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【会議録】 

○会長 

令和３年度第１回港区子ども・子育て会議を開会いたします。昨年９月に開会した会議以来にお集まりいただ

きました。本日の議題はお手元のとおり、議題が１件、その他が１件です。終了時刻は午後８時を予定しています。

円滑な会議運営にご協力をお願いいたします。昨年度に続き、今年度も新型コロナウイルス感染症の感染拡大

防止の観点から３密を避けるため、区の説明員は、必要最小限としておりますので、ご了承願います。ご発言の

際は、議事録作成のため、挙手の上、お渡しするマイクで発言するようお願いいたします。今回はチームズ会議

で参加される委員の方がいらっしゃいます。発言の際はマイクをオンにして、ご発言をお願いいたします。それで

は、初めに、4 月の人事異動に伴う職員の変更がございましたので、事務局からご紹介をお願いいたします。 

○子ども家庭課長 

皆様はじめまして。4 月に子ども家庭課長に着任いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。事務局を務

めさせていただきます。早速ではございますが、私から、本年 4 月 1 日付けで人事異動による変更があった区の

職員を紹介いたします。まず、児童相談所長でございます。続きまして、子ども家庭支援部保育課長でございま

す。続きまして教育委員会事務局教育推進部教育長室長でございます。会長、以上でございます。 

○会長 

ありがとうございます。次に、本日の出席状況と資料の確認を事務局からお願いします。 

○子ども家庭課長 

まず、欠員の報告でございます。公募区民委員１名につきましては区外転出をされたということで 5 月に事務

局に電話をいただきました。これによりこの委員は、港区子ども・子育て会議条例第 4 条に規定する、区内に住

所を有する子どもの保護者ではなくなりました。条例の規定上こちらの委員の定数は 5 人以内とされております

ので、欠員とさせていただいております。次に東京都児童相談センターから出席をいただいていた委員は人事

異動により、当該施設の職員ではなくなった旨のご連絡を 5 月に事務局にいただきました。条例の規定上こちら

の委員の定員は 4 人以内とされておりますので、欠員とさせていただいております。以上、２名の委員につきまし

て、欠員の報告でございます。 

次に本日の欠席者のご連絡をさせていただきます。港区青少年委員会の委員からは欠席の連絡をいただい

ております。 

また、港区立小学校 PTA 連合会の委員につきましてはまだお見えではありませんが、欠席のご連絡はいただ

いておりませんので、まもなくいらっしゃると考えております。 

定足数であります過半数 9 名以上の出席が確認できておりますので、会としては成立しています。 

最後に本日お配りしている資料の確認でございます。6 月 14 日に事務局から委員宛てに資料を郵送してお

ります。もし本日お持ちでない方がいらっしゃいましたら声掛けいただければ事務局からお渡しします。どうぞお

声がけください。会長、以上でございます。 

○会長 

それでは議題に入る前に、本日の進行についてです。 

議題（１）につきましては、30 分件程度、次に、その他として報告事項があると聞いておりますので、その他の

報告は５分程度を目安に進行していきたいと思います。事務局の説明は簡潔にお願いし、限られた時間ですが、

委員の皆様から多くの意見をお聞きしたいと思っておりますので、ご協力お願いいたします。そして、本日は２年

間の任期、最後の子ども・子育て会議となります。会議の終わりには、委員の皆様から、一言ずついただきたいと

思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは議題に移ります。 

はい、E 委員どうぞお願いいたします。 

○E 委員 

議題に入る前に失礼します。今日の議題が２つしかないということです。会長から先ほど紹介がありましたよう

に、前回の会議は令和２年 9 月 4 日でしたか、大分時間がたっております。あの日の議論の中で、今回取り上げ
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るべきことが少なくとも２点あったというふうに思っております。その２点が今日取り上げられる予定がないような

