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令和２年度 第 ２ 回「文京区保育のあり方協議会」議事録 
  

日時：令和３年 ２ 月  ７日（日） 10:00～11:30 

会場：オンライン（Zoom）  

  

投影資料：  

①  令和２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 区立保育園のある一日の職員体制 

 

〈文京区からの参加者〉 敬称略 

子ども家庭部長   大川 秀樹 

幼児保育課長  横山 尚人  

子ども施設担当課長  中川 景司  

幼児保育係長  阪本 晋一  

本駒込南保育園長  古矢 美由起  

しおみ保育園長  早川 由美子 

         

 

 

1. お昼寝について 

① 令和元年度第 2 回保育のあり方協議会にて、お昼寝に関しては「体力等には個人差があるた

め、幼児クラスでは、一人ひとりの様子を見ながら、眠らないお子さんは昼寝ではなく静かに過

ごすなど、個々に応じた対応を心がけております」とのご回答をいただいておりますが、引き続

き「保育園のお昼寝が夜更かしの原因となっている」「午睡の時間が長い」と保護者の声が上

がっており、「個々に応じた対応」が実施できていない園もあるようです。「個々に応じた対応」

を区から各園に働きかけ、徹底を促していただけるかどうか、教えてください。 

【回答】 

区立保育園における昼寝については、園児が集団で長時間過ごす中での休息と考えており、

一定時間を確保しています。睡眠については個人差があるため、眠れないお子さんは静か に

過ごすなどの対応をしておりますが、改めてお子さんに応じた対応を心がけるよう、各園に周知

してまいります。また、生活リズムの整え方についても、ご家庭と話し合いながら対応していま

す。 

 
② 2020 年度第 2 回保育のあり方協議会にて、「園によって開始時期は異なりますが、年長児の

１２月以降に順次お昼寝時間をなくしていき、小学校入学の準備を行っております。」とのご

回答をいただいていますが、お昼寝をなくすタイミングの前倒しを検討しているかどうか、教え

てください。 

【回答】 

お子さんの様子や体力などにより開始時期を考えていますが、現在は特に前倒しの予定は

ございません。クラスの状況に応じて徐々にお昼寝の時間をなくすようにしています。なお、

眠れないお子さんはそれ以前からも静かに過ごすなどの対応をしています。また、休息が必

要なお子さんは体調面に配慮しながら進めていきます。 

■ 2021 年 2 月の議題 
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就学に向けて、お子さんの様子を一人ひとりお聞きしながら早寝早起きの習慣が付くよう、ご

家庭と連携してまいります。 

------------------------------------------------------------------------------------ 

       〈質疑応答〉 

（文京区職員） 

園長会として和洋女子大学鈴木先生の研修を受け、生活リズムの大切さを学びました。その

中で、早起きをする事が早寝につながる事を伺い、保護者の方と共有してきました。保育園と

幼稚園では、各家庭生活のリズムが異なり、一律にお昼寝をしないのは難しいと感じていま

す。保護者の方からは夕飯が食べられなくなるので昼寝をさせてほしいという要望もありま

す。個々の状態に応じてできるだけ対応していますが、クラスの状況によっても変わってきま

す。年長クラスはその年の状況で12月前から昼寝をしない場合もあり、基本的には就学にむ

けて準備していくようにしています。 

（運営委員） 

保護者からお昼寝を短くしてほしいと相談があった場合、保育園ではどのように対応していま

すか？ 

（文京区職員） 

        お昼寝中に無理に起こす事はしていません。保護者の方と共有しながら、時間を徐々に短く   

していく、できるだけ開始を遅くするなど自然な状況で促しています。 

（運営委員） 

年齢に応じて、クラスごとに昼寝時間を２時間から１時間半にするなどの対応は可能です

か？ 

（文京区職員） 

各園、５歳児クラスは徐々に短くしています。 

（運営委員） 

体力のある子や生まれ月に応じて、お昼寝を開始する時間を遅らせるといった対応は可能で

すか？ 

（文京区職員） 

お昼寝に入る時間はクラス全体で同じタイミングですが、寝る・寝ないは子どもの状況次第

で、無理矢理寝かせることはしていません。 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2. 保育士について 

