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区における今後の認定こども園施策の方向性について 

 

 令和元年６月の港区子ども・子育て会議からの答申を受け、区における今後の認

定こども園施策の方向性について、区は、以下のとおり考えています。 

（１）認定こども園は、既存の幼稚園や保育園という枠組みでは満たすことができ

ない区民ニーズに対応できる有用な施設として、芝浦港南地区以外の各地区に

１園ずつ整備します。 

（２）整備する認定こども園の類型は、多様な運営主体が選択できることなどから、

原則として「保育所型」とします。 

（３）整備・運営手法については、原則として、私立認定こども園の整備により進

めていくこととします。 

（４）設置方法については、新設、他の施設種別（保育園、認可外保育施設等）か

らの移行ともに可とします。 

 

１ 経緯 

  区は、平成２７年４月に策定した港区子ども・子育て支援事業計画(平成２７

年度～平成３１年度)において、策定当時、区の独自施設であった区立芝浦アイ

ランドこども園（以下「アイランドこども園」という。）を平成２８年４月に保

育所型認定こども園に移行すること、その後の状況を踏まえて他地区での認定こ

ども園の実施を検討することの２点を計画事業として位置付けました。 

  平成２８年４月には計画どおりアイランドこども園を保育所型認定こども園

に移行しましたが、その後の待機児童の状況等から、待機児童解消に優先的に取

り組むため、認定こども園の新たな整備は行ってきませんでした。 

  その後、平成２９年４月に決定した待機児童解消緊急対策による取組等により、

区は、平成３１年４月から２年連続で待機児童ゼロを達成することができました。 

  また、令和元年６月には、新たな港区子ども・子育て支援事業計画（令和２年

度～令和６年度）策定に当たり、港区子ども・子育て会議から、認定こども園に

ついて芝浦港南地区以外の地区において実施すべきか否かについての区の考え

方を示すこと、との答申をされました。 

  これらを受け、新たな計画においては、区としての認定こども園の必要性や今

後の方向性を検討することを計画事業として位置付け、検討を進めてきました。 

 

２ アイランドこども園在園児保護者に対するアンケート調査の実施について 

  認定こども園に対する具体的なニーズや課題の把握等のため、アイランドこど

も園在園児保護者に対してアンケート調査を実施しました。 

  アンケートの結果、教育・保育の内容について、認可保育園との違いを「感じ

ない」又は「分からない」と回答した者の合計が全体の約８５％にのぼります。 

  現在、「幼稚園教育要領」、「保育所保育指針」及び「幼保連携型認定こども園

教育・保育要領」における「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は整合が図

られており、認定こども園と認可保育園の教育・保育の質に違いはありません。 

 

資料３ 
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  しかし、自由意見の中では、認定こども園に対する認識や要求と現実とのギャ

ップに関する保護者意見もあったことから、認定こども園という制度や認定こど

も園と保育園における教育・保育内容等についての正確な知識・情報を、更に周

知する必要があります。 

  アンケートでは、そのほかに「４歳、５歳の空き枠がもったいない。幼児教育

が３歳からのスタートであればまた変わるとは思う」といった意見もありまし

た。 

   

 

 

 

３ アイランドこども園における就労状況変更後の在園継続実績について 

  認定こども園のメリットに、就労状況が変わっても同じ園に継続して子どもを

預け続けることができるという点があります。アイランドこども園においても、

以下のとおり支給認定区分を変更（１号認定⇔２号認定）した後も在園を継続す

ることができた子どもが毎年５人程度いることから、実際に認定こども園のメリ

ットとして機能していることが分かります。 

＜アイランドこども園における支給認定区分変更後の在園継続実績＞ 

 ４・５歳児合計定員 １号⇒２号 ２号⇒１号 

平成２８年度 
１号認定：２０人 

２号認定：８４人 

合計：１０４人 

１人 ４人 

平成２９年度 ２人 ０人 

平成３０年度 ２人 ２人 

令和元年度 ５人 １人 

   ※数字は、延べ人数（２号⇒１号⇒２号の場合は、それぞれに１人をカウント） 

   ※１号認定から２号認定への変更に伴う在園継続については、各支給認定区分の 

    入園倍率の差などから、認めていない自治体もある。 

   

