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平成 30年 2月 4日 

文京区認可保育園父母の会連絡会 様 

 

文京区子ども家庭部幼児保育課 

 

平成 30 年 2月「保育のあり方協議会」事前質問への回答 

 

日頃より認可保育園の運営につきまして、ご理解とご協力を賜り御礼申し上げます。 

事前にいただきました保育のあり方協議会での質問等について現時点での区の考え方及

び見解は次のとおりです。 

 

■2018 年 2 月の話題 
1. 平成 30 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】 

平成 30年度４月の１次募集の状況は、次表のとおりです。 

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 1,288 1,967 

 

  ＜参考＞ 

29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 141 306 162 405 50 199 39 100 25 40 417 1,050 

私立 274 359 186 268 99 138 90 59 57 12 706 836 

合計 415 665 348 673 149 337 129 159 82 52 1,123 1,886 

 

平成２９年度選考方法の見直しについては、待機児童の解消に向けて保育所の整備

を進める中で保育の担い手を確保するため、選考指数が同一になった場合の優先順位

に「保育士等」を設けました。 

 

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。 
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【回答】 

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 30年４月までに開設する保育施

設は次のとおりです。 

　29年期中以降、30年4月までに開設する保育施設

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計

1 H29.6
小規模保育
事業Ａ型

キッズパートナー文
京駕籠町

本駒込六丁目1番22号
ヒューリックレジデンス
駒込１階

3 8 8 - - - 19
ケアパートナー株式
会社

2 H29.9
小規模保育
事業Ａ型

ちいさいおうち小石
川

小石川五丁目38番2号
クレストヒルズ小石川１
階

6 6 7 - - - 19
一般社団法人まちの
LDK

3 H29.12
小規模保育
事業Ａ型

サンライズキッズ保
育園白山園

白山一丁目７番11号
小澤第一ビル１階

3 4 5 - - - 12
株式会社エクシオ
ジャパン

4 H30.4 認可保育所
にじのいるか保育
園千石第二

千石三丁目39番 9 15 16 16 17 17 90 学校法人滋慶学園

5 H30.4 認可保育所
テンダーラビング保
育園小石川

後楽一丁目８番13号小
石川運動場内

9 15 16 20 20 20 100
株式会社テンダーラ
ビングケアサービス

6 H30.4 認可保育所
こひなたさくらさくほ
いくえん

小日向二丁目18番 6 10 12 16 16 16 76 株式会社ブロッサム

7 H30.4 認可保育所 モニカ本駒込園 本駒込三丁目20番３号 6 8 10 12 12 12 60 株式会社モニカ

8 H30.4 認可保育所
こどもヶ丘保育園
本駒込園

本駒込四丁目42番２号 3 5 7 10 10 10 45
株式会社チャイルドビ
ジョン

9 H30.4
小規模保育
事業Ａ型

ＭＩＲＡＴＺ目白台保
育園

目白台二丁目13番２号 6 6 7 - - - 19 株式会社ＭＩＲＡＴＺ

10 H30.4
小規模保育
事業Ａ型

キューピールーム
新大塚園

大塚四丁目46番５号ア
トラスアベニュー文京大
塚１階

2 5 5 - - - 12
株式会社キューピー
ルーム

11 H30.4
小規模保育
事業Ａ型

繭の糸おとわ小規
模保育園

音羽一丁目１番７号
正進社ホールディングス
ビル１階

3 6 6 - - - 15
辻村人財コンサル株
式会社

計 56 88 99 74 75 75 467

運営事業者種別 保育所名 所在地
開設
時期

定員

 
区立保育園では、定員及び職員配置に変更はありません。 

私立保育園では下記のとおり定員が変更となります。 

・小学館アカデミー茗荷谷保育園：４歳児、５歳児について、各１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
29年度 11 11 12 34
30年度 3 11 11 12 37
31年度（予定） 9 12 12 15 15 15 78  

 

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】 

 別紙 1のとおりです。 

 

