
シンポジウム｢聞いて！話して！子ども･子育て支援新制度スタート！｣ 
～すみだの参加型子育てシンポジウムはじまるよ～  結果報告 

 

【日  時】平成２７年３月２１日（土・祝）午前１０時００分～午後１２時３０分 

【会  場】すみだ女性センター 

【スタッフ数】４７人（墨田区子ども・子育て会議委員、すみだ komachi、区職員ほか） 

【来場者数】第１部：８８人 第２部：６５人（出張型子育てひろば） 

【内  容】  

 ■第１部 

・前 半：基調講演「いま、子育てにおいて大切なこと」（ホール） 

（午前１０時０５分～10時２５分） 

講 師：大豆生田 啓友氏（玉川大学教育学部教授） 

 

・後 半：区職員による事業計画の概要説明（ホール） 

     （午前１０時３０分～１０時４５分）  

   登壇者：関口 芳正（墨田区子ども･子育て支援担当部長） 

 

■第２部（午前１０時５０分～午後１２時３０分） 

・出張型子育てひろば（ホール） 

   【パネリスト】 

大豆生田 啓友氏 

    安藤 哲也氏（NPO 法人ファザーリング・ 

ジャパン代表理事） 

    菊地 政隆氏（すみだ中和こころ保育園園長） 

    西島 由美氏（にしじま小児科院長） 

    関口 芳正 

   【コーディネーター】 

荘司 美幸氏（墨田区子ども･子育て会議公募委員） 

    ※事前に寄せられた相談数は５８件（２３人） 

 

・計画内容に関するパネル展示・クイズラリー（会議室２＆３） 

【参加者数】３５人 

  ・ワークショップ「すみだの理想の将来像を描こう！」（ホール） 

   【意 見 数】４件 

 

 ■その他 

  ・もちもちマーケット（すみだ komachi による 

ぶつぶつ交換会）（会議室１） 

   【参加者数】２０人 

  ・風船で遊ぼうコーナー（保育室） 

   【参加者数】１５人 

  ・一時保育（和室） 

   【託 児 数】１７人 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

大豆生田氏 関口部長 

（写真左） 

豪華なパネリ

ストを迎え大

盛況となった

「出張型子育

てひろば」 

（写真上）参加者たちはパネリストの声に熱心に耳を

傾けていました。 

（写真右上・下２枚）パネル展示やクイズラリーも多くの方で賑わいました。 

（写真右）子どもに

大人気だった「風船

で遊ぼうコーナー」 

sakai-syunichi
フリーテキスト
資料９



性別 年齢 子供の年齢 居住地

男性 6 20代 3 1～10歳 18 墨田区 10
女性 15 30代 10 11～20歳 0 葛飾区 1
無回答 4 40代 2 20～30歳 6 無回答 12
合計 25 50代 2 無回答 6

無回答 7

11
10
1
0
0
1

3

11
4
3
1
1

7
6
0
0
1

※アンケート回収数は２３枚であったが、一部、性別や年齢に関する設問において複数回答を記入している
ものが含まれているため、必ずしも回収数と合致するとは限らない。（アンケート用紙は一世帯に一部しか
配布していないため、夫婦による参加者が２人分記入したものと思われる。）

―　アンケート結果等のまとめ　―

1　ご感想をお聞かせください。

（３）出張子育てひろばについて（参加された方のみ）

（１）基調講演について

①たいへんよく理解できた
②よく理解できた

④あまり理解できなかった

〈記入された意見〉
③普通
　新制度をプロの目線からどう活用するのかを、出来るの
かを教えてもらえるのかと思った。環境の違いや大切なこ
となど子育てしていて当然わかっている。少し残念。

（２）「墨田区次世代育成支援行動計画　墨田
子ども・子育て支援事業計画」の説明について

〈記入された意見〉
⑤理解できなかった
　　今日は新事業を詳しく聞きたくて来た。今日のような内
容なら「育児のお悩み相談会」にしてほしい。新事業がどう
なのか聞けると思ってきたのですごく残念。

