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平成29年度 第1回「文京区保育のあり方協議会」議事録 

 

日時： 平成29年9月10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 29 年度 第 1回「文京区保育のあり方協議会」議事次第 

② 平成 29 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 29 年度 8月 1日現在 保育園非常勤職員 配置実績） 

⑤ 別紙 3-1（文京区立こひなた保育園 給食調理業務委託検証報告書） 

⑥ 別紙 3-2（文京区立本郷保育園 給食調理業務委託検証報告書） 

⑦ 文京版スターティング・ストロング・プロジェクト～人生の始まりこそ力強く～が始ま

ります!! 

⑧ 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：大川秀樹 課長 

子ども施設担当課：宮原佐千子 課長 

幼児保育課 幼児保育係：日比谷光輝 係長 

幼児保育課 給食指導担当：内田恵美子 主査 

1. 開会のご挨拶 

 

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 

（各質問に対して大川課長が回答） 

【1】 保育園定員・待機児童等（9 月の定番質問） 

以下のデータの提供をお願いいたします。 

① H29 年 4 月の時点での、認可保育園と認証保育園の定員数、またその昨年度からの

変化を教えてください。 

【回答】 

定員数                     各年度 4月 1日現在 

 認可保育園等(※) 認証保育所 

29 年度 4,177 96 

28 年度 3,771 95 

増減 406 1 

  ※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。 
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【当日追加コメント】 

認可保育園（小規模保育所含む。）7箇所増設、認証保育所については 1名増員。 

 

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ご提示ください）」。 

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】 

認可保育園入所申込者数                  2,091 人 

 認可保育園入所承諾者数                △1,133 人 

 認可保育園入所不承諾者数                    958 人 

 統計上除外すべきもの（他区在住者、転園希望等）        △176 人 

782 人 

 認証保育所等で保育されている児童数            △499 人 

      待機児童数                     283 人 

 

【当日追加コメント】 

過去 5年の推移は、24 年度 111 人、25 年度 96 人、26 年度 104 人、27 年度 132

人、28 年度 257 人。 

 

 

・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」を待機児童としてカウントしています。 

 

入園承諾者

1,133人

認証保育所等入所

499人

他区在住等

176人

待機児童 283
人

入園承諾者

認証保育所等入所

他区在住等

待機児童
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・認可保育園入所不承諾者の定義について 

認可保育所入園又は転園申請があり、入園又は転園等ができなかった方を入園不承諾者

としてカウントしています。 

 

【質問】本駒込南保育園保護者：両親がフルタイム（８時間／日以上）で働いていて認可保

育園に入れない方の割合を教えてください。 

【回答】待機児童２８３人のうち６割以上が両親ともフルタイム勤務です。 

【質問】企業主導型の保育園はどの程度あるのでしょうか。 

【回答】現在１か所。今後もう１か所増える予定です。 

【質問】①の回答では、認証保育所の児童数は９６人とのことだが、円グラフの「認証保育

所等入所」４９９人との差はなぜ生じているのでしょうか。また、認証保育所のうち

どこに預けているのか把握はできるのでしょうか。 

【回答】文京区外の認証保育所や、グループ保育、保育ママ、認可外の保育所等を利用して

いる方も含んでいるからです。なお、認証保育所に行っているのは、うち１２１人で

す。 

また、実態の詳細については毎年５月に判明するところ、資料の基準日が４月１日で

あるため、詳細については全てを把握できておりません。 

 

【2】 保育士配置 （9 月の定番質問）  

以下のデータの提供をお願いいたします。 

① 今年度の各園の園児数、常勤保育士数（定員と 4月末現在の在園児数）。 

根津保育園並びに認可私立園のデータもお願いいたします。 

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】 

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） 

区立保育園の平成 29 年 4 月 1日付保育士の採用者は 21 名で、平成 28 年度中の退職者

は 15 名（うち定年退職者 5名）です。園ごとの退職者数等については、個人が特定さ

れてしまうため、公表しておりません。 

 

