
 
 

平成 30 年度 第 2 回「文京区保育のあり方協議会」議事録 

 

日時：平成 31 年 2 月 3 日（日）10:00～ 

会場：文京区シビックセンター 4 階 シルバーホール 

 

配布資料： 

① 平成 30 年度第 2 回「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（H30 年 1 月） 

③ アンケート 

 

〈文京区からの参加者〉 

文京区子ども家庭部 
加藤裕一 部長 
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 

文京区立青柳保育園：澤森美貴 園長 
文京区立本郷保育園：山本裕美 園長 
文京区立大塚保育園：瀧澤真美 園長 
文京区立本駒込保育園：長島千絵 園長 

 

1. 開会挨拶（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（各質問に対する回答） 

 

1. 平成 31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】（横山課長） 

平成 31 年度４月の１次募集の状況は、次表のとおりです。 

31 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 141 261 161 392 50 200 38 109 17 76 407 1038 

私立 410 496 334 365 193 173 206 127 267 71 1410 1232 

合計 551 757 495 757 243 373 244 236 284 147 1817 2270 

   



 
 

＜参考＞ 

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 1288 1967 

 

本申込みから変更になった入園要件又は加点項目はございませんが、選考指数が同一

になった場合の優先順位「保育士等」において、これまで区内で勤務する保育士に限定

していた要件を撤廃し、より広く保育の担い手の確保を図りました。 

 

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】（中川課長） 

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 31年６月までに開設する保育施

設は次のとおりです（認可保育所 12施設、小規模保育事業４施設、家庭的保育事業３

施設、事業所内保育事業１施設）。 

  30年期中以降、31年６月までに開設する保育施設

当日追加コメント 
これは第 1 希望を集計したものであり、第二希望以下については記載していない。三

歳児以上については、数字上は余りが出ており、園を選ばなければ必ず入れる状況で

ある。 



 
 

　※３～５歳の定員
　増分のみ記載

 