４ 区における認定こども園の必要性について 

（１）認定こども園のニーズ把握のためのアンケートについて 

   現在、芝浦港南地区以外の地区に居住する世帯は、自宅からの距離的な制約

により、認定こども園を子どもの預け先の選択肢とすることが困難な状況とな

っています。そのため、これらの世帯の認定こども園に対する潜在的なニーズ

を把握するため、芝浦港南地区以外の地区にある保育園又は幼稚園に在園して

いる保護者に対して、アンケート調査を実施しました。 

  ア 認定こども園に対する認識について 

    アンケート結果からは、認定こども園と保育園や幼稚園の違いを正確に理

解した上で子どもの預け先を選択している保護者や、施設種別にかかわらず

園ごとの魅力や条件等を総合的に考えて園を選択している保護者もいる一

方、そもそも認定こども園とは何かを知らない、認定こども園は知っている

が幼稚園や保育園との違いは知らないという保護者も多数いることが分か

りました。地区別に見ると、アイランドこども園がある芝浦港南地区は、他

地区に比べて認定こども園の認知度が高い傾向も見られました。 

【参考資料１】 

「芝浦アイランドこども園の検証のためのアンケート結果報告書」 
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    また、幼稚園や認定こども園の教育内容が保育園よりも優れており、小学

校に入学した際にどちらを卒園したかによって差が出る、認定こども園や幼

稚園は有料の習い事のような特別な教育を行っているといったイメージを

持つ保護者も多数いることが分かりました。このことからも、認定こども園

という制度等について、更に周知していく必要があります。 

  イ 認定こども園に対する区民ニーズについて 

    アンケート結果では、認定こども園ではなく保育園や幼稚園を希望して園

を選択した保護者が多くいる一方、「認定こども園と認可保育園（又は幼稚

園）が同じ場所にあった場合、認定こども園を希望するか」という問いに対

し、保育園在園児保護者の４３％、幼稚園在園児保護者の２５％程度が認定

こども園を希望すると回答しており、認定こども園については、以下のよう

な区民ニーズが一定程度存在することが分かりました。 

   ①フルタイムで就労しながら、かつ、子どもに幼児教育を受けさせたい。 

   ②就労形態の変更を予定している、又は変更の可能性があるが、転園せずに

同じ園に子どもを預け続けたい。 

   ③多様な選択肢の提供という点で整備を望む。 

 

 

 

 

（２）区民ニーズを幼稚園や保育園で満たすことの可否について 

   認定こども園の区民ニーズに対して、以下のとおり既存の幼稚園や保育園と

いう枠組みでニーズを満たすことができるか検討しましたが、現時点では、幼

稚園や保育園という枠組みで、以下の両方のニーズを満たすことは不可能です。 

  ア 就労世帯への幼児教育の実施について 

  （ア）幼稚園の預かり保育の充実 

     区では、区立幼稚園全園及び私立幼稚園６園で降園時間後の預かり保育

を実施していますが、教育課程に係る教育時間の終了後の教育活動として、

公私立幼稚園共に、預かり保育を保護者の就労支援ではなく、保護者の不

定期な用事等への対応を目的とした子育ての支援として実施しており、預

かり時間についても、「教育課程に基づく活動を考慮し、幼児期にふさわ

しい無理のないものとなるようにする」という幼稚園教育要領の趣旨を踏

まえ、幼児の心身の負担に配慮した時間設定としています。また、日曜・

祝日を除く１１時間開園を原則としている認定こども園と同程度の対応

を行うには、幼稚園の現在の就園状況や職員体制等から課題があります。

このような状況から、幼稚園において、認定こども園同様に就労世帯へ幼

児教育を実施することは困難です。 

  （イ）認可保育園における教育・保育の内容の工夫について 

     現在、保育所保育指針と幼稚園教育要領における「幼児期の終わりまで

に育ってほしい姿」は整合が図られており、認可保育園においては、３歳

以上児について、幼児教育を行う施設とされています。 

【参考資料２・３】 

「認定こども園のニーズ把握のためのアンケート結果報告書（保育園在園児保護者・

幼稚園在園児保護者）」 
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     既存の認可保育園の中でも創意工夫により魅力的な幼児教育を実施し

