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令和元年度	第 1 回「文京区保育のあり方協議会」議事録	

	

日時：令和元年 9 月 8 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 令和元年度第 1回「保育のあり方協議会」事前質問への回答 

② 別紙１	 H31.4.1園児数と保育士配置 

③ 別紙２  2019.8.1 非常勤職員配置実績 

④ 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. 病児保育について  
① 病児保育の終了時間を 17 時 30 分に設定している理由を教えてください。また、通常保

育の終了時間（18 時 15 分）まで病児保育時間を延長することを検討しているかどうか、

教えてください。 

 【回答】 

現在、区では 2 つの施設で病児・病後児保育を実施しており、白山の保坂病児保育

ルームでは 8 時 30 分から 17 時 30 分まで、本郷の順天堂病後児ルーム「みつばち」で

は 8 時から 18 時までの保育を行っています。 

 保育時間は、それぞれの医療機関と協議を経て、現在の時間に設定しております。 

なお、保育時間の延長については、事業を運営する医療機関の協力が不可欠なため、

今後、利用者の皆様のご意見等をお伝えしつつ、現場の状況も確認しながら、必要に応

じて検討してまいります。 

 

② 病児保育の受け入れ枠について、区が考える文京区全体の必要量（ニーズ量）を教え

てください。また、今後の病児保育枠の拡大計画につき、教えてください。 

 【回答】 

   文京区子ども・子育て支援事業計画（平成 27～31 年度）において、令和元年度のニー

ズ量を延べ 3,083 人と設定しています。これに対し、現在の施設の受入可能人数は、各施

設 1,440 人、合計 2,880 人であり、施設の定員だけでは、ニーズを満たしていない状況で

す。 

   今後は、令和 2 年秋頃に、都立駒込病院内に病児保育施設を開設し、施設の拡充を図
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るとともに、訪問型病児・病後児保育利用料助成制度を活用して、ハードとソフトの両面で、

ニーズに対応してまいります。 

 なお、現在、次期計画を策定しているところであり、令和２～６年度のニーズ量を見極め

た上で整備を進めてまいります。 

 

(千石) 3083 人という計算はどういう計算なのか。病児保育をしょっちゅう使っているのだが、

キャンセルを入れられないくらい申し込みが入っている。 

(幼児保育課) 代理という立場で回答する。毎年ニーズ量を調査して確認している。実態がニ

ーズ量に反映されているのか、という問題があると認識している。集中利用の時期が重なっ

ていることは認識している。 

(青柳) 1 園 6 名までだと、当日具合が悪くなっても入れないことが多い。病児保育が機能して

いるのか、ご考慮いただきたい。 

(幼児保育課) 病児保育には医療機関の協力が不可欠である。拡充に向けて引き続き努力

していく。 

(こひなた) 令和 2 年秋に拡充されるのは訪問型制度か。秋以降は施設の拡充がされるの

か。 

(幼児保育課)駒込病院が加わる、施設の拡充の方である。助成制度は今後必要に応じて

考えていく。本件は所管に伝えていく。	

(個人会員)病児保育の実施には文京区内小児科、小児科医の協力が不可欠である。医

療機関では病児保育に対する理解は高まっているのか。理解を高めるための、区の働

きはどうか。 

(幼児保育課)医師の認識と、保育設備の整備の両面が必要である。状況は適宜確認する。 

(青柳) 3083 人の数字は、実態とかけ離れている印象がある。 

(父母連) 父母連もニーズ量調査の会議に参加している。アンケート調査を基に必要性を計

算すると、実情と 12 倍程度乖離がでた、との報告があった。今回の計算は、実際に埋まって

いる人数+待機数などの実数から計算する、というような説明があった。父母連からも、概要

の会議では、不足しているということは伝えている。冬、夏は病児保育の利用も多いが、実際

に枠が空いている時期もある。箱を無尽蔵に増やすのは難しいだろうという説明も聞いてい

る。シッターへの助成金を増やすなどの対策も行いたいとのこと。 

(青柳) キャパシティとして、現状はどの程度なのか。 

(幼児保育課) 感染症が流行する瞬間は足りてない、ということは認識している。 

(個人会員) 一つのアイデアとして、時期によっては空いてしまっていることを考えると、病児

保育と通常保育の併設の案がある。私立保育園など。 

(幼児保育課) 内部では検討している。その場合に小規模保育、病児保育、医療機関といっ

た複合的な施設のスキームを考えることもできるかもしれない。 

(個人会員) 私立の病院ならできるかもしれないが、公立もご検討いただきたい。 

 

