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令和元年度 第 ２ 回「文京区保育のあり方協議会」議事録 

  

日時：令和２年 ２ 月  ２日（日） 10:00～11:30 

会場：文京区シビックセンター 4 階 シルバーホール  

  

配布資料：  

①  令和元年度第 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 

③ アンケート  

  

〈文京区からの参加者〉 敬称略 

子ども家庭部幼児保育課長  横山 尚人（よこやま たかひと） 

子ども家庭部子ども施設担当課長 中川 景司（なかがわ けいじ） 

子供家庭部幼児保育課 幼児保育係長 伏屋 明子（ふせや あきこ） 

藍染保育園長   佐藤 京子（さとう きょうこ） 

こひなた保育園長           豊田 千恵子（とよだ ちえこ） 

本駒込西保育園長           中村 玉江（なかむら たまえ） 

目白保育園長              原 美砂（はら みさ） 

 

1. お昼寝について 

① 各年齢の園児に必要な昼寝の長さにつき、区の考えを教えて下さい。 

② 他区ではお昼寝を排除したことで生活リズムが整ったことが報道されておりました。文京

区において、年長児以外の児童においても、お昼寝を義務化しないことを検討している

かどうか、教えてください。 

 【事前回答】 

区立保育園における昼寝については、園児が長い時間過ごす中での休息と考えておりま

すが、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。 

 

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

【質疑応答】 

(父母連) 

「生活リズムの維持のため、積極的にお昼寝で眠らさないでほしい」「１時間のみ寝かせてほ

しい」といった個別相談は可能でしょうか。 

（区回答） 

お昼寝時間の途中に、眠っている子供を無理やり起こすということはしません。昼寝時間が

終了するとき（１５時過ぎ）に、まだ寝ている子供は起こします。お昼寝時間の考え方につい

ては、約10年前、他区の動向を受け、和洋女子大学の鈴木先生に尋ねたことがあり、少しず

つ昼寝の時間を短くしていくことが有効との回答をいただいています。したがって、園によって
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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。 

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

 

2. 歯磨きについて 

私立園のほとんどにおいて、年少クラスから歯磨きが導入されています。区立園で今後導入

する可能性につき、区の方針を教えてください。また、導入不可の場合、理由（合理的な根

拠）を教えてください。 

 【事前回答】 

 区立保育園では、食後の短い時間の中で、蛇口が２～３個しかないところで交代しながら

20 人以上の子どもが歯ブラシを口の中に入れて歯磨きを行うこととなり、歯磨き中の衝突や

転倒など、事故のリスクが懸念されます。歯科医師からは、「保育園は決められた時間で食

事やおやつを提供しているため、食後のブクブクうがいをすることで脱灰（歯が溶ける）を防

ぎ再石灰化も促される」というアドバイスを受けており、食後のブクブクうがいでも効果はある

とのことです。安全性を最優先に考え、歯磨きに代わってブクブクうがいを丁寧にするように

しており、現時点では歯磨きの導入は考えておりません。 

 

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

【質疑応答】 

特になし 

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

 

 

3. 給食・食育について 

① アレルギー対応の児童に対して、私立園では代替食対応している園もありますが、区立

園は除去食となっています。代替食の取り入れに関して、区の今後の方針を教えてくだ

さい。 

 【事前回答】 

食物アレルギーの原因食物は多種類で、個人でも複数にわたることが多く除去

のレベルも様々です。集団給食の中で個別の要望にすべて応えることは調理や管

理が煩雑になるだけでなく、対応を誤ると重篤な事故につながることが考えられます。

そのため区立保育園では、今後も統一した除去食の考え方のもと、調理工程ででき

る範囲の除去食対応を行うこととしておりますが、みんなと同じ給食が食べられる日

を増やすために三大アレルゲンである卵・乳・小麦を使用しない献立の見直しに着

手し、取り入れているところです。引き続き給食が安全で美味しいものとなるよう取り

組んでまいります。 

 

② 十分な知識を持たず、間違った指示を出す看護師（下痢の際はミルクを与えない、等。

小児急性胃腸炎診療ガイドラインに反する）がいる保育園があるようです。看護師の選

定基準、および選定後の看護の質の評価、標準診療に反する指示を出している看護師
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に対する対処法につき、区の方針を教えてください。 

