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令和元年度 第４回港区子ども・子育て会議 議事要旨 

年月日 令和元年１０月２８日（月） 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 １８:３０～１９:５６ 

場 所 みなと保健所 ８階 大会議室 

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 

港区青少年委員会  福原 恵美 

事務局 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 

子ども家庭支援センター所長 中島 由美子 

教育委員会事務局教育推進部長 新宮 弘章 

教育長室長 村山 正一 

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（代理：地域保健副係長） 草野 トモ子 

土木課長（代理：公園計画担当係長） 江川 智美 

 

【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４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のとおり議事が１件ございます。終了時間は８時を予定しておりま

す。小さなお子さんを預けて参加されている委員もいらっしゃいますので、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） 本日も、お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 本日は、藤田委員から欠席のご連絡をいただいております。また、郡司委員は遅れてい

らっしゃると聞いてございます。 

 本日使用する資料としては、先日の金曜日に用いました「たたき台」と、あわせて参考

資料でお示ししております答申、こちらも傍らにご用意いただきましてお話をお聞きいた

だければと思います。 
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 先ほどご報告させていただかなかった委員の皆様からは、特段のご連絡をいただいてい

ませんので遅れて見えると思います。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

会長） 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、先日２５日の金曜日に、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については終

了いたしました。本日は、たたき台の残りの部分の第３章「施策内容」、４「事業内容」の

基本方針５から１０のうち保育に関連する部分以外のご意見をいただきます。 

 限られた時間ではございますが、皆様方から多くの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。 

 事務局から説明をお願いいたします。 

事務局） それでは、資料１「たたき台」の４５ページをお開きいただきたいと思います。 

 基本方針５「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」です。この方針

におきましては、妊娠時から保育園にさまざまな相談ができるかかりつけ園制度を設ける

こと、それから育児休業明けの保育園の入所予約など、産後休業及び育児休業後に円滑に

事業利用ができる体制の整備、これを方針として掲げております。４６ページには計画事

業として、前期のこの会議からご答申をいただきました入所予約制度の見直しについて記

載をさせていただいております。 

 次に４７ページをご覧ください。 

 基本方針６「特別な支援が必要な家庭や子どもの施策」ということで、１つ目に（仮称）

港区子ども家庭総合支援センターの整備を挙げております。こちらは、南青山に現在建設

中の児童相談所、子ども家庭支援センター、母子生活支援施設の複合施設であります、（仮

称）港区子ども家庭総合支援センターの整備について記載してございます。そこでは計画

事業にございます４つの事業を進めてまいります。 

 ４８ページをご覧ください。 

 ２）児童虐待防止対策等の充実でございます。こちらについては、現在児童虐待相談件
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数が過去最大となっており、引き続き増加傾向にあります。こういった問題に対応するた

めの計画事業を掲載してございます。 

 ４９ページの下段、３つ目の社会的養護体制の充実です。 

 こちらは、里親への委託、これを適切に行っていく、そして里親登録の拡大や、里親へ

の支援に積極的に取り組むといった事業内容でございます。 

 ５０ページをご覧ください。 

 こちらは、里親の開拓と里親委託の推進、家族支援及び地域支援の充実など、社会的養

護に資する事業でございます。 

 ５０ページの下段、４）ひとり親家庭支援の充実ですが、現在港区ではひとり親家庭の

経済的支援のために各種手当て等を支給してございます。こういった事業を引き続き丁寧

に進めてまいります。 

 ５１ページをご覧ください。 

５）障害児施策の充実ということで、こちらは一部保育園が関係しておりますので、先

日の金曜日にも議事で触れさせていただきましたけれども、障害児施策の充実について記

載してございます。 

 ５３ページをご覧ください。 

 基本方針７「ワーク・ライフ・バランス実現のための環境整備」で、１）事業所におけ

るワーク・ライフ・バランスの推進として、区内における企業のワーク・ライフ・バラン

ス実現に向けた取組を推進してまいります。 

 ５４ページをご覧ください。 

 中段より少し上、２）父親の子育てへの参加の推進では、父親の子育てへの参加の環境

づくりに取り組んでまいります。 

 その下、３）行政側からのワーク・ライフ・バランスの取組では、行政も率先してワー

ク・ライフ・バランスの取組を推進するために、港区職員の仕事と子育ての両立支援を実

施してまいります。 

 ５５ページをご覧ください。 

 基本方針８「放課後対策の総合的な推進」として、こちらは放課後の総合プランに基づ

くものでございます。５６ページには、放課ＧＯ→クラブの計画の最終年度に当たる令和

６年度までに達成されるべき目標事業量などを記載してございます。 

 ５８ページをご覧ください。 

 基本方針９「子どもの健全な育成に向けた施策の充実」ということで、１）子どもが健
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やかに成長できる環境の整備といたしまして、計画事業をご覧いただきますと、さまざま

な事業がございます。公園の整備、児童遊園の整備、プレーパークの推進といったインフ

ラの部分、それから保育園、幼稚園、学校への環境学習の支援、産後母子ケア事業の推進

など、多岐にわたった事業を行わせていただきます。 

 ６０ページをご覧ください。 

 ２）青少年の健全育成のための支援ということで、スマートフォンやＳＮＳ等の普及に

起因する子ども、若者の犯罪被害が多発する、こういった多感な時期の子ども、若者を取

り巻く社会環境に対して、健やかな育成のための支援、見守りの取組を関係機関と連携し

て推進するといった内容となっております。 

 次に、６１ページの３）地域における子ども・子育て支援の取組ということで、各地区

総合支所で行っている地域の特性を生かした取組をこちらに記載をしてございます。 

 ６３ページをご覧ください。 

 基本方針１０「子どもの未来を応援する施策の充実」です。子どもの貧困対策の推進に

関する法律が改正され、これまで都道府県に策定の努力義務があった貧困対策の計画、こ

ちらを区市町村においても計画化して進めるようにという法改正がなされました。それを

受けまして、この基本方針１０というのは港区における貧困対策計画ということで位置づ

けたものでございます。 

 港区は、子どもの貧困対策に限らず全ての子どもの未来を応援するといったことから、

港区の貧困対策イコール港区の未来応援施策ということでこれまで進めてまいりました。

それを引き続き同じようにこの計画においても計画的に実施していくと考えてございます。 

 １）教育・学習の支援では、生活困窮世帯に対して学習支援を実施すること、それから

２）生活環境の安定の支援ということで、子どもとその保護者に対する生活に関する相談、

交流の機会の提供、その他の生活に関する支援によって毎日の生活を身体的、精神的に安

定して送れるように支援するものとして掲載してございます。 

 ６４ページをご覧ください。 

 ３）経済的安定の支援ということで、各種手当等の支給、資金の貸し付け、その他の経

済的支援によりまして家庭環境等においてさまざまな問題を抱える家庭の経済的な安定を

支援するという事業でございます。 

 ４）地域で子どもの未来を応援する体制の整備ということで、こちらについては主に孤

食の解消、それから子どもの未来応援施策の普及、啓発について記載してございます。 

 ６５ページの３つ目「子どもの孤食解消と保護者支援」は、主に子ども食堂に関する取
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組を区としても支援を進めていくということを記載してございます。 