2. 子育て訪問支援券について  
① 子育て訪問支援券の利用対象を、満 2 歳未満の乳幼児に限っている理由を教えてくだ

さい。また、区として利用対象年齢の拡大（例：小学校入学前まで、等）を検討している
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かどうか、教えてください。 

【回答】 

利用対象年齢はニーズに応じて設定しています。子育て訪問支援券事業は、ベビー

シッター利用ニーズの も高い０歳児と１歳児のお子様をもつ家庭を対象として、安全な

シッターサービスの利用を促進することを目的に実施しております。 

なお、昨今の保育事情から、ベビーシッター不足が懸念されており、文京区の出生数

の改善傾向を踏まえ、現行サービスの維持に努めているところであり、対象年齢の拡大

は検討しておりません。 

 

② 子育て訪問支援券を、今後、病児にも利用できるよう区が検討しているかどうか、教え

てください。 

 【回答】 

      子育て訪問支援券は病児保育には対応していませんが、ご質問の課題については、訪

問型病児・病後児保育利用料助成という制度が対応しています。ベビーシッター会社の提

供する訪問型病児保育サービスを利用された方に対して、年間 4 万円を上限に、利用料

の半額を助成する制度です。こちらの制度は、子育て訪問支援券より対象児童の幅が広く、

生後 4 か月から小学校 3 年生までを対象として実施しております。 

また、住民税非課税世帯の方には、利用料の全額を助成する軽減制度を設けていま

す。 

 

(父母連) 訪問型病児・病後児保育利用料助成は知らない人も多いと思うので、父母連としても

周知に努めたい。 

 

3. 延長保育について  
延長保育を 19 時 15 分までと設定している理由につき、教えてください。また、区として終了

時間の延長を検討しているかどうか、教えてください。 

  【回答】 

文京区立保育園では、子どもの健全育成の観点から、保育時間は基本保育時間である午

前 7 時 15 分から午後 6 時 15 分までの 11 時間、延長保育が午後 6 時 15 分から午後 7 時

15 分までの 1 時間の 12 時間保育としております。 

現在、延長保育時間の延長を考えてはおりませんが、就労等による保育の必要性が多様

化していることは認識しており、子どもが健やかに育まれる環境の維持と働き方改革を多角

的にとらえて今後の保育のあり方を研究してまいります。 

 

(父母連)  希望者がいれば延長検討もあるのか。 

(幼児保育課) 子育て支援に関しては子供を中心に考えている。就労支援とともに、子供のためを

考えた施策を行っている。働き方改革も考慮している。あまりに長い延長保育には子供の負担が

考えられる。現時点で特に延長は考えていない。 
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4. 非就労日（看護休暇、有給休暇等）の通常保育について  
① 子供が病気で保護者が仕事を休む場合に、健康な兄弟の通常保育を受け入れるかど

うかは、園によって異なるようです。区の方針を教えてください。「親が患児看護中の際

は、兄弟の通常保育の利用は不可」という方針の場合は、その理由を教えてください。 

【回答】 

区立保育園では、きょうだいを病院に連れて行く等、看護の必要がある場合は原則として

もう一方のお子さんを預かることとしています。但し、感染症等、状況によってはお預かりでき

ないこともございますので、ご理解くださいますようお願いいたします。 

 

② 有給休暇を取って保護者がリフレッシュしつつ、子供は通常の保育園でストレスなく過ご

せるように、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】 

    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。 

 

(父母連) 質問 1 に関しては、園長が変わると方針が変わる印象がある。区としての方針は本回

答で明確化された。 

 