 【事前回答】 

  看護師の採用については、職員課が公募による選考を実施し採用を決定しておりま

す。採用後は、区の研修や外部の専門研修の受講、区立保育園看護師会の会合を毎

月開催して情報共有を図る等により質の向上を図っております。 

  看護師の対応に疑問がある場合には、園長や幼児保育課へご相談いただき、適切

に対処してまいりたいと存じます。 

 

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

【質疑応答】 

特になし 

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

 

4. お散歩について  

① 近年お散歩の回数が減ったという保護者の意見が、複数園からあがっています。お散

歩の回数が減少した理由を教えてください。 

 【事前回答】 

新年度当初は、新入園児のみならず職員も異動等があり、例年、散歩の回数は少なくな

っております。各園とも、散歩マニュアルの確認や散歩のルート・散歩計画を策定し、週案

に散歩計画を組み入れており、週に１～２回の散歩計画を立てています。当日の天候や園

児の体調等を鑑みて実施できない日もありますが、散歩計画自体は特に減少してはおりま

せん。 

散歩では、園庭遊びでは体験できないことも多いので、保育士は保育の中にバランス良

く散歩を取り入れられるように計画を立てています。 

 

② 園庭を有する保育園に通う保育園児は、どのくらいの頻度でお散歩に行くことが適切で

あるのか、区の考えを教えてください。 

 【事前回答】 

子どもの発達に外遊びが重要なことは、区としても認識しているところです。園児の状況

に合わせ、各園各クラスの保育計画において、外遊びの内容や時間等を適切に設定して

おり、園庭の有無も勘案しながら散歩計画も組み込まれているものと考えております。 

なお、夏の猛暑等、近年の気象の状況に伴い、熱中症対策等子どもの安全面を優先す

る必要もありますので、様々な状況を踏まえ、柔軟な対応を行ってまいります。 

 

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

【質疑応答】 

 (青柳) 

青柳保育園ではお散歩の回数は十分に取られておりますが、ある園では回答と異なり、実際

はひと月に１回程度のペースで実施しかできていないと窮状を伺っています。区の皆様はこ

ういった実態を把握されておりますか？ 
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（区回答） 

園長会を通じて散歩実施状況について確認し、週に１，２程度は散歩していると回答をもらっ

ております。但し、各園の各クラスの実施状況など、詳細までは確認できておりません。天候

により実施できないこと等もあるとは思いますが、個別に相談いただき、実態と乖離があれば

改善していきたいと思います。 

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

 

5. 園児の服装の規定について 

① スカートや着脱式ポケットの着用の可否に関しては、園によって方針が異なります。区で、

適切な理由に基づいた統一的な基準を設定することが可能かどうか、教えてください。 

 【事前回答】 

各保育園で入園の時のお願い事項として、服装については年齢によってもお願いいして

います。スカートについては、0 歳児から 1 歳児については、適していない服装としてお知ら

せしています。2 歳児から 5 歳児に関しては、①アンダーパンツやスパッツなどを履くことで、

肌の露出による危険から守ること、②スカート丈は活動しやすい丈で外遊びなどの際にも

遊具にひっかからないなど、危険のないようなものをお願いいしています。尚ズボンを常に

引き出しに入れてもらい、活動によっては履き替えて遊んでいます。 

何より子ども達が遊びたい遊びを思いっきり出来ることが大事と考えており、服装につい

ては年齢に応じた違いはありますが、区立園として統一した基準でご協力をお願いしてい

るところです。 

また、着脱式ポケットについてですが、本来ポケットのある洋服にハンカチを入れていた

だくことしています。原則として 5 歳児クラスが対象となりますが、各園の施設環境が異なる

ため、ハンカチを準備する年齢や時期が園によって異なっています。 

洋服によっては飾りポケットだったり、ポケットがなかったり、子ども達にとってハンカチを

常に身に着けておくことが難しくなっていることから、着脱式ポケットの使用をお願いしてい

ます。毎日の事なので、お子さんがハンカチの所在を把握しやすく安全で使いやすいもの

を身に着けていただいています。（例 ハンカチの出し入れがしやすいもの。着替えの時に

自分で装着脱がしやすいもの、遊びによって肌に傷がつかないものなどです。）自分で管理

をするということをこれから学んでいく時期でもありますので、着脱式ポケットにこだわらず

お子さんのやりやすい方法をご相談していきたいと思います。 

 

