
令和 2 年度 第 1 回「文京区保育のあり方協議会」議事録 

 

日時：2020 年 9 月 13 日（日）10 時～12 時 

場所：web 開催（zoom） 

 

配布資料： 

2020 保育のあり方協議会議題 

2020 保育のあり方協議会議題（回答） 

【別紙１】R2.4.1 園児数と保育士配置（回答） 

【別紙２】R2.8.1 会計年度任用職員配置実績（回答） 

2020 年あり方第 1 回：事前回答に対する意見 

 

参加者（敬称略）： 

●文京区子ども家庭部 

幼児保育課長 横山尚人 

子ども施設担当課長 中川景司 

幼児保育課 幼児保育係長 阪本晋一 

●父母連運営委員 

 

※質疑応答において質問者が加盟園名となっている質問は、加盟園保護者から事前に頂い

たものを代理で父母連運営委員が質問したものになります 

 

1．新型コロナウイルス感染症関連 

①新型コロナウィルス感染症に伴い、「家庭保育の協力要請」期間が 8 月 31 日まで延長

されました。感染対策という面では理解しつつも、有給休暇にも上限があり所得にも影響

が出ます。保育園の登園自粛に協力する家庭に対する経済的支援等に関して、区が実施・

検討しているものがあれば教えて下さい。 

 

【事前回答】 

「家庭保育の協力要請」は、この度９月 30 日まで延長いたしましたが、区では、各ご家

庭の状況に応じて、ご協力いただける範囲において、ご家庭での保育をお願いしており、

ご協力いただいた時には、保育料の日割還付を行っております。今後、幼児保育課とし

て、新たな経済的支援を実施する予定はございませんので、保育を必要とする時は、ご無

理をせずに保育園をご利用ください。 

 

②新型コロナウイルス感染症の対策について、各園と保護者との間で協議を行う場を、対 



面を避ける形で設けていただくことが可能かどうか教えて下さい。 

 

【事前回答】 

園との協議につきましては、可能な限りの感染症対策を講じながら対応してまいりますの

で、直接園にご相談ください。 

なお、対面を避ける形での協議の設定につきましては、オンライン等の活用が考えられま

すが、保育園におきましては、セキュリティー対策に対応したインターネット環境が整っ

ていないため、今後の検討課題としております。 

 

③感染症対策として一時期、手洗いタオルの代わりにペーパータオルが用いられていまし

たが、現在はまた手洗いタオルに戻っています。これらの経緯および今後の方針を教えて

ください。 

 

【事前回答】 

園内でウイルス性胃腸炎など、何らかの感染症が流行した時はペーパータオルを活用して

います。新型コロナウイルス感染症の予防対策としては、こまめな手洗いや手指消毒を行

うことを主として行っており、個人用の手洗いタオルを使用しております。 

 

＜質疑応答＞ 

（父母連）どれくらいの人が登園を自粛していますか？ 

（区回答）4-5 月は 8-9 割の人が自粛していました。6 月は３割程度が自粛。7-8 月は

１-２割、９月は数名お休みしている程度です。 

 

（目白台）秋に入って過ごしやすくなったら、年中、年長さんには、マスクをして活動し

てもらうように指導をしていただきたいのですが、そのようなことは可能でしょうか。 

（区回答）子供はマスクを管理できず、保育者も責任をもってマスクの管理ができないの

で、給食で外す際などにマスク自体が汚染のリスクあると考えており、区としては園児の

マスク着用を推奨しておりません。年長クラスなど、新しい生活様式を認識できるように

なったり就学に向けて練習が必要になったりという場合には、練習というかたちでの対応

は考えられると思っています。 

咳などの症状の出始めている子供については保育の場所を変えるとともにマスクをつけて

いただくことなどがあります。 

 

