
子ども・子育て支援新制度に係る基準（案）に係る意見募集の実施結果 
 
 

意見の募集期間 平成２６年６月２３日（月）  から  ７月２２日（火）  まで 

意見の提出方法 電子メール（１７名）、窓口へ持参（１名） 

意見提出者数 １８名 

意 見 総 数 

２８件 

 
【内 訳】 

基準等の種類 件 数 
（１）保育の必要性の認定に関する基準 5 件 
（２）家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 0 件 
（３）特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準 3 件 
（４）放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 14 件 
（５）その他 6 件 

合   計 28 件 
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（１）保育の必要性の認定に関する基準 （５件） 

 
№ 意    見 区の考え方 

1 

今回は、保育園の点数につき、疑問がありメールさせていただきます。 
兄弟がいる場合、別々の保育園に決定すると、あとから同じ保育園に転

園させたい場合は、点数が低くなるのに納得できません。 
下の子を年度の途中で保育園申込申請した際、親切に「転園の際には

点数が低くなるから、５歳児まで申し込むつもりがないならやめたほう

がよい」と言われました。 
職場の早期復帰のために、数か月、遠方の、しかも別々の保育園の送

り迎えをするのは想定内でしたが、数年続くとなると、早期復帰はあき

らめ４月からの復帰としました。知り合いは点数を上げるために認可に

はわざと入れずに認証に入れていました。保育園は空いているのに、待

機児童が増える原因だと感じました。転園なので、区全体の保育園に預

けられる人数は変わらず、なぜそのような状況になったのか疑問がわき

ます。他の区や市では点数が上がります。区職員もそのような指南をす

るのではなく、そのような状況を解消するような方向で改革していただ

きたいと思います。どうかご回答につきよろしくお願いいたします。 

認可保育園の入所選考については、児童福祉法により、公正な方法に

よって選考すべきとされており、本区においては認可保育園の転所申請

は、新規入所希望者との公平性の観点から、新規入所申請と同様に公開

している選考基準に則り選考しております。 
したがって現行の選考基準においては、既に区認可保育園に在園され

ている方の転園申請については、「新規（1 点）」の調整指数が加算され

ません。 
一方、きょうだいが認可保育園在園児である場合、調整指数表の「多

子」として 2 点加算され、なるべくきょうだいが同園となるように配慮

しております。 
入所選考基準は、区民の皆様のご意見や周辺自治体の状況等をもとに、

より現状に適合したものとなるよう、毎年度検討し、必要な見直しを行

っているところです。今後も、本区の認可保育園の入所選考にあたって

は、基準を公開し、区民の皆様のご理解のもと申請していただけるよう

に実施してまいります。 
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№ 意    見 区の考え方 

2 

なぜ自営業はフルタイムと２点も差がつくのか。自営業だとしても、

作業場は危険な場合も多く、子どもを見ながら仕事をするのは不可能に

近い現状があるのに、あたかも親が近くにいるのだから見れるであろう

という点数の付け方に異論があります。 
就職が条件になるというのはおかしい。一般に企業では、保育園に預

けられることが前提になり、採用が決められることが多い。再就職を応

援してほしい。 

認可保育園の入所については、児童福祉法により入所する児童を公正

な方法によって選考すべきとされており、本区においては公開している

選考基準に則り入所選考を行っております。 
就労を理由に入所申請をされた方につきましては、就労日数、時間等

の就労状況から指数を決定しております。現行の選考基準においては、

自営業協力者については勤務における自主裁量性が外勤雇用者に比べ大

きいことから、一定の差を設けております。 
入所選考基準は、区民の皆様のご意見や周辺自治体の状況等をもとに、

より現状に適合したものとなるよう、検討を行っております。今後も、

利用者の公平性向上の観点から検討・検証しながら社会状況により適合

した制度をなるよう対応してまいります。 
認可保育所については、現行制度においても、入所後、一定期間内に

就労していただくことを条件に、「求職」を理由にしての入所申請を受付

けております。 
新制度における保育の必要性の認定についても、求職活動は認定事由

に該当いたします。 

3 

現在、祖父母に関する加算指数が、同居もしくは、保護者住所地から

500m 以内でなければ、協力親族がいないという事で加算指数になって

いたかと思います。認可保育園では、祖父母が送り迎えをする、保育園

の近くの祖父母の家に帰る、というような家庭が結構あり、疑問を感じ

ております。保護者住所地から 500m というのは、近すぎるのではない

かと思います。実際は、2～3 駅くらいの距離であっても、十分協力は

得られます。保護者住所地から祖父母の住所までの基準とする距離をも

う少し増やして、祖父母が遠方で協力を得ることは難しい家庭を優先し

て頂いた方が良いかと思います。 

現行の入所選考基準においては、一定の条件を満たし祖父母等による

保育の協力が得られない場合には、調整指数「親族」の加算を行ってお

ります。 
本区の認可保育所の入所選考基準および入園、在園に関する規定につ

いては、区民の皆様のご意見や周辺自治体の状況等をもとに、より現状

に適合したものとなるよう、毎年検討を行っております。 
今後も、利用者の公平性向上の観点から検討・検証しながら社会状況

により適合した制度をなるよう対応してまいります。 
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№ 意    見 区の考え方 

