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平成29年度第2回「文京区保育のあり方協議会」議事録 

 

日時：平成30年2月4日(日) 10時～12時 

会場：文京シビックセンター 21階会議室 

 

＜配布資料＞ 

① 平成 29年度 9月「保育のあり方協議会」事前質問への回答 

② 別紙 1：区立保育園職員配置 

③ 別紙 2：園庭面積等リスト 

④ アンケート 

 

＜文京区からの参加者＞ 

 文京区子ども家庭部 

  部長：椎名 裕治 

  幼児保育課長：大川秀樹  

  子ども施設担当課長：宮原佐千子  

  幼児保育課 幼児保育係長：日比谷光輝  

  藍染保育園 園長 ：高木良美 

  駒込保育園 園長 ：村井宗子 

  しおみ保育園 園長：森本由美子 

  目白台保育園 園長：福田由紀子 

 

 

1. 開会のご挨拶 

 

2. 文京区からの参加者紹介 

 

3. 事前質問事項についての説明 
 

【1】平成 30 年度 4 月入所希望の申込状況（2月の定番質問） 

上記について、データ提供をお願いいたします。あわせて、本申込みから変更になった入園要件又

は加点項目があれば教えてください。 
 

【回答】 

平成 30 年度4月の1次募集の状況は、次表のとおりです。 

30 年 0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4・5 歳 合計 

募集 応募 募集 応募 募集 応募 募集 応募 募集 応募 募集 応募 

区立 141 285 161 414 50 148 38 88 24 39 414 974 

私立 325 394 225 329 113 157 96 93 115 20 874 993 

合計 466 679 386 743 163 305 134 181 139 59 1,288 1,967 

  ＜参考＞ 

29 年 0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4・5 歳 合計 

募集 応募 募集 応募 募集 応募 募集 応募 募集 応募 募集 応募 

区立 141 306 162 405 50 199 39 100 25 40 417 1,050 

私立 274 359 186 268 99 138 90 59 57 12 706 836 

合計 415 665 348 673 149 337 129 159 82 52 1,123 1,886 

 

平成２９年度選考方法の見直しについては、待機児童の解消に向けて保育所の整備を進

める中で保育の担い手を確保するため、選考指数が同一になった場合の優先順位に「保
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育士等」を設けました。 
 

 （幼児保育課長 大川氏） 

上記の表は新規申し込み、第一希望のみ。0歳児で14人など、昨年度に比べて全部で81人増加

した。結果は２月9日に発送。待機児童数は5月以降判明する。担い手確保のため、同点時は

保育士を優先（在籍証明書・採用内定書で確認、有資格者は対象外）、加点変更はなし。 

 

（幼児保育係長 日比谷氏） 

上記に加え、入園希望月に、勤務を予定している保育士も優先する（週4で8時間/日、週5で6

時間/日以上で優先）。 

 

 

【2】今年度の計画と進捗及び来年度以降の保育サービス量（園児定員、新設園など）（2月

の定番質問） 

上記について、データ提供をお願いいたします。あわせて、既存の園の、園児の定員・職員

配置等の変更点などがあれば教えてください。 

 