 最後、第４章となります「推進体制」の章でございますが、こちらは６９ページに計画

の推進体制ということで、次期計画である本計画を策定した後は、行政、地域、ＮＰＯ、

ボランティア団体、企業、子ども・子育て支援にかかわる団体等との密接な連携を図りな

がら全庁的に取り組んでまいります。 

 その進捗管理につきましてはＰＤＣＡサイクルを回しまして、今後、本会議におきまし

て計画の進捗管理をしていただくことになりますので、それを記載してございます。 

 資料１「たたき台」の説明は以上でございます。 

 よろしくご議論のほどお願いいたします。 

会長） ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明についてご意見やご質問がある方は挙手をお願いいたします。 

委員） 会長から今日の議題についてお話がありましたが、そこに入る前にその進行と違

うことを言って申し訳ないのですけれども、１つは参考資料にあります答申について触れ

させていただきたい。それから、実は金曜日に家へ帰ってから金曜、土曜、日曜、とずっ

とこの「たたき台」を読んでいまして、どうしても違和感が拭えないところが１点ありま

したので、まずその２点について意見を言わせていただきたいと思います。 

 まず参考資料にあります答申、これはここにいらっしゃる相当数の委員の方々のご尽力、

また前会長のご尽力によってまとめ上げられたもので、私は大変よくできた答申だと思っ

ております。 

 そうした上で、この答申を生かして次期子ども・子育て支援事業計画を立てるというお

話が金曜日にあったわけですが、この「記」というところに大きく３つ書いてあります。

この内容のそれぞれについて、今回の計画においては極めて抽象的であって、具体的にど

うするのかということがほとんど触れられていないという印象があります。 

 例えば１の（１）のところです。これは金曜日にも議論になりましたし、先ほども子ど

も家庭課長が少し触れられましたけれども、ここの部分は育児休業の取れる期間をちゃん

と取った人が育児休業明けに安心して保育園に入れるようにする、その具体策を求めてい

るわけです。その具体策というものが何ら示されていないのではないでしょうか。きっち

り書くというのが無理だということはわかっていますが、こんな方向でということは記載

していただかないとまずいのではないかと思います。 

 （２）のところは、ここに書いてある内容と計画に書かれている内容に齟齬があると私

は思っております。 
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（３）もそうですよね。 

 それから、大きな２番、質の向上についてです。計画でも質の向上、質の向上といろん

なところに記載しているのですが、どこの部分をどうしたら質の向上になるのかというこ

とが何も記載されていないのです。研修等を行った、研修を充実というようなことが書い

てありますけれども、そのことによって保育園や幼稚園をどう質を上げていくのかという

ことが書かれていないというのは、幾ら何でもいけないのではないかと思います。特別支

援の教育、また保育についても具体的な記述がないということであります。 

 それから、２点目ですけれども、本日の議事が基本方針５から１０の保育に関連する部

分以外を中心と。前回の議事が基本方針１から４及び基本方針５から１０の保育に関連す

る部分、こうなっていたわけです。それで、金曜日に私がこの「保育」というのが学校教

育法、児童福祉法、そして子ども・子育て支援法において定義が異なっているということ

を指摘いたしました。定義が異なっているのですが、この計画の中に「保育」という言葉

がいろんなところに使われていて、その使い方が一定していない。どういう定義で使って

いるのかがわからない。例えば金曜日に指摘しました２２ページのところですけれども、

「幼稚園等において、３歳から小学校就学前の児童を保育し、」、これは「幼児」でしょう

けれども、「保育し」と。これは学校教育法で保育という言葉を使っているのですね。そう

しますとね、保育の必要性がある子ども、これを保育園で保育する、こういう言い方が盛

んに出てまいりますけれども、その保育とこの保育はどういう関係になるのか全くわから

ないというわけです。 

 これは港区の責任ではないのです。実は、国が混乱したまま法律を作ったのでご苦労さ

れているわけですけれども、やはり同一の文章の中ですから言葉の定義を決めませんとね、

何を言っているのかわからないということがあります。議事に入る前に、申し訳ありませ

んが、その点をご配慮いただきたいと思います。これはお願いでございます。 

会長） 委員から、答申の中の文言について次期計画にもっと具体的に示すべきではない

かということ。それから「保育」の定義のことについてその使い方が一定していないので

定義を決めないと、というご要望だったのですけれども、これらにつきまして今後どのよ

うにするのか、事務局から回答できる部分がございましたらお願いいたします。 

事務局） 貴重なご意見をありがとうございます。 

 まず１点目の記載の充実、具体策の記載ということで、委員からお言葉をいただきまし

たけれども、なかなか明確に書くのが難しいということはまさにそのとおりなのですが、

できる限り具体的な対策を例示するようにそれぞれの部署に指示を出しております。 
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 例えば、答申の１の（３）「在宅子育て家庭に対する支援の拡充に努め、一時預かり事業

などの定員を拡大するとともに、利用しやすい予約方法となるよう、見直しを行うこと」

とありますが、これに対応するところですと３６ページの計画事業に一時預かり事業の推

進とありまして、ここには「ＩＣＴを活用した区内全施設のリアルタイムの空き情報の提

供や、予約システムの導入など」ということで、一定利用しやすい予約方法となるような

見直しの方向性を記載させていただいております。 

あるいは４６ページには、冒頭ございました答申の１の（１）「子どもの生まれ月や育児

休業の取得期間が、保育園入園の不利にならないよう、入所予約制度の見直しを」という

ことで、２つ目のところに「入所予約制度の定員を充実するとともに」という記載をさせ

ていただいております。 

 いずれにしてもまだ抽象的な部分がございますので、こちらについては素案または案が

とれるまでの間に、より具体的な対策について引き続き検討を進めまして記載の充実にそ

れぞれ努めてまいりますので、よろしくご理解いただきたいと思います。 

 また、「保育」といった表現については、委員のご指摘のとおりだと思います。区も、い

ま一度各ページにおける「保育」ということについて、委員のご指摘を踏まえて丁寧に文

言を精査してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

会長） ありがとうございました。 

 委員からすぐにご意見があったので言い忘れていたのですけれども、発言される方は発

言の前にお名前と、質問部分の該当ページをこのたたき台の中からおっしゃっていただき、

ご発言をお願いいたします。 

 ほかにご意見はございますでしょうか。 

委員） 該当ページが５５、５６、５７ページで小学校の部分について３点あるのですが、

よろしいでしょうか。 

 まず第１点目が５６ページかな、「放課ＧＯ→と学童グラブ事業を併せた放課ＧＯ→クラ

ブの実施を検討します」と書いてあるのですが、現在も多少問題というか、もう慣れてし

まいましたが、放課ＧＯ→と学童グラブが実は同じ小学校の敷地内で同じ部屋の中で実施

されています。放課ＧＯ→のメンバーが５０名、学童クラブが５０名、実際このスペース

については許容範囲としては５０名のところなのでしょうけど、別々の事業を同じスペー

スでやっているというようなかなり混雑した放課ＧＯ→クラブがあります。さらに学童ク

ラブはおやつが出て、放課ＧＯ→は出ないなど、子どもは同じ場所で同じ先生たちが兼用
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してやっているという環境的に余りよろしくないと思われる部分があるのですが、こうい