【当日追加コメント】 

 退職者については、ある園に退職者が偏っているということはありませんでした。 

 

② 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。 

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。

年合計、月合計、月平均）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。 

 



4 
 

【3】 新設園の増設方針（9 月） 

① 待機児童対策として、私立認可園が多く増設されております。一方で、平成 26 年

度時点では認証保育園が 8施設ありましたが、このうち 5施設が平成 27 年度から

認可園に移行し、認証保育園は 3園しかありません。認証保育園が減ったことによ

り、保育環境がある程度担保された環境で、独自の教育カリキュラムや長時間保育

を実施している園を選択することが非常に困難な状況です。認証保育園が新設さ

れる予定があれば教えてください。また、多様な保育ニーズに応えるための対策に

ついて、何か検討される予定はありますでしょうか？ 

② 認証から認可となった園については、保育時間が 20 時までの 13 時間保育が継続

されていますが、新設される私立認可では区立園同様の 11 時間保育（延長の場合

は 12 時間）が実施されています。今後、新設される私立園で、預かり時間の延長

を認可することは検討されておりますでしょうか？ 

③ ここ数年で新設されているのは私立認可園ですが、区立ではなく私立園を新設し

ている背景を教えてください。 

【回答】 

 本区では、急増する保育所待機児童の解消に向けて、私立認可保育所を中心とした保

育所整備を進めているところであり、現在、新たな認証保育所の開設予定はございませ

ん。 

私立認可保育所における保育内容については、認可保育所として保育所保育指針に則

った保育の実施を前提としながらも、すでに各事業者の方針に基づくリトミック、英語

教育等の独自カリキュラムも適宜加えて展開しているところです。 

 長時間保育に関しましては、保育ニーズが多様化し、長時間保育が必要な保護者への

支援という視点も重要ですが、保育所待機児童対策は「保育施設の増設」と「育児期間

中の保護者の働き方の見直し」を車の両輪として進めていくべきであり、子どもの健や

かな成長のためにも現状と同等の保育時間で実施する認可保育所を誘致する予定です。 

 私立保育所の整備にあたっては、昨今の保育所待機児童を取り巻く厳しい情勢を踏

まえ、国、都より初期整備費用、開設後の運営費用等を対象とした補助メニューが多数

展開されております。本区としては、当該補助金を積極的に利用し、民間活力による国

の整備基準等を満たした私立認可保育所の誘致を中心に整備を行っているところです。

なお、今後も、保育所整備と併せて、各施設における保育の安全確保を図るため、区立

保育園園長経験者等による私立認可保育所等への巡回指導を実施し、保育の量と質の

両面で保育所待機児童解消対策を進めてまいります。 

【当日追加コメント】 

区立認可保育園は平成１６年以降国からの補助金が出なくなったことから、設置のス

ピード感があり、また、待機児童対策で手厚い補助金が出る私立保育園の増設に力を

入れています。 

 

【4】 保育時間延長（9 月） 

昨年度もご回答いただきましたが、保育園児保護者から、20 時くらいまでの延長を希

望する意見があります。現時点での幼児保育課のお考えを教えてください。また、トワ
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イライトステイの利用状況を教えてください。 

【回答】 

 本区では、ワークライフバランスと子どもの健全育成の観点から、区内の認可保育園

の保育時間は、認証保育所から認可保育所へ移行した一部の私立認可保育所を除き、区

立、私立問わず、基本保育時間は午前 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 時間としております。 

確かに、保育ニーズが多様化し、長時間保育が必要な保護者への支援という視点も重

要ですが、「ワークライフバランスの推進による子育て中の保護者の働き方の見直し」

と「子どもの健全育成」という両面から考えると、現状の認可保育園の保育時間を更に

延長することは難しいと考えております。 

 

【当日追加コメント】 

保育時間の延長は難しいのが現状。それよりは、育児休業制度をより使用しやすい環

境を整備すべく、区長会を通して厚生労働大臣に要望しています。 

 

