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平成30年度 第1回「文京区保育のあり方協議会」議事録 

 

日時： 平成30年9月9日(日) 10時～12時 

会場： 文京区男女平等センター 研修室A 

 

＜配布資料＞ 

① 平成 30年度 第 1回「文京区保育のあり方協議会」議事次第 

② 平成 30年度 9月「保育のあり方協議会」事前質問への回答 

③ 別紙 1（園児数と職員配置） 

④ 別紙 2（平成 30年度 8月 1日現在 保育園非常勤職員 配置実績） 

⑤ アンケート 

 

＜文京区からの参加者＞ 

文京区子ども家庭部 

幼児保育課：横山尚人 課長 

子ども施設担当課：中川景司 課長 

幼児保育課 幼児保育係：伏屋明子 係長 

 

1. 開会の挨拶（父母連会長川上） 

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 

（各質問に対して、主に横山課長が回答） 

 

保育園定員・待機児童等 （9 月の定番質問） 

① H30年 4月の時点での、認可保育園と認証保育園の定員数、またその前年度からの変化を教えて

ください。 

【回答】 

定員数                      各年度 4月 1日現在 単位：人 

 認可保育園等(※) 認証保育所 

30年度 4,645 98 

29年度 4,177 96 

増減 406 2 

  ※お茶の水女子大学こども園（保育所部分）、小規模保育所の定員も含めています。 

 

② 今年度の「待機児童数」「認可保育園入所申込数」「認可保育園入所不承諾数（2次募集も含めた

最終的な不承諾数）」を教えてください。また、『待機児童』『認可保育園入所不承諾』の定義に

ついて確認させてください。 

【回答】                                     単
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位：人 

 30年度 29年度 

新定義 旧定義 旧定義 

待機児童数 100 215 283 

認可保育園入所不承諾（入所保留）者

数 
884 

884 
958 

認可保育園入所申込数 2,173 2,173 2,091 

 

 

 

 

 

○ 待機児童の定義について 

本区では、国から示された定義に従って、「保育の必要性の認定がされ、特定教育・保育施設等

の利用の申込がされているが、利用していないもののうち、認証保育所、グループ保育室、家庭

的保育者等の特定教育・保育施設等以外の場で適切な保育を行われている児童を除いた児童」を

待機児童としています。 

 

○ 認可保育園入所不承諾（入所保留）の定義について 

認可保育所入所又は転所申請があり、入所又は転所等ができなかった方を入所不承諾（入所保

留）としてカウントしています。 

     

【当日追加コメント】 

・それぞれ保護者が、自分がどの分類に属しているかということは、わからない 

・認可外施設利用者は待機児童には含まれない。 

・認可保育園に入れなかった総児童数は 717名である。 

・人口変動で数字の目標値が変わると思われるがどのように対応するのか？ 

→毎年推計の見直しを行っており、継続的に必要量を検討する。 

 

2. 保育士配置 （9 月の定番質問） 

① 今年度の各園（認可区立、認可私立）の園児数、常勤保育士数（定員と 4月末現在の在園児数）

のデータを教えてください。 

【回答】 

各園の園児数、正規保育士の数は別紙１のとおりです。（4月 1日現在） 

 

② 前年度の保育士の採用・退職数についても、園ごとに教えてください。 

【回答】 

区立保育園の平成 30年 4月 1日付保育士の採用者は 20名で、平成 29年度中の退職者は 21 名

※保育所等利用待機児童数調査要領における育児休業の取り扱いの変更点 

（旧定義）保護者が育児休業中の場合については、待機児童数に含めないことができること。 

（新定義）育児休業中の保護者については、保育所等に入所できたときに復職することを、保育所入所保 

留通知書発出後や調査日時点などにおいて継続的に確認し、復職に関する確認ができる場合には、待機児

童数に含めること。ただし、それが確認できない場合には、待機児童数に含めないこと。 

国から示される待機児童数を算定するための定義のうち、育児休業に関する取り扱いが平成 30年度

から変更になっています。 
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（うち定年退職者 7名）です。また、平成 29年度に育児休業を取得している保育士の代替で正規