った事業を今後も併用して続けていくという対応はよろしくないのではないかと思ってい

ます。そのあたりはどうでしょうか。 

会長） 事務局、お願いいたします。 

事務局） 委員からお話がございました放課ＧＯ→、これは小学校の校内の一室をお借り

して、平日の場合は５時までですけれども、誰でも参加できるということで、放課後の居

場所づくりとして行っているものです。そこに学童クラブが加わったものを放課ＧＯ→ク

ラブとして港区では進めています。 

 委員がおっしゃられたように、放課ＧＯ→、要は誰でも来られる場所と、学童クラブ、

これは条例で定めて必要面積を算定し定員を確保しているもの、これらが同一の部屋で行

われていることから、学校によっては面積が極めて狭いところなどかなり錯綜していると

いう状況は私どもも理解していますし、現場も把握してございます。 

 そういったものについては、今後も学校側と丁寧に交渉を続けて、学童クラブあるいは

放課ＧＯ→クラブで何とか必要な面積、貸していただける面積などの改善に努めていきた

いと考えております。 

 委員の問題意識については区も同様の問題意識を持ってございますので、今後も質とい

う部分に関しては引き続き改善に努めていきたいと考えています。 

会長） よろしいでしょうか。 

委員） はい。 

会長） では、続いてお願いします。 

委員） では、第２点目ですね。 

 これも５６ページですが、これは行政の方もちょっと聞き飽きた話かもしれません。「児

童数の増加に伴い、普通教室が不足する課題があり」というところで、「多目的室に転用し

ている部屋を普通教室に戻すなど、教室確保に取り組んでいます」ということなのですが、

実際に小学校は多目的室というのが必要なくしてあるわけではなく、多目的室もかなり重

要なのです。例えば算数の授業で、クラス別というか、現実には３つに分けて授業を行っ

ています。ですので、多目的室というのは結構重要な役割があります。そこを潰して普通

教室に戻すというようなこと。 

それから、芝浦小学校についてはパンク状態で、港南小学校もパンクしている状態とい

うところで、芝浦第二小学校ができますよとなっていますが、現実的には芝浦小学校から

誰が行くかも決まっていないという状況があり、とにかく区が建物をいっぱい建てるのは
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いいのですが、小学校の状況はこうですよというところをわかった上で建築していただく

のは意味があるとかちょっと飛躍した話ですけど、そう思っておるので、普通教室に戻す

というのが、実は学校の先生たち、それから児童にとっては全くいいことではないという

ことがあります。 

それともう１点、校庭に仮校舎を建てますということをしていくと当然校庭が減ります。

これは委員がよく幼稚園とか保育園の子どもについても外遊びが重要なのだと言うのと同

じように、小学生にもかなり重要です。校庭が確保されていても１学年に１０学級とかあ

ると体育の授業が回せない状況が来ておりまして、体育の授業はやらない、体育館でもで

きない、ハンドリングができないという状況になっています。これは具体例を挙げますと、

先日、連合運動会というのがありましたが、そうなっている学校については、教室とか児

童がちょっと荒れている状況が出てきているのかなというところです。保護者の動員人数

というか、児童の周りについている人数が非常に多くて、それでどうにか抑えているとい

うようなところを見るとやっぱり外遊びとか体育の授業は重要なのかなと感じています。

校庭を潰すとか多目的室を普通教室に戻すという方向以外に考えていらっしゃらないのだ

ったら、ちょっと建築を考えたほうがいいのかなという部分が、小学校の質という部分で

はかなり緊迫した状況に来ている学校もあると思うのですが、この点についてはどうなの

でしょうか。 

会長） 現状のご報告がありましたけれども、事務局から現時点で回答はございますでし

ょうか。特別教室の問題、それから校庭に仮校舎ということで、そのような現状があると

いうご意見ですけれども、これについてお願いいたします。 

事務局） 委員からご指摘いただいたこと、確かに非常に重要なことだと思っています。 

 ただ、確かに人口が増加していく中で、苦しい中でやっているところがあります。多目

的教室を転用して普通教室に戻す、これが本当にいいことなのか、正直私も疑問を持って

います。あと外遊びも大切である、それはもちろん教育委員会としてしっかり考えなくて

はいけないことだと思っています。 

 やり方の工夫というところは、実は教育企画担当だけではなくて学校施設担当が主とな

って対応していますので、委員からのご指摘も共有させていただきます。教育環境を第一

に考えてやっていかなくてはいけない部分であることは認識しています。 

会長） 事務局からの回答でしたけれども、委員、いかがでしょうか。 

委員） それ以外にちょっと本当に答えようがあるのか、じゃそれをどう思っているので

すかと言われれば、バスを利用して子どもを芝浦からお台場に連れていってもいいのでは
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ないかと思っているので、一応参考までに。教室が空いている学校もあるわけですから、

バスを利用するというのもありなのかなということも思っていますので、参考までに。 

 それと、５７ページの「地域の実情に応じた学童クラブの開所時間の延長に係る取組」

というところで、後ろを延長することについては、そこは子どものためにどうなのかとい

うところは、私は教育者ではないので分かりませんが、前倒しの方も８時になっており、

これは利用者にとっては非常にいいことだと思います。ですが、学校を見ていて今ちょっ

と問題かなと思うところもあります。というのは、保育園は７時とか７時半から開いてい

ます。それが小学校になると、実は小学校は８時１５分より前に登校するなというように、

多分教員の勤務時間の問題があってそうなっているのだと思うのですが、例えば学童クラ

ブを８時からとか保育園が７時からやっていると、それに慣れている保護者にとっては、

何で８時前に小学校の前に来てはいけないのだと、なかなか理解できないことだと思うの

です。 

 さらに学童クラブまでがこういった動きをするのであれば、小学校の門や入り口に子ど

もは７時４５分から来ていいですよと掲示し規則を変えてあげないといけないと思います。 

小学生は８時１５分より前に来るなというように先生は簡単に言うのですけど、保護者側

はなぜですかという、その１５分か２０分のことなのですが、通勤時間を考えると保護者

の気持ちもよく分かるところなので、もしこれを許すのであれば学校の体制もちょっと考

えてあげたほうがいいのかなと思います。 

 東京都の職員である教員の勤務時間を変えるとなるとかなりハードルが高いので、例え

ば主事の人とかが７時４５分に１人、２人ついて見守るというか、そのようなことも必要

なのかなと思っているのですが何か考えていらっしゃいますか。 

会長） 今のご質問は、学童クラブの朝の開所時間が８時に前倒しになるということで、

それに伴ってほかの子どもたちの登校時間の変更についてということでしょうか。 

委員） 当人たちですね。当人たちが８時という意識が出てくるのだったら、保育園の時

間も７時ですけど、学校は８時１５分からなので、実際に該当の子どもたちが例えば土曜

日は８時に学童クラブに行っていいのに、何で普段の学校は８時１５分からしか行っちゃ

いけないのだという疑問を持つのではないかと。せっかくいいサービスをしているわけで、

こんなところで教員と小競り合いをしてもらいたくないというところがちょっとあります。

東京都の職員はこの時間からが勤務なので、などということを言うと、ちょっと感じが悪

いかなと。その辺のところのサービスレベルを上げるのだったら、主事さんに頑張っても

らうとか何かないのかなという、そういう感じです。 
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会長） 今の小学校の現状について、委員から情報提供がございましたけれども、これに