（藍染）保育園の感染症対策の実効性について、感染症対策の専門家による指導や検証は

十分になされているでしょうか。 

1、早朝夕方保育時における学年を越えた園児の「三密」状態が継続されていること。 



2、早朝夕刻時の園児の送り迎えが「各クラス入口」とされているが、園内を多数の保護

者が行き交うことにかわりなく感染症対策として実効性が薄いこと。（たとえば風疹流行

時に妊婦は送り迎えを園の入口で行うほどに徹底されているのに対して) 

3、区内の保育園にて感染のクラスターが発生しているにもかかわらずその傾向の分析等

の情報が明らかにされないこと（感染症はどうやって持ち込まれたか、園内の感染はどの

ように広がったのか。クラス内なのか学年越えてなのか。その後の症状はどうか等） 

以上のような点が、感染リスクとして懸念されると考えているが、保育園の「人員が足り

ない」という理由で対応が徹底できていない現状について、幼児保育課はどう考えている

でしょうか。 

（区回答）保育園の三密状態を防ぐのは難しく、リスクコミュニケーションをしっかりと

って、理解を得ていくことが大切と考えています。保育現場での感染症対策として公に示

されているものはありませんが、7 月以降は専門委員（順天堂大学 堀賢順天堂大学大学

院教授）の指導の下、換気やこまめな手洗い、手指消毒など、これまでの基本的な感染症

対策を行うという方針にしています。なお、ペーパータオルではなく個人用タオルを使用

することに関しても、今の時点ではこまめな手洗いでよいという専門委員の意見を踏まえ

たうえでの方針です。 

 

保育園で発生した集団感染に関しては、どういった状況で感染が起きたかについて検証し

ましたが、特別な状況ではなく、通常の保育の中で起こったのではないかと考えていま

す。ウイルスのゲノム解析を依頼していますが、追加で得られる情報は少ない見通しで

す。検証した内容については、何らか保護者にご報告できるよう方策を検討中です。 

 

（父母連）専門委員と話し合った内容は公開されていますか？ 

（区回答）視察していただいたり必要な対応について提言をもらったりしていますが、い

ただいた意見を手引きに落とし込むこととしており、専門委員の意見として集約して公開

はしておりません。 

 

２．情報伝達・オンライン化について 

①区からの情報は主にホームページを介して周知されますが、ホームページの記載だけで

はタイムリーに情報を得ることが困難です。最近はフェアキャストも積極的に用いられて

いますが、区からの情報発信におけるさらなるフェアキャストの活用に関して、区の方針

を教えてください 

 

【事前回答】 

区立保育園における保護者の方への情報発信につきましては、これまでは主に各園の行事

等の伝達にフェアキャストを用いてきたところですが、感染症に関わる情報等につきまし



ても、保護者の方にお伝えすべき内容につきましては、すみやかにお知らせできるよう 

積極的にフェアキャストを活用してまいります。 

 

②各園から保護者への情報伝達に関して、一部はフェアキャストが用いられていますがい

まだに紙の連絡が主流です。今後の電子化の予定を教えてください。 

 

【事前回答】 

区立保育園における保護者の方への情報伝達の方法につきましては、令和２年度に導入す

る保育ＩＣＴシステムを活用していく予定です。保護者の方がスマートフォンやパソコン

等で園からの情報を確認できるよう、順次電子化を進めてまいります。 

 

③担任の先生と保護者の面談に関して、昨今の新型コロナウィルス感染症の状況も踏ま

え、オンライン化を望む声があります。オンラインによる個別面談を検討していただける

かどうか、教えてください。 

 

【事前回答】 

１－②と同様の回答になりますが、昨今のコロナウイルス感染症対応により、オンライン

を活用した環境整備の必要性が高まってきておりますが、出先職場である区立保育園にお

きましては、セキュリティ対策に対応したインターネット環境の整備が整っていないた

め、今後の検討課題としております。 

 