保育士を配置し、平成 30年度に育休から復帰した後も継続配置している保育士が 3名います。 

なお、園ごとの採用・退職者数については、個人が特定されてしまうため、公表しておりませ

ん。 

 

③ 常勤保育士を補助する職員（非常勤保育士や保育補助の先生）の配置状況を教えてください。

非常勤保育士数や、非常勤保育士全員の勤務時間数（保育課で把握されている形で結構です）

など、量的に把握・比較できるようなデータを教えてください。 

【回答】 

別紙２のとおりです。 

 

3. 延長保育の定員・選考について（9 月） 

延長保育について、定員が必ずしも園の定員数と比例せず、定員に達していない園、逆に待機が出

ている園もあります。 

① 各園の延長保育の定員と園の定員数、利用者数および待機児童数を教えてください。 

【回答】                                           

８月１日現在 

園 名 定員数 延長保育定員数 延長保育利用者数 延長保育待機児童数 

藍染保育園 87 22 21 0 

久堅保育園 123 22 18 0 

青柳保育園 85 22 15 0 

さしがや保育園 128 22 22 0 

駒込保育園 93 22 22 3 

こひなた保育園 97 22 17 0 

本郷保育園 93 22 18 0 

大塚保育園 103 22 18 0 

しおみ保育園 107 22 11 0 

千石保育園 146 22 22 12 

向丘保育園 133 22 22 5 

水道保育園 122 22 19 1 

本駒込保育園 99 22 16 0 

本駒込南保育園 121 22 16 0 

千石西保育園 117 22 17 0 

本駒込西保育園 53 15 3 0 

目白台保育園 86 22 13 0 

柳町保育園 64 18 7 0 

根津保育園 21 10 3 0 

お茶の水女子大学こども園 60 14 13 2 
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※延長保育定員数及び延長保育利用者数には、延長保育スポット及び保育短時間認定スポットを

含みません。また、私立保育園の延長保育の状況は把握しておりません。 

 

② また、延長保育を受けるための基準および定員を超えた場合の選考方法につき教えてください。 

【回答】 

就労時間等が原則として午後６時１５分を超え、かつ、他の同居の親族等が対象児童の

保育を行うことができない場合にあって、１歳児クラス以上の児童について延長保育を実

施しております。 

なお、選考については、勤務時間（通勤時間を含む）がお迎えに間に合わない状況、保

護者以外の方（祖父母、ベビーシッタ等）がお迎えしている状況、 ひとり親世帯の状況、

在園児のお迎えの状況、きょうだいの延長保育の利用状況、転所申込での転所前の延長保

育の利用状況、延長保育申込の待機状況、スポット延長保育の利用状況等を基に、総合的

に保育の必要性を判断して行っております。ただし、保育料及び延長保育料の滞納がある

場合は、延長保育の対象としておりません。 

 

③ 今後、選考基準の改定や定員の調整・拡大などを検討されているか教えてください。 

【回答】 

延長保育の選考基準につきましては、利用者の公平性向上の観点から、より社会状況に適合

した制度となるよう毎年度見直しをしております。 

なお、延長保育の定員数につきましては、その年度によって待機児童数の状態が異なること

から、現時点において調整・拡大の予定はございませんが、待機が常態となっている園につい

ては、今後検討してまいります。 

 