つきましてご回答といいますか、今後どこかにその情報を伝えていくとか、何かご回答が

ございましたら事務局からお願いいたします。 

事務局） 学校の開始時間についてのお話をいただきました。 

 問題としては確かにご指摘の点もあるかと思いますけれども、この場でなかなか学校の

開所時間、それから職員の勤務時間に影響を及ぼす議題については回答できませんので、

持ち帰らせていただいて、改めて教育委員会事務局の中で検討させていただきたいと思い

ます。 

 よろしくお願いいたします。 

会長） ご意見があったということをお伝えいただきます。 

委員） 本当にここをどうにかしてくれというより、せっかくサービスというか、かなり

港区子ども・子育て会議の中でも保護者にとってかなりいろいろサービスレベルを上げて

いるので、この１点ぐらいのことでというところと、やっぱり学校の先生たちはこの部分

についていけていない部分、ついていけないのが悪くてついていけないわけではないので

すけど、やっぱり朝の１０分、１５分とかというところの小競り合いが実は起きています。

だめですよと言う教員はかなり子どもに言って、何でそんなことを言われなきゃいけない

のかと思う保護者がいてというのが起きているので、いいものをつくっていく上でちょっ

とした規則変更をすれば解消されるのかなという感じなので、何かみんなが喜んでくれる

サービスレベルにしたいという感じですので、ぜひいい方向でお願いいたします。 

会長） 学童クラブのことですけれども、それに関連して小学校のことについて現状を委

員から情報提供していただいたということでございます。 

 他にご意見、ご質問等はございますでしょうか。 

委員） 「たたき台」の５８ページの基本方針９についてです。私も下の子が幼稚園生で

おりますが、やはり子どもたちにとって幼稚園が終わってから、近くの公園でお友達と遊

ぶ時間というのはとても大事な時間となっていまして、やはり子どもたちの教育の質とい

う意味でも公園というのはとても大事だと思っております。幼稚園の近くにある公園の一

つに、かなり広くて小学生がそこで野球のゲームなどをやれるような公園があるのですけ

れども、そこが今度、計画によってなくなってしまうということで、近隣住民からはなく

さないでほしいという署名運動などがあり、幼稚園も署名のご協力をお願いしますという

ようなことがありました。 

 それから、また別の近くの公園で、主な遊具が階段に上れるのですけれども、その階段
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を上ったところに子どもが六、七人遊べるようなスペースがある遊具があります。ただそ

この周りに全部柵があるわけではなく、上り棒のようなものがついていたりして、小学生

などはそれを十分に使えると思うのですけれども、幼稚園生もとてもそこに遊びにいくの

で、階段に上れてしまうため、高さがあるので結構危ないのです。幼稚園のお母様方はみ

んないつもハラハラしながらも楽しく遊んでいる子どもたちの姿を見ている状態なのです

けれども、いろいろ公園については幼稚園の近くの公園などもいろいろな思いを持ってい

る保護者の方もいっぱいいると思うので、この基本方針９の区民のニーズなどはどのよう

な形で取り入れていらっしゃるのか。何かアンケートとか毎年幼稚園側に来るわけではな

いので、区としてはどのような形で利用者の声を取り入れているのかをちょっとお聞きし

たいと思います。 

会長） 委員から区民のニーズはどのように取り入れているのかということで、その一つ

の例として近隣の公園がなくなるという事例を挙げていただきましたが、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） 区民ニーズをどのように取り入れているかということにつきましては、公園の

新設、再整備の際にはワークショップ等を行っています。 

ワークショップの際には、幼稚園や小学校のＰＴＡの方、周辺の保育園の保護者の方の

ほか、区民の皆様に公募をかけまして、ワークショップを開催し、皆様のご意見を伺いな

がら要望に沿った計画にさせていただいております。 

 開発等の合意については、町会等の意見を聞きまして計画を進めているところでござい

ます。 

 また、５年に一度、公園の利用実態調査を行っておりまして、その際に公園利用者にア

ンケートを取り、どういった公園がいいかなどの要望を聞きまして、それを次の再整備の

方針や、周辺の公園の配置計画の際にその結果を利用させていただき、公園の計画を進め

ているところです。 

会長） 今ご回答がありましたが、そういった話で、まだどうなるかはわからないという

ことでしょうか。 

委員） 泉岳寺のところの児童遊園が今度なくなってしまうと聞きましたが。 

事務局） 具体的な情報をありがとうございます。 

 まずそちらの児童遊園につきましては事業者と協議をしているところでして、現段階で

は具体的なことを申し上げられないのですけれども、児童遊園がなくなるということは区

としても消極的です。利用者も多いですし、区としては残していきたいと考えております
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ので、なくさない方向で対応していきたいと思っております。 

会長） ワークショップで区民のニーズを聞いていくというご回答がありました。 

 ほかにご意見はございますでしょうか。 

委員） ４７ページの「特別な支援が必要な家庭や子どもの施策」ということでございま

すけれども、そこで何点かございます。まず見ていきますと、いろんな問題について記載

がございまして、特別な支援って何だろうというように見ていくと、要保護児童を持つ家

庭とかＤＶとか貧困とか障害児の施策の部分なども入っているので、この「区の現状と課

題」というところの、昨年は何か虐待件数みたいなものが載っていたと思いますが、この

次ページ以下の事業の中身と整合のとれる「区の現状と課題」のほうがよろしいのかなと

思いました。それが１点目です。 

 あと、４７ページの「事業内容」のところに、令和３年度に整備される（仮称）港区子

ども家庭総合支援センターのことが書いてありますが、「切れ目なく対応」ということで、

非常にいい言葉かなと思っています。例えばその「切れ目なく」という言葉は５９ページ

の産後母子ケア事業のところにも出てきていて、妊娠期から育児期における切れ目のない

対応ということで、これは行政施策としては非常によろしいかと思います。具体的に切れ

目のない対応というのが、いろんな実態のほうで見ていきますと、例えばですが、母子保

健の情報について、それを親の障害事情も含めて、今度育児ケアというか、児童発達支援

センターとか、もしくはそういうところに特別支援教育をつなげたりなど、ほかにも養育

支援訪問事業があると思うのですが、そこでお母様の健康のバロメーターなどがまさに不

健康でひとり親だと貧困にまっしぐらにいってしまうので、そういうようなシグナルをき

ちんと拾えるのかとか、そういうような切れ目のない対応というのは具体的にどのように

展開していくのかというところでは、この令和３年度の（仮称）港区子ども家庭総合支援

センターの設立に向けてご議論いただければありがたいと思います。 

 あと、最後に４８ページの「児童虐待防止対策等の充実」に、区の児童虐待相談件数が

載ってございますが、児童相談センターでも港区の児童について、３００件から４００件

の間で推移しますが相談を受けている中で、恐らく区のほうで対応していただいているケ

ースもあるのですが、こちらの対応と合算されているのかなという単純な疑問でございま

す。 

 あともう一つ、５０ページの「里親の開拓と里親委託の推進」いうところに書いてあり

ますが、普及活動というのはかなり難しいものがありまして、区でも１１月２日に啓発活

動といって、発表会とかゲストを招いての催しとかを行っているのですが、私も長年児童
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相談所で普及活動をやっているところではありますが、なかなか伸びていかないという現

