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平成28年度 第1回「文京区保育のあり方協議会」議事録 

 
日時： 平成28年9月11日(日) 10時～12時00分 

会場： 文京区男女平等センター 研修室A 
 
＜配布資料＞ 
① 平成 28 年度 9 月「保育のあり方協議会」事前質問への回答 

② 別紙 1（各園の園児数、正規保育士の数） 

③ 別紙 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） 

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：新名 幸男 課長 

幼児保育課 幼児保育係：萩谷 美鈴 係長 

子ども施設担当課：萩原 靖恵 課長 

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 

（各質問に対して新名課長が回答） 

【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 H28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 

28年度 3,771 95 

27年度 3,492 95 

増減 279 0 

  ※お茶の水女子大学こども園（保育所部分）の定員も含めています。 

 

【当日追加コメント】 

合計 6施設増設：認可保育園４箇所、臨時保育所 1箇所、こども園１箇所 
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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               1,964人 

 認可保育園入園承諾者数             △1,058人 

 認可保育園入所不承諾者数           906人 

 統計上除外すべきもの（他区在住者、転園希望等）  △207人 

699人 

 認証保育所等で保育されている児童数      △442人 

    待機児童数                     257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。 

地域別（多い順）は、千石地域 35人、本郷地域 33人、小石川、本駒込地域は各

29人、千駄木、大塚地域は各 17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。 

・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。 
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【当日追加コメント】 

簡単に言うと、認可保育園に申し込んで入園できなかった人のうち、それ以外の

保育所で保育されている者は待機児童からカウントはずしている、ということ。 

 自治体によって待機児童のカウント方法が違う。潜在待機については報道もされ

ており、国にて定義を再協議中である。 

 

【質問】向丘保育園保護者：待機児童数が倍に増えているのは要因あるのか？ 

【回答】区の未就学児童の人口が右肩上がり。年 5％。未就学児童の中でも保育園利用率が

上がっている。文京区としては急ピッチで保育園数を増やす対策を行っているが、

追いついていない状況。 

 

【質問】待機児童の定義に含まれないけれど、認可外保育園に入園している場合、点数は

上がるが、待機児童としてカウントしていないということか？ 

【回答】待機児童としてはカウントしていない。入所申込みをした方が認可外保育園に半

年以上入ってはじめて 1 ポイントつく。認可外保育園に入った時点で点数がつくわけでは

ない。 

 

【質問】どんぐり保育園保護者：今後の見通しはありますか？今後待機児童が増えるのか？

施設を増やしていく予定は？ 

【回答】緊急対策を策定。その柱として私立認可保育所を中心に作っている。それ以外に

も小規模保育と保育ママ等も協議中。未就学児の人口増加と保育園希望者数の増加は今後

も続くと想定している。毎年区は努力しているが、残念な結果というのが現状。 

 

【質問】ニュース報道で入園予約がある区もあるが？ 

【回答】品川区等の取り組みである。育児休業を 1年間取って、1歳で申し込もうとしても

ほとんどが 0 歳で申し込みをしているので、1 歳枠が少なく入所できないというのが現実。

そのため、区立保育園の入園保育枠を事前に確保しておく、という制度。 

だがこれだけ待機児童がいる中で、特に人気の高い区立保育園枠を留保しておくのは難し

いと考えている。育児休業制度を取れない自営業の人達にとってはデメリット。 

この件についてはまもなく国の方針が決まるので、決まり次第、文京区もメリット及びデ

メリットを協議して決定していく。 

 
【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。 
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【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 28 年 4月 1日付保育士の採用者は 22名で、平成 27年度中の退職

者は 25 名（うち定年退職者 12 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】 

別紙 1 を参照のこと。特別な対応が必要な子供には、別途個別指導計画に基づき非

常勤職員を配置している。 

 

【質問】こひなた保育園保護者：マイナス３人の説明をほしい。 

【回答】保育士の定数は変わっていない。毎年育児休業任期付職員分を多めに採用

をしており、今年は３名分がその調整分で収まっている。全体として必要数を下回

っているわけではない。 

 

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の相和（幼児保育課で把握さ

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。 

 