ので、確認をお願いしたいと思います。 

１つは、港区の５つの地域に、保育所型認定こども園を設置するという件です。この件については、すでに港区

の人口、或いは乳幼児人口が減少しており、また、待機児童が 2 年連続ゼロということが達成されている状況に

あって、認定こども園を作ることは全く意味がないということで、私だけではなく、多くの委員から意見があった

はずでございますが、この点をこの会議で丁寧に議論いただきたく機会を設けて行かなければならないというふ

うに申し上げた。その点をどう取り計らいいただくのかということです。 

それからもう 1 点は、前回の会議の時、令和 3 年 4 月から新たに３つの園を開設するという、保育園のことに

ついて意見聴取を求められました。それで、その折、やっぱり人口が減っていて、待機児童が解消しているとい

う状況のもとで、3 園を作る必要が本当にあるのかという議論がたくさん出たはずであります。で、昨年 9 月の

段階では区の職員の方は、まだ人口は増加している、乳幼児人口は増加しているという認識を 2 度にわたって

発言している。その認識のまま、3 園を設置したのか。この問題について、会長はどのようにお取り計らいいただ

くかということをお伺いしたいと思います。以上です。 

○会長 

ずいぶん時間が経っておりましたので、E 委員、申し訳ございません。 

まず 1 点目なんですけども、認定こども園につきましては、令和３年 2 月 17 日付けの会長名で委員の皆様方

に「「区における今後の認定こども園施策の方向性」の取扱いについて」という A4 判１枚の文書をお送りしてお

ります。その内容につきまして、かいつまんでお話しいたしますと、今後、この認定こども園の施策の方向性につ

いて修正や変更点がある場合には改めて報告していくということを文書で皆様方に報告させていただいており

ます。E 委員、それでよろしいでしょうか。 

○E 委員 

はい、良くないというか。ちょっと大変申し訳ないけど。変更がある場合には、議題とするということ。変更がな

い場合には、５つの地区に設置するということをそのまま認めるということですか、この会として。そんな議論をし

てないはずですよ。 

○会長 

認めるということではなくて、今後も丁寧に検討していくというようなことで、1 地区１園につきまして、検討して

いくということでしか回答できないのですが。 

○E 委員 

 この会議で丁寧に検討するということでよろしいわけですね。 

○会長 

ええ。 

○E 委員 

 はい、それならば結構です。 

○会長 

 まだ設置するというふうなことも決まっておりませんし、次期の会議の中でも引き続き検討をしていくということ

で、対応していきたいと思っております。 

それから 2 点目の、令和 3 年度に３園を開設する必要があるのかという議論が確かに、昨年 9 月の時点で

議題に上がっておりました。この点につきまして保育政策課長からお願いいたします。 

○保育政策課長 

まず 1 点目の認定こども園の件なのですが、区といたしましては、認定こども園を望む保護者の声がある程度

届いておりまして、各地区 1 園の整備を目指して参りたいというふうに考えております。保育所型の認定こども

園を、新設ではなく、今ある私立認可保育園からの移行という形で、整備をしていきたいと考えております。ただ、

E 委員ご指摘のように、現在、就学前人口については、減少を続けております。この件に関しては、整備するとい

うことは、その分、１号定員を増やすことにもなりますので、関係機関と調整を丁寧に図りながら、慎重に検討し

ていきたいと考えております。 
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○E 委員 

それはおかしいですよ。今の会長の整理と違いますよ、今の答えは。この場で検討するというふうに会長はお

っしゃったんですよ。それを打ち消しておられますよ、あなたが。 

○保育政策課長 

令和３年 2 月 17 日付けでお送りをしている文書では、今後、変更があった場合には子ども・子育て会議の場

で報告をさせていただくという形で。 

○E 委員 

だから言ったじゃないですか。変更がなかったらやらないのかって。そしたら会長はそうではないと。この場で

丁寧に議論をするとおっしゃったんですよ。 

○保育政策課長 

令和３年 2 月の文書の内容としては、区として各地区 1 園の整備を目指すという方向性について記載をして

いるものでございます。 

○E 委員 

まったくおかしいですよ。そもそも、令和２年 9 月の会議のときに、あなた方は、ちょっときつい言い方してごめ

んなさいね。２度に渡って、港区の人口、乳幼児人口がまだ増加してるって言ったんですよ。そのもとで、検討を

していくんだというお話だったんですよ。その点どうなんですか。増えてるんですか今。しっかり答えてください。 

○保育政策課長 

就学前人口については、今現在、減少を続けております。新型コロナウイルス感染症の感染拡大が起きて以

降、減少を続けておりますので、確かに E 委員がご指摘の通り、認定こども園施策を検討した時と状況は変わっ

ておりますので、整備については、慎重に検討していきたいというふうに考えております。ただその一方で、認定

こども園を望む保護者の声も区に寄せられておりますので、区としてサービスの地域的な偏在をなくすという意

味で、各地区の整備を目指すという方向性そのものについては、変更はございません。 

○E 委員 

すいません、時間取っちゃって申し訳ないんですけど、大事なことですからね。会長がおっしゃったことと、違う

んですよ。課長が言ってることは。会長はこの会議でやるとおっしゃったんですよ。その点、いかがですか。変更

がなければ、今のお答えはやらないってことですよね。あれだけ、前回議論して、もうあれきっちりやらないなん

てことがあっていいんですか。 

○会長 

今、保育政策課長が、1 地区 1 園の整備を目指すという、この文書のこの部分を再度、読まれているんですけ

れども、目指すということは明記されていますが、まだ決定ではないので、議論をしていきたいというふうに思っ

て、私はこの文書をお出ししたんですけれども。保育政策課長、それでは考えが異なりますでしょうか。 

○保育政策課長 

 この文書の調整の段階で、区といたしまして、認定こども園施策の方向性について決定をいたしましたので、そ

の点について、さらに議論を重ねるというということを意図して文書を作ったものではございます。ですので、今

後、区が決めた、方向性を変更する際には、再度、お諮りをするという記載になっているところです。 

