の定員

の確保というところで、確保は十分されておって、子ども家庭課長からも供給過多のよう

な状況に数字上はなっているということでしたが、実際のところはエリアによって当然足

りないところ、余っているところというところがあると思います。実際、私の子どもがお

世話になっている保育園に関しても、ほとんど定員がゼロ歳児から５歳児の定員でいっぱ

いになっているのですが、私の子どものクラスだけは定員の半分というような状況になっ

ていて、やっぱり地域によっては保育園が多くなっていたりするというところもあるかと

思います。そういった地域を限定しながら開設に向けての誘致のような取り組みがあるの

でしょうか。港区の提供区域は１つということなので、もしかするとないのかもしれない

のですが。 

また、今後も新規開設を増やして定員を確保するという状況であれば、例えば事業が縮

小するような施設に対して質の確保のための指導というのも当然区で実施されると思うの

ですけど、健全な経営に関するそういった指導というか、支援というのはあるのかなとい

うところをちょっと確認したいなと思って、質問させていただきます。 

会長） 委員から、適切な量の確保といいますか、それについての指導について何かご回

答はございますでしょうか。 

事務局） 私からは、まず地域偏在といいますか、保育園の開設にあたり地域をきちんと

確認しているかということにお答えします。事業者がご相談に見えた場合には、まずその

エリアに需要があるかですとか保育園が近隣にあるかないかなどそういったことは確認し

てございます。 

 今年４月に国の基準による待機児童がゼロになり、そのときに実際に申し込んだ方の数

よりも、おおむねですけど、約１０％増しで定員を確保していた状態でゼロになっていま

す。先ほど子ども家庭課長から説明をいたしましたけれども、高輪エリアの方が必ず高輪

地区の保育園に行くとは限らない、麻布地区に行かれたり赤坂地区に行かれたりといった

こともございます。そのような動きまでは把握し切れないので、あくまで数値的なのです

けれども、おおむね１０％増しでやっていれば待機児童を解消できたということでござい

ます。 

 そういったこともございまして、基本的に事業者が開設の相談に来られたときには、そ

れぞれのエリアの需要を見ながら設置場所を誘導するというようなことも実施しています。 
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待機児童がゼロになったということもございまして、やみくもに定員を増やしていくの

ではなく、保育園が比較的少ないところに効果的に定員拡大をしていく工夫を引き続き実

施していきます。 

事務局） 先ほど事業者の方のシビアな判断というようなご意見がありましたけれども、

基本的には認可保育園として開設していただいている施設ということであれば、当然なが

ら長い期間の運営というものをしていただくというのが前提にはなっているところでござ

います。 

 ただし、定員に空きがある場合について、定員の変更という形で事業所から相談を受け

るケースが多いと思います。そうしたご相談を受けていく中で、事業者、区での保育需要

の状況等も踏まえながら、話し合いをさせていただき、変更すべきなのかという点につい

て協議をさせていただくような形になると考えているところです。 

会長） よろしいでしょうか。 

委員） はい。 

会長） 私も１つ質問させていただきたいところがございまして、５１ページの障害児保

育の充実に関してのことなのですけれども、先駆的な地域、浦安市などでは保育カウンセ

ラーとして、臨床心理士という専門家が同じ特定のパートの幼稚園、保育園を毎月回って

いくという活動をしています。勉強不足なのですが、港区の場合は巡回指導という名前に

なっていますけれども、担当の臨床心理士が特定の幼稚園、保育園を回っているようにな

っているのでしょうか。私はそれが望ましいと思っており、定期的に継続的な助言が受け

られるというのはいいと思っているのですけれども、その点は今どのようになっているの

か、現状を教えていただけませんでしょうか。 

事務局） 保育園の状況につきまして、まずはご説明をさせていただきたいと思います。 

 障害のあるお子さんを通常の保育園でお預かりしているケースというのは現実的にござ

います。そうしたお子さんについて、よりよい保育をしていくということを目的として、

保育園に臨床心理士や、場合によっては医師を派遣するということを行っております。年

に３、４回程度、お子さんの状況によってはもちろんその回数というものは変わりますけ

れども、派遣をさせていただいているところでございまして、保育園の保育士等への助言

をしているところでございます。 

 こちらにつきましては、基本的には前年度の段階で計画を立てるということもありまし

て、固定した区の職員ということではございません。あくまでも民間の医師の方に固定的

にという形で訪問していただくというような状況でございます。 
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会長） わかりました。ありがとうございます。 