また、トワイライトステイ事業は、平成 28 年 4 月より、文京総合福祉センターにお

いて開始し、28 年度の利用状況は、延 90 人となります。 

 

【当日追加コメント】 

トワイライトステイ事業では、満２歳から小学校６年生までの子どもを対象に、月曜

から土曜１７時から２２時までの預かりを行っています。 

 

【5】 配慮の必要な子どもの療育（9 月） 

2015 年 4 月より福祉センターが教育センターに移行したことで、障害の程度の軽い園

児は療育を受けられない現状となっています。2016 年 9 月のあり方協議会では「教育

センターにおいて要配慮児に対する新たな支援について検討をしている」とご回答い

ただきましたが、検討結果をご教示ください。 

【回答】 

 教育センターと保育園との連携については、これまで定期的に園を訪問し、保育の中

で子どもの健やかな発達に必要な助言を行う発達支援巡回相談を行ってまいりました。 

これに加え、平成 29 年度より、「文京区版スターティング・ストロング・プロジェク

ト」を開始しました。臨床心理士などで構成する専門家チームが各園を訪問し、要配慮

児を含むすべての子どもを対象として、集団参加や対人コミュニケーション等の社会

的スキルの獲得等、健やかな育ちを支えることを目的とした専門的発達支援を行うと

ともに、職員へ専門スキルを伝えていきます。 

 

【質問】久堅保育園保護者：資料中の「先生への支援」について、区立・私立を問わず園を

訪問するのでしょうか。また、訪問のタイミング・頻度等はどのようなものでしょう

か。 

【回答】双方訪問する予定です。今は区立を回っているところで私立はもう少しで回り始め
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る予定。今はまだ始まったばかりなので年に複数回行けるかどうかといったところで

す。また、各園からの希望があって行くというよりはまんべんなく行くイメージです。 

【質問】運営委員：スターティング・ストロング・プロジェクトの目新しいところとしては、

様々な専門分野の方々がチームとなって取り組むというところでしょうか。 

【回答】専門家がチームを組むという点と、アウトリーチ型（行政が積極的に働きかけて支

援を行う型）である点、障害を持つ子どもに限らず支援を行うという点が目新しいと

考えています。 

【質問】運営委員：福祉センターで現状支援を受けられない、障害の程度の軽いお子様に対

して（障害と診断されていなくても）配慮するようなプログラムはありますか。 

【回答】まだ始まったばかりのプロジェクトなので、今後検討することになると思われます

が、療育の代わりになるとまでは考えていません。 

【質問】どんぐり保育園保護者：資料中の「保護者への支援」とはどのようなものですか。

また、今後、成果や課題が出てくると思うが結果のレポートは出てくるのでしょうか。 

【回答】どのような形で保護者へアプローチを行うかはまだ詳しくは把握していません。ま

た、レポートの方法等に関しては教育センターに確認させてください。 

【質問】青柳保育園保護者：プロジェクトの対象となる子供の範囲は広い。療育は早期療育

が重要ですが今までは窓口が多岐にわたり、たらい回し感も否めません。このプロジ

ェクトによって窓口が統合するということでしょうか。 

【回答】すべてを統合した窓口とすることは想定していません。また、対象年齢は広いです

が、現時点では保育園幼稚園というところで育児環境を整えていくことを目的として

います。子供との関わりあいのスキルをお伝えする場として考えてほしいと思ってお

ります。 

 