状がございます。 

 この現状を踏まえて何かいいアイデアをいただければありがたいなと思っております。 

 以上です。 

会長） ４点ほど出していただきました。まず４７ページの特別支援のＤＶなど、その現

状についてですが、ここでは述べられてはいませんけれども、きちっと現状をこちらに記

載したほうがいいのではないかということ、それから切れ目ない支援について具体的にど

のようなことを考えているのかということですね。そして児童虐待の対応件数について具

体的な数値というのがきちんと合算されているのか、そして４点目が里親の開拓の普及活

動について、現状としては伸び悩んでいるということで何か対策などを考えておられるの

かというあたりについてご回答をよろしいでしょうか。 

事務局） それでは、私からは１点目のご質問にお答えさせていただきます。 

 委員がおっしゃられたとおり、「区の現状と課題」の欄は必ずしも内容と一致していない

箇所がこちら以外にも多々見受けられます。まさにおっしゃっていただいたとおりで、最

終的にはこの「たたき台」を昇華していく過程の中で現状と課題を一致させるような形の

記載を充実させていきたいと考えております。ご指摘ありがとうございました。 

事務局） 切れ目のない支援についてです。「切れ目のない支援」というフレーズを区で

使うときには３つの意味があって、３つ書くときと１つずつ書くときがあります。 

１つ目の切れ目のない支援というのは、いろいろ問題が起こってから解決まで切れ目が

ないという意味です。今ですと子ども家庭支援センターに相談があって、例えば子どもを

一時保護しなくてはならないとなると東京都の児童相談所にお願いして、また家庭に帰っ

てきますよということになると再度区に戻ってくるようになるので、ここがやっぱりどう

しても自治体の中では、一生懸命連携はとっているのですけれども、薄っすら切れ目がで

きてしまいます。ここを区に児童相談所ができることでずっと切れ目なくいきましょうと

いうのが１つの意味です。 

 ２つ目は、ここにも書いていますけど、妊娠期から子どもが自立していくまで切れ目な

く、ここが先ほど言っていただいたような母子保健との連携ですとか子どもがもし紹介が

あれば児童発達支援センターとの連携ですとか、いろいろ連携をとっていくと。 

 ３つ目が、多分ここが書き切れていないのかなと思っていますが、区の中でさまざまな

機関が切れ目なく見ていきましょうということです。今、言ったような施設のほかにも保

育園、日ごろ子どもが一番時間を過ごすのは保育園ですとか幼稚園、小学校、中学校とい
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うことになるので、そういうところといろんな機関が連携していきましょうと。場合によ

っては、警察、それから医療機関などとの連携についても「切れ目なく」と言っています。 

 この３つの「切れ目なく」をいろんな使い方をしていて、この３つともがすごく大事と

いうように思っているので、もう少しちょっとそれぞれの場面で何に切れ目がないのかと

いうことをわかるように記載させていただきたいと思います。 

 それから、児童虐待相談件数についてですが、これは港区の子ども家庭支援センターの

取り扱い数で、今のところ昨年度分までが記載されていますけれども、確かに東京都の児

童相談センターでお世話になっている子どもたちもたくさんいますし、これから区に児童

相談所もできますので、どんな状況なのかということをお伝えしたほうがいいと思います。

その取り扱いがどちらなのかというのを分かるようにして、合計で何件ですと書けるよう

に検討したいと思います。 

 最後に里親についてですけれども、確かに里親は本当に大事で、子どもが保護者の方と

一緒に暮らせないとなったときに、できるだけ家庭環境に近い形でとなると、まさにその

家庭である里親さんのところで見ていただくことが大事ということです。 

 この一、二年特に力を入れて「みんなと里親プロジェクト」と名づけていろんなことを

やってきているのですけれども、なかなか言っていただいたようにすぐには伸びないとい

うのが実態です。ですが、チラシの配布やさまざまな機会にＰＲを行っており、例えば地

域のお祭りに出て行きお店を開かせていただいてＰＲをやっているわけですけれども、今

後いつでもその里親の話が出てくるねって言われるぐらい、私たちも一生懸命ＰＲしたい

と思っています。つい先日は区役所の１階で里親の写真展みたいなものをやりました。そ

ういうことですとか、小さな写真みたいなものをつくって本当に区民目線でわかるような

里親の案内を配ることですとか、丁寧にやっていきたいと思います。 

 里親さんと直接お話をする機会を設けるということもいいかなと思っていますので、例

えば学校の範囲でですとか、そのような平場で何げないお話ができるような、そんなこと

で里親さんを増やしたいですし、そして里親さんの日々の生活を皆さんに知っていただく

ということも大事であると思っています。 

会長） 具体的なご回答をありがとうございます。 

 委員、よろしいでしょうか。 

委員） ありがとうございました。 

 令和３年度の（仮称）子ども家庭総合支援センターができると、恐らく愛の手帳なんか

の判定業務もありましたけど、まさに区の中で児童相談センターのいろんな情報が共有さ
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れて、子ども福祉のお手伝いをやってもらいます。 

 ありがとうございました。 

会長） ほかにご意見、ご質問はございますでしょうか。 

委員） 「たたき台」の５８ページ、もしくはより全般的な質問になるのですけれども、

先ほどからたびたび出ておりますように土地だったり、施設だったりを活用するとなると、

基本方針の中ではあれをやりたい、これをやりたいと当然ながら複数挙がっているわけで、

どういった形で基本方針間の調整がされているのかというところをお伺いしたいです。 

それから、基本方針の中で全てこれをやりたいというような書かれ方、これは当然なが

ら方針なのでやむを得ない部分かと思いますけれども、一方で話が再三再四出ているよう

に、区において土地は限りのあるものなので、取捨選択も同時にしなければいけないのか

なというのは、個人的に思っています。例えばですが、何々を廃止して何々に変えていま

すとか、それが参考になれば人口動態かもしれないですし、もっと将来的な５年後、１０

年後を見越してこれはなくします、これを多くしますとか、そういうより将来を見越した

動きのあるような選択であったりというのが結構行われていたりするものなのでしょうか。 

会長） 委員から、基本方針の方針ですけれども、ご質問がございました。 

 ご回答をよろしいでしょうか。 

事務局） ありがとうございます。 

 今回の「たたき台」においては、具体的に土地の確保が決まっているものは確定的に書

いてございます。そうではないものについては方向性を書いていると。その中で、区とし

ては実際に方向性に沿って、例えば保育園あるいは学童クラブ、それから福祉で言えば、

いきいきプラザですとかさまざまなニーズがあるわけです。まずはそれをしっかり獲得し

ていこうという方針は立てます。ただし、具体的にいつ、どこに、どれだけの規模をとい

うものについては、改めて港区基本計画を策定する段階で、この個別計画の方針とは別に、

具体策について別途全庁的な調整をする場がございます。そういった意味では同じ土地、

あるいは同じ施設を複数の部署がある意味でたらめに基本計画あるいは事業計画を立てる

ことはないので、そこは調整する場があるということをご理解いただければと思います。 

 また、取捨選択というお話がありました。港区はファシリティマネジメントという考え

方を持っておりまして、一つは、１つの建物をずっと予防保全的にしっかりと管理をして、

１つの建物は基本８０年使いましょうという方針と、もう一つはフレキシブルな施設の運

用、転換を図っていこうという考え方です。まだこの考え方に照らして保育園がいきいき

プラザになった、あるいはいきいきプラザが保育園になったという転換の具体的な事例は
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ないのですけれども、当然今後の人口の流れを見て、例えば子どもの数が安定してきた、