＜質疑応答＞ 

（目白台）「セキュリティー対策に対応したインターネット環境が整っていない」とのこ

とですが、具体的にどのような対策が足りず、何を講ずることで環境が整うとお考えでし

ょうか。また、「セキュリティー対策に対応していない」とのことで心配になったのです

が、現在は、園児・職員の個人情報のやり取りや機密事項について、区と各園の間でメー

ルやインターネットを介してのやりとりは無いという認識でよろしいでしょうか。 

（区回答）区で使用しているネットワーク環境は、区の端末と園の端末をクローズドな回

線でつなげているため、インターネットについては、仮想デスクトップを挟んでおり、外

部と簡単につなげられる環境が整っていないということです。外部の回線につながる PC

は、現時点では台数制限や時間の制限などがあります。今後、外部回線と接続できる PC

を拡充できるよう、整備について検討している段階です。 

 

（父母連）今後の電子化の予定はどうなっていますか？ 

（区回答）入退室管理については昨年から３園（水道、本駒込南、大塚）で試行中であ

り、今年度中（11 月見込み）に全園で導入予定です。順次 ICT で管理できるものを増や



していく予定です。 

 

（藍染）今年度に入って保護者面談は実施されておらず、日常の送迎時もクラス担任との

コミュニケーションは非常に限定されている。保育時における子どもの様子や情報が保護

者にほとんど伝えられず、保育園保育がきわめて不透明なまま半年も継続されている状況

を許している。このことを保育園のオンライン環境が十分整っていないという理由にして

いる現状を、幼児保育課としてどう考えているでしょうか。 

（区回答）園に個別にご相談いただくなど、直接の面談や電話での面談は可能です。ま

た、自粛が長期化している家庭には、各園から定期的に電話連絡をするようにしていま

す。 

 

３．園行事について 

① 新型コロナウイルス感染症流行のため、他クラス交流（合同保育）や父母参加の園行

事については慎重な対応が必要か と思います。一方で、子供は日ごろの活動を親にみせ

ることを楽しみにしており、可能な限り寄り添いたいとも考えます。園行事を中止するの

ではなく、学年で参加者を分散するなど、三密を避けながら、父母も行事を観覧できるよ

うにする方策について、区の方針を教えてください。 

 

【事前回答】 

区では、新型コロナ感染症の拡大を抑制するため、原則として通常の保育より集団が大き

くならない範囲において、実施可能なことを保育の中で行っており、保護者の方につきま

しても集団を形成することがないよう対応しているところです。新型コロナウイルス感染

症につきましては、後遺症の有無など解明されていないこともしては、後遺症の有無など

解明されていないことも多くあることから、区といたしましては、児童や保護者の皆さ

ま、関係する全ての方の健康や感染拡大の抑制を最優先に考え、慎重に対応していく必要

があると考えております。リスクや不安が増えている中、人によって感じ方、捉え方も

様々な状況ですので、保護者の方におかれましては、ご自宅などにおいて、児童の日ごろ

の活動を子どもたちと共有していただき、温かなお声をかけていただければと考えており

ます。 

 

②今年度から、進級お祝い会が幼児クラスのみの発表会になりました。乳児たちの１年間

の成長も尊く、ボリュームのある劇は難しくとも、短いダンスやパズルゲームなどに縮小

して、乳児クラスの父母がわが子の成長を見る機会を設けていただくことは可能でしょう

か。 

 

【事前回答】 



乳児クラスの児童の成長につきましては、保護者会などの機会を通じてお伝えしていく予

定としておりましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の抑制に伴い、保護者の方

に児童の様子をお伝えする機会を設けることが難しくなっております。区といたしまして

も、感染拡大を抑制しながら、児童の様子を伝えていく方策を検討してまいります。 

 

＜質疑応答＞ 

（父母連）運動会に関する対応は、各園で対応されていますか？区で方針を決めているの

ですか？ 

（区回答）区では、新型コロナ感染症の拡大を抑制するため、原則として通常の保育より

集団が大きくならない範囲において、実施可能なことを保育の中で行い、保護者の方につ

きましても集団を形成することがないよう対応することとしています。年長の 1 クラスで

あっても、保護者が一堂に会するのは通常の集団を超えた集団になるということを、各園

に伝えています。 

 