【当日質問および追加コメント】 

・千石、向丘の延長保育で待機がでている。これらの園での策は？ 

→これらの園の昨年までの待機は 0-1 名であり、まだ常態とは言えないため、今後常態となるようで

あれば検討する。 

・延長保育利用と保育料滞納は関係ないのではないか？ 

→デリケートな問題であるので、詳細な説明は難しいが、待機児童もでており、ルールを守っている

保護者に利用してもらうということにしている。 

・千石保育園のような待機児童の多い園で、延長保育の時間だけ非常勤職員を配置転換するというこ

とはできないか？ 

→今後検討する。 

・職場の状況も毎日定時というわけではなく、正式な勤務時間帯前後でも働いている。必要時に早朝

保育を行う等、保育時間の融通を利かせる必要があるのではないか？ 

→基本的には基準の定時勤務時間表を元に保育時間決定を行っているが、状況を説明する文書をつけ

てもらえれば見て可能な限り柔軟な対応を行う努力をしている。状況が改善するよう今後も継続的に

検討していく。 
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4. 幼稚園入園・預かり保育への申請における、卒園加点の検討について（9 月） 

保育園申請に際し、「年齢上限のある区内の認可保育園もしくはグループ保育室の卒園に伴う入所申

込み又は文京区保育ママにおける保育の提供の終了に引き続く入園申込」ついては、調整加点２が

設定されていますが、このような調整加点を区立幼稚園への入園/転園選考、区立幼稚園の預かり保

育の選考にも適用することは検討していますか？ 

【回答】 

    区立幼稚園への入園/転園につきましては、認可保育所等の入所選考と異なり、申込者数が募集

人員を超えた場合に限り、選考ではなく抽選によって入園予定者を決定しております。 

    また、預かり保育の選考につきましては、就労、介護・病気療養、産前産後の休養の順番に児

童を決定し、同じ順番の場合は抽選により決定しております。 

そのため、調整加点をすることはできません。 

 

【当日追加質問およびコメント】 

・幼稚園が抽選での入園となるのであれば、不確実性が高いので、そもそも共働きの保護者にとって

の選択肢にはなり難い。他区ではどのようになっているのか？ 

→法律上、保育園、幼稚園では管轄が異なるが、待機児童問題を解決しなくてはならないので、折衷

案として幼稚園でも預かり保育を行うようになってきている。需要を考えると、確かに今後検討が必

要な課題であると認識している。他区については確認していない。  

・保護者がテレワークで入園点数が減少してしまう不利益を被っている自治体もあるようであるが、

文京区はどうなのか。 

→指数の考え方の変更は毎年行っている。今後もこれまで通り見直しを行っていく。指数がどういう

意味でついているかということは HPで示している。 

・現在保育園を増やしたとしても、今後こどもは減っていく。認可園でいろいろ増やすというよりは、

こども園等を増やして対応しておいたほうが、長いスパンで考えるとよいのではないか？ 

→今後検討する。 

 

5. 新設園の立地に関して（9 月） 

近所の保育園に入れず、区内の遠方の保育園に通う園児も少なくありません。地下鉄や電車の駅か

ら通い保育園も多くなっておりますが、新設園を設置する際に、駅やバス停へのアクセスについて、

どの程度考慮していますか？今後、最寄り駅から遠い園に関しては、何らかの対応（園バスなど）

を検討していますか？ 

【回答】 

認可保育所等の新設にあたっては、交通機関へのアクセスについて、可能な限り考慮に入れた上

で、整備を進めている状況です。ご指摘の園バス等による送迎については、各園における人員体制

確保等の課題もあることから、現時点で実施する予定はございません。 

 

【当日追加コメント】 
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平成 30年 9月以降の計画で新設が決まっているのは 9施設。認可保育園が 5園、小規模 2園、保育マ

マが 2園となっている。それ以外にも検討中のものがある。 

 

【後日追加回答】 

その後、開設の条件が整わない園が１園（保育ママ）出たので、30 年 9 月 27 日現在で、新設が決ま

っているのは 8園である。 

 