② 夏祭りにおける乳児の甚平等の着用が、今年から禁止された園があります（全てではな

いようです）。その理由につき、教えてください。また園によって可否が異なる理由に関し

ても、教えてください。 

 【事前回答】 

夏祭り及び夕涼み会の行事については、園内行事となっている園と父母の会などとの

共催の園があり、園内行事としている園によっては、乳児クラスのお子さんに、普段通りの

服装をお願いしている園があります。これは、保護者から、0 歳児クラスで紐付きの肌着を

着用していたところ、ほどけた紐を手で踏み顔を床にぶつけそうになったことがあり、甚平

などの服装の安全性について意見が寄せられたことがあったため、保育園内で話し合い
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を行った結果、乳児クラスに関しては、「特に服装の協力を求めない」こととしたものです。 

行事は園内行事と父母会との共催などの違いもあり、園によって異なります。また、各

園で保護者の考え方や意見を取り入れるなど、園の状況を踏まえ、子ども達が楽しく主体

的に関われるよう、服装を含めて各園で考えていますので、園によって違いがあることをご

理解ください。 

 

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

【質疑応答】 

特になし 

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

 

6. 園での水分補給について 

朝の水分補給は 8 時半以降、という規定がありますが、園によっては、9 時半頃にお水が提

供されることがあるようです。7 時 15 分に登園した子供においては、2 時間水分補給ができな

いことになります。また、近年温暖化も進んでおり、必要な時に随時水分補給ができる状態で

なければ、脱水のリスクもあります。例えば、ウォーターサーバーを玄関に設置し、登園時に

保護者が飲ませる、各部屋にウォーターサーバーを設置し、飲みたい子供は飲めるようにす

るなどの対策を、区が検討しているかどうか、教えてください。 

 【事前回答】 

区立保育園では、厚生労働省の策定した「大量調理施設衛生管理マニュアル」に基づ

き残留塩素濃度を確認した水で調理し、水分補給用の麦茶を作っています。そのため、

麦茶が出来上がる前の早番時にはペットボトルの水を提供しており、朝の水分補給が 8

時半以降という規定は設けておりません。日中については、各園各クラスの活動の違い

で提供する時間が異なりますが、適宜水分を補給していますので、ウォーターサーバー

の設置については現時点では考えておりません。 

引き続き園児の健康に配慮し、年間を通して適切な水分補給を行ってまいります。 

 

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

【質疑応答】 

特になし 

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

 

7. 保育時間・送迎ルート等の決定基準について 

① 複数園に兄弟が在園している場合に、その保護者がどのような順番で送迎するか

は、園が決めています。送迎順番を決定する際の基準を教えてください。また、児の

状態なども含め、園が保護者の希望を聞き話し合って柔軟に送迎順番・保育時間を

決めることができるよう、区として促すことができるかどうか、教えてください。 

 【事前回答】 

基本的には年齢の小さなお子さんの保育時間が短くなるよう、送りは後に、迎えは

先にしていただいていますが、通勤経路や状況によっては送迎の順番が変わることも
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あると認識しておりますので、各園でご相談を受けさせていただいております。 

 

② 既定の就労時間＋職場からの移動時間に基づいて、園が保育時間を決定していま

すが、通常保育時間内であっても、残業等で遅くなり規定の保育時間を超過してし

まうことがあります。その際に柔軟に対応するか否かは、園によって違うようです。

全ての園で柔軟に対応して頂けるよう、区が促すことが可能かどうか、教えてくださ

い。 

 【事前回答】 

就労時間と通勤時間により決定した保育時間を理由があって超過する場合につい

ては、子どもの安全を確保するための必要な人員配置を行うなどの対応を行うため、

事前に園にご連絡いただいて対応しておりますが、状況によっては対応ができない場

合もございます。基本的な考え方については園ごとに違いが出ないよう、園長会等で

各園や幼児保育課とも共有しております。 

 

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

【質疑応答】 

 (千石西) 