ている園は存在しており、実際には実施する教育・保育の質は施設の種別

で決まるものではなく、就労家庭への幼児教育の実施という区民ニーズは、

認可保育園においても対応は可能です。 

  イ 就労形態の変更に伴う在園継続について 

    保育園については、現在の就労先を退職した場合、一定期間内に復職しな

い限り、在園が保障されません。幼稚園については、上記のとおり、現在、

預かり保育の実施時間等がフルタイム就労に対応しておらず、事業の拡充も

現時点では困難であることから、保護者がフルタイムの就労に就いた場合は

事実上在園を継続することが困難です。 

（３）整備・運営費用について 

   保育所型認定こども園は、施設整備に当たり認可保育園と設備条件等で大き

く異なるものはないことから、整備費について大きく異なることは想定されま

せん。ただし、私立認定こども園においては、賃借物件を活用した私立認可保

育園整備の際に認められている補助事業など一部適用がないものがあり、結果

的に事業者にとって認可保育園よりコストがかかる可能性があります。 

   また、私立で運営した場合の公定価格については、保育所（保育認定）と認

定こども園（保育認定）の基本分単価を比較した場合、定員区分にもよります

が、認定こども園の方が５％から２０％程度高くなっており、区の財政負担の

面においても、コスト増を見込む必要があります。 

 

５ 認定こども園の新たな整備について 

  就労形態が変わり支給認定区分に変更があったとしても在園が継続できるな

ど、働き方の多様化が進むこれからの時代においては、認定こども園は、幼稚園

や保育園とは異なる魅力を備えた施設といえます。 

  しかしながら、現状、認定こども園は芝浦港南地区に１園あるのみであり、特

定の地域に居住する者以外は、利用することが困難な施設となっています。この

区民ニーズに公平な形で応えるという意味でも、区としても認定こども園の必要

性はあることから、認定こども園の新たな整備を目指すこととします。 

  一方、認定こども園は区としても一定数必要な施設ですが、就労状況の変更の

可能性がある世帯はそれほど多くないこと、認可保育園における教育で十分に満

足している保護者も数多くいること、公定価格の基本分単価の相違から認可保育

園の整備と比較して区の財政負担が若干増加することなどから、整備は慎重に行

っていく必要があります。 

  そのため、認定区分ごとの定員確保は、これまでどおり保育園及び幼稚園が担

うこととし、認定こども園の整備目標数及び整備場所については、地区ごとの偏

在をなくすため、芝浦港南地区を除く各地区に１園ずつの整備を目指すこととし

ます。ただし、１園整備ごとに、その後の区民ニーズへの対応状況を検証しなが

ら、都度慎重に整備の方向性を検討することとします。 

  なお、他地区とのバランスを考慮し、アイランドこども園における１号認定定

員のあり方についても検討します。 
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６ 認定こども園の類型について 

  認定こども園には、「幼保連携型」「幼稚園型」「保育所型」「地方裁量型」の４

類型があります。類型ごとに設備や職員の基準等は若干異なり、また、それぞれ

の法的位置付け（学校教育法又は児童福祉法）等に伴い保護者の抱くイメージに

も違いがありますが、いずれの類型であっても、就労状況等の変更に伴う在園継

続といった、区が考える認定こども園のメリットにおいて大きな違いはありませ

ん。 

整備する認定こども園の類型は、原則として「保育所型」とします。「保育所

型」は、多様な運営主体が選択できることに加え、調理設備など認定こども園に

必要な設備を、認可保育所としての基準においてあらかじめ備えており、既存保

育園からの移行も比較的容易などのメリットがあります。 

一方、「幼保連携型」及び「幼稚園型」については、学校教育法第５条の規定に

より、設置者が管理することとされており、公設民営（指定管理者制度の導入）

が不可能であることに加え、区立幼稚園からの移行についても、現在の就園状況

や職員体制、設備面の課題等から現時点では難しい状況です。 

また、「地方裁量型」は、法的性格としては、幼稚園、保育所いずれの認可も受

けない認可外保育施設であり、区としては、認定こども園についても、認可施設

としての最低限の基準を満たすことにより、一定の質や安全性を確保する必要が

あることなどから、課題があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 設置主体（区立又は私立）について 

