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港区子ども・子育て支援事業計画 
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次第 

１ 議事 

（１）教育・保育施設の新規開設

にかかる意見聴取について 

 

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 
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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 

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 

教育委員会事務局教育推進部長 新宮 弘章 

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 

教育長室長 村山 正一 

教育企画担当課長 加藤 豊 

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 

教育指導課長 松田 芳明 

 

【開会】 

事務局） それでは、定刻になりましたので、ただいまから令和元年度の第２回港区子ど

も・子育て会議を開催させていただきます。本日は、お忙しいところをご参加いただきま

して、ありがとうございます。 

 私は、当会議の事務局を担当いたします、子ども家庭支援部子ども家庭課長の野上と申

します。よろしくお願いいたします。 

 本日は新たな委員構成での第１回目の会議ということで、会長が選任されるまでの間は

事務局が進行を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 また、開催に当たりまして当会議の議事録を作成するため、録音をしておりますので、

ご了承をお願いいたします。 

 それでは、初めに本日の欠席者等につきましてご連絡をいたします。 
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 欠席のご連絡をいただいていますのは、北條委員、綿谷委員からご欠席のご連絡をいた

だいております。 

 まだお見えになっていない委員がいらっしゃいますが、１人はご連絡をいただき、１人

は向かわれていることかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、資料でございますが、資料は７月２２日に事前配付してございます資料１から７、

そして本日机上配付資料もございます。 

 不足している書類がございましたら、その都度お申し出いただければ事務局のほうから

ご提出させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、次第に沿いまして進めてまいります。 

 

１ 委員委嘱 

事務局） 次第の１「委員委嘱」でございます。 

 武井港区長から委員の皆様に委嘱状を交付いたします。ただいまより区長が皆様の座席

を回り、委嘱状を交付させていただきますので、席まで区長が参りましたら、ご起立の上、

受け取っていただきたいと存じます。資料１の委員名簿の順に交付をさせていただきます。

お名前をお呼びしますので、区長から委嘱状をお受け取りください。 

（武井区長より委嘱状交付） 

事務局） 委員委嘱は以上となります。遅れて見える委員には後ほど事務局からお渡しさ

せていただきます。 

 区長、ありがとうございました。 

 

２ 会長・副会長選任 

事務局） 次に、次第の２、会長の選任でございます。 

 資料２の「港区子ども・子育て会議条例」をご覧ください。本条例が当子ども・子育て

会議の設置の根拠となるものでございます。 

 まず会長の選任でございますが、条例の第６条をご覧ください。第６条第１項におきま

して、「会議に会長を置き、学識経験者の委員のうちから委員の互選により選出する」とな

ってございます。 

 会長を学識経験者の委員の中から選出していただきたいと思いますが、どなたか推薦等

はございませんでしょうか。 

委員） 私といたしましては白川委員にお願いしたいと思います。私は、前期白川委員と
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一緒にこの会議の副会長をしておりました。白川委員は、子ども・子育て会議の設置当初

からのメンバーでして、これまでの経緯もよくご存じの方です。 

 そうした意味からも適任と考えますが、いかがでしょうか。 

事務局） ありがとうございます。ただいま白川委員を会長に選出したい旨のご発言があ

りました。 

 ほかにご発言はございますでしょうか。 

 ないようでしたら、白川委員、いかがでしょうか。 

委員） 謹んでお引き受けしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

事務局） ありがとうございます。 

 それでは、白川委員を当会議の会長に選任することにつきまして賛成の方は拍手をお願

いいたします。 

〔賛成者拍手〕 

事務局） ただいまの委員の皆様の拍手をもちまして白川委員が会長に選任されました。 

 それでは、白川委員は会長席にお移り願います。 

〔白川会長、会長席へ移動〕 

事務局） それでは、この後は白川会長に議事を進行していただきたいと思います。白川

会長、よろしくお願いいたします。 

会長） ただいま港区子ども・子育て会議の会長に就任いたしました白川でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、まず副会長の選任を行いたいと思います。 

 副会長の選任ですが、先ほどの条例第６条第３項により会長は委員の中から２名指名す

ることになっておりますので、私から指名させていただきます。 

 まずお１人目、澁谷委員、それからお２人目、請川委員をご指名したいと思います。 

 では、澁谷委員と請川委員は副会長席にお移りください。 

〔澁谷副会長、請川副会長両名、副会長席へ移動〕 

会長） では、副会長になられたお２人から一言ずつご挨拶をお願いしたいと思います。 

 では、お願いいたします。 

副会長） 先期も委員を務めさせていただきまして、今期も引き続きまして港区の子ど

も・子育て支援のために知恵を絞ってまいりたいと思います。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

副会長） 家政学部児童学科で幼稚園の教員養成を行っております。 
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 今期から委員となりましたけれども、港区の子どもたちのために勉強しながら一緒に頑

張っていきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

会長） 今期で３期目になるかと思いますが、最初の頃からご一緒させていただいている

委員の方々、また今期もよろしくお願いいたします。また、新しく入られた委員の方々は、

またこれから１期どうぞご協力いただければと思います。 

 皆様方のご意見を活発に言っていただくような、そういう場にしていければと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

 

３ 諮問 

会長） それでは、次第３の「諮問」でございます。 

 事務局からお願いいたします。 

事務局） 港区子ども・子育て会議に対しまして、武井区長から白川会長に港区における

子ども・子育て支援施策の推進に関して諮問をさせていただきます。 

 区長が会長のもとに参りますので、よろしくお願いいたします。 

武井区長）  

港区子ども・子育て会議会長 

       白川 佳子 様 

港区長 武井 雅昭 

 

 港区子ども・子育て会議条例第３条第３項の規定に基づき、下記

事項について諮問します。 

記 

１ 平成３０年度及び令和元年度港区子ども・子育て支援事業計画

の実施状況の評価について 

２ 今後も見込まれる年少人口の増加への対応や子どもの貧困対策

などの課題を踏まえ、港区子ども・子育て支援事業計画の基本

方針に掲げる施策をより効果的に推進していくために必要な事

項について 

 以上でございます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 
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〔武井区長より白川会長へ諮問文手交〕 