4. おむつの持ち帰り（2 月） 
昨年度の本協議会において、廃棄量、各園の保管スペースの確保、諸経費について庁内で

の協議を進めていくとご回答いただきました。現時点での、具体的な検討状況を教えてくださ

い。 
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【回答】 

区立保育園等における使用済み紙おむつ廃棄処理について、この４月から導入しま

す。 

具体的な実施内容、廃棄方法等については、決定後にお知らせします。 

 

5. 幼児教育・保育カリキュラム（2 月） 
① 保育園保護者から、ひらがなの読み書き、数の勉強などを望む意見があります。昨年度から

実施されている「文京区版 幼児教育・保育カリキュラム」では、数や文字等に興味や関心を

深めることができるような遊びや活動を保育に取り入れることが学習の基盤となる、とされて

おります。先取り学習として机に座って勉強として教えるのではなく、遊びを通じて学習の基

礎を整えるという方針について、変更点やカリキュラムの見直し予定があれば教えて下さい。 

② また、幼児教育・保育カリキュラムを導入してまもなく 2 年が経過します。本カリキュラムを導

入したことで何か変化はありましたでしょうか？保育士、幼稚園教諭にはどのような研修を実

施していますでしょうか？保育園側、幼稚園側のご意見をそれぞれお聞かせください。 

 

【回答】 

保育園において、保育士一人ひとりの学びを深めるため、各園において研修や、カリ

キュラム実践後の検証を行い、各年齢の保育事例集をとりまとめ、全職員に配布しまし

た。 
また、平成２９年３月に保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園

教育・保育要領が改定されたことを踏まえ、現カリキュラムの改定版として、０歳児～

２歳児まで（３歳未満児）も含めた文京区としての統一カリキュラムを策定いたしまし

た。今月には幼稚園教諭・保育園保育士向けの合同研修会を予定しております。 
 

6. 認可保育園間の設備について（2 月） 
ほとんどの新規開設の私立園では、園庭が設置されておりません。2017 年 11 月に実施した

父母連アンケートでは、私立園では「午後に外遊びができない」「プールができない」等の意

見が寄せられました。 

6-1区立園を含め全認可園の建物平米数、園庭平米数及びプールの有無、園児定員数を一

覧で提示してください。 

 

【回答】 

別紙 2のとおりです。 

 

6-2 園庭のない保育園について 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、園庭のない園がどれくらい活

用しているか、利用状況を教えてください。また、小中学校の体育館や校庭を利用した事

例はありますでしょうか？ 
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【回答】 

まるごと子育て応援事業については、園庭のない 30園中、10園が利用しており

ます。また、小中学校の体育館や校庭についても、教育委員会と調整の上、学校活

動に支障のない範囲で、運動会や外遊びの場として利用している状況です。 

 

6-3 私立園ではプールがないことで夏の水遊びが制限され、園庭がないことで運動会が開催

できないケースもあると聞いています。私立園と連携している区立園で現状以上の協力

（午睡時のプールの利用、運動会の共同開催など）について検討される計画はあります

でしょうか？ 

 

【回答】 

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、私立園の地域別連

絡会に当該地域における区立園の園長も出席し、連携方法、保育内容等について

話し合いを行っております。 

 

7. 保育料の設定根拠について（2 月） 
現行の保育料は、保護者の収入に応じて保育料が異なりますが、現行の階層区分、保

育料のとなっている設定背景（人件費、都や国からの助成など）を教えてください。また、

幼稚園の保育料についても同様に教えてください。さらに、今後の保育料を幼稚園の設

定も含めて見直す際に、預かり時間に応じた設定の検討をする予定があるか、教えてく

ださい。 
《保護者の意見》 

 育児休業中の保育時間は通常保育時間に短縮されるのに、保育料が変わらない

のはおかしい 
 在園中に出産した場合は保育料の階層が下がる制度があるが、周知されておらず

申請が遅れるケースがある 
 

【回答】 

認可保育園の保育料の額については、基本的な部分は平成９年から変えていま

せん。現行の階層区分についても、過去の保育料改訂時に細分化されたものを継

承してきております。 

また、文京区立幼稚園保育料につきましては、行財政改革推進計画の「受益と

負担の適正化」の考え方に基づき、総所要経費額（直接的人件費及び維持管理費）

を算定し、利用者負担割合２５％相当の一部金額を幼稚園保育料として設定し、

幼稚園利用者に負担していただいております。 

 なお、子ども・子育て支援新制度で示された「公定価格」を踏まえ、保育料の

あり方について検討しているところです。 
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8. 育児休業中の継続通園について（2 月） 