【3】 保育士の加配について（9 月） 
現在は国の基準を上回る割合で保育士を配置していただいていますが、保育士の配置

基準や加配についての現状を確認させてください。 

《保護者の意見》 

 毎日の送迎のタイミングという短い時間でさえ、ハラハラする場面が見受けられ

ます。先生方のご努力、高度な保育技術により何とか事故を防いでいただいてい

ると理解します。先生方の就業環境がギリギリの規約遵守で維持されていること

のないようにご配慮いただきたい。 

【回答】 

国基準では、0 歳では子供 3 人に対して保育士 1 人、1 歳・2 歳では 6：1、3 歳では

20：1、4 歳・5 歳では 30：1 という配置基準になっていますが、区立保育園の保育士

の定数については、別紙 1のとおり、一部、国基準を超える配置を行っています。 

その他に施設長（園長）以外の加算配置として、特例加配が 60人までの園では 1人、

61人を超える園では 2人を配置しています。 

また、常勤保育士を補助する非常勤保育士につきましては、週５日（２９時間勤務）

の非常勤が２人と土曜日勤務の非常勤１人が全園に配置されております。その他の非

常勤につきましては、各園の実態に応じた配置になっております。 
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【4】 保育士の就業環境及び待遇改善について（9 月） 
現場の先生方から就業環境や待遇などに対する意見を吸い上げる仕組み、それに対す

る幼児保育課の対応について教えてください。 

【回答】 

区立保育園では、毎月行っている園長会、副園長会を通じて、就業環境等について

常に情報共有しているほか、毎年秋に課長ヒアリングを実施し、保育園で勤務する正

規職員、再任用職員と幼児保育課長が直接話をする場を設けております。 

また、私立保育園では各園によって対応は異なりますが、園長とのヒアリングのほ

か、本部職員との面談等により、職員が継続して働きやすい環境づくりに配慮してい

ます。 

 

【5】 保育士の就業制度について（9 月） 
保育士の有休などの制度、病気休暇や産休育休などの時の補充対応、余剰人員体制に

ついてご教示ください。 

【回答】 

区立保育園の保育士は地方公務員法や区の条例・規則等に定められた休暇制度が適

用されることになります。 

病気休暇や産休時の代替については、原則として臨時職員（アルバイト）で対応し

ておりますが、休暇期間が長期に渡る場合等は非常勤職員を配置することもあります。

また、育児休業の代貸については、任期付職員(正規職員)を配置することになってい

ますが、最近はこの採用が難しいことがあるので、配置できない場合には非常勤職員

２人配置で対応し、最近はこれも難しいので正規職員を多めに採用し、対応している

状況。可能な限り有資格者の配置に努めているところです。 

 

【6】 区立保育園での夏期アルバイト募集について（9 月） 
区立保育園での夏期アルバイトが募集されていますが、アルバイトの方を雇用する目

的及び業務内容、保育経験の有無等の採用条件について教えてください。 

【回答】 

夏期アルバイトについては、水遊び時の安全確保や職員の夏季休暇（７－９月で５

日）取得中の人員確保のため、保育補助、調理補助の臨時職員を雇用しています。採

用に当たり保育経験の有無等の条件はありませんが、幼児保育課及び園長の面接にお

いて適性を判断し、採用の可否を決定しています。 

  

【7】 配慮の必要な子どもの療育（9 月） 
昨年 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。昨年のあり方協議会では「教育センター

との連携の仕方を検討していく」とご回答いただきましたが、現在の検討状況をご教

示ください。 
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【回答】 

教育センターと保育園との連携については、教育センターの心理職や作業療法士等

が定期的に園を巡回し、保育園での保育の中で、児童の健やかな発達に必要な助言、

指導等をしているところです。場合によっては教育センターへの相談を促す。また、

現在、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

聞いておりますので、明らかになった段階おそらく来年２月のあり方協議会あたりで

報告させていただきます。 

 

【8】 4 月 1 日時点で入園可能月齢に達していない子どもの（年度途中での）入園を

可能にする制度の導入（9 月） 
4月 1日時点で入園可能月齢に達していない子どもが保育園に入りにくいという現実が

あります（年度途中での入園が実質かなり困難なため。） 

昨年度のご回答では慎重に検討しているとのことでしたが、現時点での検討状況を教

えてください。 

【回答】 

毎年２月１９日から３月３１日までに生まれた児童は、４月１日現在で保育開始年齢

を満たさず、４月入園申込みができないだけでなく、その後の入園も難しいというご意

見があることは認識しているところです。自治体の中では対象者に優遇指数を設けてい

るところもある。先ほどあった入園予約制についてもメリットデメリットある。 

しかしながら、当該児童のために募集枠を年度途中まで保留し、別枠で募集をするこ

とや選考指数上の優遇を行うことは、他の待機世帯からの理解を得ることは難しいと考

えており、引き続き慎重に検討を進めているところです。 

 