5. 平日の行事開催について  
① 令和 2 年度以降、卒園式を土曜日ではなく、相対的に就労している人数が多い平日

に設定する理由を教えてください 

 

（2019 年 7 月施行の父母連アンケート結果より抜粋） 

 

【回答】 

区立保育園では、３月初旬の土曜日に同日開催しているお祝い会と卒園式につ
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いて、令和２年度から別日に開催し、実施時期の見直しを行うことといたしました。 

卒園式は、卒園する子どもたち自身が、園での生活を振り返り、まもなく小学生と

なることを自覚できるよう、出来るだけ３月の後半に行うこととして、３月 23 日に設定

し、実施曜日は、子どもたち自身が休んだりご家族と過ごせる休日を返上することで

体力的にも精神的にも負担が増えてしまうことのないよう、通常登園している平日に

行うことといたしました。お祝い会と日程を分けることで、３月 23 日を卒園に向けた

節目の日と子どもたち自身に感じてもらえるようにしてまいります。 

 

② 令和 2 年度以降、乳児の発表会を土曜日ではなく、相対的に就労している人数が多

い平日に設定する理由を教えてください 

 

（2019 年 7 月施行の父母連アンケート結果より抜粋） 

 

【回答】 

     保育園への登園は少なからず子どもに負担がかかりますので、０～２歳児について

は、子どもたちに負担が少ないように、平日に保育園での姿を保護者の方に見ていた

だくような形を考えております。なお、３～５歳児につきましては１２月の土曜日に実施

いたします。 

 

(千石) 子が病気のときに有給休暇をとって、さらに行事で有給休暇とるというのは大変である。

運動会と発表会は土曜日のままで、乳児も参加している。子供の負担、という理由には疑問を感

じる。なぜ、年間に土曜開催行事が 2 回までなのか。なぜそのうちの 1 回が卒園式ではないの

か。 

(幼児保育課) 運動会は園全体の行事である、という特徴がある。学校の体育館を利用するとい

う都合も含めて土曜開催としている。成長の様子を見て頂く場合においては、日頃の様子を見て

いただきたいので平日開催としている。平日開催に対する保護者の負担は理解している。働き方

改革による変化にも期待している。子供中心の保育になってほしいと思っている。子供に負担の

かからない働き方になってほしいという思いがある。3 月は年度末なので、次年度の準備が家庭、

保育園どちらにもある。今回は 3 月 23 日に決めて、子供たちに次のステップへの意識をもっても

らうこととした。3 月のはじめの卒園式では、子供たちの意識が変わりにくい。 
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(千石) 働き方改革は、職場ではまだ進んでいない。区が先に進むと、働いている方としては苦し