  【回答】 

子ども・子育て支援事業計画に基づき、引き続き私立認可保育所の整備を中心に保育サービス

事業量を拡充していく予定です。なお、平成 30年4月までに開設する保育施設は次のとおりで

す。 

29年期中以降、30年4月までに開設する保育施設 

 開設 
時期 種別 保育所名 

所在地 定員 運営事業者 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 

1 H29.6 小規模保育
事業Ａ型 

キッズパートナー文
京駕籠町 

本駒込六丁目1番22号 
ヒューリックレジデンス
駒込１階 

3 8 8 - - - 19 ケアパートナー株式
会社 

2 H29.9 小規模保育
事業Ａ型 

ちいさいおうち小石
川 

小石川五丁目38番2号 
クレストヒルズ小石川１ 
階 

6 6 7 - - - 19 一般社団法人まちの
LDK 

3 H29.12 
小規模保育 
事業Ａ型 

サンライズキッズ保 
育園白山園 

白山一丁目７番11号
小澤第一ビル１階 3 4 5 - - - 12 

株式会社エクシオ
ジャパン 

4 H30.4 認可保育所 
にじのいるか保育 
園千石第二 

千石三丁目39番 
9 15 16 16 17 17 90 

学校法人滋慶学園 

5 H30.4 認可保育所 
テンダーラビング保 
育園小石川 

後楽一丁目８番13号小
石川運動場内 9 15 16 20 20 20 100 

株式会社テンダーラ
ビングケアサービス 

6 H30.4 認可保育所 
こひなたさくらさくほ 
いくえん 

小日向二丁目18番 
6 10 12 16 16 16 76 

株式会社ブロッサム 

7 H30.4 認可保育所 モニカ本駒込園 本駒込三丁目20番３号 6 8 10 12 12 12 60 株式会社モニカ 

8 H30.4 認可保育所 
こどもヶ丘保育園 
本駒込園 

本駒込四丁目42番２号 
3 5 7 10 10 10 45 

株式会社チャイルドビ
ジョン 

9 H30.4 
小規模保育 
事業Ａ型 

ＭＩＲＡＴＺ目白台保 
育園 

目白台二丁目13番２号 
6 6 7 - - - 19 

株式会社ＭＩＲＡＴＺ 

10 H30.4 小規模保育
事業Ａ型 

キューピールーム
新大塚園 

大塚四丁目46番５号ア 
トラスアベニュー文京大
塚１階 

2 5 5 - - - 12 株式会社キューピー
ルーム 

11 H30.4 小規模保育
事業Ａ型 

繭の糸おとわ小規
模保育園 

音羽一丁目１番７号 
正進社ホールディングス
ビル１階 

3 6 6 - - - 15 辻村人財コンサル株
式会社 

計     56 88 99 74 75 75 467  

区立保育園では、定員及び職員配置に変更はありません。

私立保育園では下記のとおり定員が変更となります。 

・小学館アカデミー茗荷谷保育園：4歳児、5歳児について、各1名定員増 

・どんぐり保育園：平成 31 年度からの分園設置に伴い、定員を変更します。 
 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 

29年度 11 11 12    34 

30年度 3 11 11 12   37 

31年度（予定） 9 12 12 15 15 15 78 

   

  （幼児保育課長・大川氏） 

   増園により、定員が467人増加した。 
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【3】 保育士の一日の勤務体制・具体例（2月の定番質問） 

例年通り、具体例の提示をお願いします。時間ごとの平均の職員配置数、ならびに園児

数についても掲載お願いします。 

【回答】 

別紙1のとおりです。 

 

（幼児保育課長 大川氏） 

区立配置基準は一部、国基準（0歳3人1人、1・2歳6人1人、3歳20人1人、4・5歳30人1

人）を越えて配置している。 

 

（しおみ保育園 森本由美子園長） 

別紙1同様、7:45～19:15まで人材を配置、保育士の急なお休み等にも対応できる様に人

員を組んでいる。 
 

 

【4】 おむつの持ち帰り（2 月） 

昨年度の本協議会において、廃棄量、各園の保管スペースの確保、諸経費について庁内

での協議を進めていくとご回答いただきました。現時点での、具体的な検討状況を教え

てください。 

 

【回答】 

区立保育園等における使用済み紙おむつ廃棄処理について、この４月から導入します。具
体的な実施内容、廃棄方法等については、決定後にお知らせします。 

 

（幼児保育課長 大川氏） 

事業者と契約し、各園で処理に出す。具体的な流れは現在、検討中。すべてを一律廃棄

でなく、園で便の状態などを確認の上、必要に応じて持ち帰る。認可１８園、グループ

ホーム、キッズルームで実施する。 

 

（さしがや保育園 保護者） 

以前、おむつをなかなか替えてもらえず、お尻が真っ赤だったことがあった。おむつ替

えの基準は？ 

 

（藍染保育園 高木園長） 

一律でのルールはなく、子供に応じて個別対応している。 

 

（さしがや保育園 保護者） 

おむつを園で廃棄すると、どのくらいの頻度で替えたか分からなくなるのではないか。

何度替えたか、といった詳細までは求めないが、きちんと替えてほしい。 

 

（藍染保育園 高木園長） 

廃棄の詳細決定後、ルールなどについては具体的に検討したい 

 

（運営委員 小林） 

保護者が替え用の新しいおむつを持っていく為、おおよその使用枚数などはわかるのではな

いか。 

 
 

【５】 幼児教育・保育カリキュラム（2 月） 

 
① 保育園保護者から、ひらがなの読み書き、数の勉強などを望む意見があります。昨年度
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から実施されている「文京区版 幼児教育・保育カリキュラム」では、数や文字等に興味や

関心を深めることができるような遊びや活動を保育に取り入れることが学習の基盤とな

る、とされて おります。先取り学習として机に座って勉強として教えるのではなく、遊び

を通じて学習の基礎を整えるという方針について、変更点やカリキュラムの見直し予定が

あれば教えて下さい。 

② また、幼児教育・保育カリキュラムを導入してまもなく 2 年が経過します。本カリキュ

ラムを導入したことで何か変化はありましたでしょうか？保育士、幼稚園教諭にはどのよ

うな研修を実施していますでしょうか？保育園側、幼稚園側のご意見をそれぞれお聞かせ

ください。 
 

  【回答】 

保育園において、保育士一人ひとりの学びを深めるため、各園において研修や、カリキュ

ラム実践後の検証を行い、各年齢の保育事例集をとりまとめ、全職員に配布しました。 

また、平成２９年３月に保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教

育・保育要領が改定されたことを踏まえ、現カリキュラムの改定版として、０歳児～２歳

児まで（３歳未満児）も含めた文京区としての統一カリキュラムを策定いたしました。今

月には幼稚園教諭・保育園保育士向けの合同研修会を予定しております。 

 