（１）基本的な考え方 

   「保育所型」は、認可保育園同様、私立認定こども園を整備する際の整備費、

運営費等について、国や東京都の補助金を活用することができます。あわせて、

私立の場合は、民間事業者それぞれの理念等に基づく創意工夫により、多様化

する教育・保育に対する保護者ニーズに柔軟に応えることも期待できます。 

   保育の質についても、設備や職員配置は、公私立ともに法で定められた基準

を満たすこととされており、更に、私立認可保育園等に対しては、区立保育園

の園長経験者が定期的に巡回訪問し、助言等を行うとともに、保育技術の向上

のための研修を実施するなど、保育の質を担保するための様々な取組は公私立

問わず行っています。 

【参考】認定こども園の類型とその内容 

幼保連携型…幼稚園的機能と保育所的機能の両方の機能を併せ持つ単一の施設として認

定こども園としての機能を果たす。 

幼 稚 園 型…認可幼稚園が、保育が必要な子どものための保育時間を確保するなど、保育

所的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たす。 

保 育 所 型…認可保育園が、保育が必要な子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園

的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たす。 

地方裁量型…幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が認定こども園と

して必要な機能を果たす。 
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   これらの点を総合的に鑑みて、原則として、私立認定こども園の整備により

進めていくこととします。なお、各地区における私立認定こども園の整備状況

等を踏まえ、区立認定こども園の整備については個別に検討します。 

（２）私立認定こども園の整備手法 

   地区ごとの偏在をなくすため、各地区に１園を慎重かつ計画的に配置する必

要があることや、既存の保育施設の配置状況等に鑑み、条件等を慎重に検討し

た上で、原則として公募によることとします。 

（３）区立認定こども園の管理運営手法 

   指定管理者制度を導入しているアイランドこども園が在園児保護者から一

定の評価を得ていること、平成２７年１２月に策定した「港区の今後の保育行

政のあり方について」において「今後の新たな区立認可保育園の設置において

は、原則として指定管理者制度を導入する」という考え方を整理していること

などから、区立認定こども園を整備する場合は、指定管理者制度を導入します。 

 

８ 設置方法（新設又は他の施設種別からの移行）について 

  設置方法については、類型同様、就労状況の変更に伴う在園継続といった認定

こども園のメリットについての根本的な違いはなく、地方裁量型を除くいずれの

類型であっても、設備、運営等に係る一定水準は確保できるため、新設、他の施

設種別（保育園、認可外保育施設等）からの移行ともに可とします。 

  ただし、新設は、認可保育園としての定員拡大を伴うため、近隣の保育施設等

の空き状況を踏まえ、真に必要な場合のみ認めることとし、他の施設種別からの

移行を優先します。 

  また、他の施設種別からの移行に当たっては、既存の施設として確保している

支給認定区分の定員が減少することや、既存の設備や部屋割り上の制約などから、

新たに設定する支給認定区分の定員が少なくなることなどから、新たに設定する

支給認定区分の定員や既存施設の定員等も踏まえて検討します。 

 

９ 整備場所について 

  芝浦港南地区を除く各地区に、認定こども園１園の整備を目指すこととし、具

体的な整備場所については、現在、認可保育園を補完する役割を担っている港区

保育室終了後の跡地活用も含めて検討を進めます。なお、平成３１年４月から２

年連続で待機児童ゼロを達成したことに鑑み、保育の質についても更なる向上を

目指す必要があることから、整備に当たっては、原則として園庭を設置すること

とします。 

 

１０ 施設整備に係る具体的な検討等 

  新たな認定こども園を整備する場合の具体的な整備年度などについては、次期

港区基本計画（令和３年度～令和８年度）策定過程において検討し、同計画に計

上します。 

 



 

 アイランドこども園の在園児
保護者に対してアンケート調査
を実施しました。その結果、認
定こども園についての正確な知
識や情報を更に周知する必要が
あることが分かりました。 
 
【アンケート結果】 
①教育・保育の内容について、

認可保育園との違いを「感じ
ない」「わからない」と答え
た者が多数であった。 

②認定こども園に対する認識や
要求と現実とのギャップに関
する意見があった。 

区における今後の認定こども園施策に係る検討結果について 

認定こども園の４類型（幼保連携型、幼
稚園型、保育所型、地方裁量型）は、それ
ぞれ設備や運営に関する基準等についての
違いはありますが、就労状況等の変更に伴
う在園継続といった区が求めるメリットに
おいて大きな違いはありません。 

これを踏まえ、以下の点を総合的にみた
結果、整備する認定こども園の類型は、原
則として「保育所型」とします。 

 
 

 
 
 
 
 

【保育園・幼稚園在園児保護者アンケート】 
認定こども園の必要性を検討するに当たり、保

育園及び幼稚園の在園児保護者向けアンケートを
実施しました。その結果、認定こども園につい
て、以下のような区民ニーズが一定程度あること
が分かりました。 
①フルタイムで就労しながら、かつ、子どもに幼