 

４ 区長あいさつ 

事務局） それでは、ここで武井雅昭港区長よりご挨拶を申し上げます。 

 お願いします。 

武井区長） 本日は、お忙しい中、令和元年度第２回港区子ども・子育て会議にご出席を

いただきまして、誠にありがとうございます。 

 先ほど委員の皆様に港区子ども・子育て会議委員の委嘱状をお渡しいたしました。本会

議では、資料１の名簿にございますように子どもの保護者の方、子ども・子育て支援に関

する事業に従事している方、団体の方、学識経験者の方並びに子ども・子育て支援に係る

当事者の方々、合わせて１８名の方々に委員をお願いしております。日々大変お忙しいこ

とと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 また、ただいま白川会長に平成３０年度及び令和元年度港区子ども・子育て支援事業計

画の実施状況の評価について、及び今後も見込まれる年少人口の増加への対応や子どもの

貧困対策などの課題を踏まえ、港区子ども・子育て支援事業計画の基本方針に掲げる施策

をより効果的に推進していくために必要な事項について諮問をさせていただきました。 

 現在の区の人口ですが、区が全力で推し進め、地域の皆様方、事業者の皆様方にもご協

力いただきながら子育て支援策などを充実してまいりました。その効果などもあり、ほぼ

全ての世代で人口が増加し、現在約２６万人に迫り、８年後には３０万人に達する見込み

です。 

 区は、区民の皆さんが安心して子どもを産み、育てることができるよう、保育園の待機

児童解消に向けて緊急対策に取り組み、平成２９年４月から本年４月までの２年間で１，

２６８人の保育定員を拡大し、待機児童ゼロを達成することができました。 

 また、来年１月には区として初めて医療的ケアが必要な子どもやこれまでの保育園では

対応が困難な障害がある子どもの受け入れが可能な区立元麻布保育園を開設いたします。 

 さらに令和３年４月には、増加、深刻化する児童虐待や非行などの問題に対して、地域

ぐるみで未然防止から保護、措置、家庭復帰まで迅速に、切れ目なく対応するための拠点

施設として、児童相談所を含む（仮称）港区子ども家庭総合支援センターを整備します。

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機能を一体化させ、全ての子

どもの命と権利、未来を守り、妊娠期から子育て期、思春期、自立までの児童や家庭の状

況に応じた支援を総合的に展開してまいります。 
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 本会議におきましては、これまで委員の皆様が培ってこられた専門知識やご経験を存分

に生かしていただきまして、港区の子ども・子育て支援施策がより実効性のあるものとな

りますようお力添えいただきますことをお願いいたします。いただきましたご意見、ご提

案は、できる限り今後の区の子ども・子育て施策に反映できるよう努めてまいります。 

 結びになりますが、全ての子育て家庭に向けて子ども・子育て支援施策を充実し、子育

てするなら港区と実感していただけるよう委員の皆さんのお力添えをお願い申し上げ、ご

挨拶とさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局） 武井区長、ありがとうございました。 

 武井区長は、この後公務がございますため、ここで退席をさせていただきます。 

 それでは、ここで進行を会長にお戻しさせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

会長） では、先ほど区長から諮問をいただきました。 

 事務局から委員の皆様に諮問の写しの配付をお願いいたします。 

 

５ 委員・事務局紹介 

会長） それでは、次第の５「委員・事務局紹介」です。 

 まず、事務局からお願いいたします。 

事務局） それでは、子ども・子育て会議に出席いたします区の関係部課長の紹介をさせ

ていただきます。 

（事務局紹介） 

事務局） 本日出席の関係課長は以上でございます。 

 お手元に名簿がございますが、本日教育委員会事務局教育推進部長の新宮、それから学

務課長の山本は所用のため、欠席となってございまして、下段の「案件がある場合に出席

する課長」ということで、こちらも子ども・子育て支援の関係の施策でこちらのほうにご

報告がある際に出席いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 区側のご紹介は以上になります。 

会長） ありがとうございます。 

 続きまして、本日は委員が交代しての第１回目の会議ですので、各委員の皆様に自己紹

介をお願いしたいと思います。 

 では、席順でお願いできますでしょうか。事務局からマイクをお渡しいたしますので、
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順に隣に送ってお話しいただければと思います。時間の都合もございますので、それぞれ

一言ずつ簡単にお話しいただくようご協力をお願いいたします。 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

委員） 私自身は今年４歳と２歳になる女の子と男の子の子育て中ということになりまし

て、いろいろと港区の子どもの手当ては非常に手厚いと思っていますが、やっぱり港区の

子どもが育つ環境に少しでも何か役に立てることがあればと思って、今回参加をさせてい

ただいております。 

 よろしくお願いいたします。 

委員） このたびは委員に委嘱していただきまして、ありがとうございます。 

 私は今２歳半になる息子を育てております。子どもが生後３カ月のときから区の保育園

に入所させていただいて、お世話になっております。子どもを産み、育てる中で、子ども

の福祉に携わりたいという漠然とした思いがありまして、そのような中でこの区民委員の

公募のことを知り、応募させていただきました。 

 精いっぱい務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

委員） 私は現在３人の子どもを育てておりまして、一番上の子どもが小学生に今年なっ

たということでこういうふうなところに興味を持ちまして、応募させていただきました。 

 よろしくお願いいたします。 

委員） 本日は到着が遅れまして、申し訳ありません。 

 私は２歳の男の子を育てながらフルタイムで働いております。社会福祉には興味があり

ましたので以前大学院で社会福祉を勉強したこともあります。また、港区に転入する前に

海外に１０年ほど住んでおりましたのでまだ港区に来て３年ほどですけれども、本当にい

ろいろと手厚い施策とかいろいろあるなと感じております。 

 よろしくお願いいたします。 

委員） この度はありがとうございます。 

 今６カ月と３歳の２人の男の子を子育て中です。保育園にも行かせていただいておりま

す。港区の本当によりよいサービスのために、ぜひ当事者意識を持って今回参加させてい

ただきました。 

 精一杯頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

委員） 当園が開園して８月１日でちょうど丸６年になるのですけれども、そのときには

当園は１１番目の私立園だったのですが、今６月時点で４５園の私立園という形で、本当

にこの６年近くで一気に４倍に増えたという状況があります。 
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 ただ、私立園はどうしてもビル園タイプの保育園が多いので、園庭のない保育園ですと