現在、収入に関しての選考基準は、選考指数が同一になった場合で、

且つ、かなり順位が低い基準になっていますが、保育園に入園できない

場合、生活の維持が難しい家庭を優先した方が良いかと思います。父親

のみの収入等を基準として、母親が働かざるを得ない状況を考慮して頂

いた方が良いかと思います。 
現在、時短勤務が、勤務時間が 6 時間以上で正規の勤務時間より 2 時

間以内の短縮の場合、正規の勤務時間として基本指数を決められるよう

になっていますが、この点に関しては、このまま現状維持として頂きた

いと思います。通勤時間が 1 時間を越える場合、時短勤務で勤務しない

と保育園の送迎が時間内に間に合わない為です。 
現在、入園した月の末日までにお仕事に復帰する必要がありますが、

4 月入園の場合は、予め勤務先の方にも予定を伝えられるので良いので

すが、それ以外の入園の場合は、いつ入園できるか分からず、決まるの

も前月の中頃ですので、休業中に交代で勤務をお願いしている場合等、

1 ヶ月半以内に復帰するのは、職場の都合上難しい場合があります。そ

の為、4 月入園以外では、職場との調整上、入園の申し込みができませ

ん。このような状況を考慮頂いて、職場の証明書などを提示する事によ

って、復帰の期間について猶予を頂けると幸いです。 

4 

保育の必要性の認定に係る事由について、意見します。 
区が提示されている案では、「国の基準を準用」とされておりますが、

「同居の親族その他の者が当該児童を保育することが出来る場合、その

優先度を調整することが可能」という部分については、特に内容が示さ

れておりません。実際に、共働き世帯の場合、公共機関のサービスを受

けられなく、かつ同居の親族がいなければ、高額のベビーシッター等の

サービスを受けて共働きを続けるか、夫婦どちらかが退職するかを選択

国の子ども・子育て会議において、「同居親族等による保育」について

議論されており、①保育の必要性は保護者本人の事由により判断するこ

とを基本とすること、②その上で同居親族等の支援を受けられない保護

者との関係を調整指数における減点など、市町村の判断に基づき優先度

の取扱いを考慮することを可能とすることが方針として示されていま

す。 
区では、この方針を受け、認可保育所等の選考基準について現状に適
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№ 意    見 区の考え方 

せざるを得ません。 
また、同居でなくとも、近隣にサポートが可能な親族がいるのといな

いとのでは、育児の環境は異なります。介護や虐待等、特別な場合を除

いては、共働き世帯を前提に考えているものだと思いますので、それを

継続するには、親族のサポートが困難な環境におかれている世帯の支援

を優先すべきだと考えます。 
つきましては、基準を設定する場合に、同居もしくは近隣に当該児童

を保育可能な親族が存在するか否かを考慮したものにしていただきま

すようお願いいたします。もしくは、そのような状況の中で、公共機関

の活用ができない世帯への補助等、男女ともに働き続けられる環境に向

けた支援をお願いいたします。 

合するよう検討してまいります。 

5 

同居親族による保育が可能な場合の優先度調整、必要性や優先利用に

関して市町村が認める理由を文京区がどのように定めるのかこの基準

案からは分からない。区民説明会、子ども子育て会議などの場での説明

と、何らかの形での住民意見の聴取をお願いしたい。 

国の子ども・子育て会議において、「同居親族等による保育」について

議論されており、①保育の必要性は保護者本人の事由により判断するこ

とを基本とすること、②その上で同居親族等の支援を受けられない保護

者との関係を調整指数における減点など、市町村の判断に基づき優先度

の取扱いを考慮することを可能とすることが方針として示されていま

す。区では、この方針を受け、認可保育所等の選考基準について現状に

適合するよう検討してまいります。 
また、必要性及び優先利用に関して区が認める（定める）事由につい

ては、これまでの認可保育所入所申請の実績及び区民の皆様のご意見等

をもとに現状に適合したものとなるよう検討してまいります。 
「同居親族等による保育」の調整指数を含め、来年度の認可保育所入

所選考基準等については、入園のご案内において周知してまいります。 
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（２）家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 

 
   ご意見はありませんでした。 
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（３）特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準 （３件） 