○E 委員 

あれでいいんですか。 

○会長 

私、事務局とはメールでのやり取りで、共通理解を持ってこの文書を出したと認識しております。１地区１園と

いう方向性を目指すということは、まだ決定ではないので、今後、この会議で検討していくということで、私は理

解しているんですけれども。ちょっとだけ認識がずれてるようなところがあるかなというふうに思っております。 

○保育政策課長 

会長と認識に差異があったということで、今後この会議でさらに検討ということであれば、そのようにさせてい

ただけたらと思います。 

○E 委員 
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はい、結構でございます。 

○会長 

F 委員、お願いします。 

○F 委員 

こども園のことに関して１つ伺いたいんですけれども。私、委員になる前からこの会議の傍聴席で、こども園の

話を何度かお伺いしていたんです。そのたびに、区の方から、保護者の要望がすごくあるってお話しがありまし

た。ただ現状、コロナ禍で社会情勢すごく変わってるじゃないですか。今、保育園ですごく目立ってきたのが、幼

児のインターナショナルスクールへの転園が増えたことです。これ、何でだろうって園長会で話したのは、外国籍

の方がいなくなって空きが出て、インターナショナルスクールに入りやすくなったのかなっていう推測です。コロナ

の影響が色々と出てきて、本当にこれだけの保育園が空いている。芝浦アイランドも多分 1 号認定の枠だと思う

けど空きが出ていますよね。そういう状況を踏まえて、本当に、保護者の方がそんなに、こども園を望んでるって

いう声がこの現状でもあるのかなっていうのが、すごく疑問なんですけど、いかがでしょうか。 

○保育政策課長 

認定こども園の施策については、コロナ禍の前に検討したものであります。コロナ禍を経験して、保護者の方

のニーズがどういった変化を遂げているかということに関しては、現状は把握しておりませんので、今後、コロナ

禍を経ての、保護者の方ニーズがどう変化していくかということについては、きちんと把握をしていきたいと考え

ております。 

○会長 

保育政策課長、E 委員が発言した２点目の新しい３園の開設につきましても回答をお願いします。 

○保育政策課長 

保育園をこの 4 月に 3 園開設いたしました。昨年まで就学前人口は増えていました。ただ、E 委員のご指摘

のように、特に乳幼児つまり 0 歳、１歳、2 歳は既に減少傾向は始まっておりましたし、令和 3 年 4 月には就学前

人口全体としても減少になっております。 

保育園の開設については、計画から開設するまでに 1 年から 2 年、長い場合はもっとかかるものです。この 4

月に開設した園については、待機児童が発生していた時期に計画をして、工事をして建てたというものですので、

昨年の 9 月の時点では、まさに建設工事中の保育園をストップするということは現実的にできないという事情が

ございます。 

今、コロナ禍を経て、人口が減少していて、令和３年 4 月というのは、保育園の定員に対してかなりの空きが

出ております。そのことは区にとって課題と認識しております。その定員に対する空きを可能な限り減らすために、

区は、開設の園は区内全域で、新規の相談は受付を停止しておりますし、これまで相談のあった、開発に関わっ

て付置を要請した保育園も、その計画段階で止められるのであれば交渉をして、2 年先 3 年先の計画を止める

手だてをしているところでございます。 

○E 委員 

決してね、区の方々が悪意でやってるとは思っておりません。区民の保護者の方々によかれと思って色々なこ

とを考えたってのはわかっております。しかしですね、昨年9月の時点でもう1回言いますけどね、２度に渡って、

乳幼児人口はまだ増えてるっておっしゃったんですよ。そのもとで 3 園を開くんだっていう説明だったんですよ。

その認識と説明が間違ってるってことですよ。そのことをまず認めてください。それでやむを得ない、設置しちゃ

ったっていうのは終わったことですから、仕方がないけれども、認識が違ってたっていうことをちゃんと認めてい

ただきたいと思います。 

○保育政策課長 

昨年 9 月の段階では確かに人口の減少は始まっておりました。そこは、ご指摘の通りでございます。ただ、こ

れまでの人口の伸びと人口推計によって、計画を立てておりまして、それがコロナ禍という大きな影響もあって、

想定と大きくずれてしまったというところは確かにございます。今、コロナ禍で人口が減少し続けていて、保育定

員に対する空きというのもかなり大きいものになっておりますので、全面的に、今後の計画については見直しを

しているところでございます。 
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○会長 

今、保育政策課長から、認識にずれがあったという説明、そして今後は、計画に係る新規の相談停止、計画を

唱えるところは停止していくという説明がありました。E 委員、今の説明でよろしいでしょうか。 

○E 委員。 

だったら認定こども園でも同じこと言えるでしょ。再検討するでしょ。 

○保育政策課長 

認定こども園については、コロナ禍を経ての保護者の方のニーズの変化までは追えておりませんので、そこも

加味して、今後については検討していきたいと考えております。 

○E 委員 

保育園の方がずいぶん空きが出ているというのはその通りだと思うんですけれども、じゃあ幼稚園は定員が

不足してるんだということはないんです。この度の区立幼稚園の募集でいけばですね 25％が空いちゃってるん

ですよ。そういう中でね、何で 1 号定員を、そこへ持ってくるんだってことなんですよね。おかしいですよこんなこ

と。ありえない考えですよ。 

○会長 

E 委員から説明がございましたので、今後も検討していくというようなことで進めさせていただきたいと思いま

す。 

○E 委員 

はい、結構です。 

○会長 

では、議題（１）、港区子ども・子育て会議の答申（案）について事務局から説明をお願いいたします。 

○子ども家庭課長 

まず初めにお詫びを申し上げます。委員の皆様にお送りした資料に、資料 1 という付番をしておりませんでし

た。答申（案）が資料 1 ということでございますので、読みかえていただければと思います。 

それでは答申案をご覧ください。こちらの答申（案）は、昨年度に皆様からいただいたご意見をもとに取りまと

めております。皆様から出たご意見と申しますのは、令和２年 9 月に、対面で開催されました子ども・子育て会議