かやはり戸外活動の問題ですとかさまざまな課題を掲げながらも、月に一回の園長会を通

して質の高い保育を実現するために園長先生同士で協力をしております。 

 この場で皆さんのご意見を伺いながら、今後も港区のお子様のためによりよい保育の実

現に向けて頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

委員） 私のほうは、児童館、ゼロ歳から１８歳までのお子さんを見守るという立場の中

で、本当にこういった形の会議ということで自分も勉強しながら皆さんと話し合う中で、

港区の子どもたち、そして保護者さんの皆様がよりよく過ごせるような形で話し合いがで

きたらいいなと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

委員） 少し遅刻しまして、申し訳ございませんでした。 

 私のほうは、この４月に児童相談所のほうに着任しまして、今日も本当に現場の第一線

でやっております。センターは、９区と３市町のほうをやっていまして、今回港区民の課

題ということで対応していきたいと思っております。 

 本当にいろんな事件が起きるたびに、私たちも本当に区民の方との連携や、また自らも

質の向上、今回の会議を踏まえて何かご協力できればと思っております。 

 よろしくお願いいたします。 

委員） 私は９歳と４歳の子どもがおりまして、実際に子育てをしている親としての考え

や、またＰＴＡ連合会の活動による意見などを少しでもお役に立てればと思っております

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

委員） 私自身は子どもが３人おります。１人青山特別支援学校に通っている子がおりま

して、一度仕事をやめて養育活動に参加したこともあります。何かお役に立てればと思っ

ております。 

 よろしくお願いいたします。 

委員） 唯一の労働団体代表ということで参加をさせていただいております。 

 ただ、港区在住で、今日はいないですけど、北條先生のところの幼稚園に子どもが３人

通っていまして、既に社会人になっていますので、違った意味でいろんなところで意見が

できればいいと思います。 

 よろしくお願いします。 

委員） 港区民生・児童委員協議会では、区内の１０カ所の主に児童館でたんぽぽクラブ

という乳幼児さんと保護者の方を対象に子育て支援の事業をやっております。それぞれの

地域の民生委員がお手伝いをしています。 
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 どうぞよろしくお願いいたします。 

委員） 港区青少年委員会は、子どもたちの余暇活動の提案と、あと学校と地域、家庭を

結ぶパイプ役として日ごろ活動をさせていただいております。私自身も仕事でたくさんの

子どもとかかわっておりますので、多方面から子育てについて考えていけたらいいのかな

と思って、参加させていただいております。 

 よろしくお願いいたします。 

会長） 今日ご欠席の方もいらっしゃいますけれども、このメンバーでこれから２年間ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

６ 港区子ども・子育て会議の運営について 

会長） それでは、次第６「港区子ども・子育て会議の運営について」、事務局から説明

をお願いいたします。 

事務局） 改めましてよろしくお願いいたします。 

 それでは、お手元に資料ナンバーの２と資料ナンバーの３をご用意いただいてお話を聞

いていただければと思います。 

 先ほどもご覧いただきましたけれども、この会議の根拠となります港区子ども・子育て

会議条例、資料ナンバー２です。こちらの会議は改めましてどのようなことをする会議な

のかというのが、第３条に「所掌事項」とございます。この会議は、区が港区子ども・子

育て支援事業計画を定め、または変更しようとするときに区長に意見を述べていただきま

す。 

 また、２つ目としまして、区長が特定教育、保育施設及び特定地域型保育事業の利用定

員を定めようとするときに区長に意見を述べていただきます。本日この案件が１件ござい

ます。 

 ３番目といたしまして、「会議は、子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的

な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況について、区長の諮問に応じ、調査審議

し、投資するものとする」とございます。先ほど皆様のお手元に諮問文をお配りしました。

これはこの条例第３条第３項に基づく諮問となってございます。 

 第４条以降に「組織」、「任期」、そして会議の招集等のルールが書いてございます。こち

らは後ほどご参照いただければと思います。 

 資料ナンバー３をご覧ください。「港区子ども・子育て会議運営に関する事項」というこ

とで、平成２５年９月４日のこの本会議において決定した内容になります。 
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 第２条といたしまして「会議の招集」、「会長は、会議を招集しようとするときは、あら

かじめ、日時、場所及び議題を委員に通知する」ということで、今後もしっかりと通知の

ほうは事前通知をさせていただきます。 

 また、「代理者の出席等」、それから「会議の傍聴」ということで、本会議は原則公開と

なってございまして、本日も傍聴されている方がいらっしゃいますけれども、会議を傍聴

していただく場合は名簿に記入をし、守っていただくことをこちらに記載してございます。 

 また、「会議録の作成保存」ということで、本会議の会議録は作成し、保存することとな

ってございます。 

 具体的にこの会議でお願いがございます。こちらは６時半から８時という時間設定して

ございます。この時間設定というのは、お子さんを子育て中の委員の皆様になるべく遅く

までいていただかないように午後８時で会議を切り上げるという設定になってございます。

本日は議題が限られていますが、会議によっては議題のほうが多くなるときもございます。

会議でご発言される際は、挙手をされて、会長の許可のもとご発言いただき、発言に関し

てはなるべく、できる限りで結構ですが、簡潔にお話しいただき、こちら側の区側も簡潔

にご答弁をし、なるべく多くのご意見を交換しながら８時までに実りのある会議をしてい

きたいと考えてございますので、ぜひ会議運営にもその点ご協力のほどをよろしくお願い

いたします。 

 私のほうから運営についての説明は以上です。 

会長） ありがとうございます。 

 ただいまのご説明にございましたように、この会議は条例に規定されている所掌事項に

関する議題がある際に開催されるということです。また、傍聴可能であり、議事録も公開

されますので、委員の皆さんもご承知おきいただきますようお願いいたします。 

 