6. 保活者への情報提供（9 月） 

① 現在の区のホームページや配布資料には、文京区の「待機児童対策の取組や入所不承諾者

（定員と応募者数）」が掲載されていません。各園ごとの延べ人数の申し込み状況では、文

京区全体の入りやすさなどはわかりづらいと思いますので、これらの情報を区の HP で確認

できるようにして頂くことは可能ですか？ 

【回答】 

待機児童対策の取組につきましては、子ども・子育て支援事業計画に基づき、保育サービ

ス量の拡充を図っております。そのため、新規園の開設が決まり次第、ホームページ等で情報

を提供するとともに、入所不承諾（入所保留）となっている方に郵便でご案内をお送りしてお

ります。 

なお、入所不承諾（入所保留）者（定員と応募者数）につきましては、毎年度５月に集計し

ておりますので、今後ＨＰで確認できるよう対応してまいります。 

 

② 現在の区のホームページや配布資料では、保活者が認可園を比較検討するための情報が不

足している、との声が上がっています。各園（特に区立園と私立園）では、日々の持ち物

やカリキュラム、プールの有無、歯磨きの有無、イベントの内容など、様々な面で異なり

ます。保活者が知りたい情報を、分かりやすいように項目ごとの一覧表として、区の HPに

掲載して頂くことは可能ですか？ 

【回答】 

昨今、保護者のニーズも多様化しており、区民の方から様々な要望をいただいておりま

す。全ての要望に応えることは難しいと考えておりますが、より多くの情報が提供できる

よう検討してまいります。 

なお、私立園については、区が直接運営していないため、区のＨＰにおいて各園のＨＰ

を紹介し、そちらでご確認いただいておりますが、私立園に対して情報の充実を働きかけ

るよう対応してまいります。 

 

③ 近隣の区では、認証保育所の空き状況についても区の HPで公開されています。文京区でも

区の HP で確認できるようにして頂くことは可能ですか？企業主導型保育施設に関しても、

区と連携しながら空き状況を公開して頂くことは可能ですか？ 

（参考） 

・板橋区 
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http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/089/089066.html 

・豊島区 

https://www.city.toshima.lg.jp/452/kosodate/kosodate/hoikuen/ninsho/1510081110.h

tml 

・新宿区 

http://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/file04_07_00034.html 

・北区 

https://www.city.kita.tokyo.jp/k-hoiku/kosodate/hoikuen/hoikuen/ninkagai/hoiku-0

4.html 

・荒川区 

https://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/hoiku_takuji/ninsho/ninshoakijokyo.ht

ml 

【回答】 

    ９月より区内に３園ある認証保育所の空き状況について、区 HP で確認できるよう検討

いたします。認証保育所以外の認可外保育施設（企業主導型保育施設を含む。）の空き状況

の公開については今のところ予定しておりません。 

    

【当日追加質問およびコメント】 

・認証保育園は管轄している本社のゴーサインが必要であることもあり、現在それを含めて調整中。 

・認可外保育施設の場所を HPに掲載してほしい。 

→認可外保育施設は東京都への届け出施設であり、区も、施設から直接情報を得るわけではなく、東

京都から情報提供を得ている状態である。従って区が責任をもって施設の情報を掲載するということ

はできないが、東京都が提供する認可外保育施設の一覧のリンクは、文京区の HPでも提供している。 

 

7. 保育料無償化の影響（9 月） 

保育料の無償化が検討されていますが、これによる影響を心配する声が上がっています。保育

料の無償化に伴って先生方の待遇・施設整備への予算配分など、何か変更が予定されている事

項があれば教えて下さい。 

 

【回答】 

 保育無償化は国の方針として閣議決定され、今後具体的な内容が示される見込みであり、申

請者数の増による認定・給付事務の増加への対応が必要になると考えられます。なお、区とし

て無償化に伴う予算配分の変更は今のところ予定しておりません。 

 

【当日追加質問およびコメント】 

・予算配分の変更による懸念はないのか？ 

→むしろ保育無償化は閣議決定されているので、予算そのものは増えていくと思われ、さほど心配は

いらないと思われる。 
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8. 病児・病後児保育の拡充（9 月） 