またはどこかの数が減少傾向にあって、一方でどこかの年齢層が上がってきたといった場

合に関しては、恐らくそういったファシリティマネジメントの観点から施設の転用という

ものを図っていく必要があると考えています。 

 こういった公の施設を建築する際にも、完全に専用の建物というよりは、いずれ改修を

して違う部分にできる転用可能な設計なども最近は考えられておりますので、そういった

意味ではいずれ取捨選択するということが可能な仕組みづくりというのは、区としても講

じているということをご理解いただければと思います。 

会長） 委員、よろしいでしょうか。 

委員） はい。 

会長） では、委員から手が挙がっておりましたので、委員、よろしくお願いいたします。 

委員） ただいまのご意見と多少関連はするのですが、５５ページです。ひょっとすると

見当違いのことを言うかもしれないのですけれども、この５５ページに書いてあります学

童クラブについて、一番下の表がございますね。これは３０ページに、金曜日にやったと

ころですけれども、同じ表が出ています。この３０ページと５５ページというのはどうい

う関係になっているのでしょうか。 

 私が一見したところ同じことが書いてあるようにしか思えませんけれども、金曜日の議

論ではこの学童クラブに対する手当てがもっと必要なはずなのに割と低めに出ているので

はないのかというようなご意見だった記憶であります。これは、ただいまありましたご意

見を踏まえれば区として抑制をしているのかなとも思いますが、どのようにこの数字を出

してきているのでしょうか。 

 ２４ページ、２５ページのところに、大体各年齢は子どものゼロ歳から見てまいります

と大体年齢ごとに３，０００人ですよね。２４ページのところは２号認定ですから、３、

４、５歳児は保育園ですよね。これは４４．７％で、ゼロ歳児がその次に３号認定、これ

が３０．３％で、一番下のところが１、２歳児、これが５４％ということですね。１、２

歳児が５４％なのに、３、４、５歳児になると４４．７％に１０ポイント落ちてしまうわ

けですよ。これは、その年齢に、この会議でもだいぶ議論しましたけれど、３歳になった

ら幼稚園というご家庭も相当数ございますからね、ある程度になるわけですけれども、た

だこれは落差が激し過ぎますね。 

 私の実感としては、大変失礼な言い方になりますけれども、今の子どもが増えていくと

いう見方がちょっと水膨れさせておられるのではないかということを懸念しております。
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委員も盛んにおっしゃっていましたけれども、これはただで済むことではなくて、莫大な

お金がかかることです。今の見方でがんがんやっていったら、かつて昭和５２年から５３

年、５４年というあの頃、４０年以上も前の話になりますけど、私は経験しておりますか

ら、幼児人口の急減ということを迎えて、あれよあれよという間に地域住民がいなくなる

という、そういう事態があったんですよね。 

 今、日本全国の状況を見ますと、港区は増えている、保育園が足りないと言っています

が、とんでもないですよ。全国的に見たら、シャッター通り商店街が全国化しているので

すから、そういう中では保育園だって待機児童なんかいないですよね、がらがらになって

いますよね。これがそろそろ来ますよ、港区に、油断していたら。こんなふうに野放図に

やっていって、昭和５２年からの３年間のようなことが起こったとき、一体どうするのか。

あのときは、私立幼稚園を潰せばよかったんですよ。今回はだめでしょ。認可保育園をこ

んなにつくっちゃったのですから。こんなにつくったなんて言ったら言い方に語弊があり

ますけど、大切な施設ですよ。ただし、簡単に閉鎖するわけにはいかないでしょう。 

 ですから、やっぱり金曜日にも申しましたようにそろそろ先のことを考えて抑制的な動

きをしていかないと、ちょっと間違っちゃうと待機児童がまた出ちゃったじゃないかって

たたかれるので、これはお役所的には耐えられないところでしょうから慎重にやらなきゃ

いけないと思います。ちょっとこの右肩上がりの方針はとても危険だと感じております。 

 以上です。 

会長） 委員からご意見がありました、３０ページの表と５５ページの表が同じですが、

これについてということと、あとは幼児人口の見込みのことにつきまして、昭和５５年の

ときの急減のデータもいただきました。見込みがちょっと大き過ぎるのではないかという

ご意見だったのですけれども、これにつきましてご回答をお願いします。 

事務局） まず、表が２か所あるということでございますけれども、委員がおっしゃると

おりで、同じものでございまして、再掲という形で掲載をしているものでございます。 

 ２点目が保育の需要に関しましてちょっと見積もり過ぎではないかというご指摘でござ

いますが、私どもも量の見込み、それから確保策を算定するに当たり、やはり今後は今ま

でのようにどんどん伸ばしていくということはできないと認識はしてございます。 

 それで、保育の需要率、いわゆる保育園に入りたいという方の需要に対して、今後、ど

の程度上昇していくかということを、加算しまして見込みを出していくのですけれども、

２４ページに記載をしておりますとおり保育の需要率は直近３１年４月のものを採用して

います。また需要率の伸びをどの程度見ていくか、ということになりますが、上昇率とい
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うのは、保育の需要というのは毎年少しずつではありますが、伸びてはいるのですけれど

も、前計画期間の５年間の伸び率を使うと、実は１．１よりももっと大きな需要率になっ

てしまいますので、委員がおっしゃるように伸びが鈍化していることを考慮しまして、直

近の需要率を使って計算しているということでございます。 

 おっしゃるとおり、つくり過ぎてしまっても意味がなく、適度な定員を確保していかな

ければいけないことは認識してございますので、そういった数値で算定をして計画してい

るという状況でございます。 

会長） 事務局から回答がございましたけれども、委員、よろしいでしょうか。 

委員） よくはないですけど、慎重にやっていただきたい。 

会長） 慎重にやっていただきたいというご要望がございました。 

 ほかにご意見、ご質問はございますでしょうか。 

委員） ４７ページ、４８ページ辺りのことについて、特に４８ページですね、区の児童

虐待相談件数が５１４件と過去最大になっておりますというところですが、その下に「児

童虐待やいじめ、不登校などについて」と書いてあります。不登校児というのが増えてい

るという認識はないのですけど、確かにいますね。各学校に不登校の子どもがいますが、

その対応についてというところで、私が見ている限りですが、子ども家庭支援センターや

児童相談所などよりも教員が対応していることが多いのかなという感じがします。これは

児童相談所とか子ども家庭支援センターが出るような案件ではないのかなと思ったことが

何回かあるのですが、いや、それは学校で対応していただいたほうがという回答しか来て

いないことで、私が学校の先生たちに聞く限り、どこまで不登校児の対応とか、それから

不登校じゃないにしてもちょっと問題児童についての対応がどこからどういう線引きにな

っているかが実はわからないというような話がよくあります。みんなが見えていない部分

にはもっとすごい子どもたちがいるけど、忙しいからそっちには対応できないということ

でもないと思うのですが、どういった線引きで動かれているのか。 

 それから、先生ですね、学校自体が手を放していいところの線引きというのはされてい

るのかどうかというのをちょっとお聞きしたいのですが。 

会長） 委員から、虐待も含めていじめ、不登校などの子たちについてどのような対応が

されているか。ご回答をお願いいたします。 

事務局） 線引きは非常に難しいです。不登校になっている要因は何なのか。当然家庭の

問題がある場合には学校が直接かかわっていくことが難しい。その場合には、学校だけじ

ゃなくて子ども家庭支援センターですとか、場合によっては保健師さんのところで保健所
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が関わったりですとか、そのようなケースはたくさんあります。 