 
№ 意    見 区の考え方 

6 

利用定員の設定について 
「認可定員」と「利用定員」のダブルスタンダードの考え方がわかり

にくい。国の最低基準を満たすこと（＝認可定員ということなのか？）

はあくまでも最低ラインにすぎず、教育・保育に望ましい環境とはギャ

ップがある。「利用定員」について、望ましい教育・保育が実際に行え

るような現実的な設定をすべき。また、その設定に当たっては、文京区、

児童保護者に加え、保育にあたる職員も議論に参加できるようにすべ

き。 
そのようにして設定された「利用定員」を超過して児童を受け入れる、

いわゆる「弾力化」については、期間を限っての実施とすべき（例えば

年度末まで、など）。弾力化が恒常化され、なし崩しに利用定員の増加

という対応にならないようにしてほしい。教育・保育の質を保ち、供給

量を増やすという方法で対処してほしい。 
文京区の事業計画の中での供給量カウントは、適切に設定された「利

用定員」に基づいておこなって欲しい。 
 

事故発生時の対応について 
文京区が主体的にかかわるような仕組みとしてほしい。 
まずは事故の再発防止を目的に区や第三者機関で検討し、事故の概要

を公表してほしい。そののち、悪質と判断されるものについては施設名

も公表する仕組みを作ってほしい。 
 

 

利用定員の設定について 
特定教育・保育施設の利用定員については、特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の運営に関する基準（内閣府令第 39 号）に従い、

施設の区分に応じ、子どもの認定区分ごとの利用定員を定めます。利用

定員の設定にあたっては、教育・保育施設との調整及び文京区子ども・

子育て会議の意見聴取を行い、教育・保育の質が保たれるよう進めてま

いります。 
次に、定員の弾力化については、現在、国の規定に則り運用しており

ます。今後も待機の状況等を鑑み、適切に運用してまいります。 
なお、子ども・子育て支援事業計画における事業量（供給量）につい

ては、子ども・子育て会議等での審議を踏まえ、適切に設定してまいり

ます。 
 
 
 
 
事故発生時の対応について 
公設公営の保育園については、全園の事故報告を保育課で取りまとめ

て、事故防止に役立てる仕組み作りを行っているところです。 
区立幼稚園については、全園の事故報告を教育委員会において適時報

告を受け、適切に対応することとしています。 
私立認可保育所・幼稚園については、各事業者が整備する事故発生の

防止のための指針に基づき、適正に管理されるものと認識しております。 
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№ 意    見 区の考え方 

 
教育・保育の質に関する評価について 

文京区が主体的にかかわるような仕組みとしてほしい。 
職員の給与・離職率などまで踏み込んで把握し、事業者への指導、情

報の公表も検討してほしい。 

 
質の評価について 
区立保育園については保護者アンケートで、私立認可保育所について

は第三者評価により質の評価を行っており、内容はホームページで公表

されています。 
区立幼稚園については、全園で学校関係者評価委員会を設置し、園の

教育活動の参観や、意見交換等を通じて、園の自己評価の結果について

評価することとしています。 
私立幼稚園については、関係者評価及び第三者評価の受審に努めるよ

う求めてまいります。 

7 

社会の未来である子どもたちの命を預かり心を育てる保育士は非常

に責任が重い仕事です。保育士の待遇の改善を望みます。専門の教育を

受けた保育士の比率を増やしてください。 
働く親が安心して仕事をするためには、子どもが安全な場所で愛情を

持った保育士に適切に保育されている、と感じることが何より重要だと

思います。子どもにつらい、窮屈な思いをさせていると感じることは、

親が働き続ける上で大きな障害です。ぜひ社会の未来である子どもたち

が子どもらしく、のびのびと過ごせる環境を作ってください。 

保育士の処遇改善は、文京区に限らず全国的な課題として認識してお

りますので、昨年度に引き続き、今年度も「保育士等処遇改善臨時特例

事業補助金」を活用し、保育士の労働条件の改善を進めてまいります。 
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№ 意    見 区の考え方 

8 

保育士配置基準の設定について 
国の最低基準を満たすことはあくまでも最低ラインにすぎず、教育・

保育に望ましい環境とはギャップがある。保育士配置基準について、望

ましい教育・保育が実際に行えるような現実的な設定をしてほしい。ま

た、その設定に当たっては、文京区、児童保護者に加え、保育にあたる

職員も議論に参加できるようにしてほしい。 
最低限、現在の加配は維持してほしい。新設園についても、保育士を

最低基準以上に配置する園に対しなんらかのメリットや補助を与える

仕組みを作ってほしい。 

保育士配置基準の設定について 
保育士配置基準については、長年の保育の実践の積み重ねを基に国の

こども・子育て会議での議論を経て、決められた基準であることから、

今後も国基準に準じた配置を行ってまいります。 

また、待機児童対策の面からも配置基準を国基準より厳しく設定する

ことは、民間保育事業者の新規参入の障壁になりますので、国基準を上

回る基準の設定は考えておりません。 
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（４）放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 （１４件） 