【6】 配慮の必要な子どもに対する保育士の加配について（9 月） 

配慮の必要な子どもが在籍するクラスに対しては、非常勤職員の加配がありますが、

個々の園児によってどれくらいの配慮が必要かは様々です。加配の職員数の決定にお

いてどのような点を考慮しているか、実際の保育スペースの検討や保育士の意見を聞

いた上での判断となっているかについて、教えてください。 

また、入園後に配慮の必要な子どもと判断される場合の対応について、より現場の声を

聞くなど入園前の対応と異なる点があれば教えてください。 

《保護者の意見》 

 加配された非常勤１人ではケアができず、担任が常に忙しくなり、他の園児に目が行

き届いていないように見受けられる。また、園内のスペースが既に狭い上に、要配慮児

の午睡等でさらに手狭になっている。 

【回答】 

 配慮の必要なお子さまの入園に対しては、内定した保育園において事前保育を行う

と同時に、教育センターにおける医師の診察及び発達検査を受けていただき、その結果

も踏まえ、判定会にて、入所の可否、保育方針、職員配置及び環境面での注意点等につ

いて決定しております。 

 判定会は、幼児保育課職員のみならず、入園予定園の園長及びクラス担任の保育士、
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担当の保育園長及び教育センターの心理職職員等も構成員として参加しており、その

お子さまについて最適な保育のあり方について議論をし、決定がなされています。 

 また、入所してから配慮が必要だと判明した場合については、在園の園長が保護者の

承諾を得た上で、上記と同様のプロセスにて、保育方針、職員配置等の判定を行います。 

 なお、職員の加配の考え方については、園での面談時において、1対 1で対応するの

ではなく、クラス運営全体において、子どもの育ちや成長に応じて、必要な対応をとる

旨を説明しております。 

 要配慮児の対応については、教育センター主催の研修や母子保健研修等を受講し、必

要な知識等の習得に努めております。 

【当日追加コメント】 

保育スペースの検討についてですが、現状の保育スペースの中で園ごとに工夫しなが

ら対応しているので、ご理解いただきたい。 

 

【7】 保育士の評価（9 月） 

幼児保育課として保育士の評価はどのように行っていますでしょうか？各保育士にど

のように評価のフィードバックを行っているかについても教えてください。 

【回答】 

 本区の職員に対する評価については、年度を通じた目標管理、幼児保育課長との面談

を経て、業績・プロセス評価を実施し、その結果は希望する職員等に開示しております。 

 また、評価の開示を受け、希望する職員等については、評価結果に係る幼児保育課長

との面接を実施しております。 

 

【当日追加コメント】 

１次評価者は幼児保育課長。補助者として各園の園長を指定し園長の意見を聞きなが

ら評価しています。２次評価者は部長であり、最終評価者は副区長となります。 

 

【質問】どんぐり保育園保護者：「評価が下回る」というのはどのような場合でしょうか。

また、評価は絶対評価・相対評価のいずれでしょうか。 

【回答】絶対評価と相対評価両方を用いて評価しており、全体の評価が低かった職員や、一

部の項目の評価が低かった職員について、年に数回ヒアリングをして対応しています。

また、１次評価が絶対評価、２次評価では相対評価を交えながら行っています。 

【質問】青柳保育園保護者：幼稚園も同じ手法で評価しているのでしょうか。 

【回答】１次評価は課長職である幼稚園長が、２次評価は教育推進部長が行っており、評価

のポイントについてはあまり変わらないものとなっています。 

 

【8】 園医の指定について（9 月） 

園医を指定する際に、どのような基準で依頼しておりますでしょうか？小児科専門医

の認定など必要とされる条件をあれば教えてください。 

《保護者の意見》 

 子供を園医の病院に連れていったところ、小さい子は診察できないと断られたケース
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がある。小児科専門医ではない医師が保育園児の健康状態を把握できるのか、疑問が

生じる。 

【回答】 

 区立保育園の嘱託医については、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、区より毎年

度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。 

現状において、小児科医ではない医師に保育園嘱託医となっていただいている保育

園もございますが、今後、嘱託医の推薦方法等について、各医師会と相談させていただ

きたいと考えております。 

また、私立保育園についても、各園において園医を指定しており、区立保育園と同様

に健康診断等を実施しております。 

 

【9】 土曜保育の柔軟性（9 月） 

2016 年度第一回の本協議会で、土曜日の延長保育について要望があることをお伝えし

ました。土曜日の延長保育の希望があった場合の対応について、現状を教えてください。

また、土曜に実施されている害虫駆除の際の保育体制について、現状を教えてください。 

【回答】 

 1 歳児クラス以上の園児に対し、保護者の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保育できない場合に、土曜日も定員の範囲内で延長保育