乳児クラスなど、保育中に雑談・私語が目立つ保育士がいるという声が上がっています。中には、

子どもをけなしたり否定するような言葉を発している保育士もいるようです。このような区立保育園

がある状況を区は把握しているかどうか、保育士の誤った言動を未然に防ぐために区が実施して

いること、このような保育士がいる園に対して区が行う指導・対応策を教えてください。 

【回答】 
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保護者アンケートにて、職員同士の会話についてご指摘いただいたこともあり、これまでも、 区

では保育の質の向上に努めており、他区における区立保育園の不適切な保育の報道があっ

た際には、改めて幼児保育課と園長会での情報共有を深め、各園の保育士によるグル ープ

討議や人権等チェックリストの活用、さらには子どもの人権に関する研修受講を行うなど、機会

を捉えて対応しているところです。また、ご指摘のようなお声をいただいた時には、個別 に園長

が職員にヒアリングしたり状況を確認して指導するなどして、保育の質の向上と職員 の意識改

革に取組んでおります。 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

〈質疑応答〉 

（文京区職員） 

保護者から不適切な行動などの報告を受けた場合には、園長へのヒアリング等で状況を確認す

るようにしています。過去の事例や他の自治体で起こったことも参考にしながら、区から園に周

知したり、園で研修を実施したり、様々な方法で対応しています。 

(運営委員) 

研修やグループ講義の頻度は？どのような方を対象にしているのでしょうか？ 

（文京区職員） 

子どもの人権に関しては先日研修を受けました。ヒアリングやグループ討議などは全園で行って

いると思います。子どもの人権に関しては年に一回チェックリスト等を活用した確認を行っている

他、月ごとの職員会でも確認しています。 

(運営委員) 

チェックリストは園長がその園の保育士に尋ねてチェックしている形ですか？ 

（文京区職員） 

        各園ごとに違い、統一されていません。 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3. 園のカリキュラムについて 

① 今後、リトミックの導入を検討されているかどうか教えてください。 

【回答】 

平成 31 年度より乳児も文京区版幼児教育・保育カリキュラムを導入し、羅針盤として各園の

指導計画を作成しています。その中で、現時点でも乳児期から遊びの中で音楽と親しみ、身体

を動かすことを楽しんでいます。また、自主研修でもリズム運動を学び、保育の中で取り入れ

ておりリトミックは導入済みです。 

 
② 小学校で英語教育が必修化されたことに伴い、その前段階での土台づくりとしての英語カリ

キュラムの導入を検討されているかどうか教えてください。 

【回答】 

文京区版幼児教育・保育カリキュラムでも示されている通り、「生活する力」「人との関わり」 

「学びの芽生え」はすべて“遊び”を基本としています。それが「生きる力の基礎」となると考え



4  

ています。乳幼児期において言葉の獲得は非常に重要な課題です。そのため、保育園として

はまず日本語をきちんと伝えることを大切にしたいと思っています。ただ、今後、グローバル化

が問われている社会においては“遊びの中の学び”ということを基本としながら、様々な多言語

に触れあっていくことは大切だと考えています。 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

〈質疑応答〉 

（文京区職員） 

① リトミックについて 

文京区版幼児教育・保育カリキュラムにも記載されていますが、リズム遊びや表現遊び等のリ

トミックは各園で既に導入されています。自主研修も園長だけでなく各職員が行っています。保

育園でどういう形で実施しているかは園ごとに異なります。 

② 英語教育のカリキュラムについて 

保育園の乳幼児保育は遊びが一番の基本です。乳幼児期の言葉の獲得については日本     

語が最初だと考えていますが、今後はグローバル化についても考えていかなければいけない

と思っています。 

（運営委員） 

 小学校で英語の必修化、カリキュラムの前倒しが行われており、保育園でも遊びの中で英語

やグローバル教育を取り入れていく事は重要だと思いますので、是非検討していただけると嬉

しいです。保育園でも年々日本語以外を第一言語とする園児も増えている印象ですので、他

の国の言葉や考え方、文化を学ぶ機会が増えている状況を活かしていただきたいです。 

（文京区職員） 

文京区はドイツのカイザースラウテルンと姉妹都市提携しており、オリンピックを機会にグローバ

ル化の一環で、ドイツ給食の日など他の国の文化に親しむ機会を設けています。教育というより

は、他の国の文化とふれあい遊びを通して伝えていきたいと考えています。 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 
4. 電子化の経緯と今後の予定 