区立保育園では、定員及び職員配置に変更はありません。 

私立保育園では以下のとおり定員が変更となります。 

・繭の糸おとわ小規模保育園：１歳児、２歳児について各２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

1 H30.6
家庭的保育
事業（地域型
保育事業）

家庭的保育室Sandy's
（小堀 奈央）

本駒込 4-27-3-103 1 1 1 - - - 3 小堀 奈央

2 H30.9
小規模保育
事業Ａ型

みらいつばさ保育園千
駄木

千駄木2-13-1-206 3 4 5 - - - 12
株式会社みらいつば
さ

3 H30.11
小規模保育
事業Ａ型

赤門小規模保育園 本郷3-30-8 1,2階 - 8 9 - - - 17
プラットフォームデザ
イン株式会社

4 H30.11 認可保育所 さくらさくみらい護国寺 大　塚 6-37-5 - 10 12 15 15 15 67 株式会社ブロッサム

5 H30.12
家庭的保育
事業（区独
自）

長尾　佳奈 大塚5-40-17 1 1 1 - - - 3 長尾　佳奈

6 H31.4 認可保育所 茗荷谷ここわ保育園 小石川 5-8-9 6 8 10 12 12 12 60
株式会社ディアロー
グ

7 H31.4 認可保育所
大空と大地のなーさりぃ
茗荷谷園

大　塚 3-27-1 9 14 16 19 21 21 100
株式会社キッズコー
ポレーション

8 H31.4 認可保育所
テンダーラビング保育園
音羽

目白台 3-4 9 14 16 19 21 21 100
株式会社テンダーラ
ビングケアサービス

9 H31.4 認可保育所
グローバルキッズ茗荷
谷園

小石川5-38 6 10 11 12 12 12 63
株式会社グローバル
キッズ

10 H31.4 認可保育所 木下の保育園白山 白山2 6 12 18 20 20 20 96
株式会社木下の保
育

11 H31.4 認可保育所
こころぶんきょうみょう
がだに保育園

白山3-3 6 10 10 12 12 12 62
株式会社こころケア
プラン

12 H31.4 認可保育所 さくらさくみらい　水道 水道2-14 6 10 10 14 15 15 70
株式会社ブロッサ
ム

13 H31.4 認可保育所
グローバルキッズ大塚
四丁目園

大塚4-11 6 10 12 14 14 14 70
株式会社グローバル
キッズ

14 H31.4 認可保育所
キッズパートナー文京
関口

関口1-20-6 3 9 9 13 13 13 60
ケアパートナー株式
会社

15 H31.4 認可保育所
こどもヶ丘保育園第二
本駒込園

本駒込4-3-9 6 10 11 15 15 15 72
株式会社チャイルド
ビジョン

16 H31.4
小規模保育
事業Ａ型

ＭＩＲＡＴＺ本郷保育園 本郷4-9-7 1階 6 6 7 - - - 19 株式会社MIRATZ

17 H31.4
小規模保育
事業Ａ型

こどもヶ丘保育園本駒
込園小規模園

本駒込4-3-9 6 6 7 - - - 19
株式会社チャイルド
ビジョン

18 H31.4
家庭的保育
事業（地域型
保育事業）

NurseryroomCoco
（金井 朝子）

白山2-17-5 1 1 1 - - - 3 金井 朝子

19 H31.4
事業所内保
育事業

わくわく保育園（東京医
科歯科大学内）

湯島1-5-45 1 2 3 - - - 6
国立大学法人東京
医科歯科大学

20 H31.6 認可保育所 どんぐり保育園分園 根津2-33-17 - - - 15 15 15 45
社会福祉法人くぬぎ
の会

計 82 146 169 180 185 185 947

種別 保育所名 所在地
定員

運営事業者
開設
時期

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 9 12 12 15 15 15 78

当日追加コメント 
わくわく保育園（No.19）は、既存の施設ではあるが、認可を受けることにより文京

区民の枠（6 人）が新設された。 



 
 

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】（長島園長） 

別紙の通りです。 

 

4. 園庭がない保育園の対応（2 月） 

① 区のご尽力により新規園が増えましたが、いずれも園庭はなく、近隣の公園を利用

しています。それにより公園がとても混雑し、地域の未就園児やお年寄りが公園を

利用しにくくなっているのでは、という心配の声が上がっております。また、代替

策としての小中学校の校庭開放も、学校の授業等であまり利用できていないので

はないか、との声もあります。 

・ 昨年度、小中学校の校庭が、区内の保育園児のために開放された延べ回数を教

えてください。 

・ 近隣の公園や小中学校校庭以外の場所として、園庭のない保育園児のために、

区が考えている遊び場所をお教えください。また、公園を増やす計画につき教

えてください 

・ 子供の正常な発達のため、必要な外遊びの時間はどのくらいが適切であると

区がお考えであるかお教えください 

    【回答】（中川課長） 

平成 29 年度に校庭等が開放された区立小・中学校は 18 校、利用した私立認可保育

所等は 35 園となっています。区では当初の利用に係る調整を行っており、実際の利

用方法や実施内容、利用回数等については、学校と保育園が協議の上決定しています。 

近隣の公園や小中学校校庭等以外の遊び場として、現在、後楽公園少年野球場及び

六義公園運動場を一部開放し活用しています。また、区立児童相談所建設予定地にお

いて、工事着工までの期間を暫定的な子どもの遊び場「ひろば」として活用しており、

月曜日から金曜日までの午前中は、近隣保育園等の優先利用が可能となっています。 

また、公園の新設についてですが、本区は住宅密集地域が多く、公園用途に適した

新たな土地の確保が困難な状況にあります。区では、平成 24 年 3 月に作成した「文

京区公園再生整備基本計画」に基づき、公園の再整備や遊具等リニューアルの際、地

域の保育所等や利用者の意見を踏まえながら、引き続き子どもを含めた公園利用者に

とって魅力のある公園へのリニューアル事業に取り組んでおります。 

なお、日常の体力、運動能力の向上に外遊び等が重要なことは、区としても認識し

ているところです。子どもの正常な発達のために必要な外遊びについては、各園児の

年齢等の特性に合わせ、各園において時間だけでなく内容等を適切に設定しているも

のと考えておりますが、改善できる点がある場合には、私立園に対する巡回指導等の

機会を捉え、各園に助言を行っております。 

 

② 園庭がない保育園では、プールや運動会の開催が制限されています。区立の連携園

との現状以上の協力（午睡時のプールの利用、運動会の共同開催など）について、



 
 