児教育を受けさせたい。 
②就労形態の変更を予定、又は変更の可能性があ

るが、同じ園に子どもを預け続けたい。 
③多様な選択肢の提供という点で整備を望む。 
 
【地区偏在について】 

現状、認定こども園は芝浦港南地区に１園ある
のみであり、特定の地域に居住する者以外は、利
用することが困難です。 
 
【既存の枠組みでの対応の可否】 

既存の幼稚園の預かり保育の実施日数拡大や時
間延長の可否も検討しましたが、現時点で認定こ
ども園と同程度の対応をするには就園状況や職員
体制等に課題が多く、実現は困難です。 
 
 

就労状況の変更に伴う在園継続という幼稚園や
保育園とは異なる魅力があることなどから、認定
こども園の新たな整備を目指すこととします。 

一方、認可保育園の運営と比べて区の財政負担
が若干増加することなどから、整備は慎重に行う
こととし、整備目標数・場所については、地区ご
との偏在をなくすため、芝浦港南地区を除く各地
区１園ずつとします。 

なお、他地区とのバランスを考慮し、アイラン
ドこども園における１号認定定員のあり方につい
ても検討します。 

認定こども園の整備・運営手法等について 認定こども園の類型について 

【設置主体（区立又は私立）について】 
・「保育所型」は、私立の整備費、運営費等につ

いて国や都の補助金を活用することができる。 
・私立の場合は、民間の創意工夫により、多様化

する教育・保育に対する保護者ニーズに応える
ことも期待できる。 

・保育の質についても、設備や職員配置は法定の
基準を満たすこととされており、更に、私立認
可保育園等に対しては、保育の質を担保するた
めの様々な取組を積極的に行っている。 

 
 

これらの点を総合的に鑑みて、原則として、私
立により進めていくこととし、整備手法について
は、原則として公募によることとします。なお、
私立の整備状況等を踏まえ、区立の整備について
は個別に検討しますが、整備する場合は指定管理
者制度を導入します。 

 
【設置方法（新設又は移行）について】 

設置方法については、類型同様、就労状況の変
更に伴う在園継続といった区が求めるメリットに
おいて違いはなく、地方裁量型を除くいずれの類
型であっても、設備、運営等に係る一定水準は確
保できるため、新設、他の施設種別からの移行と
もに可としますが、他の施設種別からの移行を優
先します。 

 
【整備場所について】 

芝浦港南地区を除く各地区に、認定こども園１
園の整備を目指すこととし、具体的な整備場所
は、港区保育室終了後の跡地活用も含めて検討し
ます。なお、整備に当たっては、原則として園庭
を設置することとします。 

今後の認定こども園施策の方向性 

１ 認定こども園は、既存の幼稚園や保育園という枠組みでは満たすことができない区民ニーズに対応できる有用な施設として、芝浦港南地区以外の各地区に１園ずつ整備し
ます。 

 
２ 整備する認定こども園の類型は、多様な運営主体が選択できることなどから、原則として「保育所型」とします。 
 
３ 整備・運営手法については、原則として、私立認定こども園の整備により進めていくこととします。 
 
４ 設置方法については、新設、他の施設種別からの移行ともに可とします。 

アイランドこども園在園児

保護者アンケート結果 
認定こども園の必要性について 

別紙 

就労状況が変わっても継続し
て在園できるという認定こども
園特有のメリットは、アイラン
ドこども園においても機能して
います。 
 
【在園継続実績】 

 １⇒２号 ２⇒１号 

H28 年度 １人 ４人 

H29 年度 ２人 ０人 

H30 年度 ２人 ２人 

R 元年度 ５人 １人 

 

アイランドこども園における 

就労状況変更後の在園継続実績 

 
【幼保連携型・幼稚園型】 
学校教育法第５条の規定により設置者が
管理することとされており、公設民営が
不可能であることに加え、区立幼稚園か
らの移行についても現在の就園状況や職
員体制、設備面の課題等から現時点では
難しい。 
 
【地方裁量型】 
法的性格は、幼稚園、保育所いずれの認
可も受けない認可外保育施設であり、一
定の質や安全性を確保する必要があるこ
となどから課題がある。 
 
【保育所型】 
多様な運営主体が選択できることに加
え、調理設備など認定こども園に必要な
設備を認可保育所としての基準において
あらかじめ備えており、既存保育園から
の移行も比較的容易などのメリットがあ
る。 