定時の保育時間だと仕事の都合上、どうしても厳しい時期があるが、柔軟な対応（１８時１５

分以降の延長保育の相談や１９時１５分以降の対応相談）は可能でしょうか。 

（区回答） 

区全体として規定を作るのではなく、家庭ごとの事情に応じて柔軟に対応するようにしていき

たい。ただし時間外(１９時１５分以降等)は開園時間や職員の働き方に関わるため、対応不

可です。 

 

（どんぐり） 

１９時１５分以降は対応不可とのことだが、検討の余地はないでしょうか。 

（区回答） 

働き方改革で多様な働き方になっている点は理解しております。一方で、職員の働き方も考

えねばなりません。保育園開園時間が今後もずっと７時１５分～１９時１５分という訳ではない

と思いますが、現状変更予定はありません。課題は認識していますので、世の中の働き方に

沿って検討を行っていきます。 

 

（どんぐり） 

追加費用は支払うので、時間外の民間委託の活用等は可能でしょうか。 

（区回答） 

民間委託によるサービスの部分と、保育行政の在り方の議論も含まれるので、難しい問題で

す。今後の検討課題となります。 

 

(向丘) 

別園の送迎ルートの回答をいただきましたが、同じ保育園に複数子供を預けている場合は、
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預ける順番はありますか？大きい子を先に預けてから小さい子のクラスに行ってくださいと言

われたことがありますが、年長クラスには小さいおもちゃがあり小さい子が遊んだりすると危

ないと感じることがありました。 

（区回答） 

基本的には送迎の考え方と同じで、年齢の小さなお子さんの保育時間が短くなるよう、送り

は後に、迎えは先にしていただくことになっておりますが、お子さんの状況に応じて相談可能

です。 

 

(千石) 

複数の子供の場合の、月曜の朝の支度（シーツをつける順番）が気になっております。過去、

乳児と幼児を通わせていた時、子供を預かっていただく順序が厳密で、下の子を預け、フロ

ア移動しシーツを準備し、子供と一緒にシーツをつけた後に、上の子供を預けているといった

状況で 1 階と 2 階を 2 往復する必要があり大変であったが、相談可能でしょうか。 

（区回答） 

千石保育園では２階にホールがあり、ホールにてベッドの準備をしていただくため大変になっ

ております。複数の子供がいらっしゃる場合は相談に応じていきます。また、布団をかけると

きに事故が起こりやすいので、子供の安全第一に考えていきたいと思います。 

 

(千石西)   

保護者が身体障害を持っている場合は、月曜朝の登園時の毛布支度がとても大変。しかし、

基本的には保護者自身でやってほしい方針であると理解している。行政としてはどう考えて

いるか教えてほしい。 

（区回答） 

行政としての障碍者サポートも必要。基本的な考え方は「自身で対応できる部分は各自で対

応してもらう」だが、一切対応してはいけないというルールではありません。個別相談の中で

柔軟に対応していければと考えております。 

 

(千石) 

月曜の朝、毛布が床置きされているので衛生面が気になります。掃除の実施状況を教えて

ほしい。 

(回答１) 

保育園では掃除を徹底しております。汚れたらその都度。お昼の後、おやつのあと、みんな

いなくなった後に掃除。掃除機とモップをかけています。土曜日には平日掃除できていない

箇所も保育園用務員が掃除しています。毎週ではありませんが、毛布を干すことも土曜に実

施しております。 

(回答２) 

保育園の現場視察に行った際にも、子供がいなくなった部屋を職員が速やかに掃除している

様子を見ており、掃除実施状況は問題ないと思われます。 

 

(千石) 
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玄関に電波時計が置かれており１９時１５分を10秒過ぎただけでも「アウト！」と言われること

がある。精神的につらい。なんとかなりませんか？ 

（区回答） 

既に私立園は ICT を導入していますが、区立園も一部でタイムカードを利用した ICT の実証

実験を始めたところです。今後、ICT 化が進むと機械による対応となりますので、10 秒の遅延

でも対応が難しくなってしまいます。そのような状況もあり、遅延の了承はできかねますが、

職員の言動が適切か否かに関しては別問題ですので、対応してまいります。 

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

 