区の方針をお教えください。本議題は昨年度も取り上げて頂きましたが、どのよう

に改善がなされたかお教えください。 

    【回答】（中川課長） 

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、私立園の連絡会にお

いては区立園の園長も出席し、連携方法、保育内容等について意見交換を行ってい

るところです。実例として、今年度は、一部の園において、区立園が中心となり、

近隣の公園において複数の連携私立園との合同による異年齢児同士の交流や、区

立と私立相互の園において保育士実習が行われるなど、区立園と私立園との関係

性は深まっております。 

また、今後は、私立園同士の連携も推進し、より良い保育環境の実現に向けた取

組を進めてまいります。 

 

③ 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、現在の利用状況（昨年度ののべ利用回数）

を教えてください。また、これらの場所に歩いていける距離にない保育園の園児が

利用する方法につき、区の方針を教えてください。 

 【回答】（中川課長） 

平成 29 年度のまるごと子育て応援事業（あおぞらすくすく広場）の利用状況は、

六義公園運動場が年間実施日数 29 日間で年間延べ利用人数 765 人、後楽公園少年野

球場が年間実施日数 32日間で年間延べ利用人数 1,364人となっています。 

 また、当該二施設を利用する方法については、各園において、必要に応じ公共交通

機関を使用していることを確認しています。安全な経路や所要時間等を考慮した上で、

各園の保育方針に基づき施設を利用することが重要であると考えております。 

 

当日質問およびコメント 
（質問）遊び場について、充足状況はいかがか。各園の不足状況やニーズをリアルタイムで

把握しているか。 
（回答：中川課長）充足状況については、各私立園に対しアンケート調査をおこなっている。

学校の校庭や体育館の希望があれば調整している。情報について、区としても直近のニーズ

を把握する努力をしている。学校の場合は行事との兼ね合いもあり細やかな対応は難しい

ところがあるなど課題はあるが、できる範囲で対応していきたい。 
（回答：横山課長）連絡会（年 2 回）の回数を増やすなどして各園の関係を密にすることに

より、空き状況などの情報交換を促進させることも必要かと考えている。 
（質問）外遊びについて、暑い時期には外遊びができないので、体育館を使えないか。小規

模の児童遊園を拡張し、外遊びに使うことはできないか。水遊び場に日よけがあればプール

の代わりになるのではないか。 
（回答：中川課長）体育館の利用については、民間の施設をご好意で使わせてもらっている

例があり、今後も協力してもらえる施設を探したい。児童遊園の拡張に関しては、難しい面 



 
 

 

5. 園生活（2月） 

① 体づくりのための取り組み（専門家の指導、器械運動の導入など）を定期的に行っ

て欲しいとの要望が挙がっております。園児の体力向上に関して、区としての具体

的な方針・取り組みを教えてください。 

【回答】（長島園長） 

文京区版幼児教育・保育カリキュラムを羅針盤として、各保育園で指導計画を作成し

ています。指導計画を基に、遊びを通して身のこなしを知る、力量を知る。その為に、

室内ではリズム遊びや巧技台・鉄棒・マット・スペースプレーなど設定し身体を動かし

て遊んでいます。また、戸外では年齢にあった距離で歩き散歩に行きます。散歩先では、

鬼ごっこ・リレー・サッカー・ドッジボールなど身体を動かしてルールを学んだり集団

遊びを行っています。また、固定遊具での遊びを通して、遊具の使い方や身のこなし方

を理解、収得するなど、日常の遊びを通して体力の向上を図っています。その中で、専

門家の活用等については、各園で判断し導入しています。 

 

② 喫煙所が設置されている公園に保育園児がお散歩に行っています。公園で遊ばせ

る前に先生がタバコのゴミを拾い集めてから子どもたちを遊ばせている、と保護

者より報告されていますが、このような状況に対する区の対応策（喫煙所の撤廃や

移動など）をお教えください。 

  【回答】（横山課長） 

文京区における路上喫煙対策については、「文京区歩行喫煙等の禁止に関する条例」に

より、歩行者の安全確保及び地域環境美化の観点から、区内全域における屋外の公共の

場所での歩きたばこ・吸い殻のポイ捨て及び、地域を限定した重点地域での路上喫煙を

禁止しております。 

ただし、喫煙行為自体は法律で禁止されていないため、重点地域内に指定喫煙所を設

もあるが機会があれば検討したい。水遊び場における日よけについては、担当部署にご意

見をお伝えしたい。 
（質問）①「児童相談所建設予定地…着工まで」とあるが、いつまでか。 
（回答：中川課長）着工時期は未定である。決定すれば園に通知する予定である。 
（質問）区立園で園庭を使っていない時間帯に、私立園に解放することは可能か。 
（回答：澤森園長）現在でも区立園の施設を、園の運営に支障がない範囲で、他園に使っ