2017年10月の育児・介護休業法の改正により、育児休業は最長2歳まで認められるよ

うになりました。現在は、育児休業の対象児が 1 歳 6 か月になった月、または満 1 歳に

なった年度末の翌月中（4 月中）までの期間は、在園児の通園継続が認められています

が、継続通園ができる期間の延長は検討されておりますでしょうか？ 
 

【回答】 

法改正等を踏まえ、平成３０年度より、在園児のきょうだいが満２歳になった日の月

中まで継続通園できるように変更いたします。 
 

9. きょうだい入園（転園）選考時の配慮（2 月） 
きょうだいで別々の園に通うことは、同一の園に通うことと比較すると格段に負担が増えます。

きょうだいの入園（転園）選考時に、どのような基準で入園する園が決定されるのか、点数が

同点の場合の決定方法も含めて教えてください。 

  

【回答】 

認可保育園に通っているきょうだいの入園については、調整指数において「多子①」

２点を加点しております。また、同一点数になった場合は、優先される項目の１２番目

に該当しており、入所選考の上で配慮しております。 

 
10. スターティングストロングプロジェクトについて（2 月） 

2017 年 11 月に行った父母連アンケートでこのプロジェクトについての認知度、「よく知って

いる」「ある程度知っていた」を合わせて 20%程度でした。今後はどのように周知される

のか、教えてください。また、今年度の活動内容の具体例、活動の成果をご回答くださ

い。 
 

【回答】 
 平成 29 年 4 月に開始したスターティング・ストロング・プロジェクトについて、今年

度は、区民向けの事業案内資料配布、育児講座の開催及び区報・CATV 等による PR 活動

を行って参りました。今後は、昨年 9 月に完成した、子育て応援冊子の配布等を行うと

ともに、引き続き、事業案内資料配布、区民向け講座の開催等を通して区民の方へ周知

活動を行って参ります。 
 具体的な活動内容としては、区内幼稚園・保育園に教育センターの専門家チームが訪

問し、遊びグループ及び個別支援プログラムの協働開催、クラス運営支援を実施すると

ともに、児童館等では遊びグループや育児相談会を実施しました。参加した保護者へは、

発達促進的な育児スキルを伝達することにより、子育てを応援しています。また、現場

の職員に対しては、発達促進的な関わり方を伝達しており、専門的ノウハウの習得につ

ながっていると考えています。 
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11. 保育園行事や保護者会の土曜日開催（2 月） 
保育園児保護者から、平日開催されている保育園行事や保護者会を土曜日に開催してほし

いという意見があります。昨年度の回答では、運動会（10 月）とお祝い会（3 月）は土曜開催

であるが、それ以外は共通のルールはなく、保護者の様々な就労形態を考慮して毎年決定

しているとのことでした。昨年度以降、幼児保育課のお考えに変更があるようでしたら教えて

ください。 

【回答】 

 昨年度の回答のとおり、運動会（10 月）とお祝い会（3 月）については土曜開催と

しています。その他の行事、保護者会の一律の土曜開催については、現在のところ予

定しておりません 

 