を実施しております。 

 また、害虫駆除を実施する場合、早めの送迎等で保護者の方のご協力をいただくこと

はございますが、保育園で安全には注意をして、保育を実施しております。 

 

【質問】運営委員：臨時で土曜日に保育を依頼するということは可能だとおもいますが、そ

の際に延長を依頼することはできますでしょうか。 

【回答】臨時で土曜日に保育を依頼するということも可能ですが、土曜日の延長保育につい

ては月極めのみとなっています。 

 

【10】 怪我の発生時の情報公開（9 月） 

園内で事故や怪我（骨折など）が発生した場合の情報はどのように保護者に共有されて

いますでしょうか？各園との情報共有はどのようにしておりますでしょうか？また、

実際に発生した事故（怪我）の件数を教えてください。 

【回答】 

 園内の事故や怪我については、個人情報の観点から、詳細な情報については公開をし

ておりませんが、園長会等の定期的な場において、各園の事故や怪我の情報について共

有を図り、事故原因や問題点等について話し合いを行い、再発防止に努めております。 

 今後、保護者の皆様との情報提供や共有の方法等についても、園長会等の場において、

議論をしてまいりたいと考えております。 
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区立保育園全体での事故件数の３年間の推移については、以下のとおりです。 

年度 事故件数

平成 26 年度 93

平成 27 年度 108

平成 28 年度 109

【当日追加コメント】 

「事故件数」とは、医師の診察を受けた事故（幼児保育課に事故報告がなされたも

の）の件数を表しています。 

また、死亡事故や重篤な事故は都と国へ報告することとなっています。 

 

【質問】運営委員：「重篤な事故」とはどのような事故を指すのでしょうか。また、報告し

た事故について、保護者への公開等は行われるのでしょうか。 

【回答】治療に要する期間が 30 日以上の負傷や疾病を伴う事故（意識不明（ICU に入る等）

の事故を含みます。）がこれに該当します。保護者への周知については、今後、園長会

で議論して行きたいと考えています。 

 

【11】 病児・病後児保育の利便性向上（9 月） 

昨年度もご回答いただきましたが、保育園児保護者から、病児・病後児保育について、

供給不足によると考えられる予約の取りにくさの改善を望む意見があります。幼児保

育課の管轄ではありませんが、現時点での体制、供給増のための対策、利便性の向上（準

備の軽減、保育時間延長）について情報があれば教えてください。 

また、2015 年 4 月から開始された『訪問型病児・病後児保育 利用料助成制度』の利

用状況・利用者数等についても、昨年度からの推移も含めて教えてください。 

【回答】 

病児・病後児保育のニーズへの対応や病児・病後児保育施設の地域偏在の解消を図

るため、平成 27 年 4 月より、「訪問型病児・病後児保育 利用料助成制度」を開始し

ており、この助成制度の申請状況も確認しながら、病児・病後児保育事業全体の供給

量を検討してまいります。 

また、現時点では、利便性の向上に関する予定はございませんが、頂戴したご意見

を各施設と共有し、利用者の利便性の向上に取り組んでまいります。 

なお、訪問型病児・病後児保育利用料助成制度の利用状況は、下表のとおりとなっ

ております。 

＜訪問型病児・病後児保育 利用料助成制度 申請状況＞ 

利用年度 27 年度 28 年度 

申請件数 115 件 78 件 

助成金額 2,079,836 円 1,205,771 円 

※ 平成 29 年 7 月 31 日までに助成した実績です。 

※ 平成 28 年度の利用分は、平成 30 年 3 月 31 日まで申請を受け付けていますの
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で、最終的に確定した数字ではありません。 

    なお、本事業については、各園においてチラシを配架し、保護者の方に周知を徹底

してまいります。 

 