（駒込保育園 村井園長） 

遊びを通じてという方向性は変わらない。カリキュラムの事例集を配布します。来年は０歳

から統一カリキュラムになる。乳児が入ることでカリキュラムが変更になるため、幼稚園と

の合同研修を予定している。 

 

 

【６】 認可保育園間の設備について（2月） 

ほとんどの新規開設の私立園では、園庭が設置されておりません。2017 年 11 月に実施した

父母連アンケートでは、私立園では「午後に外遊びができない」「プールができない」等の

意見が寄せられました。 

 

6-1 区立園を含め全認可園の建物平米数、園庭平米数及びプールの有無、園児定員数を一 覧

で提示してください。 
 

【回答】 

別紙 2 のとおりです。 

 

（幼児保育課長 大川氏） 

認可園でも組立プールが増えているが、私立園でどこまで持っているかは把握していないた

め、表には含んでいない。 

 

6-2 園庭のない保育園について 2016 年度から開始された「未就学児童の遊び場開放事業（ま

るごと子育て応援事業）」（六義公園運動場と後楽公園少年野球場を週 1  回未就学児童の外

遊びの機会の場として提供していく事業）について、園庭のない園がどれくらい活用している

か、利用状況を教えてください。また、小中学校の体育館や校庭を利用した事例はありますで

しょうか？ 

 

【回答】 

まるごと子育て応援事業については、園庭のない 30 園中、10 園が利用しております。また、

小中学校の体育館や校庭についても、教育委員会と調整の上、学校活動に支障のない範囲で、

運動会や外遊びの場として利用している状況です。 

 

（幼児保育課長 大川氏） 

六義公園運動場と後楽公園少年野球場を使用するなど、出来る限り、活用を進めている。 

 

6-3 私立園ではプールがないことで夏の水遊びが制限され、園庭がないことで運動会が開催で
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きないケースもあると聞いています。私立園と連携している区立園で現状以上の協力（午睡時

のプールの利用、運動会の共同開催など）について検討される計画はありますでしょうか？ 

 

【回答】 

区立保育園と私立保育園の連携については、園運営に支障のない可能な範囲で各園において

実施しており、また、相互連携を促進するため、私立園の地域別連絡会に当該地域における

区立園の園長も出席し、連携方法、保育内容等について話し合いを行っております。 

 
 

【７】 保育料の設定について（2 月） 

現行の保育料は、保護者の収入に応じて保育料が異なりますが、現行の階層区分、保育料と

なっている設定背景（人件費、都や国からの助成など）を教えてください。また、幼稚園の

保育料についても同様に教えてください。さらに、今後の保育料を幼稚園の設定も含めて見

直す際に、預かり時間に応じた設定の検討をする予定があるか、教えてください。 

《保護者の意見》育児休業中の保育時間は通常保育時間に短縮されるのに、保育料が変わら

ないのはおかしい。在園中に出産した場合は保育料の階層が下がる制度があるが、周知され

ておらず申請が遅れるケースがある 
 

【回答】 

認可保育園の保育料の額については、基本的な部分は平成９年から変えていません。現行

の階層区分についても、過去の保育料改訂時に細分化されたものを継承してきておりま

す。 

 また、文京区立幼稚園保育料につきましては、行財政改革推進計画の「受益と負担の適正

化」の考え方に基づき、総所要経費額（直接的人件費及び維持管理費） を算定し、利用者

負担割合２５％相当の一部金額を幼稚園保育料として設定し、幼稚園利用者に負担してい

ただいております。 

なお、子ども・子育て支援新制度で示された「公定価格」を踏まえ、保育料のあり方につ

いて検討しているところです。 

 

（幼児保育課長 大川氏） 

前提として、保育園と幼稚園は考え方が違う。保育園は以前、２３区統一の保育料定められ

ていた。現在の規定になった平成９年から、文京区は基本変更なし。D21階層に対象者が集

中したため、階層をD２５まで増やした。幼稚園は運営経費の２５％相当を保育費として負

担（月１万２千円で留めている）。保育料の見直しは国から一定の基準額（保育料の上限設

定あり）があり、子育て施設の保育料は検討中だが、国からの無償化提言もあり、検討を進

めている。（検討の詳細は、傍聴可能な子供子育て会議で。）また、育休中の保育料につい

ては、時間単価という考え方がないため、減額とはならない。在園中の出産については、個

別に園から説明をしている認識。 

 

 

【８】育児休業中の継続通園について（2月） 
2017年10月の育児・介護休業法の改正により、育児休業は最長2歳まで認められるようにな

りました。現在は、育児休業の対象児が1歳6か月になった月、または満1歳になった年度末

の翌月中（4月中）までの期間は、在園児の通園継続が認められていますが、継続通園がで

きる期間の延長は検討されておりますでしょうか？ 
 

【回答】 

法改正等を踏まえ、平成30年度より、在園児のきょうだいが満２歳になった日の月中

まで継続通園できるように変更いたします。 
 
 

【９】きょうだい入園（転園）選考時の配慮（2月） 

きょうだいで別々の園に通うことは、同一の園に通うことと比較すると格段に負担が増え
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ます。きょうだいの入園（転園）選考時に、どのような基準で入園する園が決定されるの