③普通
③あまり役にたたなかった
④役にたたなかった

無回答

①たいへん役にたった

③普通

⑤理解できなかった

①たいへんよく理解できた

⑤理解できなかった

②役にたった

④あまり理解できなかった

②よく理解できた
③普通

無回答



　求職期間の延長：現在は保育園に預けている間に失職すると、２ヶ月以内に内定を得ないと退園になる
が、高齢出産や非正規雇用が増えている今、これを３ヶ月程度に延長できないものか。また、欧米のよう
に、ワンストップで保育と求職の支援窓口があると良い。ないしは、マザーズハローワークの様な女性の就
業支援の窓口を希望する。

　また、墨田区の子ども・子育て会議で議論してもらいたいことがありましたらお書きください。

　新しいメニューの追加だけだはなく、既存でニーズの高いものの見直し、改善もしてほしいです。

　住民税をすべて「墨田区に払いたい」と思えるようなサービスをしてほしいです。

　父親同士の交流の場

　地域での子育てと地域防犯を両立させるためには

　学童保育の充実：待機児童解消がゴールでではなく、それを包括した周辺の支援を希望する。

　認可外、認証保育園の支援：今回子の両園にお世話になったが、認可保育園に振り回されているという印
象をうけた。経営が安定しないと行き場のない子どもが出たり、質の向上が得られない。保育士のモチベー
ションも保てない。

　保育コンシェルジュの質の向上：相談にいったら間違った情報を与えられた。また、現状を知らないような
発言もあり、失礼ながら一昔前のアドバイスという印象をうけた。「保育コンシェルジュ」という肩書きではあ
るが、引退したオバちゃんをあてがったという印象。

　保育園通園児を主に対象としていたんですよね。もう少し、在宅の話も聞きたかった。

　全施設の認定こども園化

２　今後、このようなシンポジウムや講演会で取り上げてもらいたいテーマ等がありましたらご記入ください。

３　墨田区の子育て施設に関して、ご意見やご要望等がありましたらご記入ください。

　子どもを犯罪やいじめから守る方法

　地域での子育てと地域防犯を両立させるためには

　認定こども園についてもっと知りたいと思った。

　何回か同じ事を開催した方が良い。

　大豆生田先生の子育てのお話しをたくさん聞かせていただきたいです。先週も子育てひろばで聞かせてい
ただきました。

　先輩ママ・パパとの交流会

　こども園の設置を早急に！

　事業計画を急ぎすぎ。さっぱり話が入ってこなかった。

　病児・病後児保育の拡大：子どもを預けて働きだすと、必ず直面する。特に病児保育はＮＰＯ法人を利用
すると高額で、仕事にいくと却ってマイナスになる。

　新制度説明会には度々参加させていただいております。地域の子育て世帯の保護者にはまだまだ浸透し
ていないと感じていますが、参加後には声をかけて誘ったりということをしています。子育て施策に力をいれ
てくださっているので、私たち子育て世帯の親ももっと聞心をもってよりよいものへとしていけたらと感じてい
ます。

　仕事と育児の両立に対する不安があります。情報を得て、解消していきたいので、発信してもらいたい。

　正直育児していると、冊子を読む時間なんてない。「詳しくは冊子を見てください」なんて説明は飽きた。き
ちんと子どもを一時預かりをしてくれて、かつ、きっちり新事業を説明してくれる機会を設けてほしい。「詳しく
は冊子を見てください」その時点で育児についてわかっていない。

　地域の子育てについてコミュニティの場がほしい。おじいちゃん、おばあちゃんに子どもと関わってほしい。

　もし、自分の子どもがイジメにあったら・・・兆候など。（加害者、被害者）

　地域でもう少し支援できたら・・・。

　男性同士集まる機会がほしいです。家事教室、料理教室、子どもが喜ぶ工作教室とか。リタイア向けが多
く就労男子が参加しにくい。また、夫婦だと怒ってしまい、教えられない。