 
№ 意    見 区の考え方 

9 

現行の小学校 1～3 年生を対象とした事業を継続する基準は評価して

います。一方で面積・定員についての経過措置が、いつまで続くのかの

明記がありませんので、仮に待機児童が解消されない場合は、経過措置

が常態化してしまうのではないでしょうか。一部の育成室ではかなり狭

いところに多数の子どもが在室しており、骨折事故が起きているところ

もあるように聞いています。事故防止の観点からも面積・定員ともに可

能な限り余裕をもった保育をしていただくのが理想ですが、最低限、今

回の基準が形骸化しないような配慮をお願いいたします。 

区が設置する育成室については、現在待機児童が発生しており、新設

等の整備は実施しているものの、近年の申請者数の増加に伴い、このよ

うな状況は当面続くものと考えております。面積、定員についての経過

措置の終了年限をあらかじめ設定するかどうかにつきましては、待機児

童の状況等により検討してまいります。一方で安全な保育の確保を継続

して実施していく必要がありますので、毎年度申請者予測数や各育成室

の状況を把握したうえで、今後とも新設等の整備を行い、経過措置が常

態化することがないよう努めてまいります。 
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区の設置する育成室の設備及び職員について「経過措置等を設ける」

とありますが、全体基準における経過措置の考え方では、その適用され

る事業者は、平成 27 年４月１日以前に開始した事業所であることとさ

れています。また、職員に関する経過措置については、厚労省令附則２

条によれば、平成 32 年３月 31 日までとされています。 
今議論されている子ども・子育て支援計画・実施計画については、平

成 27 年４月１日から５年間のものを定めるものであるから、経過措置

についても、この期間内で解消されるように期間を設ける必要があると

考えます。また、これから開設予定の育成室については経過措置を設け

る必要性は認められず、経過措置が適用される育成室の中に、これから

開設する予定の育成室は除外し、今後開設予定の育成室は全体基準によ

るべきものとして、区別すべきであると考えます。 

区が設置する育成室については、現在待機児童が発生しており、新設

等の整備は実施しているものの、近年の申請者数の増加に伴い、このよ

うな状況は当面続くものと考えております。経過措置の終了年限をあら

かじめ設定するかどうかにつきましては、待機児童の状況等により検討

してまいります。また、今後開室する育成室においても、申請者数の状

況によっては経過措置を適用することも考えられることから、現存する

育成室と区別するかどうかも含め検討してまいります。 

10 
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11 

区が設置する育成室の対象児童については、対象児童を３年生までと

するとあります。 
待機児童が増えている文京区の現状においては、この考え方は支持で

きるものの、全体基準では対象児童は小学生であって３年生までと限定

していません。したがって、待機児童の状況によっては、対象児童を小

学校全体まで広げられるようにすべきではないかと考えます。 
そのためには、区独自の基準として、対象児童を３年生までとするよ

うな枠を基準に盛り込むという考え方がある一方、区が設置する育成室

に関する基準についても、対象児童は小学校全体とし、選考指数を低学

年ほど高くするなど選考指数のあり方の問題として捉える考え方があ

っても良いように思います。 

区が設置する育成室の対象児童につきましては、現在の待機児童の状

況や各施設の状況を鑑みると、高学年の児童受け入れは非常に困難であ

ることや、昨年度実施したニーズ調査において高学年の児童の育成室の

ニーズは１割以下であること等により、これまでどおり小学校３年生ま

でを当面対象といたします。高学年児童を対象としつつ、選考で調整と

いう方法については、文京区では現時点ではその方向での考えはとって

おりません。 

12 

現在、学童保育については、小学校 3 年生までとなっていますが、小

学校 4 年年生～6 年生の期間は、どのようにすれば良いか困っておりま

す。近年、小学生に対する犯罪が多くなっており、心配しております。

自治体によっては、6 年生まで学童保育を設けている所もありますので、

是非、小学校 6 年生まで学童保育を設けて頂きたいと思います。 

区が設置する育成室の対象児童につきましては、現在の待機児童の状

況や各施設の状況を鑑みると、高学年の児童受け入れは非常に困難であ

ることや、昨年度実施したニーズ調査において高学年の児童の育成室の

ニーズは１割以下であること等により、これまでどおり小学校３年生ま

でを当面対象といたします。高学年の児童を対象にする事業としては、

現在実施している児童館、全児童対策事業等もふまえて放課後の過ごし

方に関する施策の全体像を次期子育て支援計画に盛り込んでまいりま

す。 

11 
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13 

学童保育は、第二の我が家、昼間の兄弟姉妹とよく言われています。

当然ながらそれを実現するためには、条件も必要です。文京区が、同じ

日本の厳しい財政状況下にあっても、人数規模を守りながら、増設によ