か、点数が  同点の場合の決定方法も含めて教えてください。 

【回答】 

認可保育園に通っているきょうだいの入園については、調整指数において「多子①」２

点を加点しております。また、同一点数になった場合は、優先される項目の１２番目に

該当しており、入所選考の上で配慮しております。 

 

（幼児保育課長 大川氏） 

「兄弟加算はやめて欲しい」という意見もあれば、「もっと加算を」という意見もい

ただいている。入園が厳しい中で色々な意見があるが、公平性を保ち、指数を付けて

いる。気持ちは分かるが、ご理解いただきたい。 

 
 

【１０】スターティングストロングプロジェクトについて（2 月） 

2017 年 11 月に行った父母連アンケートでこのプロジェクトについての認知度、「よく知っ

ている」「ある程度知っていた」を合わせて 20%程度でした。今後はどのように周知される

のか、教えてください。また、今年度の活動内容の具体例、活動の成果をご回答ください。 

 

【回答】 

平成 29 年 4 月に開始したスターティング・ストロング・プロジェクトについて、今年度

は、区民向けの事業案内資料配布、育児講座の開催及び区報・CATV 等による PR 活動を行っ

て参りました。今後は、昨年 9 月に完成した、子育て応援冊子の配布等を行うとともに、引

き続き、事業案内資料配布、区民向け講座の開催等を通して区民の方へ周知活動を行って参

ります。 

具体的な活動内容としては、区内幼稚園・保育園に教育センターの専門家チームが訪問し、

遊びグループ及び個別支援プログラムの協働開催、クラス運営支援を実施するとともに、児

童館等では遊びグループや育児相談会を実施しました。参加した保護者へは、発達促進的な

育児スキルを伝達することにより、子育てを応援しています。また、現場の職員に対して

は、発達促進的な関わり方を伝達しており、専門的ノウハウの習得につながっていると考え

ています。 

 

（幼児保育課長 大川氏） 

園を回り切れておらず、周知率が低いため、区報等でも周知を進めたい。また、子育て応援冊

子でも周知を行う。（後日配布予定） 

 

（しおみ保育園 森本園長） 

活動実施例としては、4・5歳クラスで伸ばしたいところを専門家チームへ相談したところ、５

歳は話を聞く姿勢を保持、みんなで相談して遊ぶという目標が立った。「姿勢保持」では雑巾

がけなども遊びの一環として行った。結果、他の職員と共に遊ぶことで、新しい目線で子供に

接する事ができたり、現在の支援内容と具体的な教育目標などが実感できるなど、職員の学び

となり、実際の保育に生かすことができた。 

 

 

【１１】保育園行事や保護者会の土曜日開催（2 月） 

保育園児保護者から、平日開催されている保育園行事や保護者会を土曜日に開催してほしい

という意見があります。昨年度の回答では、運動会（10 月）とお祝い会（3 月）は土曜開催

であるが、それ以外は共通のルールはなく、保護者の様々な就労形態を考慮して毎年決定し

ているとのことでした。昨年度以降、幼児保育課のお考えに変更があるようでしたら教えて

ください。 

 

【回答】 

昨年度の回答のとおり、運動会（10 月）とお祝い会（3 月）については土曜開催としていま

す。その他の行事、保護者会の一律の土曜開催については、現在のところ予定しておりませ
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ん。 

 

（目白台保育園 福田園長） 

運動会・お祝い会以外の行事については各園で検討している。 
 

 

【１２】保護者への連絡の電子化（2 月） 

フェアキャストが導入されてから5 年程度経過し、防災引き取り訓練やお祝い会・運動会

の直前連絡に使用されております。感染情報、園内行事の連絡事項、各クラスの遠足・

イベント・   その他連絡伝達のために活用する計画はありますでしょうか？また、フェア

キャストが「災害」の利用に限定さえるのであれば、保護者への連絡伝達のために他の

システムを利用するお考えはありますでしょうか。 

 

【回答】 

フェキャストについては、主に、防災引取り訓練、運動会、お祝い会の直前の連絡に使

用しております。その他として、感染症情報や園外保育、園内行事等の変更連絡等の緊

急時に使用しております。あらかじめの連絡については、保育園での掲示や紙面でのお

知らせをするので、それをご確認願います。現時点において、その他連絡伝達のため、

利用を拡大することは考えておりません。 

 

（藍染保育園 高木園長） 

保護者への事前連絡については書面や掲示などでお知らせしている。 

 

（幼児保育課長 大川氏） 

フェアキャストは緊急用という認識。保護者への連絡のシステム化は課題。連絡帳もシ

ステム化という園もあるが、保護者の意見や、費用対効果も検討したい。 

 

（運営委員 小林） 

フェアキャストの返信率は？ 

 

（幼児保育係長 日比谷氏） 

個別の集計はしていないが、確認は可能。 

 

（参加保護者） 

私立園ではアプリで連絡帳を管理しており、通勤中にスマホからでも連絡が可能。 

 