当日で出たご意見、こちらについては、配布資料 1－2 に議事録を添えてございます。この議事録から答申（案）

に盛り込む要素を抽出いたしました。そしてもう 1 点でございますが、昨年 9 月の会議当日に机上配付いたしま

した意見用紙で委員の皆様から寄せられたご意見、こちらは、配付資料 1－3 に、一覧を添えてございます。こう

したものをもとに答申（案）を作成しているところでございます。では、お手元の参考資料をご覧いただけますで

しょうか。参考資料は、令和元年 7 月に港区長が、港区子ども・子育て会議会長宛に諮問いたしました、当時の

諮問文でございます。記書きの下の部分の諮問を受けて、委員の皆様には 2 年間という任期の中で、この子ど

も・子育て会議の場で意見を頂戴しました。今回はこの諮問に答えていただくものでございます。ここで長くなり

ますが、答申（案）を読み上げます（答申（案）を読み上げ）。 

なお、この会議で意見を発言し漏れた委員の意見につきましては、資料 2 をご利用いただければと思っており

ます。資料 2 の提出につきましては、6 月 24 日木曜日までに事務局宛に提出していただくようお願いいたしま

す。ご提出の方法は、メール FAX、郵送によります。郵送にあたっては、切手不要の封筒を委員の皆様にお送り

してありますのでご利用ください。会長以上でございます。 

○会長 

答申（案）の大幅な修正意見や、またこれまでに出なかった新たな意見についての取り扱いについては、この

会議で決定したいと思います。具体的な表現や、語句等の最終的な調整につきましては、会長・副会長に一任と

させていただきたいと思います。それではただいまの説明につきましてご意見、ご質問ございますでしょうか。 

では J 委員どうぞ。 

○J 委員 



7

４番の専門性の高い職員や支援員を配置するだけではなく、知識をきちんと皆さんと共有できるっていうのを、

お願いしたい。保護者なり、周りの人達に意識を広めるということをお願いしたいなというのをちょっと思い。以

上です。 

○会長 

ご意見ありがとうございました。研修をして、そしてそういう質の高い職員が配置されて、それを保護者や地

域の人たちにも何らかの形で広めていけるように、というご意見ですね。 

E 委員お願いいたします。 

○E 委員 

答申（案）は、会長、副会長にご相談の上でおまとめいただいたんだと思います。前書き部分はとても良く書け

ていると思います。これで十分だと思います。それから大きな１番については、この間、港区ではコロナ対策を非

常に一生懸命やっていただいていることを感謝いたしたいと思いますので、これでいいと思います。大きい４番

もよろしいと思うんですけれども、残りの２番と３番について、これは大幅な変更をお願いしたいと考えておりま

す。なぜならばですね、議事録、また各委員からの意見を徴した上で、答申（案）を作ったということになっていま

す。で、大きい２番を見ますと、待機児童ゼロが継続されるよう適切な支援を行う、こうなっております。そもそも

諮問文を見ますと、区長は、乳幼児人口が引き続き増加して今後も増えていくということを前提にして、意見を

求めておられます。意見を求めておられるわけですが、そこのところが、実はもう去年から変わってしまったとい

うふうに見なければなりません。そうなりますとね、ここで不用意に待機児童ゼロが継続されるよう、というふうに、

お書きいただくことは、大変危険なんじゃないかというふうに思います。すなわちですね 2 年連続で待機児童ゼ

ロなんですよね。それで、保育園も幼稚園もガラガラに空いてるんですよね。そういう中で、こういう表現をする

ってことは、私は勘ぐってしまえば先ほど来問題にしている、認定こども園をどんどん作りますよってことに繋がっ

ていってしまう。そういう懸念が十分にありますから、そういうことじゃないということを明確にしていただきたい

と思います。で、待機児童ゼロが継続されるようというのは削除される方がよろしいように思います。 

それとですね、両カッコ 1 のところで、ここでは保育園等と言っている。等とはいったい何を言ってるんでしょう

かね。4 のところに行くと、保育園、幼稚園、児童館。或いは 1 のところでも、保育園、幼稚園となっているんです

けれども、そういう書き方じゃないところを見ると、ここは幼稚園が入ってない。そんなばかなことが。教育委員会

の方もいらっしゃいますので、ここは保育園、幼稚園等でというふうに入れるべきだと思います。 

また労働条件につきましては、株式会社立の保育所の保育士さんの処遇改善ということがかなり力を入れて

いただいて、それはそれで結構だと思いますけれども、実は大変恥ずかしいことでありますが、私立幼稚園の教

員の給与というのは、区立幼稚園に比べたら相当に劣った状態にあるわけであります。この改善についてもです

ね、ぜひご検討いただきたいふうに思います。 

それから、両カッコ 2 のところです。これをすっと読むと何も問題ないように思うんですけれども、実は、保育

園に園庭がないというのは、例外規定であるはずです。原則は、設置基準があるわけですから、園庭は設けるべ

きだという原則がある。その原則が、こういう書き方をしてしまうと、なくなってしまう。園庭がないのが前提にな

ってしまいますので、この表現は変えていただかなければならないというふうに思います。 

それから、両カッコ 3 のところですね。ここのところもやはり、既存の私立認可保育園等となっている。等です

よね。それから２行目のところに私立認可保育園等。幼稚園は含まないんですかね。含まないでいいはずはない

というふうに考えます。 

大きな 3 番であります。これは先ほど申した 2 番の冒頭部分と、関係があります。この３番の言い方にはです

ね、認定こども園の増設という考え方が含まれてないということを明確にしませんと、令和２年 9 月の会議での

議論と全く違った結論になってしまうということを申し上げておきたいと思います。以上であります。 

○会長 

E 委員からご意見がありましたところを確認させていただきます。大きい２番ですけれども、待機児童ゼロが

継続されるようにということは、区長からの諮問を受けてのことだったんですけれども、確かに今までも説明があ

りましたように、子どもの人口が減少傾向にあるっていうようなことも踏まえて、それに沿ったような書き方にして

いくというふうなことでよろしいでしょうか。今のご意見を受けて、どのような書き方が良いのかは、やはり待機児
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童ゼロが継続されるようにという書き方ではなく、今も人口が減少傾向にあるというようなことも含みつつ、文章

