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平成 29 年 9 月 10 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 29 年 9 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。 

 

■2017 年 9 月の話題 

 

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。 

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 

 認可保育園入園承諾者数                △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 
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・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。 

 

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。 

 

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。 
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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、H26 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。 

     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。 

 

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
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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。 

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。 

 

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。 

 

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、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
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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。 

 

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。 

  

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

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、
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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。 

 

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。 

 

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 

 

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
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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。 

    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。 

 

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
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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。 