７ 港区子ども・子育て支援事業計画について 

会長） それでは、次第７「港区子ども・子育て支援事業計画について」、事務局からご

説明をお願いいたします。 

事務局） 資料ナンバーの４、それから資料ナンバーの５、そして資料ナンバーの６をお

手元にご用意願います。 

 資料ナンバーの４は、前期の子ども・子育て会議の際に区長から諮問いたしました答申

書の写しが表面にございます。 

 平成２８年度の子ども・子育て支援事業計画の進捗状況の評価、それから次期港区子ど
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も・子育て支援事業計画の策定に当たっての意見というものを諮問いたしまして、２枚目

以降にその答申をいただいてございます。 

 この答申というものは、１つ目の２８年度の港区の計画の進捗状況の答申文については

本日お配りするのを省略させていただいておりますが、２点目の次期計画に対するご意見

ということで、答申をいただいております。 

 答申書の記書きの箇所に、次期計画においては大きく３点の答申をいただいております。

「保育園や学童クラブ定員の拡大、在宅子育て家庭に対する支援の拡充などに努め、子ど

も・子育て支援を必要とする人が公平・適切な支援が受けられる環境づくりをさらに推進

すること」、そして大きな２点目といたしまして「子どもの遊び場の確保に努めるとともに、

子育て支援施設に対する指導などを適切に行い、子ども・子育て支援の質のさらなる向上

を図ること」、そして大きな３番目といたしまして「特別な支援が必要な子どもの状況に応

じて、一人ひとりの子どもに対して適切な支援が行える体制のさらなる強化を図ること」、

この大きく３点を次期子ども・子育て支援事業計画において計画をしっかりしてください

というご答申をいただきました。 

 もう一つ、ホッチキス留めで港区子ども・子育て会議の会議録の抄録をおつけしており

ます。こちらも後ほどご参照いただければと思います。 

 こうした答申を踏まえまして今年度次期計画の策定に入ってまいります。 

 それでは、現行計画に対する進捗状況のご報告というのが資料ナンバーの５で、少し大

部になってございますが、Ａ３のとじたものになります。資料ナンバー５をご覧ください。 

 子ども・子育て支援事業計画につきましては、大きく９つの方針に基づきまして計画を

進めてございます。 

 まず、Ａ３の一番下にページ数が振ってございます。１ページをご覧いただきますと、

１「教育・保育施設等の充実」ということで、「園舎等の整備」を初め、事業数としては９

つの事業を計上してございます。 

 ３ページをご覧ください。 

 ２番目として「地域子ども・子育て支援事業の充実」といたしまして、「子育てコーディ

ネーター事業の実施」のほか、全部で１３の事業をこちらで計上してございます。 

 ただいまご説明した１、２の基本方針の事業については全て当初計画のとおり進行して

いるということになります。 

 続きまして、７ページをご覧ください。 

 ７ページにつきましては、３番目といたしまして「教育・保育の一体的提供及び推進体
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制の確保」ということで、２つの事業について計上してございます。こちらも、２事業と

も当初計画どおり進捗してございます。 

 次に、９ページをご覧ください。 

 ４番目といたしまして「子ども・子育て支援の質の確保」ということで、「乳幼児期にふ

さわしい心身の発達を促す保育の推進」を含めまして１９の事業についてこちらで記載を

させていただいております。 

 こちらで、１１ページの一番下段の事業ですけれども、「学童クラブ事業における民間活

力の導入」というところの「進捗状況」が「未着手」となってございます。こちらは民間

の学童クラブ事業者に参画していただくという計画を立てておりましたが、民間の学童ク

ラブの事業者の参入が得られなかったということで、「未着手」とさせていただいておりま

す。 

 続きまして、１３ページをご覧ください。 

 ５番目といたしまして「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

たしまして２つの事業を計上しており、いずれも当初計画どおりに進んでございます。 

 次に、１５ページをご覧ください。 

 ６番目といたしまして「特別な支援が必要な家庭や子どもの施策の充実」、「要保護児童

対策地域協議会を中心とした児童虐待対策等の推進」を含め、２２の事業を掲載しており

まして、こちらは全て当初計画どおり進んでございます。 

 続きまして、２１ページをご覧ください。 

 ２１ページ、７番目といたしまして、「ワーク・ライフ・バランス実現のための環境整備」

「ワーク・ライフ・バランスの推進」を含め、９つの事業を計上しまして、こちらも全て

計画どおりに進んでいるということになります。 

 ２５ページをご覧ください。 

 ８番目といたしまして「放課後対策の総合的な推進」ということで、「学童クラブの平成

３１年度に達成されるべき目標事業量」といった事業のほか、全部で７つの事業をここで

は計上しておりまして、当初計画のとおり進んでいるというものです。 

 ２７ページをご覧ください。 

 ２７ページは、最後ですが、「子どもの健全な育成に向けた施策の推進」ということで、

「公園の整備」を初めといたしまして１８の事業を計上してございます。 

 こちらは、２８ページの一番上の段の事業、「快適な公衆・公園トイレの整備」というも

のがございます。 
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 こちらは、真ん中辺をご覧ください。「現況」と書いてありまして、こちらは設計をし、