の中に入れていければというふうに思っております。 

そして２の（１）、（２）、（３）のところです。保育園等というところに、幼稚園が入っていないっていうのは、意味と

しては保育園等の中に入ってるんですが、きちんと明記をするというご意見があったんですけども、そのようにす

るということでよろしいでしょうか。大きい４番のところはですね、はっきりと保育園、幼稚園、児童館等というふう

に明記したんですけれども。 

○副会長 B 

この大きな 2 のところ、保育の質のさらなる向上って書いてあるので、もし幼稚園を入れるのであれば保育、

幼児教育もしくは幼児教育保育みたいな形で、行政用語として保育っていうのは、保育園もしくはこども園とい

う認識なのかなというふうに考えたんですけれども。幼稚園と入れるのは、もちろんよろしいかと思うんですが、

そうすると 2 の書き出しのところも書き方が変わるのかなという風に考えましたけれども。 

○会長 

今までも保育の質という言い方をしてきました。行政用語ということになると、確かに幼児教育となるんですが、

今まで保育の質の向上、保育の量の拡大とか、保育という言葉を、ずっと使ってきていて、そこに幼稚園も含ま

れるという認識でいたわけなんですけど、もし、行政用語として、そこに不具合が出るようであれば、事務局と相

談させていただいて、幼稚園は入れるという方向で。そこに幼児教育という文章が保育の質に含まれない場合

にはそこも考えていきたいと思います。副会長ありがとうございます。 

それから、園庭の無い保育園というところの表記なんですけれども、園庭については、E 委員のご意見本当に

わかります。それがこういうふうな書き方をしてしまうと、例外規定を認めたようなふうにとらえてしまうこともあ

りますので、皆様方から園庭についてはいろんなご意見が今まで上がってきましたので、園庭という言葉をここ

に明記しなければいけないと思って入れたのですが、表現方法につきましては、もう少し細かいところを事務局

と話をさせていただければと思っております。園庭は書いた方がいいと思っております。 

○E 委員 

 その方がいいと思うんですよね。であればですね、前回の答申を区長にご説明された折にですね、園庭を必ず

設けるということを原則とするようにということを、当時の会長、副会長にも区長に申し入れていただいたはずで

すから、そのことをここに、記載していただければよろしいのではないかと思います。 

○会長 

表現方法は検討させていただきます。 

そして、大きい数字の 3 番ですね。待機児童ゼロの達成を踏まえという部分の書き方につきましても、先ほど

の２番と同じように、子どもの数が減少傾向にあるということを踏まえながら、正確な表現にしていきたいと思い

ます。他に皆様方からご意見ございますでしょうか。 

○F 委員 

 大きい２の（１）についてです。区内の保育園、幼稚園で職員が安心して長く働き続けられるよう、処遇改善に関

して書いていただいたのは有難いと思っています。ただちょっと長く務めるというところで、やはり今、コロナ禍も

あって職員がすごく苦しんでいるということがあって業務負担なんです。消毒作業は増えましたし、リモートワー

クの家庭が増えて、通勤時間が減った分、保育時間が短くなるかなって思ったんですが、会議の時間がずれたり

して、日々、保育時間が定まらない家庭がやっぱり増えてしまって、むしろ長時間保育が増えたっていう現状が

あります。私立園の職員の残業時間が増えています。そういうことからそろそろ人を増やしていかないと、保育

園の運営が成り立たないなっていうのがあるんですね。想像していただきたいんですけど、0 歳児、１対３じゃな

いですか。例えば、大人１人で０歳児３人対応。今、地震が起きました。ここから 3 人園児を抱えて、なおかつ保

護者の方への連絡、非常リュックを持って避難します。できますかという話なんですよね。ほんとに地震とかも増

えてきましたし、やっぱり港区ビルの中の保育園、うちもそうなんですけど、やっぱり増えてきた分、園舎から園庭

に出るのも２階から 3 人の子どもを大人 1 人が抱えて、リュックを背負ってどうやって避難できるかということを

考えると、今のゼロイチの配置に関しては、そもそも現実的じゃなくなってきたんじゃないかなっていうふうに思

っています。全国的にまだまだ少ないですが、1 歳児を 1 対４にしたりですとか、新潟でしたか、１歳児を１対３で
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やった時に、どれだけ子どもに職員の声かけが増えたかというような実証実験も出てきているんです。これを機

に、保育の質を見直すという意味で、職員体制、コロナ禍で業務が増えたというのもあるので、業務負担を理由

に保育士を辞めたいという声も上がってはいるんです。なので、この部分も本当に考えていっていただきたいな

と思っています。 

○会長 

F 委員、確認ですけれども、新潟のは１対２でしょうか。 

○F 委員 

１対３でしたね。１対６の時と、１対３の時に、保育士が子ども１人当たりに話かける声の数を研究で出されてい

る。保育士が子どもに対していかに関われるかっていうので、子どもの成長発達は変わってくるので、そういう研

究も出ているということも考えると、そろそろ必要になってきているのかなと。港区は１歳児１対５なんですけど、１

歳児は４月生まれもいれば、３月生まれもいる。1 年の成長発達の具合すごく差があるんですよ。それを 1 対 5

で見るって、相当難しいかなというふうに思っています。やっぱりそれを１番感じるのは災害時ですよね。 

○会長 

ありがとうございます。厚生労働省の基準で１対 6 っていうのに比べると、港区は１対５で恵まれているんです

けども、世界的な基準と比べると、日本の基準は厳しいところがあるというのは、いろんな書籍の中でも報告は

あるところです。今回、それを答申に盛り込むというのはちょっと、まだ議論が今までなされてきてなかったという

ところがありますので、今後ずっと継続して、それは検討していくことが重要なご意見だと思うんですね。今回の

答申の中ではちょっと文章として、具体的には入れられないかもしれませんけれども、残った委員の方で、これは

継続して、重要な課題として、検討していきたいと思います。ありがとうございます。他にご意見はございますで

しょうか。公募区民の皆様からいかがですか。皆さんの前で言いにくいところもあるかと思いますので、当てさせ

ていただきたいと思います。 

○A 委員 

2 年前に諮問を受けた状況と今の状況が世界的に大きく変化して、子どもがいる環境も大きく変化し、私も実

感している。当然この感染症対策の部分は、引き続きこういう対策が必要ということ。あと F 委員がおっしゃった

ように、私も子どもを預けている身として、先生方の忙しさはあるんだと感じでいます。この処遇改善は、国の基

準等もあると思うんですけど、区の支援をしっかり入れながら環境整備をしていただけたらと思います。以上で

す。 

○会長 

ご意見ありがとうございました。労働条件に関する処遇改善という中に、そういったことも今後考えていけるよ

うなことを目指していければというふうに思っております。他に何かご意見ございましょうか。 

○B 委員 

２の（２）の園庭の無い保育園の子どもの遊び場の確保というところ。区有地の活用、国の公有地の提供という

ところがありまして、この場でそういう話がなかったかと思いますので、全然別の話になってしまうかもしれない

のですが、幼稚園は非常にハード面が充実していると思います。私も働いているんですけれども、幼稚園が利用

できたらいいのになと思ったのですが、条件的に延長保育が短いので私は預けられなかったというのがありまし

た。幼稚園も空きが出ているというお話しがありましたので、幼稚園の延長保育を充実させていただくなどして、

働いている家庭でも幼稚園も利用できるようにしていただければ、園庭のない保育園を今後、増やしていくとい

うことをしなくともと、感じました。 

○会長 

ご意見ありがとうございます。新しいご意見となりますので、今日の議事録に残していただいて、今後、検討し

ていくというふうなことでよろしいでしょうか。この答申につきましては他にご意見ございませんでしょうか。よろ

しいでしょうか。 

今、いただきましたご意見をもとに事務局、それから副会長と、もう一度答申を練り直しまして、細かいところ

も検討して、最終版を作成させていただきたいと思います。 

では次に、（２）その他に移ります。事務局から説明をお願いいたします。 
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○子ども家庭課長 