【9】 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。現時点での保育課のお考えを教えてください。 

【回答】 

文京区では、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、子どもの成長や発達のことを考えると難しいと考えておりま

す。 

また、今年度からの新規事業として保護者の方の一時的な残業等の場合に文京総合

福祉センター内の専用室でお子さんをお預かりするトワイライトステイ事業を実施し

ております。制度の詳細は下記ホームページをご参照ください。 
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http://www.city.bunkyo.lg.jp/kyoiku/kosodate/okosan/ichijiteki/nyuyoujisoutosutei/kodomosyot

o.html 

 

【当日追加コメント】 

認証から認可に移行した園は一日１３時間、２０時半まで、という園もあるので、窓

口で聞かれた場合はご案内している。 

 

【質問】本駒込南保育園保護者：話はそれるが、平日の延長保育は必要ないが、土曜に延

長保育が希望だが、現在は土曜は延長保育ができない状況。土曜のスポット保育を希望し

ている。 

【回答】土曜は預かる子供数が少なく、保育士の人数配置が少ない。今この場で決定はで

きないが、要望があるということは持ち帰らせていただく。 

 

【10】 アレルギー対応（9 月） 
昨年度ご回答いただきましたが、誤食による重篤な事故を防ぐため、代替食ではなく

除去食で対応いただいています。 

誤食が発生しないために、認可保育園としての統一の基準（おかわりの制限など）は

ありますでしょうか？また、災害時の避難先でのアレルギー情報の引き継ぎについて、

マニュアル策定などの予定はありますでしょうか？ 

【回答】 

文京区における食物アレルギー対応については、除去食対応ということでご理解い

ただき対応しております。 

まず、認可保育園としての統一の基準についてですが、細かな対応については、「文

京区立保育園食物アレルギー対応マニュアル」に基づき、統一の対応を行っています。

平成２０年以前にあり、その後毎年見直し 

・対応する食事の有無にかかわらず、毎食専用トレイ（黄）を使用する。 

・対応する食事は、専用食器（黄）に盛り付ける。 

・調理室で複数確認→調理室と保育士で確認し、受け渡す→保育室で複数確認  

それぞれ名札（名前）・対応内容を声だし、指さし確認し、提供する。 

・食物アレルギー対応児には、おかわりは提供しない。トレイにのせたもの以外は

食べさせない。（ただし食欲のある子には、おかわりがある場合
．．．．．．．．．

調理室で盛り付け

を増やす）おかわりをよそう際のスプーン等から影響がある場合を防ぐため 

・持参した弁当は、弁当箱のまま提供する。（移し替えによる誤食を防ぐ） 等です。 

【会議後修正回答追加】 

次に、災害時の避難先でのアレルギー情報の引継ぎについて、マニュアル策定など

の予定についてですが、現在、マニュアルの形ではなく、食物アレルギー対応マニュ

アルにある「緊急時対応カード」を提出していただいております。園児の氏名・アレ

ルギー食材・既往歴・緊急時連絡先を記入していただいていますので、このカードを

もって避難先でのアレルギー情報の引継ぎができると考えております。また、11 月に

アレルギー対応委員会において、今後のマニュアルの策定については引き続き検討し

http://www.city.bunkyo.lg.jp/kyoiku/kosodate/okosan/ichijiteki/nyuyoujisoutosutei/kodomosyoto.html
http://www.city.bunkyo.lg.jp/kyoiku/kosodate/okosan/ichijiteki/nyuyoujisoutosutei/kodomosyoto.html
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て参ります。 

 