病児シッターは有効ではあるものの、シッターよりも保育施設を希望する人も一定数存在しま

す。病児、病後児保育の拡充方法につき、区の方針を教えてください。 

【回答】 

    昨年度改定した「文京区子ども・子育て支援事業計画（平成 30 年 3 月改定版）」では、直近の

利用状況を踏まえた推計を実施し、30年度、31年度と不足が生じた結果となりました。 

    現在、この不足を解消するため、都立駒込病院内における病児保育の実施に向けて、東京都と

協議中です。今年度、東京都において実施設計を行い、その後の工事着手となりますが、早期開設

に向けて、引き続き東京都と協議して参ります。 

 

【当日追加質問およびコメント】 

・区内の病児保育室についての情報提供はどのようになっているか？ 

→現在区内の病児保育室は、順天堂のみつばちと保坂こどもクリニックである。これは HPに 

も掲載している。 

・子育て訪問支援券が、病児に利用できるように検討してもらえないか？ 

→子育て支援課の管轄であるので、確認しておく。 

・ポピンズの利用をしているが、昨年度はポピンズで病児のシッターも利用することができたが、今

年度になって中止するように言われている。これについてはどうか？ 

→これについても子育て支援課に確認しておく。 

 

【後日回答】 

区の子育て訪問支援券事業では、「お子さんが病児の場合」は利用の対象外となっています。ただし、

保育サービスの提供内容の範囲を拡大することは、各事業者の判断に委ねております。ご質問の内容

については、本年度からポピンズにおいて、変更があったものです 

 

9. 給食の調理委託（9 月） 

給食業者の外部委託が進んでいますが、区内の小学校給食では連続して異物混入がありました。保

育園給食の委託先が、別施設での調理時に異物混入などの問題があった場合の対応について教えて

ください。 

【回答】 

異物混入等事故については、エリアマネージャーを通じて各施設の調理従事者への指導・教

育の徹底を依頼する対応を行なっております。また、区内の小中学校給食を管轄する学務課と

は情報共有する機会を設けており、引き続き事例を業務に活かすべく対応を行って参ります。 

 

【当日追加質問およびコメント】 

・調理員の外部委託を今後も進めていくのか？ 

→退職が出た場合には外部委託を検討していく。 
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・業務委託をする際には、業者への確認事項として、これまでの食中毒発生の他に、異物混入につい

ても確認したほうがよいかもしれない。 

・他の職種でも外部委託を検討しているか？ 

→保育士については委託の予定はなく、区で採用し、新しい保育士で対応していく。 

 

10. 職員や園の評価システム（9 月） 

① 幼児保育課職員による、園の「現場視察」に関して現状（誰が、月に何回、など）をお教えく

ださい。 

【回答】 

区立保育園においては、保護者等からのご意見・ご要望を受けた場合や、施設・備品整備等の

機会を利用して、園の状況確認等に訪問しております。 

私立認可保育園等では、区立保育園園長経験者等が巡回指導として訪問指導を行っており、

平成 30 年度は４～６月の３ヶ月で延べ 67 回訪問しております。各施設平均４～５回／年の

訪問となっております。 

 

② 社会福祉法は福祉サービスの第三者評価を努力義務としているものの、区立保育園で第三者評

価はほとんど行われていないと伺っています。 区立保育園の第三者評価につき、今後の区の方

針を教えてください 

【回答】 

区立保育園では、毎年保護者に「保育園に関する利用者アンケート」を実施しており、利用者

である保護者の満足度を把握し、ご要望に対応しているため、第三者評価は行っておりません。今

後も直接保護者からの評価、ご要望をいただいて対応していく方針です。 

 