類型ごとの課題等 

必要性等についての検討 整備についての検討 



 

 

 

 

 

 

 

芝浦アイランドこども園の検証のためのアンケート 

結果報告書 

 

 

 

 

 

令和２年（２０２０年）２⽉ 

 

 

子ども家庭支援部 保育・児童施設計画担当 
  

参考資料１ 



1 

１ 調査の目的 

  区における今後の認定こども園に係る方向性や整備・運営手法等を検討するため、芝浦アイランド

こども園の検証を目的として本調査を実施します。 

 

２ 調査の概要 

（１）調査名称 

   芝浦アイランドこども園の検証のためのアンケート 

 

（２）調査主体 

   港区 子ども家庭支援部 子ども家庭課 保育・児童施設計画担当 

 

（３）調査対象 

対象施設 対象者（R2.1.1 現在） 

芝浦アイランドこども園 
２、３号認定︓１４３世帯 

１号認定︓６世帯 

 

（４）調査方法 

   各園から調査対象者にアンケート⽤紙配布後、園備え付けポストによる回収を⾏った。 

 

（５）調査期間 

   令和２年１⽉１５⽇（⽔）〜２９⽇（⽔） 

 

（６）回収数、回収率 

施設 対象者 対象数 回収数 回収率 

芝浦アイランドこども園 
２、３号認定 143 世帯 69 世帯 48.3％ 

１号認定 6 世帯 4 世帯 66.7％ 
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（７）調査票 

芝浦アイランドこども園の検証のためのアンケート 

 区における今後の認定こども園の方向性に係る検討に当たっての参考とするため、お忙し

いところ大変恐縮ですが、アンケートにご協力いただけると幸いです。設問文をお読みいた

だき、選択肢がある設問には当てはまる番号に○を、それ以外の設問には回答を直接記入し

てください。このアンケートは無記名で行い、区が統計的に処理をしますので、ご本人が特

定されることはありません。 

 

Ｑ１ アイランドこども園を希望した理由として、最も大きいものはどれですか。 

１ 幼児教育を受けさせることができる  ２ 就労状況が変わっても転園の必要がない 

３ 自宅や就労場所などからの距離が近い 

４ その他の理由（                              ） 

 

Ｑ２ Ｑ１の回答の具体的な内容について、差し支えのない範囲で教えてください。 

 

 

Ｑ３ Ｑ１で「１ 幼児教育を受けさせることができる」と答えた方に質問です。アイラン

ドこども園で行われている教育内容などに満足していますか。 

１ 満足している   ２ 満足していない   

 

Ｑ４ アイランドこども園で行われている教育内容は、認可保育園における教育と比べて違

いを感じますか。 

１ 感じる         ２ 感じない        ３ 分からない 

 

Ｑ５ Ｑ３・Ｑ４の回答の具体的な内容について、差し支えのない範囲で教えてください。 

 

 

Ｑ６ 認定こども園の行事への参加や関与について、負担感などはありますか。 

１ かなりある     ２ 多少ある      ３ ない 

 

Ｑ７ Ｑ６の回答の具体的な内容について、差し支えのない範囲で教えてください。 
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Ｑ８ アイランドこども園に入園した経験を踏まえ、今後、保育施設への入園機会があった

場合は、認定こども園と認可保育園のどちらに入園させたいと思いますか。 

１ 認定こども園     ２ どちらでもよい     ３ 認可保育園 

 

Ｑ９ Ｑ８の回答の理由はどのようなものですか。 

 

 

Ｑ１０ あなたが考える、認可保育園にはない認定こども園のメリットがあれば教えてくだ

さい。 

 

 

Ｑ１１ 認定こども園特有の問題点や課題、要望などがあれば教えてください。 

 

 

Ｑ１２ その他自由意見（認定こども園に関する意見等があればぜひ記載してください。） 

 

 

 回答は、アンケート用紙が入っていた封筒に入れ、令和２年１月２２日（水）までに、専

用の回収用ポストに投函してください。また、個人情報保護の観点から、アンケート用紙や

封筒にお名前やご住所等を記載しないようお願いいたします。 

 

 ご協力、ありがとうございました。 

 

 

 

 

  

在籍クラス：           ※年齢別の統計を取るため、在籍クラスをご回答ください。 
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（８）調査項目及びねらい 