【11】 園庭のない保育園での公園利用（9 月） 
認可園の中には、耐震改修により園庭がなくなり、隣接する公園を「みなし園庭」と

して利用することになったが、「みなし園庭」の位置づけ及びどの保育園がどの公園を

みなし園庭として利用することとなっているのかを教えてください。 

《保護者の意見》 

 園庭としての優先利用、夕涼み会など行事での利用など、園庭としてもっと活用

できないかという意見がある。年度を超えて保護者が替わっても、園児も利用者

も気持ちよく公園を使えるように、行政、保育園、保護者間で理解を共有したい。 

 保育園行事を地域に開かれた形態で「みなし園庭」で開催することにより、近隣

住民の方との関わりも増やせるのではないか。 

【回答】 

認可保育所の基準上、２歳児以上の幼児を入所させる保育所は「屋外遊戯場」を設

けることとされておりますが、屋外遊戯場を設けることが困難な都市部等においては

屋外遊戯場に代わるべき公園、広場等を屋外遊戯場に代えて指定することができるこ

とになっています（代替遊戯場）。多くの私立園は代替遊技場。代替遊戯場はあくまで

も認可基準上指定しているもので、他の公園利用者に優先して使用できるものではあ

りませんので、他の公園利用者と共有して使用しております。 

また、園庭のない私立保育園等への対応として、今年度から新たに「未就学児童の

遊び場開放事業（まるごと子育て応援事業」」として、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なども新た

に行ってまいります。 

【当日追加コメント】 

私立保育園３５園あるので、一園２月に１回と頻度は少ないが、まるごと子育て応援

事業はかなり広いスペースで思いっきり遊べる機会となっている。 

 

【質問】千石保育園保護者：みなし園庭で保育園の行事を行う際に優先的に行えないか？

警備上の問題があるのか？ 

【回答】千石保育園は耐震工事する前は園庭があったが、耐震工事後なくなってしまった。

目の前の公園を活用している現状。だがこの公園が新しくなり、地域の中でも人気のある

公園になってしまい、保育園が活用しづらくなった。だが公園も出来て２年が経ち来園者

も減ってきており、活用しやすくなっているので、保育園の行事についても方法等今後検

討していく。 

 

【質問】青柳保育園保護者：近隣対策は行っているか？ 

【回答】ひとつの公園を複数の保育園が使っているのが現状。近隣から幼児保育課やみど

り公園課へは実際に苦情は入っている。区が間に入って、保育園の利用時間・場所を分け

る等して、調整している。 
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【質問】千石保育園保護者：優先的に使えないのはわかるが、可能であれば、年１度、２

－３時間程度園行事として利用することはできないか？ 

【回答】公園は申請すれば占有できると思うが、どのような形で使えるかは、今後検討し

ていく。 

 

【質問】水道保育園保護者：たんぽぽ保育園分園が湯島総合センターに入っているが、園

庭は湯島幼稚園を使えないと以前言われて驚いたことがある。現状変わっていないのか？ 

【回答】状況変わっていない。たんぽぽ保育園分園は近隣公園を活用している。 

園児の学年は幼稚園児と異なるため、一箇所で異なる年齢を遊ばせる危険性という問題も

あるし、現状外の公園を活用して外遊びできていると聞いている。 

 

【質問】青柳保育園保護者：子育て広場、児童館を使うことはできないのか？園庭がない

園はホールもない園が多い。園児のエネルギー発散の場として使えると良い。 

【回答】区立保育園と私立保育園は連携して、プールや施設を利用する仕組みになってい

る。 

 

【質問】父母連運営委員：後楽、六義園を活用する話だが、そこまで徒歩でいける園は限

られる。行く頻度が２ヶ月に１回程度であれば、バス移動など、徒歩以外の手段があって

も良いのではと思うが、検討されているか？ 

【回答】現状歩いていける範囲で設定している。区立保育園の中に園庭が小さいところが

あるのも理解はしているが、まずは園庭のない私立保育園の対策として考えている。 

 

【質問】青柳保育園保護者：園庭のほかにもプールがないが、幼稚園活用はできないのか？ 

【回答】幼稚園との連携はできていない。今後の課題である。 

 

【質問】こひなた保育園保護者：連携園についての一覧はあるか？ 

【回答】今後、公表していってよいと考えている。 

 

【質問】こひなた保育園保護者；連携園が行き来する場合、事前申請が必要なのか？園長

同士で決めるのか？ 

【回答】基本は園長同士の連絡で決めている 

 

【質問】こひなた保育園保護者：認証の保育園は連携対象外か？ 

【回答】区内の認証保育所、保育ママ、臨時保育所すべて区立保育園と連携している。 

 

【12】 おむつの持ち帰り（9 月） 
園児の健康状態を家庭でも把握する目的で、区立認可園ではおむつの持ち帰りが行わ

れていますが、私立認可園では保育園で処分されております。私立園でおむつを持ち

帰らないことにより、健康管理ができなかった事例があれば教えてください。 
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《保護者の意見》 