（藍染）感染拡大の抑制のもとに、今年度の保護者のかかわる行事はほぼすべて中止され

ている。たとえ想定外の事態であったとしても、結果として、保護者の目が行き届かなく

なり「保育のブラックボックス化」を進めてしまっている事実について、幼児保育課とし

てどう考えているでしょうか。 

（区回答）面談などでお話しする機会はしっかり確保したいと考えています。 

 

４．非就労日（有給休暇等）の通常保育について 

「認可保育園は、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

施設であり、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必要であるた

め、有給休暇中は利用できない」という旨、2019 年第 1 回保育のあり方協議会で回答を

いただいています。必要な場合はキッズルームをご使用下さいとのことでした。しかし通

常園に通う方が子供のストレスが少なく、また、数日間の有給休暇中に保育園の利用を控

えたとしても、待機児童解消に貢献できるわけでもありません。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、就労していない時間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）を区として検討いただけ

るかどうか、教えて下さい。 

 

【事前回答】 

保育園は、児童福祉法に基づく児童福祉施設であり、子ども・子育て支援法で定められた

事由に該当する場合に、保育の必要性がある児童の保育を行うこととしております。保護

者の方が休暇を取得している児童につきましては、保育の必要性がないことから、制度上



難しいものと考えており、今後も認可保育園でお預かりする予定はございません。保護者

の方のリフレッシュにつきましては、他の保育サービスの中から保護者の方のご希望に沿

うものをご利用くださいますようお願いいたします。 

 

＜質疑応答＞ 

（向丘）こちらの回答は休日出勤時の代休にも該当しますか。土日に出勤となり、平日に

代休を取得した場合も保育はお願いできないのでしょうか。両親共に休みであれば代休で

あっても家庭でみますが、母親が勤務、父親が代休取得時などは、少しの時間でも保育を

お願いできると大変助かります。 

（区回答）保育園は、児童福祉法に基づく児童福祉施設であり、子ども・子育て支援法で

定められた事由に該当する場合に、保育の必要性がある児童の保育を行うこととしており

ます。保護者の方が休暇を取得している児童につきましては、保育の必要性がないことか

ら、制度上難しいものと考えており、今後も認可保育園でお預かりする予定はございませ

ん。個別のご事情については、園長に個別に相談していただきますようお願いします。 

 

５．開錠・セキュリティについて 

送迎の時間帯に、開錠のため保育士１人が保護者の顔を確認する作業を行っており、保育

士に負荷がかかっていると懸念します。また、インターホンでは、顔が見えていなくても

開錠するケースも見られ、セキュリティ上課題があるとも考えます。効率化、セキュリテ

ィ向上のため、機械（ＩＤカードで電子的に開錠など）に変更する等は可能かどうか教え

てください。 

 

【事前回答】 

開錠に伴う保育士の負荷が軽減することで、子どもに向き合う時間がとれ、より良い保育

の提供につながることや、セキュリティ上の改善につながることを認識しておりますの

で、電子開錠につきましては、今後、区立認可保育所において運用を開始する保育ＩＣＴ

システムの活用等の可能性を含め、検討してまいります 。 

 

＜質疑応答＞ 

（父母連）ICT はどのようなシステムで導入される予定ですか？ 

（区回答）電子カードの配付を検討しています。 

 

６．延長保育について 

本年度の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、昨年のデー

タとともに、教えてください。また、定員数の決定方法、延長保育時間中の保育士の数に

関しても、現状を教えてください。 



 