てもらっている。園長同士が連携する中で、空き状況を伝えて使ってもらっている。小中

学校の校庭や体育館の使用についても、公立園の園長が中心となり私立園の園長に情報

を伝えるなどしている。 
（質問）公立園において、既存の施設を改修する要望はあるか。またそれを行政に伝えて

いるか。 
（回答：澤森園長）老朽化した施設については区に要望を出し随時対応してもらってい

る。施設の改修にはさまざまな制約もあるので早急に実現することが難しい。まずは保育

内容の見直しに取り組んでおり、そのために職員の研修を重ねている。 



 
 

置し、喫煙者を誘導することにより、その実効性を確保しております。 

なお、これらの喫煙所は、子どもが集まる遊具からの距離、人目の付きにくい場所に

設置した場合の防犯の観点、公園内の動線等の様々な事情を勘案して、現在の位置・規

模で設置しているものです。 

今回ご指摘を頂いた吸い殻のポイ捨ては条例に違反する行為ですので、喫煙マナーア

ップ指導員による巡回を一層強化いたします。また、周辺に配慮したさらなる改善の可

能性について、引き続き関係機関と検討するとともに、国の健康増進法や東京都の受動

喫煙防止条例も勘案し、必要な喫煙環境の整備にも努めてまいります。 

今後とも、喫煙者と非喫煙者の共生を図り、対策を進めてまいりますので、何卒ご理

解いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

6. お祝い会と卒園式（2月） 

多くの私立保育園では、お祝い会と卒園式は別日に施行されています。区立保育園で、

この２つが同日に開催される理由を教えてください。 

 【回答】（瀧澤園長） 

区立園では、「１年間の子どもの成長を保護者の方にみてもらい、進級、就学を共に喜

ぶ」とのねらいのもと、同一日に開催をしてきました。 

しかし、定数改定による園児数増や東日本大震災などの大規模災害により、さまざまな

式やイベントの形式の見直しを図っております。また、平成３０年度より保育指針が改定

になり、教育に関する内容の充実が図られ、文京区版幼児教育・保育カリキュラムにおい

ても、文京区の就学前の子どもが、区立保育園、区立幼稚園で同様の教育・保育が受けら

れるようにと統一した内容になっています。今後については、そのような状況を踏まえて

検討を進めてまいります。 

 

当日質問およびコメント 
（質問）たばこの吸い殻を先生が拾い集める状況は好ましくない。 
（回答：横山課長）公園の中で吸い殻が見つかるのは問題である。区全体で対応策を

図りたい。 
（質問）BSSP はどのように活動しているか。 
（回答：中川課長）BSSP は昨年度始まった事業であり、事業の周知を図るためにま

ずは区立からスタートしたが、今年度からは私立にも入っている。私立園については

ニーズを確認しながら活動したい。 

当日質問およびコメント 
（質問）開催日については、多様な意見がある。全区立園で統一して同日開催にして

いる理由はあるか。 
（回答：横山課長）各園さまざまな状況の違いがあると認識している。これまでの経

緯から全区立園で統一しているが、今後は柔軟な対応が求められていると理解してい

る。 



 
 

7. 園のセキュリティ（2月） 

保育園の玄関施錠の点検システムにつき、現状を教えてください。ある保育園では、施

錠不具合があり扉がきちんと閉まらないという状況が 1 週間以上持続しました。この

ような状況を未然に防ぐために区ができる対応策（定期的に新しいものに取り換える

など）を教えてください 

  【回答】（横山課長） 

区立保育園の玄関施錠の不具合については、設置状況、故障の内容により修理箇所や

交換が必要な部品等が異なるため、不具合の内容に応じて対応しております。今年度は

部品の供給に時間を要した工事がありましたが、可能な限り迅速に対応してまいります。 

また、日常的な利用状況により、不具合が予見される場合は早期対応を図ります。 

 