 港区は今年の 4 月 1 日に、南青山に港区子供家庭総合支援センターを開設いたしました。こちらは児童相談

所等を含む複合施設でございます。本日、児童相談所長から簡単にご報告を申し上げます。資料は、机上にお

配りしましたカラー刷りのパンフレットでございます。それでは児童相談所長、お願いします。 

○児童相談所長 

 本日、机上に２種のパンフレットを置かせていただいております。大きい方のパンフレットは、港区子ども家庭総

合支援センター建物全体の説明を記載しております。この建物には、子ども家庭支援センター、児童相談所、母

子生活支援施設の三つの施設が中に入っております。特別区では児童相談所の開設が始まっており、開設した

区では、子ども家庭支援センターを、児童相談所の中に入れてしまって１つにしているという区もありますが、港

区は、同じ建物内にあります。同じ建物内にありますが、子ども家庭支援センターと児童相談所は、別の組織に

しております。なぜそのようにしたかと言いますと、これまで子ども家庭支援センターが、子育て支援を一生懸命

取り組んできましたので、それをそのまま残して、これまでどおり支援をもっと広げていけるようにということを考

え、子ども家庭支援センターと児童相談所が連携していくことを目指して、同じ建物に、別の組織にいたしました。

具体的には、一つの大きな執務室の中に、児童相談所と、子ども家庭支援センターの職員が一緒に働いており

まして、お互いに相談ができるようになっております。   

児童相談所は、虐待の疑いがあれば介入的なこともします。心理士や児童福祉士の職員が、国の規定以上に

多くおりまして、例えば保護者の方から心理士に子どもを見て欲しいんだという相談が寄せられ、そういった保

護者の方にも対応できるようになっております。 

それから、「メゾン・ド・あじさい」という母子生活支援施設が同じ建物内にございます。支援が必要な母子に、

こちらに入っていただき、子ども家庭支援センターも利用できたり、児童相談所の職員にも会うことができたりと

いう形になっております。 

３つの施設が一体となり、区民の皆様に適切な支援が届くように取り組んでおります。 

 こちらは、児童相談所のことだけを載せたパンフレットです。児童相談所はどんな相談ができるのかなど載せて

おります。里親に関する内容も載せてございます。港区では、まだまだ里親さんが少なくて、社会的養護を必要

とするお子さんが、里親さんのもとで家庭養育という形で温かい雰囲気のもとで生活していけるよう、里親さん

を増やすための啓発も行っています。説明は以上です。 

○会長 

ありがとうございます。ご質問等ございますでしょうか。私も見学会に行かせていただきました。児童相談所と

子ども家庭支援センターが一緒のフロアで、ミーティングなどがすぐにできるようなオフィスでした。 

それでは最後になりました。会議の冒頭でも申し上げましたとおり、任期は 6 月末までですが、このメンバーで

の会議は、本日をもちまして最後となります。2 年間、港区子ども・子育て会議の委員として、会議では活発な審

議を行っていただきました。皆様のご協力のおかげで答申も無事にまとめることができました。ありがとうござい

ます。 

それでは、委員の皆様から１分程度で一言ずついただきたいと思います。A 副会長から反時計回りにお願い

いたします。最後に、B 副会長と会長という順で。 

○A 副会長 

副会長を拝命しております。普段は議論の前面に出るというよりは、中の方で文書作成等で確認等をさせて

いただいております。簡潔に２点か３点、次期会議に引き継ぐためにコメントさせていただきますと、1 点目が、や

はりこの 1 年間新型コロナウイルスで様々な変化がありました。大学でもそうなんですが、この 1 年間に起きたこ

とが、本当にこのまま続くのか、それともまた元に戻るのかというのが非常に今、評価が難しいところがあります

ので、ぜひ、人口のこと含めてデータですね。データは、しっかり共有しながら、今、何が起きているのかというと

ころを確認して、次期会議で計画の適切な修正につなげられればと思っております。 

それから 2 点目が、今、国の方では子ども家庭福祉環境は大きな改革が行われようとしていまして、母子保健

や保育の一体化であるとか、或いは保育所機能の改善など、在宅支援が余りにも弱すぎるということで、国の方

でかなり本格的に議論しているところです。この辺りのところは、当然、港区の中では様々な会議体が走っており
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ますので、あまりこの場では取り扱わないのかなというふうには思ってるんですが、ただ、やはり様々な子どもを

取り残さない自治体になるためには、そうした施策動向もしっかり目配りをしていくことが必要ですので、紙媒体

で結構ですので、様々な情報提供等はしていきながら、取りこぼしのないようにしていただければと思います。 

あと 3 点目が周知です。答申文に行政特有の等が多く入ってるので、いいかなと思ったんですが、やはり認定

こども園含め、知られていないというところが非常に気になっておりますので、この辺りの周知をしっかりして、こ

の施策ができたら、暮らしがどう変わっていくのかというところは、引き続き、区民の皆様にお伝えいただくととも

に、区民の皆様からは、この辺のところは全然伝わってないよというところは、向こう 2 年間についても、いろい

ろご発言いただければと期待するところです。若干長くなりました。以上です。 

○A 委員 

2 年間大変お世話になりました。こういった行政の会議に参加する機会をいただいて、今までなかなか知るこ

とができなかった区民や子ども達のために、いろんな方がどんなふうに意見を交わして、成り立ってきているの

かっていうところが、すごく知れたいい勉強の機会でした。なかなか私が役に立つ発言等ができなかったかなと、

ちょっと後悔してるんですけれども、ただこれを機にですね、自分でも何かしたいというところで、子どもと保護者

で一緒にパンづくりをする教室を開催しようというところで、歩みを始めておりまして、ちょっとこういう状況なの

でなかなか大々的にはできないんですけれども、緩やかにでも少しずつみんなが繋がっていく環境を私も当事

者として作っていければと思っております。今後ともよろしくお願いします。どうもありがとうございました。 

○B 委員 

２年間大変お世話になりました。何か子どもの福祉に貢献できるようなことに関わりたいと思いまして、公募区

民に応募させていただいて、私自身が貢献できるような、状況には到底ないのですけれども、区でいろいろ議論

されている問題を共有させていただいて、また意識を持たせていただくことができましたので、この委員の任期

は終わりますが、今後、また別の形で参加できるものがあれば、参加させていただきたいと思います。区の発信

される情報になるべくアンテナを張って、キャッチしたいと思っておりますので、今後もどんどん発信していただけ

れば幸いです。ありがとうございました。 

○C 委員 

 私から最後２点ほどお伝えさせていただきたいと思います。１つ目は 2 年間、拝見させていただいて、この港区

のサービスの多さというか、包括的な障害者サービスとか、いろいろなことをされてるってこと、本当に最初から

すごいなと思い、２年間過ごせました。 

2 点目がこれはちょっと。一区民としての経験ということで最後のこの場を借りしてお伝えさせていただこうと

思ったんですけども、私もフルタイムで働いていまして、区立幼稚園を検討したいと思ったんですけど、やっぱり

預かり保育が短いということで、難しかったということがございました。 

実際、区立の幼稚園に直接お電話をしても、働いているお母様って難しいですねと直接言われたことがあったん

です。その時ちょっとこう悲しい思いというか、気持ちもあったんですけども。品川区なんかは区立の幼稚園を

16 時まで預かり保育されてるようなんですね。港区はしてないんだなというふうに思いまして、その時の子ども

は、こども園を検討したいと思いました。やっぱり量から質へというふうに別の書面でも書いてありましたけれど

も、こども園を検討するということは質にフォーカスしていることであって、必ずしも量のところをおざなりにして

ることにはならないのではないかなと、個人的には思っていますので、今日こういった意見がありましたので、最

後にお伝えさせていただきました。2 年間本当に学ぶことがたくさんありました。ありがとうございました。 

○D 委員 

まず 2 年間ありがとうございました。こちらの会議に出席させていただく前は、やはり自分の子どもと、その近

所のとても狭い視野で育児を考えていたなあと思いました。この会議に出席することで、様々な立場からのご意

見や問題などを知ることができて、広い視野を少しいただけたような気がします。なので、今回経験を糧に、もっ

と今後も、広い視野を持って子どもたちにとって何がいい子育てなのかということを考えながら、自分のことはじ

め、周りの子どもたちにも、何かつなげていきたいなと思っております。港区の特色として外国籍の子どもたちが

多い。やはり海外の幼稚園や保育園のあり方を見ると、また何かユニークだったりいいところもいっぱいあると

思うので、そういう、ちょっと海外のこともヒントにして、生かしていただければ、また色とりどりといいますか、個
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性とか、いろんな人たちにとっていいことにも繋がるのかなと思っております。自分自身でもそういう情報も含め