 そうであれば、「障害児施策の充実」と銘打ってあるので、その保育カウンセラーですと

障害のお子さんの行動観察だけでなく保護者からの育児相談ですとか幅広く、担任へのコ

ンサルテーションなどそういった形で定期的に行っていけるという部分もあるので、そう

いうあたりもご検討いただければと思います。 

 他にご質問はございませんでしょうか、何でも結構です。 

委員） 今のご質問に続けての質問になります。障害児保育の充実ということなのですが、

今、保育園では、障害児とか手帳が出るほどではないけれども、やはり配慮が必要なお子

さんというのがすごく増えています。なかなか集団の生活になじめないお子さんもいらっ

しゃって、そういったお子さんへの対応で各園は悩んでいるのですけれども、やはり幼児

ですと今の配置人数ではなかなか適切な配慮ができないという現状があります。やはり加

配ということを各園で検討することも多いのですけれども、現状だとやはり加配の条件を

満たすというのがすごくハードルが高くて、なかなか人を入れていただけていません。人

を入れるための補助金をやはり区から出していただけないと難しいということがすごくあ

ります。 

 そういった現状を踏まえて、区のほうでも加配の基準というのを少し緩めていただける

とよりよい保育につながるのではないかなと思いますので、そこをぜひ検討していただき

たいなと思っています。 

会長） 今の加配保育士の条件につきましてはいかがでしょうか、ご回答をお願いできま

すでしょうか。 

事務局） 障害のお子さんについて、平成１０年ぐらいからになりますけれど、保育園で

障害のお子さんについての受け入れを実施しているところでございます。昨今、委員から

お話があったように身体の障害ではなく発達の遅れというような形で手帳がまだ出ていな

いお子さんというのも、やはり巡回の相談として上がってくるケースは現状としてはある

ところでございます。 

 発達の遅れのあるお子さんに対応しているというところについて、委員から一定の基準

みたいなものが必要ではないかというお話もありましたので、こちらについては受けとめ

させていただいて、今後検討させていただければと思います。 

委員） 障害を持つ特別支援の必要なお子さんに対するケアということでありますけれど

も、幼稚園での特別支援教育についてはどこに書いてあるのでしょうか。 

それから、従来から障害を持っているお子さん、特別支援について、幼稚園と保育園と
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が２本立てになったままで行われていると思いますので、ここを何とかうまく、統合とい