12. 保護者への連絡の電子化（2 月） 
フェアキャストが導入されてから5年程度経過し、防災引き取り訓練やお祝い会・運動会の直

前連絡に使用されております。感染情報、園内行事の連絡事項、各クラスの遠足・イベント・

その他連絡伝達のために活用する計画はありますでしょうか？また、フェアキャストが「災害」

の利用に限定さえるのであれば、保護者への連絡伝達のために他のシステムを利用するお

考えはありますでしょうか。 

【回答】 

フェキャストについては、主に、防災引取り訓練、運動会、お祝い会の直前の連絡

に使用しております。その他として、感染症情報や園外保育、園内行事等の変更連絡

等の緊急時に使用しております。あらかじめの連絡については、保育園での掲示や紙

面でのお知らせをするので、それをご確認願います。現時点において、その他連絡伝

達のため、利用を拡大することは考えておりません。 
 

13. 担任の配置（2 月）  
各クラスの担任を決定する際に、どのような点（経験年数、保育士の特性、クラスの特性

など）を考慮して配置されているか教えてください。 
《保護者の意見》 

 入園間もない時期に、別のクラスの事情で担任 1 人が突然別のクラスへ異動となり、

ようやく園生活に慣れたところだったので、とても不安になった。 

 新年度早々に休みに入ることが分かっていた先生が、唯一の持ち上がり担任であり、

子供をよく知る担任がいなくなり、不安に感じました。 

 学年が上がる際に、担任 3 名中 2 名が他園に異動となり、新年度も継続して担任にな

ったのが新卒一年目の保育士で、不安があった。 

 要配慮児が多く受けいれられるようなったと思う（それ自体には賛成である）が、人

員配置がともなっておらず、他の園児にしわ寄せがきている。具体的には、園外への

散歩が減った。保育参加で外に出た時、要配慮児の世話で保育士 1 名が手いっぱいに

なっており、他の子供の危険を感じた。園内でも放っておかれている時間が長いよう

に感じる。 
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 【回答】 

クラス担任については、保育園内の職員の経験年数等を考慮し、一人はもちあがり

とする等、園長が決定しています。しかしながら、職員の体調不良や妊娠出産等によ

り原則通りに決められない場合も出てきます。担任等について何か心配や不安な点な

どがある場合は、遠慮なく園長に相談してください。園長会の場において、保護者の

皆様が不安に感じることが少なくなるよう配慮していこうと確認しあったところです。  
また、要配慮児には必要な人員配置を行うと同時に、園内での協力体制を構築して

対応していきたいと考えております。 

 

14. 園での生活（歯磨き、お昼寝、トイレトレーニングなど）（2 月） 
以前の本協議会でご回答いただいておりますが、下記の方針に変更があれば、教えてくださ

い。 

 歯磨き：全園で歯科衛生指導を実施しているが、虫歯になるリスクと安全性を考慮して

歯磨きの導入はしていない。 

 お昼寝：年長児は運動会後から時間を短縮するが、状況に応じて個別に対応する。 

また、お昼寝について、年長児以外のお昼寝時間の個別対応について、現状を教えてくださ

い。さらに、トイレトレーニングについて、区立園で統一した方針があればおしえてください。 

【回答】 

歯磨きについては、以前の回答より変更点はありません。 

お昼寝は、保育園において園児が長い時間過ごす中での休息と考えており、体力等に

は個人差があるので、昼寝時間等については、必要に応じて個別に対応しております。 

トイレトレーニングについても、一人ひとりの発達の違いがあるので、その子にあっ

た対応をすべきであり、担任と保護者が相談しながら進めております。 

 

15. 園のセキュリティ（2 月） 
2016年度第二回のあり方協議会にて、「平成29年度の重点施策として、保育園の外門に電

気錠の設置及び区立保育園全園に防犯カメラの設置が認められた」とご回答頂いておりま

す。現在の設置状況を教えてください。また、実際に不審者が現れた際はどのような対応を

することになっていますか？マニュアルなど策定していれば、教えてください。 

また、登園・降園時に職員の方が門に立って下さっていますが、どの時間に入口に配置する

か、基準は設けていますでしょうか？ 

 

【回答】 

各園のセキュリティ対策にいつもご協力いただきありがとうございます。 
これまで区立保育園では、耐震工事等のタイミングで電気錠の設置を行ってきました。

今年度は藍染保育園、しおみ保育園にて設置が完了し、本駒込保育園にて設置工事を行

っているところです。また、来年度は大塚保育園の設置を予定しています。 
防犯カメラについては、区立保育園 16 園での設置が完了しました。青柳保育園につい

ては、改築工事完了と同時に設置する予定です。  
また、区立保育園のセキュリティについては、送迎の際には各園で作成しているカー
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ドで確認をとっています。各園での不審者情報については、園より幼児保育係及び園長