て、周りの人たちに発信していけるように頑張りたいと思いますし、また何かの機会で関わらせていただきたいな

と思っております。ありがとうございました。 

○E 委員 

区の方々にも辛辣なことを言いましてご迷惑をおかけしていることをお詫び申し上げたいと思います。でも、

あえて言いますとですね、まず、コロナ禍で出生率が激減しておりますよね。これは向こう 1 年、2 年、3 年に大き

な影響を及ぼしますので、そこを区の方に誤らないようにね、しっかりと見ていただきたいと思います。 

それから、この会の開催数でありますけれども、認定こども園のことなんかをね、しっかり議論しようということ

になったのにね、2 年度 1 回、3 年度 1 回、年に１回しかやらないのは、本当はやりたくないというふうに見えてし

まいます。そういうことではなくて、しっかり区民の皆さんの意見を聞いていただきたいと思います。 

働いてるお母さんがたくさんいらっしゃるようでありますが、幼稚園がその希望にこたえられないということを

申し訳なく思いますが、ただね、あえて言わせていただきますと、例えば北欧のいわゆる保育園ですね、ああいう

ところは保育時間短いんですよ。6 時間程度です。日本と中国と北朝鮮が異常に長いんですよね。このことを役

員さんがいらっしゃるので、この問題もご検討いただければと思います。 

○F 委員 

本当に２年間、貴重な機会をいただきましてありがとうございました。この会の中で、やっぱり何より、私立園と

して現状を皆さんに知っていただいて、一緒に考えていただいて、ご意見をいただいたっていうことは本当に私

立園としては何よりも心強いことでした。毎回、この会議でのお話は、私立園長会でもお話をさせていただいて

います。私たちとしてもこういった会があって、お話を聞いていただく機会があって、皆様に考えていただく機会

があるからこそ、明日もこれからも頑張ろうという意思で頑張っておりますので、今後とも何卒よろしくお願いい

たします。 

○G 委員 

いろいろありがとうございました。私どものところも０歳から 18 歳までの子どもを預かり、過ごしてもらってい

ます。コロナ禍の中で、皆様から幸せだって言葉もございます。児童相談所ですとか、子ども家庭支援センター

ですとかにも関わらせていただいて、港区の子どもたちを、私たちも内から外から見ていきながら、皆様にご協

力をいただいて、これからもやっていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございまし

た。 

○H 委員 

第 1 回の港区子ども・子育て会議から参加させていただいて、知らないこともいろいろお勉強をさせていただ

いて、本当にありがとうございました。どうしても保育園、幼稚園のことが主になってしまうんですけれども、在宅

で、育てをしているお母さんの支援も忘れないでいただきたいと思っております。ありがとうございました。 

○I 委員 

私も第 1 回から参加しております。８年くらいになると思うんですけれども、在住・在勤ということで委員になっ

てしまったというのもあるんですけれども。E 委員のところでうちの子どもたちがお世話になりまして。当時、港区

はこんなにいろんなことやってくれなかったので、小学校の子どもの医療費をまだ払ってた時代だったので、そう

考えれば、今はいいのかなというふうに思うんですけれども。今日 E 委員が言われたように、おそらく転換期だ

と思うんです。僕が購入するんだという時、多分 10 何万人しか住んでなかったんですね。今 26 万人ぐらいにな

ってきたということ。人口が減ってきたという中ですから、おそらく一つの転換期を迎えたのかなということだと思

います。マンションの価格が高くなったので、サラリーマンの方が手を出せない金額になってきたと思うんです。

そうすると、多分子どもたちが一気に減るんじゃないかな。芝浦アイランドも意外に子どもが住まないと思ったら

実は住んだんです。だから芝浦小学校があんなことになったので、そういうのを考えると、考え方を変えていただ

いた方がいいんじゃないのかなというのが、今回の会議の中での感想になります。ありがとうございました。 

○J 委員 

私も、第 1 回からなので 8 年間ぐらいですかね。10 年以上ですか PTA 会長をやってきまして、連合会長も

何回もやりましたが、いよいようちの子どもも私立の中学校に行ってしまったので、港区の学校とはあれなので、
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もうそろそろ引退かなという感じなんですが、この会議に出ててですね、常に E 委員も言ってらっしゃいましたが、