令和２年９月の保育のあり方協議会にて、令和２年度に保育 ICT システムを導入するとご回答頂き、

実際に１１月から IC カードでの出入室管理が開始され、さらに令和３年２月からは「コドモン」保護

者アプリによる園からの一斉配信がスタートすると伺いました。 
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① 文京区の認可保育園が ICT 化を進める目的・背景を確認させてください（保育士の負担軽減、

経費削減 etc） 

【回答】 

保育業務の見直しの一環として、区立保育園で ICT 化を進めております。大きな目的として

は、保育士の業務を効率化し、それにより事務作業の時間を短縮することで、これまで以上に

保育業務に注力できる環境を整え、保育の質を向上させることです。また、保護者が園からの

お知らせを電子データで確認できるなど、保護者にとっての利便性を高めることも目的として

います。 

 
② 今後の電子化の予定を教えてください 

【回答】 

区立保育園で導入している「コドモン」について、園はシステムから、保護者はアプリ等から連

絡帳の記入ができるよう、連絡帳の電子化を検討しており、令和３年度秋以降の導入予定です。

日誌等の記入についても電子化を進め、業務の効率化を図る予定です。 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

       〈質疑応答〉 

（文京区職員） 

コドモン導入の目的は保育士の事務にかかる負担を軽減し保育の質を高めるためですが、実

際導入してみますと作業や準備にかかる時間や負担も出てきていますので、運用状況を見な

がら徐々に利用するメニューを拡大していきます。 

（文京区職員） 

コドモンはお知らせ配信に使っています。来年度は連絡帳の電子化を考えていますが導入時

期の見通しはたっておらず、秋以降になる見込みです。ICTが苦手な保育士もおり、カリキュラ

ムを整備し研修を進めていきたいと考えています。 

（運営委員） 

        今後、保育園の個人面談をオンライン化する検討はしていますか？ 

（文京区職員） 

個人面談もできるのであれば導入したいですが、すぐにシステムを整える事は難しい状況です。 

（運営委員） 

今後、コドモンを父母会のお知らせなどにも利用する事は可能ですか？ 

（文京区職員） 

今後どのような利用方法が可能かについては把握できていないところもあり、現段階では父母

会での利用は検討していません。 

（運営委員） 

 ICT化に向けて保育士の研修はありますか？事務室のパソコンが足りないのではないでしょう       

か？ 
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（文京区職員） 

今後、研修も予定しており、追加のパソコンも導入予定です。連絡帳の電子化にむけて各クラ

ス１台ずつタブレットも用意する予定です。 

（運営委員） 

コロナ渦中の感染リスク軽減のため、オンラインの個人面談の導入は前向きに検討していただ

きたいです。 

(千石保育園) 

区からの自宅保育協力の要請を受けて、現在は自宅で保育をしています。普段園でどんなこと

をしているか、月１回のお便りでしか見られないのが残念で心細い思いをしています。保育園

の掲示板では今日はどんな事をしたかクラス単位でお知らせしていると思いますので、スキャ

ンしたもの等を配信していただきたいです。園の様子を子どもと共有する事で疎外感がなくなり、

自宅保育中の子どもたちも安心して過ごせると思います。 

（文京区職員） 

ICT導入は以前から準備してきたものですが、コロナの状況下でどのように活用できるか保護

者の要望も聞きながら検討していきたいと考えています。 

(さしがや) 