8. 運動会・お祝い会のビデオ・写真業者手配について 

運動会やお祝い会・卒園式のビデオ・写真業者は、各園の父母会が手配することになっ

ています。しかし保護者の負担が大きく、また、保護者は素人であるため、子供のプライ

バシー情報を扱うにも関わらず、業者と正式な契約書などを結ばすに委託をしている園

も少なくありません。区からビデオ・写真業者を手配・委託することを検討しているかどう

か教えて下さい。 

 【事前回答】 

 行事の写真等の撮影や販売につきましては、保育園の業務として位置付けている

ものではありませんが、プライバシーの取り扱いや契約書等、子どもの最善の利益に

ついて、父母会と共有し、あり方を考えていく必要があると考えます。 

 

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

【質疑応答】 

特になし 

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

 

9. 悪天候による運動会等の中止について 

今年、台風などの悪天候の影響で運動会が中止された園がありました。このような場合

は延期開催ができるよう対策を取ることが、園児や保護者から望まれていますが、区の

方針を教えて下さい。 

 【事前回答】 

 昨年、台風19号による暴風・大雨等の特別警報や交通機関の計画運休を受け、児童・

保護者等の安全確保のため、急遽土曜日の保育をお休みとし、運動会も中止いたしまし

た。中止した園では、後日、園内で実施する対応をとり、場所は手狭になりましたが、子

どもたちが運動会へ向けて取り組んできた成果を発揮する場となったと考えております。 

 今後につきましては、通常の天候であれば雨天でも開催できるよう学校の体育館を借

りて実施しており、中止となる可能性は極めて低いものと考えております。学校施設の状

況と園の他の行事の兼ね合いもあり、同規模同案件での予備日の設定は難しく、万が

一今回のような台風等が直撃する場合には、その中でできうる対応を行ってまいるよう

考えております。 
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---------------------------------------------------- 

【質疑応答】 

特になし 

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

 

10. 平日の卒園式について 

① 令和 2 年度から区立保育園の卒園式が平日になることが通知されていますが、前

回の保育のあり方協議会（2019 年 9 月）での議論を受けて、方針に関して追加や変

更などがあれば教えて下さい。 

② 年度末の平日は休暇取得が難しい保護者が少なくないと予想されますが、そのよう

な状況において卒園式を成功させるために、区や園長先生が考えている対策・工夫

を教えて下さい。 

 【事前回答】 

 昨年 9 月の保育のあり方協議会や各園の保護者会等でお伝えし、様々なご意見を

いただき、具体的な内容を検討しております。令和 2 年度からお祝い会は発表会として

12 月の土曜日に移し、卒園式は 3 月下旬の平日に開催することは変更ございません

が、卒園式が子どもたちにとって意義のある会となるよう検討しておりますので、ご理

解・ご協力をいただきますようお願いいたします。 

 

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

【質疑応答】 

 (さしがや) 

あり方協議会での議論実態をみな理解していない。 

あり方協議会での議論が周知されていない、一方的に決める前に書面で保護者に周知また

は意見集約すべきではないか。 

（区回答） 

一番初めの周知は 2019 年度初めの保護者会であり、各園で保護者に対して本件の説明を

行っています。さらに 2019 年 8 月（事後訂正：7 月です）に、区から「お祝い会の日程変更と卒

園式について」という書面を発信しましたので、各園で掲示・展開されていると思われます。

そのうえで、2019 年度第１回の保育のあり方協議会で説明し、参加者からご意見を頂いたと

いう経緯になっています。 

 

(さしがや) 

２歳児クラスの発表会を残してほしい。名称は「2 歳児クラス」であるが、ほとんどの園児が発

表会時３歳を迎えており、問題ないのではないか。 

（区回答） 

月齢差もあり、配役を決めるのも直前になるなど、現在の 2 歳児クラスの発表は園が趣向を

凝らしてなんとか実施できている状況でした。そういった背景もあり、発表会について、発達

に合わせた方法等も議論した結果、3 歳児クラス以降で実施と決定しました。 

0-2 歳児クラスは、各園の保護者会時に園の様子のプロジェクター投影などを通じて成長を
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伝えるなど、工夫していきますのでご協力よろしくお願いいたします。 

 

(さしがや) 