る学童保育需要増に応え、正規職員複数体制で運営を継続されてきたこ

とに敬意を表します。全児童対象の遊び場事業とのすみわけも、本来の

事業の目的と内容を理解できてこそ可能です。他区が、保護者の理解不

足も手伝って、全入（実態は、籍があるだけ）、一体化、一体的運営、

５時から学童、等々本質を見失った運営が、ここ数年多く聞かれます。

保護者自身、何が学童保育で何が全児童対象遊び場事業か、その違いを

分からずに、本質を完全に見失っているところまで現れています。 
学童保育は、適正人数規模の中で、正規指導員が常時複数で関わり、

異年齢集団の中で、子どもたちが過ごすことで、いろいろな経験を積み、

揉まれながら、一人の人間として育っていく場です。保護者の立場の経

験から、また全国へと広がった学童保育の仲間たちのとの交流から実感

しています。学童保育が、保護者の就労支援はもちろん、さらに子ども

たちの成長にとって、とても重要な施策と認識しています。 
以上を踏まえて３点希望します。 
 

(1)適正人数規模４０人を守り、一人一人の子どもに目の届く環境を継続

してほしい。 
(2)開設日、開設時間は、子どもの生活にとってどうあるべきかを最優先

してほしい。 
(3)４年生以降の放課後の遊び場のために、全児童対象の遊び場事業の早

期実施を望む。 

適正人数規模につきましては、近年の申請者数の増加に伴う待機児童

の状況から、今後とも現在と同様おおむね 40 名という規模で実施し、

職員配置等を考慮しつつ、児童 1 人 1 人に目が届く環境を継続してまい

ります。 
開設日、開設時間につきましては、区が設置する育成室についてはニ

ーズ調査や子どもたちの生活がどうあるべきかを最優先に検討し、現時

点では変更する予定はありません。 
４年生以降児童の放課後の居場所づくりについては、児童館・全児童

対策事業等子どもたちの放課後の過ごし方に関する施策の全体像を、次

期子育て支援計画に盛り込んでまいります。 

12 
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14 

新たな基準が、「学童保育とはなにか」を明確にしたものであるため、

厚生労働省令の第 5 条１をきちんと位置付けてください。 
「支援の単位」における「児童の数」については、「定員はおおむね

40 人」としてください。 
厚生労働省令 10 条４の「支援の単位」における「児童の数」につい

て、平成 26 年５月 30 日付厚生労働省雇用均等・児童家庭局長による文

書（雇児発 0 5 3 0 第１号）では、「一の支援の単位を構成する「児童の

数」とは放課後児童健全育成事業が毎日利用する児童と週のうち数日を

利用する児童との双方が考えられる事業であることに鑑み、毎日利用す

る児童（継続して利用することを前提に申込みをした児童）の人数に、

一時的に利用する児童（塾や習い事、保護者のパート就労等により週の

うち数日を利用することを前提に申込みをした児童）の平均利用人数を

加えた数をいうものである」と言っています。しかし、学童保育指導員

は、その日に登室している子どもをみることだけが仕事ではありませ

ん。休んでいる子についても、日々、思いを寄せ、状況を把握したり打

合せで話し合ったりしています。休みがちな子については、途中退室に

つながらないよう、通い続けられるための働きかけも行います。これも

指導員の大事な仕事です。このような実態を踏まえると、「児童の数」

の上限が「40 人」であるならば、この上限は、上記の厚労省文書にあ

る解釈の通りではなく、定員（育成室ごとの在籍数の上限）であるべき

と考えます。 

当該条項の理念は、新基準に反映させてまいります。 
支援の単位となる児童の数については、今後とも現在と同様おおむね

40 名という規模で実施し、児童 1 人 1 人に目が届く環境を継続してまい

ります。国の基準で示されている「児童数」の考え方について視野にい

れつつ、現状の安定した保育を継続させる人員規模としていきます。 

13 
 



№ 意    見 区の考え方 

15 

区設育成室について認める各種の経過措置は既設の育成室について

適用されるものであり、新設育成室、既存育成室の増設部分には適用さ

れないことを明らかにしてほしい。 
実質的に２クラス型育成室の先駆けとなった千石第１・第２育成室

は、安定的な保育がなされているとは必ずしも言えない状況。２クラス

型の育成室は、子供が過ごす１日の中で常に 40 人の単位が維持される

わけでもなく、実質的に 80 人の児童集団となる時間帯も必ず生じる。

この管理・コミュニケーションの難しさに対応するために、2 クラス型

の場合は職員の加配を検討してほしい。 

区が設置する育成室については、現在待機児童が発生しており、新設

等の整備は実施しているものの、近年の申請者数の増加に伴い、このよ

うな状況は当面続くものと考えております。今後区が開室する育成室に

ついては既存の区設育成室とあわせ、区全体としてのニーズ量に対応す

るものとして経過措置の適用等を含め検討してまいります。 
区の設置する育成室（業務委託分を含む）については、従前より個々

の育成室において定数増に対応する職員配置を行っております。 

16 

小学生の放課後保育の必要性の判定基準は、学年に大きくニーズが異

なる。児童個人による違いはあるが、概ね１年生におけるニーズは保育

園の年長とほとんど変わらない。それに対して３年生になると、早生ま