い。平日開催に伴う、卒園式の内容向上に期待している。 

(こひなた) お祝い会を 3 月から 12 月に移行したのはなぜなのか。12 月はインフルエンザの流行

時期である。 

(幼児保育課) 12―2 月の感染症リスクは認識している。様々な行事のある中で、準備期間を考え

て調整している。 

(向丘) 卒園式は保護者には重要なタイミングなのでぜひ参加したい。3 月は年度末で仕事を休

みにくい。保護者の片方のみが参加となるリスクが高まる。今回の決定に納得感はない。出し物

をしないなら土曜日にさくっとやってもいいのではないか。今後また再検討をしていただけないか。 

(幼児保育課) 3 月末にしたのは園児の意識づけがある。保育士にとっても大がかりだと土曜開催

が大変になる。卒園児にとっては卒園式が記憶に残りやすいということは認識している。 

(個人会員) 当方は私立保育園で、自分は運営委員として、卒園式(土曜)に出席している。先の

議論で、病児保育のニーズにまだ対応できていないという話があった。病児保育が利用できない

場合は、親は有給休暇を取る。インフルエンザに罹患した場合は 5 日間。年 10 日のうちの 5 日間

は、重い。病児保育が利用できてこの 5 日間がなくなるのであれば、まだ平日の行事開催（に有

給休暇を消費する）にも可能性があるが、現状としては有給休暇 10 日をインフル 5 日＋平日行事

2 日でつぶす可能性がある、ということ。こういった認識はあるか。 

(幼児保育課) 有給休暇の残日数など個別の状況があることは理解している。今後、子供のため

に休みが取れる社会にしていきたい。今回は区のせいにしていただいて良い。 

(個人会員) 有給休暇がとれなければ欠勤になる。開催時に片方の親になった場合、子供たちの

心理的な負担はないのか。区から、行事に対する書面（平日に行事を行うので、保護者の仕事を

休みにして欲しいという旨の書面）を出してもらえるのか。 

(幼児保育課) 個別に対応することになる。 

(個人会員) 本件は決定事項なのか。 

(幼児保育課) 決定事項である。 

(千石西) 再検討の話。他の行事を平日に持ってきて、卒園式を土曜にする案もあるのではない

か。卒園式に出たいという希望を持っている人は多いはず。 

(幼児保育課) 他の行事の開催曜日に関しては、園で考えていることもある。区としては、今回の

決定となる。子供の負担がないようにする検討は今後も行う。 

(千石西) 子供の負担の観点では、土曜開催の催しと平日開催の催しを調整すれば、通年ベース

では同様にできるはずである。どうして卒園式が平日なのか。 

(幼児保育課) 複合的な要因を考えている。園の年度替わりの（保育士の）土曜作業負担への考

慮もある。子供の負担の考慮もある。 

(藍染) 子供の負担とは具体的に何なのか。土曜午前中開催したあと、午後は子供がぐったりす

るのでかわいそう、ということか。 

(幼児保育課) 本来の保育園の在り方から来ている(基本は保護者が保育してほしいということ)。 

(藍染) その回答は、“子供の負担”ではなく、保育制度上の理由から土曜開催が望ましくない、と

いう回答に解釈できる。保育園側の 3 月の負荷は理解できるが、であればなおさら新園児受け入

れ作業の発生する、3 月下旬に後ろ倒しするのは望ましくないと思われる。結果として平日開催と

いうことになっているが、保育園側の準備の忙しさは解消しないのではないか。いずれにしろ、“子



7 
 

供の負担”とは何か、が分からない。 

(幼児保育課) 制度だけで考えてしまうと様々な行事があてはまることになるため、制度だけをと

らえた対応としてはおりません。 

(本駒西) これだけ反対意見が出ている。卒園、入学で 10 日間程度に 2 回有給をとらないといけ

ないのは負担になる。 

(幼児保育課) ご意見は園にも伝えていく。 

(個人会員) 経緯が分からない、という意見が出ている。経緯をご説明いただきたい。 

(幼児保育課) 様々な要素があるので、園の説明のポイントによっては、各園で説明に差異があ

る、ということは認識している。3 月上旬のお祝い会では、卒園のイメージが園児に伝わっていな

い、という話もあり、今回の決定となった。 

(個人会員) その話は園から出た話である。園からの話が出てくる元となった話が、"経緯"なので

はないか。 

(幼児保育課) 保育園と共に話し合いをし、 適な方法を考えてきた。そのうえで、時期としては次

年度から、という話になった。 

(父母連) 議論が尽きないので、引き続き父母連としては区と議論を継続していきたい。複数の行

事が集中するのは園児の負担もかかる、というのは保護者は理解しているので、別日行われるこ

とに対する反対はほとんどない。問題は卒園式の土曜日開催。もし年度末の土曜日開催が難し

いのであれば、今まで通りの 3 月上旬の土曜日でもいいのではないか？「子供が卒園のイメージ

を持てるように年度末に行う」ことと、「保護者が卒園式にきちんと出られる日程を設定すること」、

どちらが大事か？引き続き議論していきたい 

 

6. プールについて  
① 1 歳児クラスのプール遊びを廃止した理由（医学的あるいは公衆衛生学的根拠）を

教えてください。 

【回答】 

厚生労働省の「保育所における感染症対策ガイドライン」の改訂に伴い、排泄が自

立していない乳幼児は他者と水を共有しないよう配慮することとされたため、区立保育

園では０歳～２歳児は今年度から水遊び、シャワー浴の実施といたしました。 

 