 

【１３】担任の配置（2 月） 

各クラスの担任を決定する際に、どのような点（経験年数、保育士の特性、クラスの特性な

ど）を考慮して配置されているか教えてください。 

 

《保護者の意見》 

・ 入園間もない時期に、別のクラスの事情で担任 1 人が突然別のクラスへ異動となり、ようや

く園生活に慣れたところだったので、とても不安になった。 

・ 新年度早々に休みに入ることが分かっていた先生が、唯一の持ち上がり担任であり、子供をよ

く知る担任がいなくなり、不安に感じました。 

・ 学年が上がる際に、担任 3 名中 2 名が他園に異動となり、新年度も継続して担任になったの

が新卒一年目の保育士で、不安があった。 

・ 要配慮児が多く受けいれられるようなったと思う（それ自体には賛成である）が、人員配置が

ともなっておらず、他の園児にしわ寄せがきている。具体的には、園外への散歩が減った。保

育参加で外に出た時、要配慮児の世話で保育士 1 名が手いっぱいになっており、他の子供の

危険を感じた。園内でも放っておかれている時間が長いように感じる。 
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【回答】 

クラス担任については、保育園内の職員の経験年数等を考慮し、一人はもちあがりとする

等、園長が決定しています。しかしながら、職員の体調不良や妊娠出産等により原則通りに

決められない場合も出てきます。担任等について何か心配や不安な点などがある場合は、遠

慮なく園長に相談してください。園長会の場において、保護者の  皆様が不安に感じることが

少なくなるよう配慮していこうと確認しあったところです。また、要配慮児には必要な人員

配置を行うと同時に、園内での協力体制を構築して対応していきたいと考えております。 

 

（目白台保育園 福田園長） 

配置については各職員のヒアリングも行いながら園長が決定しているが、極力一人はもちあ

がりにするなどしている。不安があれば、園長に相談してほしいし、いろいろ意見を聞かせ

てほしい。要配慮児については区と相談しながら、進めていきたい。 

 

（ハッピーマム保育園 保護者） 

私立園なので、区立と事情が違うと思うが、保育士の需要が高まっており、私立園は人の入

れ替わりが年々多くなっている。ちょっとでも良い条件の園へ、という保育士の気持ちもわ

かるが、保護者としてはその度に不安が生じる。そこに対する区の取り組みは？ 

 

（子ども施設担当課長 宮原氏） 

保育人材の定着を念頭に置き、施策を進めている。保育士の賃金はキャリアアップという事

で、進めていく。また、都内は住居費も高いため、宿舎借り上げ制度がある。新しい保育士

が次々、保育園へ入るのは不安と思い、開園間もない園には園長・副園長経験者がアドバイ

スを行っている。 

 

（ハッピーマム保育園 保護者） 

区立でも同様か？ 

 

（幼児保育課長 大川氏） 

期の途中でも介護や家庭環境で辞めてしまう人はいる。ここは研修を通じて定着を図ってい

きたい。 

 

（参加保護者） 

配置発表時期について、もう少し前倒しできないか？ 

 

（幼児保育課長 大川氏） 

区側の人事活動が３月に入ってから本格化するため、各園での発表時期はどうしても３月末

になってしまう。 

 

（運営委員 小林） 

決定後、どれくらいの期間で発表しているか？ 

 

（幼児保育課長 大川氏） 

人事異動通知は３月中旬以降に各園で行う。新年度の担任発表は３月末、４月１日あたり。 

 

（運営委員 小林） 

園外異動だけでも早く周知はできないか。 

 

（藍染保育園 高木園長） 

3･4日～１週間前くらいには発表している。それ以上の前倒しは難しいのが現状。 

 

（本駒込保育園 保護者） 

実例として、12月末で副園長が不在になった。そのままの不在状態にもかかわらず、園長が

交代した。結果、年長先生が副園長を兼任し、クラスの保育にあまり入れない状況となっ

た。新任の園長・担当教員は頑張っているが、区として配置を考えてほしい。 
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（幼児保育課長 大川氏） 

年度途中での人事異動は難しいが、2-3月の繁忙期の事務的ヘルプを検討している。4月以降

の人員も検討中。 

 

（運営委員 小林） 

役職者以外の場合は、臨時職員が入るかと思うが、今回は副園長だったため補充ができなか

ったのか？ 

 

（幼児保育課長 大川氏） 

副園長という事務職であるため補充が難しかった。事務職をいかにヘルプできるか。新体制

は検討中。 

 

 

【１４】園での生活（歯磨き、お昼寝、トイレトレーニングなど）（2 月） 

以前の本協議会でご回答いただいておりますが、下記の方針に変更があれば、教えてくださ

い。 

・ 歯磨き：全園で歯科衛生指導を実施しているが、虫歯になるリスクと安全性を考慮して

歯磨きの導入はしていない。 

・ お昼寝：年長児は運動会後から時間を短縮するが、状況に応じて個別に対応する。 

また、お昼寝について、年長児以外のお昼寝時間の個別対応について、現状を教えてくださ

い。さらに、トイレトレーニングについて、区立園で統一した方針があればおしえてくださ

い。 

 