保護会が開催されておらず、クラスの新規入園者ともコミュニケ-ションが取れない状況で

寂しいです。是非オンライン開催もご検討いただきたいです。 

------------------------------------------------------------------------------ 

 
5. 兄弟姉妹別園の際の対応について 

① 兄弟姉妹が別園に通園している場合、送迎の負担に加え、2 ヶ所送迎により勤務時間を短縮せ

ざるを得ないことや延長保育による金銭的負担、面談や行事による有給休暇消費が倍増する

など、保護者にとっては大きな負担となっています。多子加算①の点数を増やす、兄弟姉妹

が別園の場合は同一選考指数時の優先順位を上げるなど、兄弟姉妹が同園になることをもっ

と後押しする仕組みを検討していただけるかどうか教えてください。 

【回答】 

保育園入園選考に係る指数は、社会状況の変化をとらえながら、保育が必要な様々な要件

を全体のバランスを見ながら設定しているところです。 

ご指摘のありました多子加算①の調整指数や同点となった場合の優先順位につきましては、

きょうだいが別園に通園していることの負担軽減やきょうだいがなるべく同園になれるように す

るため、既に一定の配慮をしていることから現時点でそれのみを見直す考えはございません。 

 

②  兄弟姉妹が別園に通園している場合、下の子を後で登園させ、先に降園させるルールである

と理解しています。しかし年下の子を必要以上に連れまわすことは親にも子にも負担が大き

く、また、このコロナの状況を考えても、下の子が他園で動き回ってしまうことは望ましくないと

考えます。どちらを先に登園・降園させるか、一律に決めずに状況に応じて柔軟に対応でき

るよう、区から各園へ働きかけて頂けるかどうか教えてください。 
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【回答】 

兄弟姉妹で別園へ通園することは、日々の送迎を含め様々なご苦労があるかと思います。

下のお子さんの保育時間をなるべく軽減するということで、同じ園に通園している兄弟姉妹で

あっても下のお子さんからの迎えをお願いしているところです。また、小学生の兄弟姉妹に関

しても同様に下のお子さんからということとなっております。ただし、通勤経路等を踏まえ、原

則どおりの送迎が困難な場合は、個別に園にご相談ください。 

また、在籍園に関わらず送迎の際には、保護者の方がしっかりとお子さんに関わっていただ

くようお願いいたします。 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

      〈質疑応答〉 

        特になし 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. 私立認可園の諸問題について 

① 園庭がない私立認可保育園における遊び場・運動をする場の確保策を教えてください。 

【回答】 

これまでも、区内運動場の一部開放や児童相談所建設予定地の活用等を進めてまいりまし

たが、今年度は、東京都や大学と交渉した結果、新たに都立公園や小石川植物園の利用に

あたって引率者の入園料を免除してもらえるようになるなど、外遊びの機会を増やす取組を

行っています。その他にも、空地を遊び場に転用するなど、地域資源の活用に努めていると

ころです。 

 
②  令和元年度の第２回保育のあり方協議会にて、私立認可保育園の保育士不足問題が提起さ

れました。「4 月は人員が補填された状態となっている状況で検査してもわかりづらいため、各

園で保育士が足りているかどうかは、年の後半で調査をしてほしい。」との意見に対し、 

「指導検査に関しては通常のスケジュールだと６，７月から開始となりますので、年度の後半

で検査ができないか、調整していきたいと思います。」との回答を区から頂いていますが、指

導検査の実施時期や内容に関して、その後の状況を教えてください。 

【回答】各園の保育士の人数が常時基準を満たしているかどうかは、委託費の支払いのため、

月初めに各園から区に提出される「初日雇用状況表」により毎月確認を行っております。また、

指導検査については、今年度は新型コロナ感染症の影響により、規模や内容に大きな制約 を

受けている状況であり、今後の検査方針は、実施時期を含めコロナ収束後に改めて検討してい

く予定です。 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

〈質疑応答〉 

（運営委員） 
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今まで園庭のない私立園では近隣の小中学校や区立園のグラウンドを利用していたと思いま

すが、コロナの状況下で利用ができなくなり、更に遊び場が少なくなったのではないでしょうか。

現状と対策について教えてください。 

（文京区職員） 

現在は感染症のコントロールが第一優先であり、緊急事態宣言中など一般利用禁止の状況下

では他の園や学校の施設を利用するのは厳しいと考えています。遊び場が十分確保されている

とは言えない状況であると認識しており、引き続き地域資源の活用に努めていきたいと考えてい

ます。コロナ収束後に改めて検討していきます。 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. 令和３年度 4 月入所希望の申込状況 