次年度より卒園式が平日開催であるが、小学校の卒業式や別園の卒園式と被る場合はどう

なるのか。 

（区回答） 

区立の小学校とは重複しない様に配慮しました。ただし、他園の重複は考慮しきれておりま

せんので、双子を別園に預けている場合などは日程が重複してしまいます。このような事例

に該当する方がいた場合は対応を考えていきます。 

 

（さしがや) 

大きな方針決定に関して、父母会でまとめた後にしか意見を言うことはできないのはどうかと

思う。個人で意見できる場はないのでしょうか。 

（区回答） 

区の幼児保育課、区のメール、園に直接などいくつかルートがありますので是非ご活用いた

だければと思います。 

(父母連) 

父母連としては、団体交渉の効果を考えて、各園の渉外係から意見集約して区に伝えるよう

にしている。一部議員も父母連の HP を見ており、議会の議事録でも父母連というワードが出

てきている。ぜひ父母連活用をお願いしたい。 

 

(さしがや) 

来年度、連絡帳がなくなるが、意見交換の場がなくなるので廃止しないでほしい 

（区回答） 

４、５歳クラスの連絡帳に関しては、児童の伝える力を向上させるということで、伝達事項の

み記載する方針とさせていただいております。相談事項があれば記載いただければ、個別に

面談等も実施していきます。 

 

(さしがや) 

今回の卒園式平日の件は、無償化の影響でしょうか？無償化するのではなく保育の質を上

げてほしい 

（区回答） 

卒園式の件と無償化の件は全く無関係です。無償化と保育の質は関連がないものですので

安心してほしい。無償化に関する財源は、国や都からのものも多く、区として保育にかかる財

源が劇的に変更になったわけではありません。無償化によって保育の質が低下することはあ

りません。 

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

 

11. 延長保育について 

① 本年度の各園の延長保育の定員と園の定員数、利用者数および待機児童数を、昨年
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のデータとともに、教えてください。 

 【回答】 

園 名 定員数 
延長保育 

定員数 

H30 年 8 月 1 日現在 R 元年 12 月 1 日現在 

延長保育 

利用者数 

延長保育 

待機児童数 

延長保育 

利用者数 

延長保育 

待機児童数 

藍染保育園 87 22 21 0 22 5 

久堅保育園 123 22 18 0 13 0 

青柳保育園 85 22 15 0 15 0 

さしがや保育園 128 22 22 0 22 1 

駒込保育園 93 22 22 3 22 2 

こひなた保育園 97 22 17 0 12 0 

本郷保育園 93 22 18 0 22 2 

大塚保育園 103 22 18 0 15 1 

しおみ保育園 107 22 11 0 15 0 

千石保育園 146 22 22 12 22 6 

向丘保育園 133 22 22 5 20 0 

水道保育園 122 22 19 1 17 1 

本駒込保育園 99 22 16 0 16 0 

本駒込南保育園 121 22 16 0 20 0 

千石西保育園 117 22 17 0 18 0 

本駒込西保育園 53 15 3 0 3 0 

目白台保育園 86 22 13 0 10 0 

柳町保育園 64 18 7 0 13 2 

根津保育園 21 10 3 0 3 0 

お茶の水女子大学こども園 60 14 13 2 13 4 

 

② 今後、定員の調整・拡大などを検討されているか教えてください。 

 【回答】 

延長保育の定員数につきましては、現時点において調整・拡大の予定はございま

せんが、待機が常態となっている園については、継続して検討してまいります。 

 

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

【質疑応答】 

(千石) 

千石は２年連続で延長保育の待機が出ているがどのような検討が進んでいるのか？ 

（区回答） 

千石保育園は母数も多く、延長保育のニーズも高い。各利用者の詳細状況も確認し、月

ぎめ、スポット利用など、各利用者の状況を鑑みて保育士の勤務も考慮しながら、今後

検討していければと思っています 
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---------------------------------------------------- 

 

12. 私立認可園の諸問題について  

① おむつの持ち帰りを継続している私立認可保育園に対して、区が廃棄を推奨する等の

対策を行うことは可能かどうか、教えてください。 

 【事前回答】 

使用済み紙おむつの廃棄処理導入については、実務面、衛生面での対応可否や費用

等、総合的に判断する必要があることから、私立園全園一律の対応は困難と考えておりま

すが、保護者の方の要望を踏まえ、機会を捉えて各園の検討状況等について確認してま

いります。 

 