【回答】 

歯磨きについては、以前の回答より変更点はありません。 

お昼寝は、保育園において園児が長い時間過ごす中での休息と考えており、体力等には個人

差があるので、昼寝時間等については、必要に応じて個別に対応しております。 

トイレトレーニングについても、一人ひとりの発達の違いがあるので、その子にあった対応

をすべきであり、担任と保護者が相談しながら進めております。 

 

（藍染保育園 高木園長） 

トイレについては個別対応となるため、担任と相談してほしい。 

 
 

【１５】園のセキュリティ（2 月） 

2016 年度第二回のあり方協議会にて、「平成29 年度の重点施策として、保育園の外門に電

気錠の設置及び区立保育園全園に防犯カメラの設置が認められた」とご回答頂いておりま

す。現在の設置状況を教えてください。また、実際に不審者が現れた際はどのような対応を

することになっていますか？マニュアルなど策定していれば、教えてください。 

また、登園・降園時に職員の方が門に立って下さっていますが、どの時間に入口に配置する

か、基準は設けていますでしょうか？ 

 

【回答】 

各園のセキュリティ対策にいつもご協力いただきありがとうございます。 

これまで区立保育園では、耐震工事等のタイミングで電気錠の設置を行ってきました。今年

度は藍染保育園、しおみ保育園にて設置が完了し、本駒込保育園にて設置工事を行 っている

ところです。また、来年度は大塚保育園の設置を予定しています。 

防犯カメラについては、区立保育園 16 園での設置が完了しました。青柳保育園について

は、改築工事完了と同時に設置する予定です。 

また、区立保育園のセキュリティについては、送迎の際には各園で作成しているカードで確

認をとっています。各園での不審者情報については、園より幼児保育係及び園長会に報告さ

れ、安全対策を共有化するとともに、警察等へのパトロール強化の依頼や関係部署との連携



10  

を図っています。 

また、門に職員が立っている時間や配置は、各園の立地状況によって異なるので特に基準等

は設けておりません。 

 

（幼児保育課長 大川氏） 

青柳は仮校舎のため、本校舎設置時に行う。 

 

（駒込保育園 村井園長） 

入口に立つ時間は立地条件もあり、各園共通の時間は決めていない。出入り口は避難訓練も

含め、確認をしている。訓練には警察にも協力してもらい、アドバイスをもらっている。心

配な時は、都度意見を寄せてほしい。 

 

（幼児保育課長 大川氏） 

防犯面だけでなく、保護者や近隣の方との交流なども含め、門に立つことは必要かと思って

いる。 

 

（運営委員 小林） 

訓練をすることで、色々な視点で見ることができるようになると思う。保護者も意見を言う

事が重要だと思う。 

 

 

【16】保育士の対応（2 月） 

「登園・降園時に担任が忙しそうで話しかけにくい」、「私立園と区立園の先生の対応が異

な    る」という意見があります。登園時や降園時に園児の健康状態を確認するなどの手順、

マニュアルは何かありますでしょうか？また、区立保育園の社会における役割、保育園職員

と保護者とのかかわりなど、理念があればご提示願います。 

 

【回答】 

公立、私立に限らず保育園職員は、それぞれに子ども達のこと、保護者の方々との関係を大

切にしています。確かに、登園時や降園時において、当番体制の対応でもあり、丁寧な対応

ができない場合もあります。 

その日に伝えなくてはいけないことなどあれば、遠慮なく声をかけてくださいますようお願

いします。 

また、保育士マニュアル等を活用し、各園において話し合い等を行い、保護者の方の不安を

取り除けるよう対応してまいります。 

 

（目白台保育園 福田園長） 

公立・私立共に子供のことを第一に考えている。子供の安全のため、忙しいタイミングもあ

るが、必要な事は、その場の職員でも園長でも積極的に声をかけてほしいまた、保育士マニ

ュアルがあり、対応策など、新人保育士もそれに沿いながら進めている。何でも話してほし

い。 

 

（幼児保育課長 大川氏） 

待機児童で私立の整備を進めているが、保育の質の一定化した提供を目指している。区立・

私立の情報共有も進めており、区立園長・福園長経験者が私立もまわりアドバイスを行って

いる。 

 

（運営委員 小林） 

保育園側に伝えたいことがあれば、日中TELをする方法もある。 

 

 

【１７】給食の調理委託（2月） 

今年度 4 月より、2 つの区立園で給食調理の外部委託が開始されたことに伴い、栄養士が配
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属となりました。新たに栄養士を配置したことにより子供たちの食育にどのような影響があ

っ    たか（見込まれるか）教えてください。また、外部委託による現場の課題があれば教

えてくだ   さい。 

 