れの児童も含め概ねの児童が放課後全児童事業のような形態のもので

ニーズがほぼ満たされるようになると思う。 
例えば育成室の利用基準となる出席日数は、１年生は現状のままでよ

いとして、２年、３年と順次緩和することで、２年生と３年生の登室日

数を下げる方向に誘導するなどして、その余裕を１年生の定員に振り向

けるなど、実態に応じた柔軟な発想に基づく運用を期待したい。 

ご指摘のとおり小学生の放課後保育のニーズは学年により異なりま

す。国の基準で示されている「児童数」の考え方は、そうした現状を鑑

みて「毎日利用する児童」の人数に、「一時的に利用する児童（塾や習い

事、保護者のパート就労等により週のうち数日を利用することを前提に

申込みをした児童）」の平均利用人数を加えるという柔軟な観点で設けら

れておりますので、出席児童数と定員の在り方については検討しつつ今

後の運用を行ってまいります。 

14 
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17 

２クラス型育成室となった千石第１・第２育成室は、安定的な保育が

なされているとは必ずしも言えない状況があります。２クラス型の育成

室は、部屋は２つあったとしても、実質的に 80 人の児童集団となる時

間帯も必ず生じているはずです。この管理・コミュニケーションの難し

さに対応するために、単純に 40 名に職員２名なので、80 名だから４名

ではなく、2 クラス型の場合は職員の加配を検討していただきたい。 

区の設置する育成室（業務委託分を含む）については、従前より個々

の育成室において定数増に対応する職員配置を行っております。 

18 

汐見小学校の近隣において、大規模マンションの開発やファミリー世

帯の転入等により、小学生の児童数が急増しています。汐見小学校では

数年前まで１学年１クラスの状態が続いていましたが、ここ数年で入学

児童が急増し、今年度の１・２年生は２クラスとなり、次年度新入生は

さらに増加する可能性が高い状態となっています。事実、低学年が通う

汐見育成室の児童数も急増しており、今年度は昨年度の 43 名から 52 名

に急増し、文京区内でも小日向台町育成室に継ぐ人数となりました。懸

念すべきは学年別の人員構成で、３年生以上 15 名、２年生 15 名、１年

生 22 名と、新入生の割合が大きいことです。政策的に進めて頂いてい

る保育所増加の影響もあり、来年は 3 年生が卒室しても、それを上回る

1 年生が入室を希望することが見込まれます。汐見育成室には今年すで

に 1 名待機児童がおり、さらに近隣の根津育成室で 4 名、千駄木育成室

で 1 名、待機児童が発生しています。従って、来年度にはこの地域で大

量の待機児童が発生するおそれがあります。加えて、汐見小学校には特

別支援学級がありますが、育成室には要配慮児の定員が決まっており、

来年度要配慮児の方が希望をしても入室できない可能性が高いことも

予想されます。 
今年度は、指導員の先生のご尽力により、なんとかギリギリのスペー

近年の育成室申請数の増加については汐見地域だけではなく、区全体

で発生しており、各地域の保育園の卒園予定人数や小学校の生徒予測数

及びこれまでの育成室利用申請数の推移の状況を様々な視点から検証し

つつ、育成室増設の地域・時期及び規模等の検討を行っております。な

お、増設した育成室につきましても、要配慮児の保育を行っていきます。

また、育成室事業運営につきましても必要に応じて保護者の皆様のご意

見をいただきながら、安定した保育の継続に尽力してまいります。 

15 
 



№ 意    見 区の考え方 

スでの保育をしていただいておりますが、汐見育成室を含めたこの地域

の育成室で定員数をこれ以上増やすのは困難であり、このままではこれ

まで文京区が守り育ててきた育成室事業による素晴らしい保育を維持

できなくなってしまうのではないかと、強く懸念しております。 
本当は保育時間をあと1時間だけでも遅くしてくれたらと毎日思いま

す。実際友人の多くは、民間学童を選んでいます。しかしながら、民間

学童は塾です。家に帰ることのできない子どもが安心して過ごすことが

でき、自由に学ぶことのできる文京区の育成は本当にすばらしく、とに

もかくにもこの育成室を保持して頂きたく心から願います。 
これまで文京区が実現してくださった素晴らしい育成室事業を存続

するためにも、文京区と保護者との直接対話の場を設け、育成室増室に

ついての具体的な方向性を、ご説明頂けませんでしょうか。そして育成

室の現状を共有させて頂き、保育園との保育時間の調整や、保育料見直

しについても、現実的な意見交換をさせて頂ければと考えております。 
以上の現状をふまえ、以下の内容を要望いたします。 
 

(1)汐見小学校の校内もしくは近隣に早急に育成室を新設・増設してくだ

さい。 
(2)要配慮児の定員数を鑑み、校内に隣接する子育てひろば汐見や汐見児

童館の有効活用といった、近隣での増室方法について、具体的な検討

を、地域と共に、ぜひお願い致します。 
(3)よりよい育成室事業存続のために、現役保護者と文京区との直接対話

の場を設けていただけますようお願いします。 

16 
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19 

専用区画の面積は児童一人当たり概ね 1.65 ㎡とあるが、児童館等と