② 暑さ指数が高いときは熱中症の危険があるためプール遊びをしないという区の方針

ですが、その根拠（医学的あるいは公衆衛生学的根拠）を教えてください。 

【回答】 

環境省の「熱中症環境保健マニュアル」で暑さ指数（ＷＢＧＴ）が熱中症予防のため

の指標として示されており、プールにつきましては、運動であり、水中では汗をかいても

蒸発せず体温調節ができないため熱中症のリスクが指摘されていることから、子どもた

ちの安全を 優先に暑さ指数に基づいた対応をしております。 

 

③ プール実施期間を 7 月 1 日から 8 月 31 日と設定している理由を教えてください。ま

た、温暖化に伴い、この期間の変更・拡大を区が検討しているかどうか、教えてくだ

さい。 
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【回答】 

気候や気温等から７月、８月をプール実施期間としております。近年の猛暑に伴い、

暑さ指数が高くプールの実施ができない日が増えておりますが、年間行事日程等の関

係や台風、豪雨などの影響もあり、期間の変更は難しい状況があります。プールが行

えない日はシャワー浴で汗を流し、室内での遊びを工夫するなどの対応を図っておりま

す。 

 

(千石西) この夏、プール遊び、屋外遊びの回数が少なかった。外遊びが減っている状況を理解し

ていただいているか。 

(幼児保育課) 認識はしている。今後も気候によっては外遊びが難しいこともあり、厳しい気候の

時と、秋以降、とメリハリをつけることも大切ではないか。安全を第一に考えた対応を行っている。 

(千石) 園によって、運動会会場の差がある。 

(幼児保育課) 運動会の会場に関しては、事情を勘案して行っている。 

 

7. 書類や園情報伝達の簡略化・電子化について  
① 送迎表の記入は、入園時と変更時のみでよいと思われますが、変更がない場合で

も、毎年記入・提出を必須とする理由を教えてください。 

【回答】 

送迎票は、緊急時の連絡の場合等に使用する重要な書類のため、変更がないこと

の確認も含め、毎年ご記入・ご提出をいただいております。ご理解くださいますようお

願いいたします。 

 

② 紙の送迎表は紛失のリスクがあります。区としてオンライン化を検討しているかどう

か、教えてください。また、検討していない場合は、その理由を教えてください。 

 

③ 連絡帳のオンライン化や、園児の様子のリアルタイム動画配信などを、区が検討し

ているかどうか教えてください。 

【➁，③回答】 

 区立保育園のＩＣＴ化は現在検討を進めております。電子化する具体的な書類に

ついても検討を進めているところですが、利便性の向上や業務の効率化を目指しな

がら、システムが円滑に導入されるよう、段階的な電子化を検討しております。 

 

(本郷) 保育園に置いてある PC はネット接続禁止、ということで ICT に関する作業を断られたこと

がある。今後は保育士もネット接続しての作業が増えていくのではないか。 

(幼児保育課) ICT の活用について導入の検討は進めている。あわせて端末の数も検討してい

る。 

(どんぐり) ICT 化としてどういうものを検討しているのか。私立保育園では園ごとにかなり違いが

ある。区立を参考にしながら進めているので知りたい。 

(幼児保育課)入退室チェック、連絡票の電子化の検討をしている。 
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(どんぐり) 議論の進捗をどこかで確認できるか。 

(幼児保育課) 区立全体で 18 園。段階的な導入で、3 年程度に分けて導入していくことになるかも

しれない。どの園で何をやっているかは今後公開していく。 

(幼児保育課) 私立園については東京都の補助制度が入り始めた。パッケージソフトの導入など

を行っているところがある。機能は、登降園管理、保育日誌、保護者との連絡など。区立もこれら

を参考にして、進めていく。 

(どんぐり) 候補に挙がっているものだけでも、パッケージ名、ソフト名を知りたい。 

(幼児保育課) これから業者との検討を進めていくが、概要的な情報であればお伝えできる。 

(こひなた) 保育士の方が PC に向かって忙しそうにしているのを見る。保育士は PC でどういう作

業をしているのか。ICT 化も大事だが、保育士の業務負担を減らして、園児との時間を増やしてほ

しい。 

(幼児保育課) 保育士の作業負荷軽減の結果、保育時間が充実することを主目的に考えている。 

(どんぐり) 保育士は ICT にはあまり慣れていないと思われる。セキュリティ面の研修対応はない

のか。 

(幼児保育課) 区側のシステム部門と連携している。セキュリティは区側システム部門から話があ

る。まずは、外に出ない形式での導入から進めていくことを検討している。 

 