8. リフレッシュ保育の導入に関して（2月） 

現在の認可園では、保護者には「仕事をしているか、子供と一緒にいるか」の 2択しか

選択肢が与えられていません。認可保育園に子供を預けている保護者が、例えば有給休

暇を取ってリフレッシュできるように、制度の追加（例えば年 10回まではリフレッシ

ュ保育として、仕事をしていなくてもいつもの保育園に預けてもよい、あるいは追加料

金を支払えばリフレッシュ保育が申請できる等）の要望が挙がっておりますが、区の方

針を教えてください。 

  【回答】（横山課長） 

   認可保育園は、子ども子育て支援制度で定められた、保護者の就労や病気などの理由

により保育を必要とする児童を保育する施設であるため、利用するためには制度上の保

育を必要とする事由に該当することが必要になります。 

なお、キッズルームについては、認可保育園に入所されているお子さんも含め、就労状

況にかかわらず利用可能となっております。 

当日質問およびコメント 
（質問）不審者対応という点では、園の敷地に入るゲートがオートロックになってい

る方が望ましいのではないか。また朝にはオートロックを解除しているが、問題はな

いか。 
（回答：横山課長）現在、セキュリティ上の原則として園の敷地に入るところをオー

トロックにしているが、児童館などを併設する園ではその限りではない。それらの園

についてセキュリティ上の課題があることは認識しており、対応について協議してい

る。朝の登園が集中する時間にはオートロックを解除するのはやむを得ないところが

あり、運用面で対応しているのが現状である。 
（質問）区立園の扉に不具合が生じた際に復旧まで時間がかかった。迅速な対応をお

願いしたい。 
（回答：横山課長）状況に合わせて迅速に対応したい。 



 
 

 

9. 要配慮児童の対応（2月） 

昨年度のあり方協議会にて、要配慮児への人員配置が十分ではなく、他園児にしわ寄せ

が来ている（けがの危険、お散歩の頻度の減少、放置される、等）ことが議題に挙がり

ました。それに対して「要配慮児には必要な人員配置を行い、園での協力体制を構築す

る」とご回答頂きましたが、具体的にどのような改善策がなされたのか、お教えくださ

い。 

  【回答】（横山課長） 

 要配慮児に必要な人員配置を行うため、非常勤保育士の配置に加え、今年度から派遣

の保育士を導入しております。今後とも必要な人員配置に努めていくとともに、引き続

き園内での協力体制を図っていきたいと考えております。 

 

10. 食物アレルギー対応（2月） 

過去にもご回答いただきましたが、アレルギー対応食に関してです。誤食による重篤な

事故を防ぐため、代替食ではなく 除去食＋持参の方針となっておりますが、保護者の

負担、夏場の衛生面、本人の疎外感など現在の方針のマイナス面が引き続き保護者より

指摘されております。他区の園では、三大アレルゲンを使用しないメニューで、全園児

が同じ給食を食べる等も実施されています。全員が同じメニューを食べられる日を増

やす、栄養価を考慮しつつ、できる限り三大アレルゲンは使用しないメニューを検討し

て頂くことは可能でしょうか？ 

  【回答】（横山課長） 

文京区立保育園では、様々な食材を使用し園児の成長発達に必要な栄養を充足でき

るよう献立を作成しております。ご指摘の三大アレルゲンである卵・乳・小麦それぞれ

は栄養価も高く幅広く使用できる食材なので、これまで通り取り入れながら、和食や米

当日質問およびコメント 
（質問）キッズルームは定員が少ないが、今後増やしていく予定はあるか。 
（回答：加藤部長）現在の利用状況をみて今後の方針が決まることになると思われる。

また現在、地域の中での子育て拠点も作られており、そういう状況を踏まえて考えて

いく必要があると思われる。 
（質問）子供にとっても毎日通っている保育園の方がよいと思うので、できるだけ保

育園が利用できるよう検討をお願いしたい。 
（回答：横山課長）意見は理解できる。国の制度の中でやっていることなので限界は

あるが、対応を検討していきたい。 

当日質問およびコメント 
（質問）非常勤職員や派遣だけだと対象児童の卒園と同時に退職することになり、経

験値が受け継がれないのではないか。 
（回答：横山課長）実際には常勤職員を含むチームで対応しているので、経験値は園

の中で共有している。それによって保育士の資質も向上していると考えている。 



 
 

献立を増やし、様々な食材を知らせるという食育の観点からも米粉や豆乳を活用した

メニューも取り入れて献立作成をして参ります。 

他区のように三大アレルゲンを完全に使用しない献立は作成していないのが現状で

すが、皆と同じ給食が食べられる日が少しでも多くなるよう取り組んで参ります。 

 