の複合運営であったり、複数室による運営である場合など、育成室を含

む施設が一定以上の利用者数を見込まれる場合、非常な詰め込み感が伴

うため、施設の状況を斟酌し広めの規模をとる必要がある。また、同様

に施設の規模を勘案し、トイレの個数などにも一定の基準を設ける必要

がある。 
文京区の育成室の基準は国のそれよりも高く、それは保護者と指導員

の努力のもとに培われてきたもの。文京区の基準が国の基準より高い場

合については区の基準を基本とするとのことであるが、条例や委託水準

書といった文言上の部分だけではなく、現場で積み上げられてきた「質」

の維持についての意識を向上してほしい。すなわち、今後の増設におい

て民間委託が進められる方針にあっては、文京区の育成室の保育現場に

生きる保育指針、プロ意識、これらを民間にも受け継ぐことが可能なの

かどうかを前提とした計画に変えてほしい。民間委託前は区は文京区育

成室の質を担保すると言い、委託後は公の民に対する介入に限界がある

と言う。民営育成室において離職が止まらない状況で、どのように保育

の質を守るというのか。水準書・計画書だけでは全くの机上の空論とし

か言いようがない。具体的に、区としてスーパーバイザー制度を立ちあ

げるなど、区営も民営も同様に文京区の熟練した福祉職員による指導の

もと、質の向上を現場レベルで図れるよう、二歩も三歩も踏み込んだ動

きが一刻も早くなされるべきだと考えている。区に準用しているので

OK という方向に流れないようしっかりと守ってほしい。 

区が設置する育成室は、待機児童が発生している状況を鑑み、専用区

画の面積については、施設状況等により当面は経過措置を実施しますが、

人員配置等を含め、安全な保育を実施できる施設状況を確保してまいり

ます。また、民間委託を行う場合の保育の質の担保や職員の質について

は職員定着率や安全な保育を実施する体制についてこれまで以上に重視

し、適切な選定を実施する予定です。また、民間委託している育成室に

ついては必要に応じて保護者の皆様のご意見を伺いながら適切な運営を

してまいります。 
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20 
千石育成室の状況は昨年度から悪化の一途をたどっていて、現状、よ

くなるどころか悪くなる一方です。 
民間委託事業そのものへの区の関与の限界を痛感させられます。 

育成室事業の民間委託については、適切な保育を確保するため、慎重な事

業者選定を行うとともに、必要な指導・管理を行ってまいります。 

21 

国の基準がどうこうでなく、文京区はこうしたい、こうですよと言う

考えはないのでしょうか？ 
出生率が東京都平均より下回ったときに、第三子以上は保育料無料と

した後、三人兄弟以上が増えたかと思います。 
子育て世帯が住みたいと思う環境作りは文京区独自で、手厚くてもよ

いのではないでしょうか。 
子供の時によかったと思って、戻ってきている親の世代もたくさん周

りにいます。地方出身の私にはうらやましいほどの環境です。 
それから、近隣のことでは、千石児童館、育成室が民間委託されてい

ます。建物はきれいですが、階段や廊下はすれ違うのがやっとの狭さで

す。ホールも天井は低く、ボール遊びには適していません。屋上がない

上、公園も工事で狭くなり、体を元気に動かして遊べる環境ではりませ

ん。中学生以上の子供も遊びに来ているので、かなり圧迫感があります。 
また、職員の方の入れ替わりが激しく、区の施設というのに、安心感

がありません。特に、育成室は住所で決められているので、選択の余地

がないので、そこに住んでいるために、子供たちに十分な環境を与えて

あげられないことが、大人として悔やまれます。 
子供たちが安心して過ごせる場所作りを一番に考えて欲しいです。目

先のコストダウンではなく、将来の文京区のためをよく考えてくださ

い。よろしくお願いします。 

今回の基準の制定につきましては、国の基準を準用しつつ、文京区の

実態にあわせた区の考え方を盛り込んでまいります。 
千石児童館については、今年度中にプレイヤードが完成しますので、

現状が緩和されると考えております。また、職員体制については、委託

条件の遵守をはじめ、事業者への指導等を適切に実施し、保育の安定確

保について尽力してまいります。 
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22 

学童保育について。千石第一・第二育成室では 2 室化に伴い、児童館

部分の面積が大変狭くなってしまいました。児童の多くは育成室内で大

半の時間を過ごすわけではないので、専有部分の面積を確保するのも大

事ですが、それよりも児童館部分の面積を十分に確保してもらいたいと

思います。千石については図書と工作の部屋が狭すぎてとても落ち着け

る状況ではありません。育成室専有スペースを時間で区切るなどするこ

とでもっとフレキシブルに運用できるのではないかと思います。 

千石児童館の図書と工作部屋の面積については、他の文京区立児童館

と比較しても、適正規模の範囲内となります。育成室については法令に

基づく基準により、開室時間中は専用スペースとして確保しておく必要

がありますが、その他の施設を有効活用する等運営の工夫を検討してま

いります。 
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（５）その他 （５件） 

 