（区より後日追加回答） 

―私立認可保育園のＩＣＴ化についてー 

参考となるよう、他の私立保育園で導入しているパッケージソフトについて教えてほしいとのご要

望がありましたので、主なものをお知らせいたします。 

・コドモン（株式会社コドモン） 

・キッズリー（ユニファ株式会社） 

・ホイシス（保育 ICT 株式会社） 

 

8. 園医について  
小児科が専門ではない医師が嘱託医となっている保育園があります。園医の選定基準を教

えてください。 

【回答】 
 園医については、園児の発育、発達を見守り、安全で健やかな園生活が送れるよう保

育環境整備への助言・指導を行い、また、疾病予防や障害・疾病を有する子どもへの対

応も含めて園児の健康維持、増進を図ることを業務として、区より文京区医師会及び小

石川医師会に対し、上記業務について対応が可能な医師の推薦を依頼しております。 

 また、近年の認可保育園の急増により、医師会からは医師の負担増に関するご意見を

いただいる現状であり、引き続き医師会と協議を行ってまいります。 

 

(父母連) 気になったことは園や区にフィードバックすることが大切であると考える。 

 

会終了後の議論より 
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（本郷）園医が休日当番だったので受診したところ、「小児は専門ではないので診れない」と言わ

れた。園医なのに、小児が専門ではないというのはどういうことか？ 

（幼児保育課）園医は医師会からの推薦なので、医療者側の状況も踏まえて、適宜適する医師を

紹介して頂いている。ただし、今回の対応に関して不安になった保護者の心情は理解できる。医

師会にフィードバックしたい。 

 

9. 安全対策・危機管理について  
① 昨今の交通事故のニュースを受けて、スクールゾーンや時間帯の見直し、お散歩ルート

の見直しなどを行ったかどうか教えてください。また、今後行う予定があるかどうか、教

えてください。 

【回答】 
（1）	巡回指導の中で、各保育施設の散歩実施状況を確認しており、注意点等に対する

助言を行っています。その中で、事故の報道を受けて、自主的に散歩ルートの見直

しを行っている保育施設もありました。 

（2）	6 月に、各保育施設に「区内保育施設の散歩に関するアンケート」を送付し、散歩

先・散歩コース・危険箇所等の調査を行いました。 

（3）	今後、このアンケート結果を活用しつつ、保育施設・道路管理者・警察が合同で点

検を実施し、子どもが通行する道路において交通安全上の危険がある場所を把握

していく予定です。 

 

② 文京区水害ハザードマップ（平成 30 年 8 月発行版）において浸水予想区域に入っている

保育園があります。保育園に浸水の恐れがある状況が発生した場合、および実際に浸

水した場合の対応について、区の具体的な方針を教えてください。 

【回答】 
文京区では、地域防災計画、職員防災行動マニュアルに基づき、区の危機管理室にお

いて対策本部等を設置し、早期の情報収集や関係部署への伝達が行われます。 

保育園につきましても、事前の気象情報等の連絡・注意喚起から降雨・河川の状況、避

難所開設、避難勧告等の情報が伝達されますので、状況に応じた子どもたちの安全確保、

フェアキャスト等による保護者への連絡等を行います。 

 

③ 現在用いている、複製が容易な送迎カード（紙、園が発行）を、よりセキュリティのしっか

りした送迎用 ID カード（区が発行）に切り替える予定があるかどうか、教えてください。 

【回答】 
区立保育園の送迎カードにつきましては、発行枚数を限定し、園ごとに工夫して本人確

認を図っております。今後も園と協議しながらセキュリティの向上を図ってまいります。 

 