工事発注ということで入札をしたのですけれども、いずれも公衆便所につきましては入札

不調ということで計画どおり進まなかったということで、こちらは当初計画が遅延してい

るものとさせていただいております。 

 こちらにつきましては、なるべく早期に建てかえができるように契約上の工夫をいたし

まして、今取り組んでいるところと聞いてございます。 

 ３５ページ以降はこれを年度ごとに事業計画を記載したものですので、こちらは後ほど

ご参照いただければと思っております。 

 この表の中で、「進捗状況」のところがハイフンとなっている事業がございます。こちら

は事業がもう済んでいるというところで記載のほうをさせていただいておりますので、ご

注意いただければというふうに思います。 

 このように、事業計画につきましては計画どおりに進めてございます。これはあくまで

も進捗を管理しているということですので、その事業の質的な部分についての評価は別途

してございますので、あくまでもこちらのご報告は計画に計上したとおりに事業が進捗し

ているかどうかという視点での判定となってございますので、ご留意いただければと思い

ます。 

 私からの最後ですけれども、資料の６をご覧ください。 

 港区子ども・子育て支援事業計画は、現在１期目の計画としてこのように取り組んでい

るところですけれども、令和２年度から令和６年度までの５年間に向けた第２期の計画を

本年度策定してまいります。その策定のスケジュールをお示ししたものが資料６というこ

とで、Ａ４の横書きの表の資料をおつけしています。 

 本日の子ども・子育て会議から始まりまして、令和元年１０月の第３、第４回の会議、

こちらにおきまして、現在区のほうで策定している計画の素案というものをお示ししてい

きたいというふうに思っております。この素案というのは、計画の案のもっと前ですね、

そちらでたたき台のような形で皆様にお示しし、そこでご意見を頂戴し、成案をまとめて

いくと。最終的には、区のほうで案をとるための決定をさせていただくと。これはどうい

うことかというと、素案をある程度ここで固めさせていただいた後に、今度はパブリック

コメントをとりにいきます。パブリックコメントというのは区民の意見をお聞きするとい

うことで、皆さんもご経験があるかもしれませんけれども、区の窓口で計画の素案をお示

しし、そこでご意見を頂戴します。大きな修正等はめったにありませんが、そういったご

意見をお聞きして、反映できるものは反映して案として固めた後に、区のほうでの最終決
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定で案をとらせていただく、そういった流れを今後進めさせていただき、最終的には来年

の１月の第５回の子ども・子育て会議において、皆さんのご意見、それからパブリックコ

メントでいただいたご意見を最終的にまとめた計画案、区で決定する前のものを最後にお

示しして、また最後のご意見を頂戴すると。 

 このような形で丁寧に計画づくりをしていきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 説明は以上です。 

会長） ありがとうございます。 

 ただいまのご説明についてお気づきの点、ご不明な点など、ご質問はございますか。先

ほど事務局からご説明がありましたけれども、ご発言の際には挙手をしていただき、事務

局からマイクをお渡しいたしますので、お名前をおっしゃっていただいてから発言される

ようご協力をお願いいたします。いかがでしょうか。 

副会長） 副会長の立場で申し訳ございません。 

 １点だけ大枠のところですが、先ほどの区長からの諮問文の中で「子どもの貧困対策な

どの課題を踏まえ」という点が書き込まれておりました。確かに５年前は子どもの貧困対

策のところで十分国のほうでも方針が出ていなかったのですが、他自治体の動向を見ます

と子どもの貧困対策をこの子ども・子育て会議でしっかり検討するというところもあると

聞いています。 

 港区の場合は、ここで検討するのか、あるいはほかの会議体をつくって貧困対策につい

て検討した上で、この会議体では調整のような形で計画に組み込んでいくのか、何かその

見通しがあれば、大きな柱にかかわってくるかと思いますので、ご回答いただければと思

います。 

事務局） どうもありがとうございます。 

 まさに子どもの貧困対策、こちらにつきましては先日法が改正されまして、区市町村に

おいても計画的に進めることを努力義務化ということで、これまでは都道府県に子どもの

貧困対策の計画を策定するという義務づけがあって、東京都も子ども・子育ての総合計画

の中に柱立てをして子どもの貧困対策をしています。県によっては貧困対策そのものの計

画を立てているところもございまして、港区といたしましてもその法改正を受けてどのよ

うな計画で位置づけていくかというのを今後検討してまいります。その対策についてはこ

の会議でお示ししていきたいというふうに思っております。 

 港区は、実は数年前から港区子どもの未来応援施策として、貧困対策と呼ばずに、経済
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だけでない港区の子ども全ての未来を応援していこうというのを未来応援施策と位置づけ

まして、緊急対策を講じております。一定程度成熟期に入ったのですけれども、今般法改

正によって明確に区市町村も計画的に進めていくということで、したがいまして既に区と

しては実行していることをどのように計画としてまとめていくかというのを今まさに議論

しておりまして、形としてはまだ未確定ですけれども、方向性としてはこちらの会議で皆

様に区の考え方をお示しできたらというふうに思っております。 

副会長） わかりました。ありがとうございます。 

会長） ほかに何かございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 では、ご意見、ご質問がないようですので、次の議題に移りたいと思います。 

 

８ 議事 （１）教育・保育施設の新規開設にかかる意見聴取について 

会長） 次第の８、（１）「教育・保育施設の新規開設にかかる意見聴取について」、事務

局からご説明をお願いいたします。 

事務局） それでは、教育・保育施設の新規開設に係る意見聴取につきまして、資料７を

用いまして説明させていただきます。本日は新しい委員の方もいらっしゃいますので、な

ぜこの会議にお諮りするかということも含めまして簡単にご説明をいたします。 

 子ども・子育て支援法におきましては、新規の特定教育・保育施設、いわゆる認可保育

所等については、区市町村がその利用定員を設定するに当たり、あらかじめ子ども・子育

て会議に意見聴取を行わなければならないとされております。子ども・子育て会議の意見

聴取後、区は１号認定、２号認定、３号認定、３号認定につきましてはさらにゼロ歳と１、

２歳ごとの利用定員を定めた上で、区の定める運営基準を満たしていることを確認いたし

ます。 

 なお、新規開設する施設の利用定員は、認可定員に一致させることが基本とされており

ます。 

 また、１号認定、２号認定、３号認定という言葉ですけれども、１号認定は２号認定の

子どもを除いた満３歳以上の小学校就学前の子どものことで、主に幼稚園に通う子どもと

いうことになります。２号認定とは、満３歳以上で、保護者の就労や疾病などにより家庭

での保育が困難な子ども、３号認定とは満３歳未満で保護者の就労や疾病などにより家庭

での保育が困難な子どもということになります。 

 それでは、具体的な説明に入ります。資料７の１ページをご覧ください。 

 本日配付の資料２でお示ししております港区子ども・子育て会議条例第３条第２項に基
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づきまして新規開設予定の私立認可保育園の利用定員の設定につきまして意見聴取を行う