11. 園長先生交代時の引継ぎ（2 月） 

「過去何年にもわたって保護者から苦情を受けている特定の職員に対して、対応がな

されてない」という意見があり、園長先生間の引き継ぎの問題が指摘されていますが、

辞令が出てからの短期間でどのように引き継ぎがされているのか、引き継ぎのチェッ

クリストなどあるか、お教えください。 

  【回答】（山本園長） 

   事務引き継ぎ書を用いた書面による引き継ぎに加え、園児、保護者、園舎危機管理、

施設、近隣および他機関との連携、予算、父母の会などの事項について、口頭や文書で引

き継ぎを行っております。その中で、非常勤職員を含めたすべての職員に関しても、情報

の共有を図っております。 

   保育者の資質の向上、職員全体の専門性の向上を図ることは、質の高い保育を提供す

る上で不可欠であると認識しています。 

 

12. 電子化・オンライン化（2月） 

① 園内で現金の授受をなるべく行わないという方針に基づき、今年度から各園で写

真などがオンライン購入が進んでいると伺いました。区立保育園の、現時点での導

入状況につき教えてください。また、オンライン購入の導入に当たって、区が各園

に課している条件（1世帯でも反対したら不可、業者は区内限定、など）があれば

理由とともに教えてください。 

    【回答】（澤森園長） 

     導入にあたり、個人情報の観点からも保護者の同意を確認するアンケートを実

施し、原則的には全員の賛同を得ることを取り決めております。父母の会とも協力し

ながら、現在１４園がインターネットでの写真閲覧および販売を実施しております。

また業者については区内業者に委託しております。なお、写真の販売は保育の事業外

であり、区から指示、指導を受けることはありません。 

 

② 園児台帳を毎年手書きで記入することは非効率的であり、また誤入力の危険があ

ります。東京都福祉保健局の「保育所等におけるＩＣＴ化推進事業」に基づき、園

児台帳の電子化を速やかに進めて頂きたいですが、文京区の保育書類の ICT 化の

当日質問およびコメント 
（質問）問題の職員は、保護者との信頼関係の構築に問題があったのではないか。 
（回答：山本園長）一般論として、コミュニケーション不足あるいはコミュニケーシ

ョンスキルに問題があると思われる。そういうケースがあれば必要な研修を受けさせ

ている。 



 
 

具体的なスケジュールを教えてください。 

    【回答】（横山課長） 

   区立保育園のＩＣＴ化は現在検討を行っているところです。いただいたご意見

も含め、業務の効率化、利便性の向上を図るよう、電子化の具体的な内容について今

後検討を進めてまいります。 

 

4. 質疑応答 

 

5. 閉会挨拶（加藤部長） 

以上 

 

当日質問およびコメント 
（質問）写真のオンライン購入を導入した園において、新入生の保護者にはどのよう

に対応しているか。 
（回答：澤森園長）新入時の面接で説明し、同意書をもらっている。 
（質問）同意が得られない場合はどうしているか。 
（回答：澤森園長）子どもの写真を写さないで欲しいという要望などと同様に、個別

に対応することになる。 

（質問）９月の会で、保育園の第三者評価およびアンケートの開封を区にお願いした

いという意見が出て、早急に検討するという回答であった。進捗状況はいかがか。 
（回答：横山課長）形式の変更や実施方法など、総合的に勘案して対応を検討してい

る。 
（質問）０歳児保育において、常勤の保育士がいなくなり不安を感じた。 
（回答：横山課長）そういう場合は、園長を含めた職員がしっかり対応し、保護者の

不安がないようにしたい。区としても保護者と職員とが連携をとれるように体制強化

に努めたい。私立園については巡回指導をおこなっている。ご意見は、区のホームペ

ージまたは保育園を通じて区にお寄せいただきたい。 
（質問）保育士の妊娠を子供に公表しないケースがあったが、不自然ではないか。 
（回答：山本園長）通常は保護者会の機会などに伝えている。このケースについては

公表を避ける個別の事情にあったかと思われる。 
（質問）休みの連絡は 8 時半以降にしてほしいと言われたが、それはなぜか。また園

児が来たかどうかちゃんと把握しているか。 
（回答：山本園長）8 時半は職員が揃う時間であるため、それ以降であると対応がし

やすい。それぞれの子供の登園状況は担任が把握している。 
（質問）1 歳児保育園にも医療関係者を配置してほしい。 
（回答：横山課長）区立の 0 歳児保育園については、これまで看護師の配置をしてい

るが、1 歳児保育園についても順次配置を進めていく方向で動いている。 