うのは難しいのかもしれないですけれど、連携するやり方ができないものかなというよう

に思っております。 

 それから、加配の話も出ましたけれど、本当にこれは大変だと思います。私立幼稚園の

場合ですと、何とかお１人パートの方についてもらいたいなと思って、探しても探しても

いらっしゃらないのです。教育委員会にご相談しても、区立幼稚園でも見つからないぐら

いだというように苦労されているようです。見ていますと小学校もそういう傾向がありま

す。結局、在園児の保護者や、在校時の保護者の方に校長先生、園長先生が声をかけて何

とか無理やり確保しているというような状況がありますので、これは本当に何とかうまい

知恵を出していただけたら本当にうれしく思います。 

委員） 今のことに関連していいますと、実際に小学校の校内のことももちろんなのです

が、話題に出ておりました放課後の居場所、学童クラブについては、小学校の中で特別支

援学級にいる人と通常学級にいる人とが全く区別なくそのまま同じ教室に入って、学童ク

ラブで過ごしているというようになっておりますので、現状で申し上げますとかなり苦労

されています。 

 学童クラブについては民間事業者が実施していますから、恐らく入札をする段階で、例

えば１０名の教員に対して特別支援の子どもがいても５０名預かれますなどという、いい

ことを言って入札対応をしたのが現状だと思います。実際にそこに通っている児童からは、

特別支援の子どもがいるから自分たちは非常に苦労しているのだというような話が現実に

出ています。そのことによって何が生まれるかというと、非常に差別的な発言をしている

通常学級の子どもが多数いるということです。これは多分、人数を増やして特別支援の方

については特別支援なりの対応ができる指導員がいればそうはならないのだと思うのです。

一緒にいること自体が非常に迷惑というように感じている通常学級の子どもたちが出てき

ている以上、ちょっと対策を練っておかないと、いずれ段階で同じ部屋にいることがよか

ったとなる教育、それが本来は良いような教育だとは思うのですけど、現実的にはそうは

なっていません。 

 私が感じる限り、これは飛躍した話になりますけど、今の教育現場は、怒鳴ったり叩い

たり、強制的に並ばせるとかということをされないのが良しとされています。それが良い

ことだとは思うのですが、ですから余計に通常学級にいても手がかかる人が余計暴れる教

室になっていることが現実的に起きています。なかなかお話をしながらみんなで並びまし

ょうねと言っても並ばない子には、二、三十年前は結構強制的に、暴力というか、そうい
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う方法で抑えられた人が抑えられなくなっている現状があるので、特別支援学級とか、も

しくは通常学級にいても支援員が必要な人に対しての対策はやっておかないと、いずれ普

通に行っている人たちが、やつらはどうしようもないというような差別をする感覚が身に

ついているという現実をちょっと見ておいたほうがいいかもしれませんね。 

会長） 障害児施策の充実につきまして、幼稚園及び学童クラブについてご意見がござい

ましたけれども、これについて事務局からご回答をよろしいでしょうか。 

事務局） 幼稚園での障害児の対応についてのところは、現状の「たたき台」には記載が

ない状況でございますので、検討してまいりたいと考えております。 

 ご苦労されているところがあるというように思っておりますので、そこについては文章

構成等、区立については学務課と調整しながら考えてまいりたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

会長） では、学童クラブについてご回答はございますか。 

事務局） 学童クラブにつきまして、障害をお持ちの方で特別支援学級に通われているお

子さんについては同様になるように配慮した保育をしているということなのですけれども、

ただ一方で漏れてしまうような児童についてはそれがないように適切にするような指導を

行っているところです。 

 今、委員からお話のあったそのような状況については、ちょっとそういう視点での現場

の声あるいは状況をお聞きしていなかったものですから、今の委員のお話をお伺いしてい

て、そういうことがあるのだということを改めて実感しました。現場からも今どういうこ

とが起きているのか、そういう視点でもしっかり聴取しながら、対応できることについて、

あるいは対策できることについては施設と連携していきたいと思います。 

委員） すみませんけど、意見を聞いていないと言われたのであえて申し上げておきます

が、各学校で学童クラブと放課GO→の何か協議会みたいなのがあるのですが、そこでこ

の話が出ていない協議会はないと思います。それを聞いていないということになると協議

会の話が全然上がってきていないということが現実に露呈していると思いますが、各学校

の協議会で出ていると思います。 

事務局） 大変すみません、私のほうで再度確認させていただきます。 

会長） そろそろ終了の１０分前ぐらいの時間になってしまったのですけれども、本日な

かなか自由に発言できなかったという方、ご意見を思い出したということなどもあるかと

思いますので、それにつきましては机上配付資料２の意見用紙を使っていただき郵送かメ

ールで送っていただくというような形で対応させていただければと思います。 
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 本日予定しておりました第３章「施策内容」、４の「事業内容」の基本方針の１から４及

び基本方針５から１０の保育に関連する部分について、皆様からご意見をお伺いすること

につきましてはこれで終了いたします。 

 次回は、週明けの１０月２８日、月曜日に、基本方針の５から１０のうち保育に関連す

る部分以外のところについてご意見をいただく予定になっております。委員の皆様、ご準

備のほうをよろしくお願いいたします。 

 

１ 議事 （２）その他 

会長） それでは、最後に「その他」ですが、皆様から何かございますでしょうか。よろ

しいでしょうか。 

 では、事務局から連絡事項はございますでしょうか。 

事務局） 本日は、長時間にわたりまして、ありがとうございました。そしてまた、来週

の月曜日と立て続けということで、大変お忙しいところを申しわけございません。 

 来週の月曜日、１８時半からで、会場はこちらではなく、みなと保健所の８階の大会議

室になってございますので、お間違いのないようよろしくお願いいたします。 

 また、本日の資料は、大変お手数ですけれども、お持ち帰りいただきまして、２８日に

またお持ちいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 私からは以上でございます。 

会長） では、予定していた時間よりもちょっと早目になりますが、皆様、ご協力をあり

がとうございました。 

 これで第３回港区子ども・子育て会議を終了させていただきます。 

 皆様、大変お疲れさまでした。ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