 オムツ持ち帰りは不衛生（特に夏場は臭気がある） 

 職員が使用済みオムツを園児ごとに振り分けてバケツにいれるのは業務上の負担

もあるのではないか 

 体調管理のためであれば体調に不安があるときのみ持ち帰りでもいいのではない

か 

【回答】 

26年度、27 年度のあり方協議会においても回答させていただいているところですが、

使用済みオムツの回収を収集業者等に依頼するためには、オムツから汚物を取り除い

ておくことが必要となり、区立保育園で保育士が保育時間の中で個々の処理に対応す

ることが困難な状況です。また、園内で汚物処理の機会を増やすことは、感染症の拡

大につながる恐れもあることから、現在のところ業者への回収委託は考えておりませ

ん。 

また、保護者の方に、保育園での排泄の量や便の状態などを実際に確認していただ

くことは、お子さんの体調の把握や、かかりつけ医への受診が必要かどうかの判断材

料になるとの考えに変更はありませんので、使用済みオムツの持ち帰りにつきまして

は、ご理解とご協力を賜りますようお願いします。 

【当日追加コメント】 

一時的に保管しておく場所、事業者との調整が必要。問題意識を持っているので、

今後検討していく。 

父母連運営員による補足： 

父母連アンケートでもオムツ持ち帰りについては質問項目を設ける予定。どこまで

をサービスとして園に求めるかは個々人の認識・感覚の違い。アンケートで、その保

護者の感度を測りたいと考えている。その結果を区にご連絡するので、また次のあり

方協議会で区の考えをお話いただきたい。 

 

【質問】久堅保育園の保護者：オムツの入れ間違いも多いのが現状。現場の負担が大きい

のでは？ 

【回答】入れ間違いはあってはならないが、現状としてある。ただ業者に依頼する場合で

も保育者の負担はあるので、先ほどお話のあったアンケートで保護者の方々のニーズ等

も参考に判断したい。 

 

【質問】向丘保育園保護者：現状把握はどの程度できているのか？認可外事業所外保育所

では、汚物を取り除かなくてもオムツを廃棄できると聞いている。 

【回答】この回答を書いた後に、汚物を取り除かなくてもよい事業者もあると知った。今

後の検討のひとつとして考えていく。 
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【13】 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、昨年 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 （ベビーシッター活用時」

利用料助成制度」を開始いたしました。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。生後４ヶ月～小学校３年生

まで。 

保育料半額、年間４万円／児童一人当たり （入会費・年会費対象外） 

全国保育サービス協会に認定されている事業者を利用 

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申請状況は、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＞(平成 28年 7月 31日時点） 

利用年度 27年度 

申請件数 ７０件 

助成金額 １，２７２，５３７円 

＊27年度中にベビーシッターサービスを利用し、28年 7月 31日までに助成した実績です。 

詳細は区の HP 

(子育て支援課) 

 

【14】 その他の質疑応答 
 
【質問】どんぐり保育園保護者：災害時マニュアルは作成済みか？どこから参照すること

ができるのか？ 
【回答】区立園は全園災害時マニュアルを作成している。私立園では、それぞれが持って

いる。保護者はそれぞれ園に確認していただきたい。 
 
【質問】どんぐり保育園保護者：待機児童について。今後枠を増やすのであれば、２歳児

までの園を５歳児までに延ばすなど考えているのか？ 
【回答】３歳までの低年齢園のどんぐり保育園に関しては、これがずっと課題となってい

ることは認識しているが、待機児童２５７人の９割以上は０－２歳というのが現状。４－

５歳での待機はゼロなので、区全体としては低年齢児の拡充を重視している。 
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【質問】ベネッセ保育園保護者：私立保育園が今後ますます増えていくと思われるが、今

後の私立保育園の管理体制は？増えることで、管理が行き届かないのでは？ 
【回答】保育の質の確保のひとつとして巡回指導がある。現在区立保育園園長・副園長経

験者２名で対応しているが、増やせないか検討中。課題のある園に注力しているのが現状。

実際、安定した運営をしているところは少し巡回の回数が少ないかもしれない。巡回指導

の方法としては、お散歩についていったり、保育に入って保育士の資質を見ている。園長

とも話をする中で問題を聞き出し随時答えている。 
 
【質問】こひなた保育園保護者： 給食業務委託について。８月説明会の質問と回答は後

日公表される？ 
【回答】９月３０日まで質問を受け付けている。その後回答していく。 
各園に当日の資料と意見質問書を配布している。意見質問書が配布されていない園は園長