(千石) 保育園周辺の公園の中に喫煙所ができてしまっている。周辺企業の従業員が喫煙してい

る。 

(幼児保育課) 受動喫煙防止法により、喫煙できない環境が整ってきている。指定喫煙場所として
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指定されている公園もある。ご指摘の公園については確認する。 

(父母連) 公園内での喫煙は過去にも議題に挙がっている。重要な議題である。 

(本郷) 喫煙所そのものをなくしている、という話はどうなのか。喫煙者は喫煙できる場所を探して

吸っている。吸いたくても場所がない人は、公園で隠れて吸っていることもある。子供に対する安

全としては、喫煙場所を考えることも必要ではないか。 

(幼児保育課) 国としては法律によって制限をかけている。公共施設には作らない、という方針に

なっている。国際的な状況もある。指定喫煙所自体は今後も指定されていく。区全体のミッションと

して、喫煙問題については取り組んでいく。 

 

（区より後日追加回答） 

―竹早公園の喫煙所についてー 

公園担当部署に確認しましたところ、竹早公園の喫煙所は平成３１年２月に撤去されております

が、撤去後も喫煙する人がいるようでしたら、見回りを強化し、注意していきたいとのことでした。 

 

10. 園庭遊具について  
老朽化や安全面で遊具の撤去が進みほとんど遊具がない園、日差し対策が無く夏場は遊べ

ない遊具がある園等、園毎に園庭遊具に課題があると理解しています。子供にとって安全か

つ魅力的な園庭遊具の設置に向けて、区として（幼児保育課のみならず、公園課など部署横

断的に）今後どのように工夫や改善を行う予定であるのか、教えてください。 

【回答】 

 区立保育園の園庭遊具につきましては、点検、補修を行っており、危険個所がないよう努

めております。引続き園と情報共有し、子どもたちにとってより安全で魅力的な園庭遊具を考

えてまいります。 

 

(どんぐり) 区として、この園のこの遊具が危険、という把握はしているのか。 

(幼児保育課) 個別に把握はしていない。園からの改修の報告を受けて対応している。 

(目白台) 目白台屋上で骨折等の事故が発生し、報告しているが、対応されていない。目白台で

は基本的な園庭設計が昔のままで、改善されていない。壊れている遊具を改修する、撤去する、

ということではなく、園庭設計の専門家との協力を行っていただきたい。 

(幼児保育課) 目白台の事故は承知している。瑕疵があって発生したものとは違う、という認識に

基づいて対応している。園庭、遊具の専門家と合わせた検討は行っていく。 

(目白台) 目白台以外にも同様の設備があることを聞いている。文京区として取り組んでいただき

たい。幼児保育課だけでなく、公園課とも協力してほしい。 

(幼児保育課) 園庭の改修については、他部署と連携とりながら対処していく。 

(父母連) 父母連としても公園関連の会議に参加している。意見は父母連としても挙げていく。 

(ひさかた) 父母会の繰越金がたまっている。遊具を寄付できれば、と考えていた。区の把握して

いない寄付は望ましくないのか。 

(幼児保育課) 園として何が有益かは、園によって状況が違うので個別に相談してほしい。 
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11. 保育園定員・待機児童等  
① 令和元年 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 

 
31 年度 30 年度 増減 

認可保育園等(※) 5,548 4,645 903 

認証保育所 98 98 0 

※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 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】                                          単位：人 

待機児童数 46 

認可保育園入所申込数 2,270 

認可保育園入所不承諾（入所保留）者数 802 

 

○	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。 

 

(父母連) 会議時間都合により、議論は割愛する。質問はメール、LINE にてご連絡いただきたい。 

 

 

12. 保育士配置  
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】 

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】 
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区立保育園の平成 31 年 4 月 1 日付保育士の採用者は 29 名で、平成 30 年度中の

退職者は 15 名（うち定年退職者 6 名）です。 

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。 

 

(父母連) 会議時間都合により、議論は割愛する。質問はメール、LINE にてご連絡いただきたい。 

 

以上。 