私立保育園は、１ページの表に記載しております１から７までの７園でございます。ナン

バー８の（仮称）西麻布３丁目そら保育園につきましては、今年の１月に開設予定の保育

園ということで意見聴取を既に行っているのですけれども、その後に保育の事業者から保

育園開設の取り下げの届け出がございましたので、開設中止の旨をご報告するためにあわ

せて記載しているものでございます。 

 恐れ入りますが、資料を１枚おめくりいただきまして、見開きで２ページ、３ページを

ご覧ください。ここから１園ごとに見開きの左側のページには開設する園の概要、右ペー

ジには保育園の場所、それから園庭を持たない保育園につきましては代替園庭、保育園に

よっては代替園庭以外の近隣の公園も記載した案内図ということになってございます。 

 １園目は（仮称）まなびの森保育園麻布十番でございます。２ページの表に沿いまして

簡単に説明しますと、開設予定は令和２年４月１日、事業者は株式会社こどもの森、保育

園の場所は港区南麻布一丁目１４番でございます。 

 認可定員は表の真ん中あたりに記載しておりますが、０歳が６人、１歳から５歳まで各

１１人で、最終定員は６１人となります。最終定員と申し上げましたのは、令和２年４月

の段階ではゼロ歳から２歳の園児を募集しまして、その後、進級に伴いまして令和３年４

月に３歳、令和４年４月に４歳、令和５年に５歳と徐々に定員を拡大していく手法をとっ

ているためでございます。これは、最初から全クラスを募集しましても、３歳から５歳に

つきましては入園してくる園児が少ないこと、また事業者にとりましても人的な措置につ

きまして段階的な対応ができるなどといった理由によるものでございます。 

 なお、職員配置につきましてはこちらに記載がございませんが、ゼロ歳児は園児３人に

つき保育士が１人、１歳児は５人につき保育士が１人、２歳児は６人につき保育士が１人、

３歳児は２０人につき保育士１人、４歳、５歳につきましては３０人に保育士が１人必要

ということになってございます。 

 また、保育室の面積につきましては、年齢によって園児１人当たりの必要面積が違って

おりまして、０歳児は１人当たり５平米、１歳児は３．３平米、２歳から５歳はそれぞれ

１．９８平米が認可基準となっております。こちらに記載しております保育室等はこの基

準を満たした広さということになってございます。 

 それから、園庭につきましては、こちらの保育園は同一敷地内に園庭を持ち合わせてお

りませんので、網代公園を認可上の代替公園として設定しております。園庭は２歳以上の

定員掛ける３．３平米が認可上必要な面積となっております。 
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 なお、国の通知によりまして、土地の確保が困難で、保育所と同一敷地内に屋外遊戯場、

いわゆる園庭でございますけれども、こちらを設けることが困難な都市部の保育園におき

ましては、隣接する公園を園庭として設けることで対応してもよいということになってお

ります。区としましても、外遊びの場の確保は重要な課題として認識してございまして、

私立保育園等を整備する際には園庭や屋内遊戯場を設けていただくように事業者に要請し

ているところですが、やむを得ず代替園庭で対応している園が多い状況でございます。代

替園庭は、認可するに当たって必要な園庭となりますけれども、実際の運営におきまして

は、この園庭しか使ってはいけないということではございませんので、近隣の別の公園等

を利用するなどして可能な限り外で遊べるような時間を設けていただく工夫をしていただ

いているところでございます。 

 なお、この（仮称）まなびの森保育園南麻布十番と最後に説明いたしますナンバー７の

（仮称）にじいろ保育園海岸三丁目は、区が都有地、つまり、東京都から土地を借り受け

まして、それを私立認可保育園の事業者に転貸し、保育園整備が実現したものでございま

す。 

 その他、事業者の住所や代表者、延べ床面積、開園時間等につきましては資料に記載の

とおりとなります。 

 続きまして、４ページ、５ページをご覧ください。先ほどの説明と重複いたしますので、

ここからは保育園名、開設予定日、事業者等、保育園の場所、定員、園庭についてのみご

説明いたします。 

 まず４ページ、５ページは、（仮称）麻布十番ちとせ保育園、開設予定日は令和２年４月

１日、事業者は社会福祉法人ちとせ交友会、保育園の場所は麻布十番一丁目３番です。定

員は、令和２年の４月の段階では２７人、最終定員は６０人です。代替園庭は網代公園と

なります。 

 続きまして、６ページ、７ページをご覧ください。 

 名称は（仮称）赤坂山王保育園、開設予定日は令和２年４月１日、事業者は社会福祉法

人邦友会、保育園の場所は赤坂四丁目１番２６号です。定員は、令和２年４月の段階では

５５人、最終定員は１２１人となります。代替園庭は高橋是清翁記念公園となります。 

 続きまして、８ページ、９ページです。 

 名称は（仮称）赤坂クレア保育園、開設予定日は令和２年４月１日、事業者は社会福祉

法人慈光福祉会、保育園の場所は赤坂四丁目９番です。定員は、令和２年４月の段階では

２８人、最終定員は６４人となります。代替公園は、同じく高橋是清翁記念公園となりま
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す。 