会に報告され、安全対策を共有化するとともに、警察等へのパトロール強化の依頼や関

係部署との連携を図っています。 
また、門に職員が立っている時間や配置は、各園の立地状況によって異なるので特に

基準等は設けておりません。 
 

16. 保育士の対応（2 月） 
「登園・降園時に担任が忙しそうで話しかけにくい」、「私立園と区立園の先生の対応が異な

る」という意見があります。登園時や降園時に園児の健康状態を確認するなどの手順、マニ

ュアルは何かありますでしょうか？また、区立保育園の社会における役割、保育園職員と保

護者とのかかわりなど、理念があればご提示願います。 

 

【回答】 

公立、私立に限らず保育園職員は、それぞれに子ども達のこと、保護者の方々との関

係を大切にしています。確かに、登園時や降園時において、当番体制の対応でもあり、

丁寧な対応ができない場合もあります。 
その日に伝えなくてはいけないことなどあれば、遠慮なく声をかけてくださいますよ

うお願いします。 
  また、保育士マニュアル等を活用し、各園において話し合い等を行い、保護者の方の

不安を取り除けるよう対応してまいります。 
 

17. 給食の調理委託（2 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たことに伴い、栄養士が配

属となりました。新たに栄養士を配置したことにより子供たちの食育にどのような影響があっ

たか（見込まれるか）教えてください。また、外部委託による現場の課題があれば教えてくだ

さい。 

【回答】 

栄養士を配置したことで、日々の子どもとの関わりを通して、食に対する興味を引

き出したり、質問や疑問に答えることができ、信頼関係も深まっています。子どもと

調理室とのパイプ役として、子どもの様子を調理従事者と共有し、調理業務に反映で

きています。給食を楽しみに待つ声も聞かれ、食への関心も高まっているようです。 
また、こひなた保育園及び本郷保育園共に時間通り安全な給食が提供されています。

衛生管理、施設管理についても良好に履行されており、園児や職員とも良好なコミュ

ニケーションがとれています。 
現場の課題としてあげるとすれば、パート社員について委託開始当初と年度途中で

欠員となる時期が生じています。この場合、事業者の社員等による補充により対応し

ています。 
 

 

18. 行事へのきょうだいの参加（2 月） 
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行事（運動会及びお祝い会）に在園児のきょうだいの参加基準を設定している区立園はどれ

くらいありますでしょうか？また、参加を制限される（された）理由を教えてください。 

《保護者の意見》 

 昨年は園の方針でお祝会に小学生（1 年生を除く）のきょうだい参加が不可とされまし

た。保育園のイベントを通して、小学生のきょうだいも、家族の成長を一緒に見守る

ことは大切だと考えている。会場の広さに制限があるのは理解しているが、小学生の

観覧を制限するよりは、保護者の入れ替えなどにより上手く対応している事例がある。

情報共有をして、行事に小学生のきょうだいが参加できることを区立園で統一して欲

しい。 

【回答】 

日頃より保育園行事についてご協力ありがとうございます。 

運動会については、小学校体育館など広い場所で実施しており、特に人数制限

は設けておりません。 

お祝い会については、保育園にて行う関係上、参加人数と場所に限りがあり、

各園、部形式や人数制限をするなど工夫して開催しております。小学生の参加が

可能な園においても、保護者の傍での参加にしており、参加人数にも含まており

ます。また、小学生の参加をお断りしている園は、会場の狭さや人数入れ替えな

ど工夫してもなお参加スペースに余裕がなく、また、過去に小学生の参加により、

トラブルが発生した例もあり、やむを得ずお断りしている状況にございます。 

したがいまして、行事の小学生参加について、区内で基準を統一することは難

しいと考えております。 

 

 

19. 水遊び時のおむつ着用（2 月） 
オムツの外れていない園児について、水遊びする際に、気をつけていることはありますか？

また、お漏らししてしまった場合には、どのように対応していますか？ 

 

【回答】 

乳児、特に 0 歳児は、個別のビニールプールやたらい等を使用して対応しており、1
～2 歳児は、2～3 人用のものを使用しております。お漏らし等があった場合は、速や

かにおむつを取り替え、衛生面に配慮しております。 
また、幼児については、大きいプールには入れませんが、個別のプールを使用し、

対応しております。 
以上 