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】 

令和３年度４月の１次募集・応募の状況は、次表のとおりです。 

 
R３年 

0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 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 募集 応募 

区立 149 184 153 266 51 88 41 51 20 34 9 18 423 641 

私立 541 460 407 359 174 153 267 80 272 36 288 7 1,949 1,095 

合計 690 644 560 625 225 241 308 131 292 70 297 25 2372 1736 

＜参考＞ 
 

 
R２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 150 221 159 374 50 105 38 112 17 72 414 884 

私立 486 461 395 402 218 123 229 113 457 59 1,785 1,158 

合計 636 682 554 776 268 228 267 225 474 131 2,199 2,042 

 
 

入園要件、加点項目の変更は特にありません。 

（令和３年より４歳・５歳を別に集計しました。） 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 〈補足〉 

（文京区職員） 

 全体的に応募は減少していますが、前年度に保育園の数が増えたことで、前年度中に入所

できた方が多かった状況も影響していると考えています。園の選択肢も増えてきたので、各園

の特長を活かし、保育の質を高めるように引き続き取り組んでいきます。 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

（2 月の定番質問） 
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8. 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】 

令和２年１０月から令和３年４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８ 

施設、小規模保育事業１施設）。なお、定員等の変更はありません。 

-------------------------------------------------------------------------- 

 〈質疑応答〉 

 （運営委員） 

 年々待機児童が減ってきておりありがたいと思っていますが、４・５歳が定員割れしているの

に対し、１・２歳の待機児童がまだ解消されていない状況です。４・５歳の応募が少ない園で、

１・２歳の定員拡充に配置換えすることは可能ですか？ 

（文京区職員） 

新規開設する園は、５歳児を募集していません。令和２年度は、5歳児を募集しない園がある

のに対し、１歳は待機児童が発生しており需要が高い状況がありました。待機児童の解消の

ため、５歳児の枠を１歳児の定期利用保育（１年間）に活用し、スペースと人員を確保するよ

うにしています。 

（文京区職員） 

定期利用保育の定員は各園の定員とは別に確保されており、保育園に入園できなかった方

に利用していただく事ができます。 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

9. 保育士の一日の勤務体制・具体例 

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】 

別紙のとおり 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

〈質疑応答〉 

 （運営委員） 

今年度、職員の規定に変更はありますか？ 

（文京区職員） 

 特にありません。 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

（運営委員） 

全体を通して、今回の議題に挙がっていない事でもご意見・ご質問はありますか？ 

（2 月の定番質問） 
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（千石） 

保育園で手洗いの際に使用しているせっけんの香りが強く、子どもが食事の時に気になると言って

いた事があります。以前、園に無香料のものを持ち込めないかと相談しましたが、区で一律で規定さ

れているので、個人のものを使ったり、品物を変更するなどの対応できないと言われました。区立の

幼稚園では同じ要望に対して対応していただけたとも聞いています。消毒剤などで敏感になる機会

も増えていると思いますので、日常利用する品物に関して安全性の見直しを検討してほしいと思いま

す。 

（文京区職員） 

色々なニーズへの対応について検討してまいります。 

 

（運営委員） 

年長児が就学前にマスクをつける練習をする事を検討していますか？ 

（文京区職員） 

5歳児クラスでは就学に向けての健康教育の一環として導入する事は検討しています。 

（文京区職員） 

 教育的観点でマスクをつける練習をする事は可能ですが、終日衛生面を担保してのマスク利用は

保育園では難しいと考えています。 

 

（運営委員） 

 入退室のICTカードが導入されましたが、18時15分を１秒でも過ぎると延長保育料金を徴収されるの

ですか？ 

（文京区職員） 

18時16分を過ぎると延長保育になります。 

（運営委員） 

          入退園のロック解除の電子化も検討されていますか？ 

（文京区職員） 

技術的には可能ですが、安全面の確認を含めたハード的な整備の必要があり、現在は検討してい

る段階です。 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

以上。 
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