【回答】 

栄養士を配置したことで、日々の子どもとの関わりを通して、食に対する興味を引き出した

り、質問や疑問に答えることができ、信頼関係も深まっています。子どもと調理室とのパイ

プ役として、子どもの様子を調理従事者と共有し、調理業務に反映できています。給食を楽

しみに待つ声も聞かれ、食への関心も高まっているようです。また、こひなた保育園及び本

郷保育園共に時間通り安全な給食が提供されています。衛生管理、施設管理についても良好

に履行されており、園児や職員とも良好なコミュ ニケーションがとれています。 

現場の課題としてあげるとすれば、パート社員について委託開始当初と年度途中で欠員とな

る時期が生じています。この場合、事業者の社員等による補充により対応しています。 

 

（幼児保育課長 大川氏） 

1歳児園では今まで栄養士がいなかったが、業務委託で栄養士が新たに配置された。保護者ア

ンケートでもおおむね良い評価を得ている。課題としては人事異動やパート職員の退職が出

ているが、人員が不足しないよう契約している。次年度は藍染・駒込の2園で外部委託開始す

る。 

 

（運営委員 小林） 

こひなたも外部委託になっているが、大きな問題はない。初夏に試食会も開催され、野菜が

煮込まれ過ぎた感があったが、秋に保育士体験をした際には問題なくなっていた。改善が認

められている。こちらは何かあれば父母連や幼児保育課へ連絡ください。 

 
 

【１８】行事へのきょうだいの参加（2 月） 

行事（運動会及びお祝い会）に在園児のきょうだいの参加基準を設定している区立園はどれ     

くらいありますでしょうか？また、参加を制限される（された）理由を教えてください。 

《保護者の意見》 

・ 昨年は園の方針でお祝会に小学生（1 年生を除く）のきょうだい参加が不可とされました。保

育園のイベントを通して、小学生のきょうだいも、家族の成長を一緒に見守ることは大切だと

考えている。会場の広さに制限があるのは理解しているが、小学生の観覧を制限するよりは、

保護者の入れ替えなどにより上手く対応している事例がある。    情報共有をして、行事に小

学生のきょうだいが参加できることを区立園で統一して欲しい。 

 

【回答】 

日頃より保育園行事についてご協力ありがとうございます。 

運動会については、小学校体育館など広い場所で実施しており、特に人数制限は設けており

ません。 

お祝い会については、保育園にて行う関係上、参加人数と場所に限りがあり、各園、部形式

や人数制限をするなど工夫して開催しております。小学生の参加が可能な園においても、保

護者の傍での参加にしており、参加人数にも含めております。また、小学生の参加をお断り

している園は、会場の狭さや人数入れ替えなど工夫してもなお参加スペースに余裕がなく、

また、過去に小学生の参加により、トラブルが発生した例もあり、やむを得ずお断りしてい

る状況にございます。したがいまして、行事の小学生参加について、区内で基準を統一する

ことは難しいと考えております。 

 

（しおみ保育園 森本園長） 

小学生が大きな声を出したり、立ち入り禁止区域に入ってしまうなどの事例もあり、現状の

様な運営になっている。 

 

（本駒込保育園 保護者） 

事例として、行事を3部構成にし、5歳児の参加する時間帯には5歳児の家族は人数制限なく参



12  

加可能とした。こちらは、今年やってみて、来年度以降を検討する事になっている。ぜひ、

共有して進めてほしい。 

 

（しおみ保育園 森本園長） 

園長会でもお祝い会の在り方を引き続き検討していく。 

 

 

【19】水遊び時のおむつ着用（2月） 

オムツの外れていない園児について、水遊びする際に、気をつけていることはありますか？    

また、お漏らししてしまった場合には、どのように対応していますか？ 

 

【回答】 

乳児、特に 0 歳児は、個別のビニールプールやたらい等を使用して対応しており、1～2 歳

児は、2～3 人用のものを使用しております。お漏らし等があった場合は、速やかにおむつを

取り替え、衛生面に配慮しております。 

また、幼児については、大きいプールには入れませんが、個別のプールを使用し、対応して

おります。 

 

 

【その他、質疑応答】 

 

（こひなた保育園 保護者） 

スターティング・ストロング・プロジェクトは配慮が必要な子供の発見に役立つか？ 

 

（しおみ保育園 森本園長） 

子育てカウンセラーも含め、子供にあったプログラムを構築し、クラス運営支援など、保育

に活用している。 

 

（こひなた保育園 保護者） 

要配慮児童に対する配置人員には偏りがある？ 

 

（幼児保育課長 大川氏） 

区や教育センター職員で判定会を行い、必要に応じて配置している。 

 

（こひなた保育園 保護者） 

配慮児の先生に必要な資格などはあるか？ 

 

（幼児保育課長 大川氏） 

特別な資格を求めず、その子に応じた保育を行っている。 

 

（運営委員 小林） 

判定会にかかるためには、保護者の承認が必要。以前は保育士が保護者に伝えるることもあ

ったと思っているが、専門家から意見を伝える方が保護者の納得感が得られると思う。保護

者の許諾判断に違いがでているか？ 

 