 続きまして、１０ページ、１１ページです。 

 名称は（仮称）ほっぺるランド泉岳寺、開設予定日は令和２年４月１日、事業者は株式

会社テノ．コーポレーション、保育園の場所は高輪二丁目１６番です。定員は、令和２年

４月の段階で２７人、最終定員は６０人となります。代替園庭は泉岳寺前児童遊園となり

ます。 

 続きまして、１２ページ、１３ページです。 

 名称は（仮称）うれしい保育園白金高輪、開設予定日は同じく令和２年４月１日、事業

者は株式会社ケア２１、保育園の場所は三田五丁目１７番です。定員は、令和２年４月の

段階では２７人、最終定員は６０人となります。代替園庭は三田松坂児童遊園です。 

 なお、案内図には、白金志田町児童遊園も近隣の公園ということで、参考に記載をして

ございます。 

 最後に、１４ページ、１５ページとなります。 

 名称は（仮称）にじいろ保育園海岸三丁目、開設予定日は令和２年４月１日、事業者は

ライクアカデミー株式会社、保育園の場所は海岸三丁目１６番です。定員は、令和２年４

月の段階では５３人、最終定員は１２５人となります。園庭は同一敷地内に整備する予定

です。 

 先ほどお伝えしましたナンバー１の保育園と同様、区が都有地を借り受けまして、それ

を事業者に転貸し、保育園を整備するものでございます。 

 長くなりましたが、説明は以上となります。 

 よろしくお願いいたします。 

会長） ご説明をありがとうございます。 

 ただいまのご説明につきましてご意見、ご質問などはございますか。 

委員） 代替公園についてお伺いしたいのですけれども、網代公園ですと２園、あと、高

橋是清翁記念公園、ここも２つの園が利用するという形になっているかと思いますが、そ

れだけの広さがあるのかなというのがまず思います。 

 網代公園の広さを見て思うのですけれども、うちの園の近くにちょうど埠頭公園という

大きい公園があります。この公園でうちの地区の保育園児、幼児さん一園３０名が一緒に

遊ぶとなると大体４園ぐらいが限界です。だけど、その公園の広さよりこの網代公園って

数字だけ見ると大体６分の１ぐらいです。 

 それぐらい狭い公園に２園が代替公園として指定していますけど、保育園って大体戸外
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活動の時間は一緒なので、一緒の時間帯で伸び伸び遊べるのかなというそこが一つの疑問

ですけれども、いかがでしょうか。 

会長） 事務局にご回答をお願いいたします。 

事務局） おっしゃるとおり、園庭につきましては確かに同じ公園を複数の保育園が使っ

ている事情は、実際のところ、こちらの保育園に限らずございます。その際は、事業者様

同士で、例えば時間を少しずらしていただくなど工夫されております。また先ほども少し

触れましたけれども、こちらの園庭にこだわらず、できるだけ近くの違う公園を利用する

ですとか、あと屋内に遊戯場を設けたりとかそういったことでの遊び場というのを確保し

ていただくようにしてございまして、今回の保育園の中でも屋内遊戯場などを設けている

ような保育園がございます。 

 そうしたことも含めて子どもの遊び場の確保というのは引き続き要請をしていきたいと

考えてございます。 

委員） 実際にその公園に行かれて、利用状況とかって見られたことはあるのでしょうか。

一般の方もご利用になられると思いますし、実際この２園以外も、もしかしたら認証さん

ですとか認可外さんですとかいろんな保育園さんで利用される可能性もあると思います。 

 そう考えたときに、本当に十分にそこの公園が使えるのかというのがやっぱりすごく気

になっていまして、実は芝浦港南地区に保育園ができたときには公園がのびのびと使えた

けれど、今は私立園だけで１４園、あと区立園とかも含めてどんどん保育園が増えてきた

中で、公園はあっても、いつ行っても満員で、十分に遊べないという現状があります。 

 先ほど公園以外の場所もというお話があったのですけれども、芝浦地区は河川敷がある

ので河川敷とかも使わせていただくことがありますが、近所の方から子どもの声がうるさ

いとクレームをいただくこととかもあって、なかなか本当に私立園は遊び場に困っている

という現状があり、やはり新規園で園庭がないというのはしようがないのかなというのは

すごくわかるのですけれども、そういった本当に数字だけで見たらもしかしたら基準をク

リアできちゃうかもしれないけれども、やはり子どもが安心してのびのび遊べるだけの環

境かどうかというのはやっぱり区の方にも実際見ていただきたいなというのが私立園とし

ての要望です。 

 以上になります。 

会長） ただいまの委員からのご質問につきまして、事務局のほうで回答できる情報はご

ざいますか。 

事務局） 貴重なご意見をありがとうございます。 
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 区としましても、私立認可保育園を誘致するに当たりまして、当然こういった公園を見