 その中で、教育委員会として用意しているのは、スクールカウンセラーです。加えて、

家庭訪問が必要とされるようなケースに対応できるように、スクールソーシャルワーカー

という専門の方も雇用しているという状態です。それをどのように最初のうちにアセスメ

ントして、次にそれに関係する機関はどこなのかというのを集めて、その機関で個別のケ

ースということで対応の方針を決めて、役割分担をしながら定期的に情報を共有しながら

進めていくということになっています。 

 今後児童相談所が港区にできた際には、まさにそこの役割分担をどのようにしながらい

くかということ、また場合によっては一時保護したお子さんが児童相談所に行っている場

合に、学校が総合支援することによって学校への復帰が円滑になるようになど、そのよう

なことを考えているところでございます。 

 以上です。 

会長） ご回答がございましたが、よろしいでしょうか。 

委員） はい。 

会長） では、委員どうぞ。 

委員） ６４ページの「地域で子どもの未来を応援する体制の整備」についてですけれど

も、子どもを児童虐待から救えなかったといったことなど、一人の区民として何かそれに

対してできることはないのかとニュースを見るたびに思うところではあるのですけれども、

毎日職場と保育園の往復で時間に追われる中で、本当はこちらからアンテナを立てて、そ

れに対して何かできることはないのかというのを探すべきだと思うのですけれども、なか

なかそのような困っている家庭にかかわる機会がない、情報も入ってこないという状態で

す。 

 そのような中で、港区の虐待の相談件数が５１４件もあるということで、これもそんな

にあるのかという驚きなのですけれども、この６４ページのところに「子どもやその家庭

に寄り添いながら」ということで、「区民、企業、ＮＰＯ、大学等との連携を強化します」

という事業内容があるのですけれども、区民の連携を強化する、一人一人の区民とも連携

を強化するという点で、区として例えば私のように余り積極的に情報収集できていないよ

うな区民に対して、あなたはこれからできますよ、こういうことの力になってくださいと

いうような啓蒙活動というのかわからないのですけれども、そういった政策を具体的に何

か考えていらっしゃれば教えていただきたいと思います。 

会長） 貴重なご意見をありがとうございます。 
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 ご質問がありましたけれども、区民の連携を強化するような取組について何かされてい

ることがございましたら事務局からご回答をお願いいたします。 

事務局） まず、区民との連携についてですが、６５ページの「計画事業」、１番目の丸

ポチの１行目に「学習ボランティア養成講座等」とあります。区では中学生、高校生を対

象とした学習支援事業を行っているのですが、中学校の子どもたちに教えていただく先生

をＮＰＯのボランティアでお願いしております。参加している子どもは、講義方式だとな

かなか難しい子どもが多いので、２対１とか１対１とかという形で学習支援を行っていて、

子どもたちに教えていただく方の募集などをやっております。 

 以上でございます。 

会長） あとは、地域の親子を応援するようなものなどでしょうか。ほかにはございませ

んでしょうか。今、学習ボランティアのことについてお話をいただきましたけれども、地

域の困っている親子に対してサポートしていくような取組、ボランティアなどというのは

何かあれば教えていただきたいと思います。 

事務局） 先ほどの虐待の話のところで、何かできる事はないのかということで声を上げ

てくださり、ありがとうございます。 

 こちらの子ども・子育て支援事業計画にも記載していますが、私たちも毎年、意識啓発

ということで、例えば区民まつりですとか、あらゆるところで、虐待ってご存じですか、

近所や周りの方で困っているご家庭があったら子ども家庭支援センターにお知らせくださ

い、というようなチラシやパンフレットをお渡ししています。 

 そのような意識啓発をすることで、「ちょっと心配な家庭があります」というような連絡

が、子ども家庭支援センターに入ってくる数も年々増えております。ですので、何もでき

ないということは決してなくて、そういうお気持ちを少し持ってくださっているだけでも

とてもありがたいと思っています。 

 あともう一つ、地域の人たちで何かできることはないかというところのご質問について

は、子育て支援の部分では子育て支援員研修というのをやっております。その研修を受け

ると、例えば一時預かりのお手伝いをすることができるとかファミリーサポートセンター

事業（子むすびサービス）のお手伝いができるとか、あい・ぽーとでやっている派遣型一

時保育のお手伝いができるとか、地域の皆さんが担ってくださっているところもございま

すので、区としては、そのようなこともこれから増やしていければと考えているところで

す。 

会長） ありがとうございました。よろしいですか。 
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委員） ありがとうございました。 

会長） ほかにご質問やご意見等はございますでしょうか。 

委員） ちょっと少数意見なので、質問はいろいろあるのですけれど、特にここで気にな

っていることに関してなのですけれど、最初に５１ページの「事業内容」の３行目にあり

ます「継続的な相談・支援」ということで、今度つくられる児童発達支援センターという

のは区に当たるかと思いますけど、それがその後、東京都とのやりとりとして、どういっ

たものがどのように行われていくか。というのは、小学校に入ると支援学級と支援学校が

ありまして、支援学校は東京都の事業になっているわけです。そのときに、それまでは区

でやっていたサービスが、東京都に移った場合に全く途切れちゃうということになってき

ます。そこがちょっと気になるかなとずっと思っていました。まだできていないのですけ

ど、児童発達支援センターで専門的な知識を持っている方というのは、学校の先生、特別

支援学校の先生も自閉症の子どもを見ている数が圧倒的に多くて、その子どもに対応する

力がとてもあるので、できれば何度も何度も学校に行けるような体制をとっていただきた

いと思っています。そういった計画はあるのでしょうか。 

会長） 今、具体的なご質問がございました。 

 ご回答をお願いいたします。 

事務局） ご質問、ありがとうございます。 

 現在は障害保健福祉センターこども療育パオというところで療育に関することのさまざ

まな支援を行っておりまして、令和２年４月から区立児童発達支援センターに移行して、

総合的に支援をさせていただくことになっております。 

 今、お話しいただいたような東京都の特別支援学校、それから中学校もそうですけれど

も、学校の先生方や特別支援学校のいろいろな児童の状況というものは、こども療育パオ

の部分でしたり、障害者福祉課の部分で定期的に連絡、情報交換をさせていただいている

ところがございます。例えば高校卒業後の就職などをどのように考えていったらいいかと

いうようなところや、区の障害保健福祉センターで工房アミやみなとワークアクティとい

うような就労を支援していったり、生活を支援していったりするところがあります。そう

いったところとも、需要がどのようにつながっていくのかというご相談はさせていただい

ているところであります。 

 今、お話しいただいたように、学校のほうでも専門職の方々が自閉症等さまざまな専門

的なプロという形で支援をしていただいているので、そのノウハウやその状況というよう

なものをしっかり共有させていただいて、連携をとっていくことが非常に大事だと考えて
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おります。今後もさらに定期的にという意味でしっかりつなげていき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） ご回答、ありがとうございます。 