に問い合わせて欲しい。質問の送り先は保育課のメール。園を通して意見を上げていただ

いてもよい。 
 

【質問】こひなた保育園保護者：１２月事業者募集とあるが、こひなた保育園は来年から

開始予定とある。保護者の疑問に対して協議する時間はあるのか？ 
【回答】特に予定していない。（その後該当園には保護者説明会を実施しました。） 

 
【質問】こひなた育園保護者：事業者の選定は区が行うのか？保育園か？ 
【回答】選定委員会を設け、区・園・保護者で決める。選定にはプロポーザル方式を取る。

入札だけでなく、提案内容で選定。これに保護者にも参加していただきたい。 
 
【質問】こひなた保育園保護者：事業者は保育園ごとに選定するのか？ 
【回答】それぞれの保育園ごとにプロポーザルをかけるので、同じ業者になる可能性もあ

る。 
対象の園の保護者がそれぞれのプロポーザル選定の際にかかわっていく。 
 
【質問】こひなた保育園保護者： 説明会はもっと日程が欲しかった。前回のあり方協議

会でもトピックとしてあがっていなかったので、晴天の霹靂。突然に聞こえたが、文京区

ではいつから検討していたのか？情報公開していたか？ 
【回答】保育園の調理師は今後８年間の中で７割が定年退職になる予定で、課題としてず

っとあった。小学校・中学校ではすでに委託しており、柳町こども園では委託で１０年実

施している。また東京２３区のうち１９区が委託を入れているというのが現状。文京区も

区の方針が決まった段階で周知したかったので、半年前というタイミングでご相談させて

いただいた。 
 



13 
 

【質問】こひなた保育園保護者：（業者に代わっても）代替食がなく除去食とある。以前あ

り方協議会で質問した際にも代替食を検討したこともない、といわれたことがある。アレ

ルギーがあった母親としては、今まで園の栄養士との面談で決め細やかに対応いただいて

いたことが、業者になることで距離ができてしまうのではと心配している。 
【回答】栄養価まで考えて作らないといけないため、代替食はなかなか現実的に難しいと

いう現状がある。委託後は、非常勤栄養士が代わって面談を行うようになるので、非常勤

栄養士が直接調理しないので不安という声が上がっているため、業者側にも担当者をもう

け、１名がこの面談に参加してもらう予定。 
 
【質問】こひなた保育園保護者：以前、園探しで豊島区も検討した際に、認可保育園でア

レルギー代替食があった。むしろ「いま時ないところなんてあるのですか？」とまで言わ

れて驚いたことがある。業者になることで、文京区ではできなかったことが、反対にでき

るようになることもあるということもあると思うので、検討するタイミングとして欲しい。 
 
【質問】青柳保育園保護者：アレルギーのある子供の給食についての面談には、実際に作

る人が入るのか？ 
【回答】委託業者の中にチーフ（実際に作る人）をおいてもらい、その人が面談に立ち会

う予定。 
 
【質問】民間委託をすることで、責任の所在がうやむやになることはないのか？また、採

用基準を変えることで、これまでのシステムを維持できないのか？ 
【回答】民間委託後も、区立保育園の給食について区が責任を持つことは変わりない。採

用基準は２３区で決まっていて、文京区だけでは変えられないので難しい。現在、年齢３

４歳以下で資格者を募集できない。経験者採用ができなかったため、早期退職してしまっ

ていたという現状がある。しかし、今後業務委託することになれば、業者に対して有資格

者を条件とすることができる。これはメリットのひとつとして考えている。 
 
【質問】父母連運営委員：民間委託のメリットは資料に明記されていた。デメリットにつ

いて教えて欲しい。そのデメリットを区としてどうとらえているか。 
【回答】１歳児園には栄養士がいないのが現状だが、新システムでは、栄養士が常勤して

いない園にも、非常勤栄養士を新たに配置できる。食育にもよいと考えている。現状では

調理に欠員が出た場合、栄養士業務をおいて調理に回っていたが、業者だとその必要がな

い。ベテラン職員が退職していく予定の中で、専門性の高い人を確実に確保できるという

メリットがある。 
デメリットとしては、２３区のうち１９区がすでに業者を採用しているので、いい業者を

選べるかという点がある。委託業者が万が一問題を起こした場合、その次の日からの給食

はどうなるのか？も考えなければならない。今後の課題として検討中。 

以上 