に行くことはございます。何回も時間を変えて見に行くなどの対応も実際にしてございま

して、確かにおっしゃるとおり私立認可保育園で把握している以外の園が使っている場合

があるというのを承知してございます。 

 代替公園ができるだけ重ならないようにするのはもちろんですけれども、区全体として

例えば公園をどのように整備していくかということにも関係してきますので、保育園をつ

くるだけではなくて、引き続きそちらも私どもの課題として認識して進めていきたいと考

えております。 

会長） よろしいでしょうか。 

委員） はい。 

会長） 私からもご説明をお願いしたいところがあります。園から代替園庭、公園までの

距離がどこも長いのですけれども、安全面などについて、やはり大津の事故などもござい

ましたので、区としてはどのような対応をなさっているのかというのは全てに共通すると

ころですので、ご説明をいただけないでしょうか。 

事務局） 昨今の痛ましい事故を受けまして、既存園、それから今度つくる園もそうです

けれども、あの事故報道等があった後、散歩のルート等を区の職員、それから保育園の事

業者、そういった方々と一緒に回りまして危険箇所と思われるところの洗い出しをし、そ

れを区の中で危機管理の担当部署も含めまして対応している状況でございます。 

 こちらに記載の園は令和２年４月開設ですのでまだ開園してございませんけれども、こ

の場所は道が狭いので危ないのではないかとか曲がり角で見づらいのでは、とかそういっ

たことは事業者とも共有してございまして、今後できる限り子どもの安全に配慮できるよ

うに対応していきたいと考えてございます。 

 既存園については、区の中で安全管理を検討する会議体を既に設けまして対応している

ところでございます。 

会長） わかりました。 

 ほかに何かご質問等はございますか。 

委員） 園庭の話ってずっと前から出ていると思うのですけれども、代替園庭、今２園一

緒だってありましたけど、もともと代替園庭を使っている保育園があるかどうかというの

は調べていますか。全く見ていないのか、見ているのか、そこの確認がしたいと思います。

大きい公園ならいいと思いますけど、ちっちゃい公園なので、そこを確認されているのか

どうか。 
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会長） 事務局、お願いいたします。 

事務局） 網代公園につきましては、認可の保育園としてということにはなりますけれど

も、今のところ使っている保育園というのはなくて、今回の保育園２園が対象ということ

になります。私立認可保育園の整備をする際にも代替公園に設定するところがどの程度使

われているかというのは当然私どもも可能な限りで確認をしているところです。また、認

可保育園の代替園庭と決めたところについてはリストとしてはこちらも持ち合わせてござ

います。 

 ただ、認可外の保育園ですとかたまにそちらに来るというような場合もございますので、

そういったところの細かいところまでは把握できていないという状況でございます。 

会長） よろしいでしょうか。 

委員） はい。 

会長） ほかに何かございますか。 

委員） 高橋是清翁記念公園というのは、実際見に行かれてどのように感じたかわからな

いのですけど、実際２園、結構１歳児、２歳児は多いですよね。その２０人と１０人のほ

かに、今現在でも結構ほかの保育園の子がそこの公園を使っています。 

 ただ、是清翁記念公園というのは、前側のほうは子どもたちが遊べる公園ですが、奥に

引っ込むと結構死角が多くて、子どもが入ると危ない公園かなというのはもともと感じて

いたのですが、そういうところもやっぱり把握していただいて、見に行ったときには、こ

こは遊べるけど、ここから向こうは結構死角になっています。そういうところもしっかり

把握していただいた上でやはり代替の園庭というのは考えていただきたいかなと思います

ので、お願いします。 

会長） これにつきまして事務局のほうから何かございますか。 

事務局） こちらも貴重なご意見、ありがとうございます。 

 是清翁公園の奥のほうは薄暗い感じになっているというのはこちらも承知をしてござい

ます。こちらにつきましては、運営に当たりまして安全に極力配慮していただくことはも

ちろんですけれども、例えば社会福祉法人邦友会、（仮称）赤坂山王保育園ですと遊戯室な

んかを設けていますし、あとこちらは国際医療福祉大学と敷地が同じところにございます

のでそこの体育館を使ったりとか、是清翁公園にこだわらない運営もするというふうな聞

き取りをしてございます。 

 以上でございます。 

会長） よろしいでしょうか。 
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委員） はい。 

会長） ほかに何かご質問等はございませんでしょうか。 

委員） 先ほどの散歩ルート、大津の事件を受けてそれぞれの危険個所の確認もされてい

るということで、既存園に関しては対応済みというふうにおっしゃっていたかなと思うの

ですが、私立園はそういったお話を一切聞いていないです。確かに各園に散歩ルートです

とか戸外活動においての危険箇所のほうを出してくださいということで、当園のほうも期

日までに写真つきで出させていただいたのですけれども、それ以降音沙汰がなくて、一度

園長会のほうで区の方にこれってどうなったのですかというふうに聞いたら、今検討中と

いうことで、そこから一切私立園のほうには返答をいただいていないのですけれども、こ

れは区立のほうが対応済みということなのでしょうか。 

 よろしくお願いいたします。 

会長） ご回答をお願いいたします。 

事務局） 港区におきましては、５月の大津市の事故を受けまして、５月２０日から全て

の保育施設につきまして散歩ルート等の点検について調査をさせていただいております。

ご協力をいただきまして、大変ありがとうございます。 

 現在の状況というところでお伝えさせていただきたいと思いますけれども、区の防災を

担当するセクションとともに、警察、それから道路管理者との調整、情報共有をしている

ところでございます。 

 今後の対応というところにつきましては、道路管理者、それから警察と合同で危険箇所

のチェックということをやっていくということで、現在調整をさせていただいているとこ

ろでございます。まだ具体的な対応というところについてはご案内できている状況ではご

ざいませんけれども、今後そのような形で改めて緊急箇所の対策に向けて合同点検を実施

していく予定で現在調整をさせていただいているところでございますので、８月に入った

段階でご案内ができるかなと考えているところでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

会長） ８月になったらご案内ができるというような感じで、各園に案内していただける

ということでよろしいでしょうかね。 

事務局） はい。 

会長） そのお答えでよろしいでしょうか。 

委員） はい。 

会長） ほかに何かございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 
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 では、本日予定されていた議題は以上となりますが、最後に事務局から事務連絡等はご

ざいますか。 

事務局） 先ほどもご説明させていただきましたが、第３回、第４回の会議につきまして

は１０月に２回の開催を予定させていただいております。日程が決まり次第通知をさせて

いただきますので、よろしくお願いいたします。 

 また、本日の議事録につきましては、内容をご確認いただくため、後日各委員に送付さ

せていただきます。よろしくお願いいたします。 

 本日は初回ということで、ご意見についても、もしかしたら質問についても十分に、ま

だまだ本領を発揮できていない方もいらっしゃると思いますので、ぜひ今後に向けて、あ

るいは今日も何か疑問点がございましたらいつでも事務局のほうにご質問、ご意見を頂戴

できればと思いますので、ぜひ今後とも実りある会議のほうをよろしくお願いいたします。 

 事務局からは以上です。 

会長） 初回ということでもしかしたらご意見が言えなかったという方は、後で事務局の

ほうにでもご質問等をいただければ回答してくださいますので、よろしくお願いします。 

 それでは、予定よりも少し早いですけれども、これにて第２回港区子ども・子育て会議

を終了させていただきたいと思います。 

 皆様、ご協力、どうもありがとうございました。お疲れさまでした。 

 

―― 了 ―― 
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