② 区が認可の要件として設置を義務づけている運営委員会に関して、私立認可保育園で

の開催状況や質、運営委員会で挙がった保護者の意見が園運営に活かされているか

等を、区がどのように把握しているかを教えてください。また、私立認可保育園における

父母会設置の必要性について、区の考えを教えてください。 

 【事前回答】 

運営委員会については、社会福祉法人又は学校法人以外の者が設置する私立認可

保育園において設置することが認可の要件とされておりますが、区が実施する指導検査

においてその開催状況や議事録等の内容を検査し、適正に運営委員会が実施されてい

るか、保護者の方からの意見に対する対応が行われているか等の確認を行っており、必

要に応じて、運営事業者及び施設に対し助言・指導を行っております。 

また、父母会は、保護者同士や保護者と園との間の交流・連携の手段の 1 つと考えま

すが、設置の必要性については、関係する方々の間での協議のもと、個別に判断すべき

ものと考えております。 

 

③ インフルエンザ等の指定感染症罹患後に園に提出する登園届に関して、区立保育園で

は保護者が記入する用紙として統一されていますが、私立認可保育園では、各園で様

式が異なり、医師に記入してもらう用紙を採用している園もあります。その場合、医師は

自由診療の「文書作成料（数千円）」を保護者に請求するケースが多々あります。このよ

うな私立認可保育園の実態に対して、区立園と同じように費用が掛からない登園届を導

入することを認可の要件とするなど、区が対応できるかどうか教えてください。" 

 【事前回答】 

感染症に罹患した子どもが登園を再開する際の取扱いについては、「保育所における

感染症対策ガイドライン」に基づき、各園で適切に対応しているものと認識しておりますが、

今後、感染拡大防止や保護者負担等を勘案して、各園が一定の目安とできる取扱いを検

討してまいります。 

 

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

【質疑応答】 

 (私立認可園) 
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１学年で運営委員を何人選んでもよいと言われ、運営委員会委員に任命されていた状況で

あったが、突如、運営委員を外された。他の園でも同様なことがあるのか？ 

またこういった状況を区が把握されているのか？ 

園からは「子供が 0 歳で大変だから」という理由で運営委員会の欠席を促されたが、実は運

営委員会開催中の園児を見る保育士の人数が足りていないので、保育の子供の頭数を減ら

したかったから運営委員を外した、と（第 3 者から）聞いている。 

園の保身の理由を言われ、不信感が募っている。 

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。 

先生が短期間で複数辞めていっている状況なので対処法も検討してほしい。 

（区回答） 

当該園の運営委員会は任意で設置されたものと推測されますが、今回のような理由で、会議

の欠席を促すということは聞いたことはありません。 

それが事実なのであれば園の運営としては望ましくないと考えます。 

今回の状況に関することを区から園にすぐに確認することは可能ですが、個人が特定されて

しまう懸念があるようであれば、定例の園の指導検査の際に、今回の相談内容を前提に園

の事情や運営方針を確認することができます。指導担当とは園名を共有して連携していきま

す。 

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。 

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

 

13. 東京オリンピックとの関わりについて  

来年東京で開催されるオリンピックに、園児が何らかのかかわりを持てるよう区が検討してい

るかどうか、教えてください。 

 【事前回答】 

  東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会については、これまでも区がホストタウン

として登録しているドイツとの国際的な関わりなどを行ってきたところですが、今後も様々な

形で園児が関わりを持てるような機会を検討してまいります。 

 

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

【質疑応答】 

特になし 

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

 

 

 

【最新データ提供依頼】 

 令和 2 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。 
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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２年度４月の１次募集・応募の状況は、次表のとおりです。 

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 

＜参考＞ 

H31 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 141 261 161 392 50 200 38 109 17 76 407 1038 

私立 410 496 334 365 193 173 206 127 267 71 1410 1232 

合計 551 757 495 757 243 373 244 236 284 147 1817 2270 

  

入園要件、加点項目の変更は特にありません。 

 