【12】 給食の調理委託（9 月） 

今年度 4月より、2つの区立園で給食調理の外部委託が開始されていますが、保護者ア

ンケートの結果の公表をお願い致します。また、今後の導入スケジュールについて、現

状を教えてください。 

【回答】 

６月に実施しました保護者アンケートの結果については、別紙３検証報告書のとお

りです。また、今後の導入スケジュールについてですが、１０月に事業者を募集し、選

定会を行っていきます。平成３０年１月に委託事業者が決定する予定ですので、委託園

による保護者向け説明会を行う予定です。３月には委託園で調理業務の引継ぎを行い、

４月に委託開始となる予定です。 

【当日追加コメント】 

背景にあるのは調理職員の定年退職者の増加です。安定した調理の提供を目的として

2園において外部委託を実施しており、今後は藍染保育園、駒込保育園で導入予定で

す。 

 

【質問】運営委員：既に外部委託が始まった２園では同じ事業者でしたが、今後はどうでし

ょうか。 

【回答】たまたま同じ事業者が選定されたというだけであり、今後、プロポーザル方式で選

定していくことになります。 

【質問】久堅保育園保護者：外部委託を行う場合、事業者が園内で調理を行うことになるの

でしょうか。また、年間を通して同じ方が調理を行うのでしょうか。アレルギー対応

や離乳食対応について具体的にご説明下さい。 

【回答】まず、調理場所については事業者が園内で調理を行うことになります。次に、調理

者については、区としては最低２名の常勤社員がいることを要件としており、今回の

２園は、常勤社員２名に加えて、パート社員２名の計４名体制で行っており、社員の

家庭の事情で人員が変わることもあるものの、基本的には同じメンバーで調理してい

ます。アレルギー対応等の点ですが、栄養士も必ず配置して対応しています。なお、

いずれの園も０歳児クラスがないため、離乳食の対応は現時点では行っていません。 

【質問】駒込保育園保護者：献立は事業者が決めるのでしょうか、区が決めるのでしょうか。 

【回答】区が決めています。 

【質問】運営委員：再来年以降の予定として、０歳児クラスがある園でも外部委託を実施す

る予定はありますか。 

【回答】職員体制もあるので、再来年以降の実施予定についてはまだ決まっていませんが、

今後、外部委託を進めていかなければならないと考えています。 

【質問】水道保育園保護者：今後、立ち入り検査等の予定はありますか。 

【回答】区のルールとして、委託契約の場合、毎月検査を実施しており、評価も行うことに
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なります。評価が良好であれば、次年度以降、随意契約（入札等の方法によらず、任

意で決定した相手方と契約すること）が可能となります。ただし、３年から５年で再

度事業者選定を行うことになります。 

【質問】運営委員：事業者の選定には保護者の関与はありますか。 

【回答】選定委員会には保護者の代表が参加することになります。 

 