　父親の家庭における役割

　地域の関わり

　父親同士の交流（墨田区同士）

　幼児期の子のしつけ方、叱り方、誉め方

　一人っ子の育て方



（参加者数は３５人で、複数貼付可）

（１）全体順位トップ５　（重点事業数：５４事業）

順位 シールの数

第１位 ２０個

〃 保育士の確保　 ２０個
第２位 １７個

第３位 １５個

第４位 認可保育所の整備 １３個

第５位 延長保育 １２個

（２）基本目標別順位トップ３

■基本目標①「子どもの最善の利益を優先します」　（重点事業数：１２事業）

順位

第１位

第２位

第３位 児童館等整備事業

〃 学童クラブ

〃 放課後子ども総合プランの推進

〃 公園再整備の計画的推進

〃 いじめ防止対策の推進

〃 健康と体力向上の推進

■基本目標②「保育の量的整備のみならず、保育の質を重視します」　（重点事業数：２０事業）
順位
第１位
第１位
第２位 認可保育所の整備
第３位 延長保育

■基本目標③「困難を抱えた子どもと家庭への支援体制を手厚くします」　（重点事業数：６事業）
順位
第１位
〃

〃

第２位 学童クラブへの障害児の受け入れ
第３位 認証保育所保育料負担軽減補助事業

■基本目標④「地域の子育て力及び連携を強化します」　（重点事業数：１１事業）
順位
第１位
第２位
〃 地域子育て支援ネットワークの構築
第３位 地域防犯対策

■基本目標⑤「ワーク・ライフ・バランスを踏まえた支援を実施します」　（重点事業数：５事業）
順位
第１位
第２位
〃
第３位 男性の育児参加にむけた意識啓発

５　ワークショップ「すみだの理想の将来像を描こう！」に出された意見　（計４件）

小学校のそばに学童クラブをきちんと作ってほしい。
ボール遊びができる公園がほしい。
３、４か月健診の時に子育てひろば等をもっとＰＲしてほしい（意外と知らない人が多い）。
父子家庭へのサポートをもっと多く周知する方法を考えてほしい。

※「保育所・幼稚園」のテーマについては意見なし。

ワーク・ライフ・バランス推進事業 １５個
子育て支援のための情報発信アプリの運用 ９個

９個
７個

子育て支援に関する区ホームページコーナーの運用

４　計画書に掲げる重点事業のうち、特に力を入れてもらいたい事業にシールを貼ってください。

事業名 シールの数
子育てサポーターの育成・活用 １０個
学校における地域人材の活用 ８個

８個
７個

事業名 シールの数

ワーク・ライフ・バランス推
進事業

⑤ワーク・ライフ・バラスを踏まえた支援を実施します

②保育の量的整備のみならず、保育の質を重視します

②保育の量的整備のみならず、保育の質を重視します

１３個
１２個

②保育の量的整備のみならず、保育の質を重視します

学童クラブ待機児童の放
課後の居場所の確保

①子どもの最善の利益を優先します

すみだ全体

テ ー マ 　　　意　　　　見

公　　園
すみだ全体

基本目標事業名
②保育の量的整備のみならず、保育の質を重視します認定こども園の整備誘導　

児童館・学童クラブ

７個

７個

７個

７個

７個

シールの数

学童クラブ待機児童の放課後の居場所の確保

事業名

１７個

高学年の放課後の居場所の確保 １１個

保育士の確保 ２０個

７個

事業名 シールの数
認定こども園の整備誘導 ２０個

障害（発達障害を含む）児の放課後対策 １１個

９個
７個

１１個
要保護児童対策地域協議会を中心とした虐待防
止、再発防止の強化

シールの数
１１個

事業名
保育所における障害児保育