【事前回答】 

今年度及び昨年度の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につ

いては、以下表のとおりです。 

なお、定員数につきましては、原則面積基準等を超えない範囲で定めています。保育士の

配置人数につきましては、延長保育に従事する職員として、正規職員が 1 名、園の状況に

応じて保育補助員が 1 名から３名、乳児が多い日やお迎えが遅れる保護者の方がいる時

は、さらに正規職員１名が超過勤務等で対応しております。 

園名 定員数 延長保

育定員

数 

R 元年 8 月 1 日現在 R2 年 8 月 1 日現在 

延長保育 

利用者数 

延長保育 

待機児童数 

延長保育 

利用者数 

延長保育 

待機児童数 

藍染保育園 87 22 22 6 22 3 

久堅保育園 123 22 14 0 13 0 

青柳保育園 95 22 16 0 10 0 

さしがや保育園 128 22 22 1 22 0 

駒込保育園 93 22 22 3 18 0 

こひなた保育園 97 22 12 0 14 0 

本郷保育園 93 22 22 1 22 4 

大塚保育園 103 22 16 0 11 0 

しおみ保育園 107 22 12 0 14 0 

千石保育園 146 24 22 5 24 8 

向丘保育園 133 22 20 0 21 0 

水道保育園 122 22 17 0 13 0 

本駒込保育園 99 22 16 0 12 0 

本駒込南保育園 121 22 18 0 14 0 

千石西保育園 117 22 16 0 14 0 

本駒込西保育園 53 15 4 0 2 0 

目白台保育園 86 22 6 0 6 0 

柳町保育園 64 18 12 0 15 0 

根津保育園 21 10 1 0 2 0 

お茶の水女子大

学こども園 

60 16 16 4 15 0 

 

＜質疑応答＞ 

（こひなた）「なお、定員数につきましては、原則面積基準等を超えない範囲で定めてい



ます。」とのことですが、これは園全体の定員数に関してでしょうか？延長保育の定員数

の決定方法も教えてください。 

（区回答）原則面積基準等を超えない範囲で定員を定めるというのは、当たり前のことで

すが、延長保育の定員においても当然面積基準等を超えない範囲で定めています。具体的

に何人にするかは、状況を見ながら定めています。 

 

（父母連）千石保育園で 2 枠増えましたが、その決定基準を教えてください。 

（区回答）定員数も多く、延長保育の待機児童数も多いので、増枠の対象となり、安全に

保育できる定員数を現場と相談して 2 枠増加となりました。昨年と比べてコロナで延長保

育の利用を控えている人もおり、今年度増やした現状の検証もできておりませんので、来

年度さらに定員を増やす予定は今のところありません。 

 

（父母連）区に延長保育を承認されたはずなのに、延長保育の必要性などに関して園で詳

細な聞き取りがありました。延長保育の保育時間など、ルールはあるのでしょうか？ 

（区回答）保育の必要な時間だけ預かるルールとなります。規定の所在を確認します。区

で一定の要件はありますが、個別の詳細は園で聞き取りをしています。 

 

７．保育園定員・待機児童等 

①令和 2 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。 

 

【事前回答】 

定員数              各年度 4 月 1 日現在 単位：人 

 元年度 ２年度  増減  

認可保育園等(※)  5,548  6,647  1,099  

認証保育所 98  104  6  

※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。 

 

【事前回答】                         単位：人 

待機児童数 11  

認可保育園入所申込数 2,116  

認可保育園入所不承諾（入所保留）者数 532 



 

〇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。 

〇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。 

 

＜質疑応答＞ 

（父母連）ここ数年、順調に待機児童が減少していますが、今後の定員数に対する見通し

を教えてください。新規マンションの建築などは把握されているのでしょうか。 

（区回答）ここ数年と同じペースでは新規園の開設を行わないと考えています。4-5 歳で

は定員に空きがある園もあり、待機の多い 1 歳を多めに預かるという事業を始めていま

す。どこに新規のマンションが建つかは、ネット等のレベルとはなりますが情報収集して

保育園を建てる場所を考えています。 

 

（父母連）入園選考時にはなかったテレワークは保育の要件の変更になりますか？ 

（区回答）今後働き方が変わっていくことが想定され、課題として認識はしていますが、

急な変更だと予定が狂う人もいるため、来年度の選考は変更しない予定です。 

 

８．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 。 

 

【事前回答】 

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。 

 

【事前回答】 

区立保育園の令和２年４月１日付保育士の採用者は 37 名で、平成 31 年度中の退職者は

13 名（うち定年退職者 0 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。 

 

【事前回答】 

別紙２のとおりです。 

 

 