【当日追加質問およびコメント】 

・区立は保育士数が充実している。私立は保育士が少ないと考えられるが？ 

→表示されているものは正規の職員であるため、非常勤職員等で対応している。遵守すべき規定の人

数は決まっている。 

・私立園への巡回は、区立の園長経験者が行っているとのことであるが、予告して巡回に行っている

か？ 

→基本的には、予告してその日に行っている。心配なことがあった場合などには予告なしで行ってい

る。 

・一つの園（自分の園）しか知らない保護者も多い。第三者による評価が公平な評価であるように思

われるが？ 

→私立園は、第三者による評価も行っている。区立は特に公平性も必要であるため、園長、看護師等

は、会議等で横のつながりを作り、情報共有を行っているため、これで担保されていると考えている。 

・自分の園ではアンケートの自由記述欄にもいろいろ書かれている。ひどい状況もあった。しかし園

長がアンケート集計をしているので、きちんと区に伝わっているのか分からない。保護者は園に対し

て一定の感謝もしているため、評価も甘くなってしまう。大規模な第三者評価のための予算がなけれ
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ば、評価補助なども検討していただきたい。 

→園の視察、課長による保育士の評価等行って対応しているが、今後も引き続き検討していく。 

・アンケートはせめて文京区で開封・集計したほうがよいのでは？デジタルのほうが、集計も簡単な

のではないか？ 

→そのような意見はすでに出ている。早速、明日から考えます。 

 

【後日回答】 

私立園への巡回は、基本的には予告なしで行っている。 

 

11. 安全対策（9 月） 

区の不審者等の情報伝達のシステムについて、現行の「子育て支援計画」（27～31年度）115頁によ

ると、「学校・幼稚園情報配信システム」があり、登録した区立幼稚園・ 小中学校等の保護者の携

帯電話等にメールが入るとのことですが、必ずしも全園で実施されていないように思われます。現

在の運用状況をお教えください 

【回答】 

   区立保育園では、学校・幼稚園と同様にフェアキャストによる情報配信システムを導入しており、

公設公営保育園全園で実施しております。 

 

【当日追加質問およびコメント】 

・不審者情報等に関してもう少し情報が共有できるように検討してほしい。 

・災害等での事故もニュースとなっているが、園付近のブロック塀の危険性等の評価は行っているか？ 

→小学校通学路に関しては区で評価をしており、通学路は通園路とも似通っていると思われる。現段

階ではこれで対応していくが、各園にも働きかけていくことが望ましいと思われる。 

 

12. 毛布のクリーニング（9 月） 

保育園で使用されている毛布ですが、クリーニング予算は区としては確保していない（各園でのや

りくりに任せている）とのことですが、喘息の子供では命に係わることですので、早急な対応要望

が挙がっています。新たな予算追加が難しければ、現状クリーニングが実施している園におけるク

リーニング費の捻出方法につき、他園への周知をお願いできればと思いますが、区の対応策につき

教えてください。 

【回答】 

   区立保育園の毛布クリーニングについて、実施に向けて予算確保を検討していきます。 

 

【当日追加質問およびコメント】 

・園での予算やりくりの状況を認識されていたら教えてください。 

→園の中でのことなので現時点では把握していない。全園に予算確保すべく動いている。 

 

13. その他（9 月） 
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私立認可園と区立認可園の違いはこれまでも頻繁に話題になっており、情報を共有することにより、

双方にとってメリットがあると考えています。2月のあり方協議会に、私立認可園の園長先生のご出

席もお願いすることは可能でしょうか 

【回答】 

私立保育所等は、園長会のような組織はなく、代表園といった考えもないことから、特定の園

長を指定することは難しい状況です。 

  私立保育所等においては、区からの情報提供及び園同士の情報交換等の場として、連絡会を開

催しております。平成 30 年度においては、６月と 12 月の年２回の開催を予定しております。連

絡会には、連携園となる区立保育園の園長も出席し、私立との連携の状況や、私立園同士の連携

等について、詳細な話し合いが行われました。現在、このような場を通して、区立と私立園との

連携を促進しているところです。 

 

【当日追加質問およびコメント】 

・区に意見を言うのに、父母連を通した方が意見のほうが反映されやすいというのがあるか？ 

→区民の声、メールといった方法もあり、いずれの方法で意見を届けてもらっても対応する 

 

4. 開会の挨拶（父母連会長川上） 

 

以上 
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