とにかく、いつも思ったのが既存の施設ですね。幼稚園にしても、小学校もですね、それから保育園、私立も既

存の施設があり、公立ももともとあったものがありというとこなんですが、待機児童の話が出たときにですね、当

然その新たに作る方が簡単というか、既存のところとどうタイアップしていくかってことはあまり考えないでです

ね、数を増やす方向に行った結果ですね、この会議でよく出てた、教員の方、保育士さんの方の、要は給与の向

上っていうのがなかなかできなかったのかなと。100 のものを 1 ずつ分配してるような感じで、もともとは 100

の予算について 80 ぐらいの人に分配をするぐらいで質の向上を図ることをした方がいいんではないかと。それ

から人口減少についてはですね、多分 3 年前ぐらいですが、こっから先、増えると思えないんだけどなということ

は、再三言われていながらですね、民間企業の株式会社をどんどん増やしていったことに対して、反対意見とい

うか、園庭が無いとかですね言ってて、その時はその時でしょうがなかったのかもしれないですけど、もう 1 回で

すね、こういった考え方をちょっと直して、認定こども園についてもですね、ちょっともう、その話を議論する場は

もう無いのかもしれませんが、こども園を増やしていくというより、既存の何十年もやってらっしゃる、例えば私立

幼稚園、私立保育園のところとですね、もうちょっと話し合いをして、予算をもっとつけるから、質の向上というよ

り、量を増やせないかとかっていうような交渉をした方がいいのかなと。 

ちょっと話が飛びますけどビルもばんばんばんばんいっぱい作ってますけど、港区にはもともと既存の施設が

いいところがいっぱいあってですね、何でもかんでも認可すればいいっていうわけじゃないよっていうところもも

うちょっと考えていただいて、あとは小学校の立場から申し上げますと、芝浦小学校ができた時とかですね、港南

を作った時にはですね、向こう 20 年以上を考えて、向こう 50 年って言ってたかな。すごい立派な施設を作りま

したよって言って、3、4 年の間にですね、校庭に建物が建つような話になっちゃって、それって、マンションを建て

る認可と、小学校は連動してたんですかって言ったら、この場ではっきりしましたけど、してなかったと言ってまし

たから、その程度の計画なのかなと思って、せっかく区の方たち一生懸命やってるのに、何かもったいないなあと

いうことも、この会議で感じた部分もあって。今度は減少ということになってるんですから、児童相談所の方もそ

うですけど、かなり忙しく皆さんされてるわけですよ。多分子どもに関わる商売って、儲からないので、これこそ

行政サービスの援助がないとですね、なかなか民間企業でやる気にはならない商売なので、それからあと子ども

から儲けるってなかなかちょっとやりづらいんですね、気持ち的には。なので、ぜひ行政予算いっぱい出すという

ところで、本当に何度も申し上げますが、私立で頑張ってる企業というか、私立の幼稚園とか保育園とかそうい

うところとのタイアップをもうちょっとやって欲しいかなと思います。この何十年も、皆さん、この港区でやってらっ

しゃって人口が 10 何万人の時ですね、幼稚園よくやってるような、例えば E 委員のとこもどういう場所にあるか

知りませんけど、新橋周辺で考えればですね、売った方が絶対将来安泰みたいな、生活ができるところで幼稚園

教育をされてるという気持ちをですね、やっぱりもうちょっと、皆、大切に考えて欲しいなっていうのは思いますの

で、ぜひですね、新たに作るということじゃなくて、質の向上というのはもともとある施設を使うということで考え

ていただければなというふうに思っておりますので、今後とも、港区の皆さん、頑張ってよろしくお願いいたしま

す。 

○K 委員 

 ２年間大変お世話になり、ありがとうございました。この会議に参加させていただきまして、子ども達により良い

環境を作るということで、区の方々をはじめ、いろいろなところから、専門家の方や、公募区民の方などで、この

ような会議をしていることを知りまして、感謝とともに非常に勉強になりました。ただ一方、今回の資料にもありま

すように、現場と区の考え方との差を感じることも、この会議に出て非常に感じましたので、コロナもあったと思う

んですけれども、このようにいろんな立場からの意見を言える場っていうのは非常に貴重だと思うので、今後は

もうちょっと、この会議を充実していただけると、より良い環境づくりができるのではないかと思いました。私とし

ましても、専門家ではないのであまりお役には立てなかったんですけれども、港区で子どもを育てる保護者の立

場として、少しでもお役に立てる意見を出せたらと思っておりますので、そのように引き継いで、今後も参加させ

ていただけたらと思っておりますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

○L 委員 
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本当に知らないことが多いなと思った２年間でした。最後に皆さんに、障害児の保護者として、ちょっとお願い

したいことがあるんですけど。地域共生社会というものを今一度考えていただきたいなっていうのは思っており

ます。というのも、仕事を再開しようと思った時、学童クラブに子どもを預けようとした時に、すごくつらい思いを

したことがあったので。なかなかこう、皆さん偏った考え方を持ってるのは仕方ないことかと思うんですけど、地

域共生社会というのが今、国の方針であるということを、今一度、考えていただきたいなということをお願いした

いと思います。今後まだまだ勉強が必要だなということを思いました。どうも 2 年間ありがとうございました。 

○B 副会長 

2 年間お忙しい中ご協力いただきまして、ありがとうございます。私、今期から参加させていただきましたので

本当に勉強させていただきながらでした。様々なテーマがございますけども、私として印象に残ってるのは、やは

り港区っていう地域特性の中で、なかなか園庭とかですね自然環境に触れることが難しいということが、今日の

話にも出てましたけれども、今後そこは引き続き検討していきながら、園庭のない保育園がたくさんあると思うん

ですが、公園も今、取り合いになってるっていうところなので、いかにして港区の子どもたちが身近な自然環境に

触れる機会を設けるかと。園庭が豊かであれば、もちろんそれにこしたことはないんですけれども、どうやって今

ない状況で、触れることができるかなっていうのも。自然保育の研修会なんか行くと、いや都会でもやろうと思え

ばいろいろ考えられますよなんて話も伺っておりますので、そういうところも、次の期のところでぜひ検討してい

きながら、また園庭の充実とかですね、自然環境との触れ合いなどをちょっと考えていきながら進めていければ

と思っています。ありがとうございました。 

○会長 

私も、この 2 年間ありがとうございました。先ほど I 委員のお話で、8 年だったなと、私も同期だったように思

います。初めてこちらの会議に副会長で参加した時に、E 委員が港区に住んで 400 年と言われた自己紹介のお

言葉がすごく印象に残っていました。私は神奈川県から多摩川を越えてこちらに来ているものですから、こちら

のこの会議で、委員の方々から様々な視点、立場から、本当に多くのことを教えていただいたと思っております。

初めて来た時の８年前は、子どもの数が増えてきていて、待機児童を解消しなければいけないという思いで、み

んなで一丸となって、どうしたらいいのか、でも子どもの健やかな育ちっていうのも大事にしたいし、保育と質も

港区は守っていきたいという思いはすごくありましたので、その中でいろんな立場で、喧々諤々としたりしました

けど、それは活発な意見が出て、とても健全なことだというふうに思います。まだ最後の仕事としまして答申を最

後、作り上げていくっていうところまで、今日のご意見を真摯に受け止めて、きちんとした答申を作っていきたい

と思っております。どうぞこれからもよろしくお願いいたします。 

○会長 

それでは、予定の時間になりましたので、これにて、令和３年度第1 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、ありがとうございました。 

 

― 閉会 ― 