 ご質問があった幼稚園、保育園のときは区の支援があるけれども、小学校になったら東

京都のほうの支援ということで、そこら辺の連携もしていかれるということで理解してよ

ろしいでしょうか。 

事務局） 小学校や中学校、それから高等学校で、東京都立の特別支援学校ともしっかり

と連携を取っておりますので、そういった意味で切れ目なくということで、区立児童発達

支援センターでお子様から、そして成長して、その先にさまざまな形で自立した生活を如

何に送っていけるのかというようなつなぎの適切な支援を行っていけるようにと思ってお

ります。 

会長） 今のご回答でよろしいでしょうか。 

委員） ありがとうございます。 

 あと１点よろしいでしょうか。 

 障害児支援というのは、どちらかというと子どもより親への支援が大事な場合が多くあ

ります。ですので、その強化というのも今後できればお願いしたいと思っています。よろ

しくお願いします。 

会長） 障害児の保護者への支援についてご回答をお願いいたします。 

事務局） 委員のおっしゃるとおり、障害児の方を支援する保護者や支援者の方々を行政

としてもサポートしていくことは重要だと考えております。区はそういった方々の意見を

お聞きする場や、障害をお持ちの方を支援している方に対する研修というようなものも年

に８回開催をさせていただいております。そこでいろいろな障害の特性に応じてどのよう

に身近な方々がサポートしていったらいいかというような具体的なアドバイスや支援の方

法というようなものをサポートしていきながら、よりお困りのところに寄り添えるような

形のサービスを展開していきたいと思っております。 

会長） ご回答がありましたけれども、よろしいでしょうか。 

委員） ありがとうございます。よろしくお願いします。 

会長） あと１０分ほどですが、委員お願いいたします。ご質問はこれで最後にさせてい

ただきます。 

委員） 幼稚園の特別支援教育・保育ですね、これについては追記していただくというこ

とが金曜日にございました。私どもは私立幼稚園連合会でございます。これは大変申しわ
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けない状況であると思っておりますが、公立幼稚園の特別支援教育の受け入れに比べて私

立幼稚園教育は立ち遅れているという実態がございます。これは私立幼稚園の特別支援教

育に対する補助制度が大変弱いのですね。だから弱くていいという申しわけないことを言

えるような筋ではありませんけれども、私どもの連合会全部で１５園しかございません。

そのうち東京都は２か園しかございません。私立の養護学校、愛育養護学校幼稚部は私ど

もの加盟でございます。障害児教育には大変貢献していただいております。 

 そういう私立幼稚園の特別支援教育並びに愛育養護学校のような特別支援学校に対する

港区としての特段のご支援を賜れれば大変うれしく存じます。 

会長） 委員から私立幼稚園の補助制度のことなどのご意見がございまして、ご要望もあ

りましたけれども、事務局のほうからご回答はございますでしょうか。 

事務局） 委員からご意見を伺いまして、受けとめさせていただきたいと思います。 

 また、いろいろ状況もお伺いしながらその辺につきましては順次ご相談をさせていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

会長） ほかになにかございますでしょうか。 

委員） 最後の質問だと思いますのでちょっとまとめっぽいことを言わせていただきます。

今日もこの会議でいろいろとご意見が出ていますが、今回この資料は「たたき台」という

ことなので、文章の書き方等は変わるという解釈でよろしいのでしょうか。そういうのが、

５６ページの②の「小学校」の「普通教室に戻すなど、教室確保に取り組んでいます」と

書かれてしまうと、そこは非常に厳しいという気もします。 

委員の皆さんの意見が出てきたわけですが、この書き方が変わらないで、一応読んでい

る方がいろいろ回答をいただいて、そうですかって終わっているわけではないので、文章

の内容が変わるという解釈でよろしいでしょうか。そこをちょっとお聞きしたいのです。 

会長） 事務局お願いします。 

事務局） 金曜日の冒頭にお話をさせていただきましたが、これはたたき台ということで、

まだ庁内の意思決定前の事務局のまさに「たたき台」です。本日、それから金曜日、そし

てまたファックス等でもご意見を頂戴いたしまして、最終的には文言の修正等をさせてい

ただきます。また、データについても最新のもの、また用語の適正な使い方についてもご

指摘いただいた点に関しては修文させていただきます。また、ご意見を調整した結果、文

章の玉突きでの直しなどもございますので、こちらについてはご意見を踏まえまして修正

のほうがあるということでご回答させていただきます。 

会長） 私のほうでも修正はきちんとさせていただきます。委員の方々のご意見をきちん
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と受けていいものにしていきたいと思っております。 

 それでは、時間になりましたので、本日予定しておりました第３章「施策内容」、４「事

業内容」の基本方針５から１０のうちの保育に関連する部分以外について、皆様からご意

見をお伺いいたしました。たくさんのご意見ありがとうございました。 

 本日は限られた時間でしたのでご意見が言えなかったという方は、意見用紙を先日お配

りしておりますので、１１月１日、金曜日までに事務局にご提出いただければと思います。

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。 

 それでは私からご連絡いたします。次回の第５回子ども・子育て会議ですけれども、一

応予定が決まっておりまして、来年２月３日の月曜日１８時半からを予定しております。

場所は区役所の９階会議室でございます。開催通知を改めてお送りいたしますが、皆様、

ご予定を入れておいていただきたいと存じます。 

 事務局から連絡事項はございますでしょうか。 

事務局） 先日の金曜日、本日と夜間のお忙しいところ、実質土日を挟みまして２日間連

続でご参加いただきまして、誠にありがとうございました。そして、貴重なご意見をたく

さん賜りました。こちらについては各所管でしっかりと素案の策定に盛り込んでまいりま

す。 

 若干ですけれども、今後の流れをご説明させていただきたいと思います。 

 本日ご意見を頂戴いたしました。また、現場でしかお知りにならないことについて、 

１１月１日までにファックスでご意見を頂戴しましたら、それを踏まえまして、「たたき台」

から「素案」という形にまとめます。素案というのは庁内意思決定、そしてその素案をも

ってパブリックコメント、区民意見の募集ということを１２月に予定してございます。そ

の際に、各委員の皆様にも素案を送らせていただきますので、ここでいただいたご意見が

どのように反映しているのか、そしてそれに対してまだまだご意見がある場合は区民意見

という形でご助言いただければと思います。それを年明けに今度は「素案」から「案」に

変えていくわけですけれども、そういった区民のご意見、また皆様のご意見を踏まえまし

て最終案を煮詰めていく、これが今後の過程でございます。 

 １２月に素案ができましたら皆様にもお送りさせていただきますので、ぜひその節は中
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身をご覧になっていただきまして、意見の反映ぶり、そして最終的に精査した数値につい

てももう一度ご確認いただければと思います。 

 先ほど会長からございました、第５回子ども・子育て会議は年明け２月３日の１８時半

から区役所９階の会議室での開催を予定してございます。皆様、今後ともよろしくお願い

します。ありがとうございました。 

会長） 私はいつも場所を間違えそうになるのですけど、そういうことです。 

 それでは、予定の時間になりましたので、これにて第４回港区子ども・子育て会議を終

了いたします。 

 皆様、大変お疲れさまでございました。ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