【13】 大地震発生時の保護者による引き取り（9 月） 

大地震などを想定した園児の引き取り訓練が年 1 回実施されていますが、これは首都

直下地震などの大地震発生時に、保護者が自身の安全を確保しつつ、速やかに（徒歩で）

迎えに行けることを前提としています。他方、「東京都帰宅困難者対策条例」では、都

内道路の混乱・混雑を避けることを目的とし、事業者（会社など）に、従業員の一斉帰

宅の抑制を努力義務として義務付けています。さらに、条例では最大で 3日間程度、職

場に滞在させることも想定されています。条例の解釈上、事業者は帰宅意向のある従業

員に滞在の強制はできないものの、会社の要請に反してお迎えに行こうとした場合、会

社に対し自己責任で帰宅する意思を示した上で帰宅せざるを得ず、帰宅中に何らかの

事故等にあった場合は会社に責を問わない念書を書かせる会社もあると聞いています。 

保護者として、条例の趣旨を鑑みて会社の要請に従うべきか、子どもの速やかな引き取

りを優先すべきかを判断するため、実際の大地震発生時における、保育園での対応（園

児及び職員の安全の確保、避難場所、備蓄など）について教えてください。 

【回答】 

災害時には各園の防災マニュアルに基づき行動いたします。避難が必要とされる場

合は、園ごとに一次避難場所、二次避難場所を設定しておりますので、避難情報を園に

掲示するほか、フェアキャストやツイッターにて速やかに周知いたします。備蓄につい

ては、各園で３日間程度の備蓄品を備えております。 

また、災害時における送迎方法等については、事前に園において、保護者に送迎票の

提出をいただき、その内容を確認しております。 

災害が発生した場合においては、送迎票に記入された送迎方法にて保護者がお迎え

に来るまで、園において責任を持って保育をいたします。 

なお、東日本大震災時においては、最終のお迎えは翌日（3/12）の午前 4時でした。 

 

【意見】運営委員：2011 年の東日本大震災時の体験談について。保育士の方々が本当に責

任をもって保育してくださっていた。保育園には3日間は備蓄があるとのことなので、

会社等取り決めもあるかと思いますが安心して迎えに来ていただければよろしいの

ではないでしょうか。 

 

【14】 その他の質疑応答 

 

【質問】本駒込南保育園保護者：保育園に入れなかった保護者からの今年の審査請求や裁判

の件数を伺いたいです。また、待機児童について世田谷区や杉並区は厳しい状況と聞

いています。文京区も待機児童が多い現状をもっとアピールする必要があるのではな
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いでしょうか。 

【回答】審査請求の件数は年に７～８件です。裁判はありません。また、区から保育園に入

りにくいと積極的にアピールすることは難しいかと思います。もちろん、内定指数も

公表しておりますが、文京区の年少人口は転入超過（２３区で１位）となっており、

保育園の内定については厳しい状況が続いています。なお、指数の変更については、

一方を優遇すると他方が不利益を被ることになるため、慎重に検討しています。 

【質問】本駒込南保育園保護者：私立保育園について園庭がない場合がほとんどです。毎日

連れ出す保育園もあればなかなか散歩に行かない保育園もありました。公園を新設す

るといった計画を区からも出してもらえないでしょうか。 

【回答】公園の中に保育園を作るという方法もあると思います。また、大塚３丁目と小石川

運動場の公有地においては、同公有地内に私立園を設置し、近隣の保育園との間で園

庭を共有するということも考えています。 

【補足】運営委員：来年２月のあり方協議会において、園庭のない保育園への対策の話題を

取り上げる予定です。 

【質問】こひなた保育園保護者：私立認可保育園への巡回指導について。指導するだけでは

なく、逆に私立保育園からノウハウを持ち帰るような情報共有はあるのでしょうか。

また、現役ではない先生が指導にあたることは理解してはいますが、巡回する先生が

現役の先生であれば現場に持ち帰ることができなお良いのではないでしょうか。 

【回答】巡回指導の場では、区側から指導することもあれば、斬新なアイデアがあれば参考

にしていることもあります。また、区立園と私立園は連絡会を実施しており、情報共

有を図っていると理解しています。また区の事業としてではないですが、園ごとに近

隣保育園と情報共有を図っている事例もあります。 

【質問】どんぐり保育園保護者：保育士の評価について。評価についての議題の時に質問さ

せていただいたのは、保育士という大変な仕事をこなしている保育士への感謝からで

す。保育士には非常に感謝しているので、最大限に評価してほしいと考えています。 

【回答】本当に保育士さんたちの働きはすごい、日々感動しています。課としても出来る限

りしっかり評価していきます。 

【意見】運営委員：補足になりますが、保育士体験を通じて、保育士の大変さ、素晴らしさ

が実感できました。1世帯、年 1回ですので、ぜひ機会があれば利用してみて下さい。 

【質問】運営委員：働き方改革が進んでいく中で週休３日だったり、６時間勤務だったりと

企業も努力をしていますがそういうところに勤めている人が保育園に入れないと本

末転倒です。そういう事態が生じないよう、役所の方で早めに対応を考えてほしいと

考えています。 

【回答】企業が努力しているのはありがたいと考えています。指数にどのように反映させて

いくのがよいか、今後の課題とさせていただきたいと考えております。 

以上 