№ 意    見 区の考え方 

23 

幼稚園の預かりが充実すればするほど、保育園がわりに応募する人が

ふえ、遠くからの応募者も増えてしまうと、たとえ近所でも入れないと

いうことが多くなる。小学校と同じように地域限定にしていただきた

い。 

区立幼稚園は、原則徒歩圏内の通園を想定しているため、遠方からの

応募者は限定的なものと考えていることから、区域等を設定することは

考えておりません。 

24 

保育ママ利用者は、本来ならば土曜日に保育に欠ける場合、公立の保

育園と同様に見てもらえるはずだが、お休みの日に見てくださいとは言

えない。 
また、保育ママによる土曜日の緊急一時保育が不可能でも、公立の保

育園で振り替えの一時保育をしてもらえたときがあったが、幼稚園に通

う長女を同時に緊急一時保育してもらうことが不可能だったため、キッ

ズルームシビックと保育園とバラバラに預けることになった。（就労が

理由だったため、長女の方は緊急一時が認められなかった）できれば、

就労が理由でも緊急一時保育を可能にしていただきたい。 

保育ママによる土曜日保育は、現状の体制から対応が難しいものと考

えております。 
また緊急一時保育は、保護者の疾病・出産・介護等の理由によりお子

さんの保育ができない時にご利用いただく制度ですので、就労を理由と

される場合は、リフレッシュ一時保育をご利用ください。 

25 

保育園と同様の点数制はやめていただきたい。自営業だとまた待機児

童になるという不公平感をなんとかしてください。 
全児童でもいいので、利用したい人が利用できるようにしていただき

たい。 
夏休みの育成事業を充実させてほしい。ふだんはなんとかなっても、

夏休みなどの長期休暇のときはどうにもならないので、お願いします。 

育成室には定員があるため、入室選考の方法として指数を設け、指数

の高い方を優先に入室の決定を行っております。育成室でお預かりする

児童数に一定の制限を設けることは、安全な保育の提供のために必要な

ことと考えております。指数については、自営業の方について画一的に

考えるのではなく、自宅内や近隣での自営の方や、自営の協力の方は外

勤と比較して指数を低くし、自宅内又は近隣以外の経営者（自営中心者）

については外勤と同様の指数設定を行う等の区分をさせて頂いておりま

す。現在実施している児童館、育成室及び全児童対策事業等子どもたち

の放課後の過ごし方に関する施策の全体像については、次期子育て支援
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№ 意    見 区の考え方 

計画に盛り込んでまいります。尚、長期休暇期間中についても、現状待

機のご家庭につきましては児童館利用のご提案もさせて頂いております

ので、育成室の入室がご希望に添えなかった際にはご検討くださいます

ようお願いいたします。 

26 

保育園を新設して頂いてはいますが、湯島、本郷地区は、保育園が元々

少ないに関わらず、他地域ばかり新設されているように思われます。湯

島、本郷地区は、保育園の入園申し込みが集中し、入園しにくくなって

おります。湯島、本郷地区へも、保育園の新設をご検討頂けますと幸い

です。 

待機児童の状況を踏まえ、湯島、本郷地区への保育園の新設を検討し

てまいります。 

27 
各小学校に１クラス支援クラスを作ってほしい。通いづらいと引っ越

したり、移動手段がなかったり大変。 

特別支援学級の設置については、特別支援学級の児童・生徒数の増減

や地域的な分布状況を把握しながら、必要な地域の小・中学校に設置し

ています。今後も国や都の動向も踏まえ、区内全体の状況を見据えなが

ら引き続き検討し、特別支援学級の適切な配置を行ってまいります。 

28 

24 年度に行われた値上げの説明会では、行政コストや受益者負担割

合に関して明確な根拠を示されることはありませんでした。来年度以後

の議論をするにあたり、負担割合の根拠など納得できる形で説明しても

らいたいと思います。また、応能負担の検討も進めていただきたいと思

います。 

保育料の受益者負担割合については、行政コスト（※参照）を基本に

算定し、公共性・必需性の高いものは一定の割合（５０％、２５％、０％）

で減額をしています。育成室は社会保障的要素を含むサービスであるこ

とから２５％に減じております。 
育成室の保育料につきましては、サービスを利用する方としない方と

の間の負担の公平を図る必要があることから、自らが利用したサービス

に応じた部分を負担する「応益負担」の考え方をとり、サービスを受け

る方に対して、サービスに必要なコストをどの程度の割合で負担してい

ただくかを、政策判断として設定しております。 
今後も、利用者負担の見直しの際は、節目において適切な説明をして

まいります。 
※行政コスト：毎年度継続的、恒常的に支出される人件費、維持管理経費等 
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