（駒込保育園 村井園長） 

毎月教育センターの先生が回っており、スターティング・ストロング・プロジェクトの前か

ら配慮が必要な子供については専門家の意見をもらっている。スターティング・ストロン

グ・プロジェクトはどちらかというと、クラス運営がスムーズになるように進めているプロ

ジェクト。 

 

（千石保育園 保護者） 

スターティング・ストロング・プロジェクトのカリキュラムが変更になったかと思う。各個

人への指導方法が違うだろうが、どのような内容をおこなっているのか？ 
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（しおみ保育園 森本園長） 

実例として、「ここ伸ばしたいと思い、これをした。」などクラスで行ったことや、子供が

どう変わったかを写真で伝えた。分からないときは担任に聞いてほしい。 

 

（幼児保育課長 大川氏） 

幼児保育カリキュラムとスターティング・ストロング・プロジェクトの違いを説明。 

・幼児保育カリキュラム 

幼稚園と保育園で違いがあるかのように伝っているが、統一性を持たせるため、カリキュ

ラムを作った。0-2歳も追加になるので、勉強会を行い、4月以降の保育内容を統一させてい

く。 

・スターティング・ストロング・プロジェクト 

教育センターが子供の発達のため、遊びや接し方のマニュアルを作成。ここで要配慮児童も見

つける。 

 

（参加保護者） 

餅つきが中止になった。また、野菜を育てたが、育てた野菜を園で食べられない。食育の方針

は？ 

 

（藍染保育園 高木園長） 

衛生基準法が国や区であるが、文京区としての基準法に準じて行事判断。放射能・誤飲の可能

性なども考慮し、栄養士と相談して進めている（区統一かは後日回答）。 

 

（久堅保育園 保護者） 

昼寝用毛布について、1年で一度も洗濯していないと聞くが本当か？ 

 

（駒込保育園 村井園長） 

クリーニングには出していないが、晴天の土曜日にクラス毎に干すなどしている。布団を使用

していた時は布団感乾燥を使い、毛布も行っていたが、コットベットになり布団乾燥機もなく

なったため、行えていない。 

 

（久堅保育園 保護者） 

実際、先生が干すのは難しいのでは。洗濯について区で予算を出すべきではないか？ 

 

（幼児保育課長 大川氏） 

持ち帰って検討したい。 

 

（参加保護者） 

オムツ廃棄についてだが、便の状況によって持ち帰る理由は何か？家で便を見返すこともない

ので、園で捨てて欲しい。 

 

（幼児保育課長 大川氏） 

便をチェックすることで、子供の健康状況を見てほしいという意図がある。感染症の疑いがあ

る場合、回収をしないという業者との取り決めもある。 

 

（参加保護者） 

感染症の疑いがあるオムツを持ち帰るのもいかがなものか。 

 

（幼児保育課長 大川氏） 

契約上、一般ごみと同様の扱いで産業廃棄物ではないため、感染症疑いのある場合には回収で

きない。（感染症疑いは産業廃棄物扱いとなる為。） 

 

（久堅保育園 保護者） 

利用者アンケートについて聞きたい。集計結果は幼児保育課に戻るのか？園では自己評価を行
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っているのか？行っているのであれば、その結果を公表してほしい。 

 

（駒込保育園 村井園長） 

保育の内容に応じて、5段階で自己評価している。その内容についての共有の仕方は各園で異

なるが、園長のヒアリングや先生同士で共有などしている。 

 

（久堅保育園 保護者） 

第三者評価は行われているか？ 

 

（幼児保育課長 大川氏） 

公立園では何年か前に行ったが、最近は行っていない。私立園の場合、第三者評価を行うこと

で加算されるため、数年に一回行っている。 

 

（久堅保育園 保護者） 

集計は各園で行わず、第三者にお願いすべきでは？ 

 

（幼児保育課長 大川氏） 

まずは園長が知るべき内容であり、それを区に上げる、流れになっているため、園で集計をし

ている。客観的評価については検討を進めたい。 

 

（運営委員 小林） 

紙の集計はどうしてもミスがでるため、園長の負担も軽くなるのであれば、電子化も検討して

はどうか。 

 

（参加保護者） 

新規保育園について、区立園を増やさず、認証園を認可園にしていくという流れのように感じ

るが、認証園の方が使い勝手が良かったという意見もある。今後の選択は？ 

 

（子ども施設担当課長 宮原氏） 

多くは認可園を望んでいるが、認証園のニーズも把握している。認証園は東京都が管轄してお

り、文京区としては排除するつもりはない。 

 

（参加保護者） 

調整指数を増やし、保育有資格者の子どもが保育園に入りやすくなると良いと思う。 

 

（幼児保育課長 大川氏） 

職業で加点をつけるのもいかがか、という意見がある中で、厚労省などの指針もあり、当面は

調整指数で対応したい（区外への転勤の場合など、どうするかという意見もあり）。 

 

4. 開会のご挨拶 

（子ども家庭部部長 椎名氏） 

コミュニケーションを重ね、きちんとした対応をしていきたい。保育の質が低下しない様、予

算を計上している。 
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