 来年度以降の保育サービス量（園児定員、新設園など） 

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】 

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、令和２年４月までに開設（定員変更に伴う改修を含

む）する保育施設は次のとおりです（認可保育所 16 施設、小規模保育事業２施設、事業所内

保育事業１施設、家庭的保育事業１施設）。 



15 
 

令和元年９月から令和２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 合計

1 Ｒ1.9 認可保育所 うぃず千駄木保育園 千駄木1-15-12 6 8 10 12 12 12 60
株式会社
WITH

2 Ｒ1.10 認可保育所
あい・あい保育園 新大
塚園

大塚6-23-9 6 9 9 12 12 12 60
株式会社
global bridge

3 Ｒ1.10 認可保育所
キッズパートナー文京千
石

千石1-18-19 - 10 10 18 18 18 74
ケアパート
ナー株式会社

4 Ｒ1.11 認可保育所
たんぽぽ保育園第３分
園

湯島2-31-1 1,2階 - - - 8 21 21 50
社会福祉法人
あしたばの会

※３～５歳の定員変
更増員分のみ記載

5 Ｒ2.4 認可保育所 小石川ちとせ保育園 小石川2-4 9 11 13 19 19 19 90
社会福祉法人
ちとせ交友会

6 Ｒ2.4 認可保育所
ちゃいれっく小石川保育
園

小石川2-6 6 10 11 14 14 14 69
株式会社プロ
ケア

7 Ｒ2.4 認可保育所 文京白山雲母保育園 白山2-60、59-3 6 10 11 11 11 11 60
株式会社モー
ド・プランニン
グ・ジャパン

8 Ｒ2.4 認可保育所 千石すきっぷ保育園 千石1-5 6 10 10 11 11 11 59
株式会社俊英
館

9 Ｒ2.4 認可保育所 水道二丁目認可保育園 水道2-9−6 - 13 15 15 15 15 73
社会福祉法人
東京児童協会

10 Ｒ2.4 認可保育所
クオリスキッズ江戸川橋
保育園

水道2-10-3 - 7 10 11 11 11 50
株式会社クオ
リス

11 Ｒ2.4 認可保育所
テンダーラビング保育園
関口

関口2 4-4、4-5、5-
1

8 10 12 14 14 14 72
株式会社テン
ダーラビング
ケアサービス

12 Ｒ2.4 認可保育所
クオリスキッズ水道橋保
育園

本郷1-14-7 4 8 9 11 11 11 54
株式会社クオ
リス

13 Ｒ2.4 認可保育所
MIRATZ本郷第二保育
園

本郷2-36-4　La 
Maison de Espoir１・
２階

- - - 7 7 7 21
株式会社
MIRATZ

14 Ｒ2.4 認可保育所 明日葉保育園西片園 西片1-8-15 6 9 9 12 12 12 60
株式会社明日
葉

15 Ｒ2.4 認可保育所
キッズパートナー文京本
駒込

本駒込1-11 6 10 12 14 14 14 70
ケアパート
ナー株式会社

16 Ｒ2.4 認可保育所 このえ本駒込保育園 本駒込1-20-19 6 10 12 14 14 14 70
株式会社なな
いろ

17 Ｒ2.4
小規模保育
事業Ａ型 ちいさいおうち大塚仲町

大塚3-43-3　小石
川ハイツ星座101号
室

4 4 4 - - - 12
一般社団法人
まちのLDK

18 Ｒ2.4
小規模保育
事業Ａ型 洛和大塚みどり保育園

大塚4-50-1
（文京大塚みどりの
郷内）

6 6 7 - - - 19
社会福祉法人
洛和福祉会

19 Ｒ2.4
事業所内保
育事業

ちいさいおうち春日と
モーハウス

春日2-25-3 3 5 5 - - - 13
一般社団法人
まちのLDK

20 R2.4
家庭的保育
事業（地域型
保育事業）

家庭的保育室プチ・アン
ジュ

春日二丁目4番15
号 スタート21 103
号室

1 1 1 - - - 3 白石　眞利子

計 83 151 170 203 216 216 1039

運営事業者
開設
時期

種別 保育所名（仮称含む）
所在地（住居表示未定
箇所、地番記載含む）

定員

 

  区立保育園では、青柳保育園が０歳児９名、４，５歳児で１名、合計 10 名増員となります。 

  私立保育園では、家庭的保育室 Sandy’s が１歳児、２歳児について各１名定員増となります。 

 

 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】 

別紙の通り 

以上 