問 設問内容 設問の意図 活⽤方針 

1 
アイランドこども園を希望し

た理由は何か 

アイランドこども園の入

園理由及びその理由が認

定こども園特有のものか

等を把握 

アイランドこども園の入園理由を

把握することで認定こども園のど

のような点に特にニーズがあるの

かを把握し、今後の類型の議論等

で活⽤ 

2 

(記述) 
Q1 回答の具体的内容 

アイランドこども園の入

園理由の詳細把握 

Q1 で回答した認定こども園を希

望した理由の具体的内容を確認

し、今後の類型の議論等で活⽤ 

3 

＜Q1 で「幼児教育を受けさ

せることができる」と答えた

人に対し＞ 

認定こども園の教育内容など

に満足しているか 

アイランドこども園の教

育内容が期待通りだった

人の割合把握 

「満足している」多→アイランド

こども園が認定こども園ニーズに

対する期待を満たしている。 

「満足していない」多→満たして

いない。 

4 

アイランドこども園と認可保

育園の教育は異なると感じる

か 

アイランドこども園の教

育内容が認可保育園と差

別化できているかの把握 

「感じる」多→アイランドこども

園においては、認定こども園と認

可保育園の差別化ができている。 

「感じない」多→できていない。 

5 

(記述) 

アイランドこども園の教育内

容に対する満足（不満足）理

由と、認可保育園との違いに

関する具体的内容 

認定こども園の教育内容

の何に満足しているかの

把握と、利⽤者が感じてい

る認可保育園との違いの

把握 

①設問内容自体の把握 

②Q3 で利⽤者が満足した教育内

容が、認定こども園特有のもの

か否かの確認 

6 
認定こども園の⾏事に対する

負担感はあるか 

認定こども園は、幼稚園類

似の⾏事が多く、保護者負

担が大きいと言われるが、

アイランドこども園にも

同様のことが生じている

か。 

「かなりある、多少ある」多→Q

７記述の負担内容が認定こども園

特有のものであれば、認定こども

園は認可保育園よりも保護者に負

担がかかる傾向にあるといえる。 

「ない」多→アイランドこども園

においては、認定こども園（幼稚

園）⾏事に⾒られるような過度な

保護者負担は存在しない。 
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7 

(記述) 

認定こども園⾏事の負担感に

関する具体的内容 

負担に感じている⾏事に

ついて具体的に把握 

Q6 の負担に感じている⾏事が、認

定こども園特有の保護者負担が大

きいものか、それとも通常の認可

保育園と変わらないものかの確認 

8 

今後、保育施設への入園機会

があった場合に認定こども園

と認可保育園のどちらに入園

させたいか 

アイランドこども園の教

育を受けた人を⺟数とす

る認定こども園ニーズ 

アイランドこども園の教育を受け

た上での認定こども園ニーズが把

握できるので、入園前と入園後で

の認定こども園ニーズの比較がで

きる。 

9 

(記述) 

認定こども園（認可保育園）

に入園させたい理由 

アイランドこども園の教

育を受けた人の希望施設

理由の具体的把握 

①設問内容自体の把握。 

②認定こども園（認可保育園）に

入園させたい理由が、認定こど

も園（認可保育園）特有のもの

か否かの確認。 

10 

(記述) 

認可保育園にはない認定こど

も園のメリット 

認定こども園のメリット

の発掘 
― 

11 

(記述) 

認定こども園特有の問題点や

課題、要望 

認定こども園の問題点や

課題、要望の発掘 
― 

12 

(記述) 
その他自由意⾒ 

認定こども園に対する意

⾒聴取 
― 
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３ 基本集計結果（２・３号認定） 

（１）アイランドこども園の希望理由【Q1、Q2】 

  アイランドこども園を希望した理由について

は、「幼児教育を受けさせることができる」が

27.5％、「就労状況が変わっても転園の必要がな

い」が 2.9％、「自宅や就労場所などからの距離が

近い」が 56.5％、その他が 13.0％であった。 

【分析】 

  アイランドこども園利⽤者は、幼児教育を受け

させることを求めて入園した人よりも、通園距離

等の利便性を重視して入園した人が多く、保育施

設としての選択肢の１つとして選ばれているケ

ースが多い。 

 

 

種類 主な具体的内容（Q2） 

幼児教育 

・ 認可保育園の教育よりも、より踏み込んだ教育が受けられると思った。 

・ 園によってバラつきがあると言われていた保育園より、こども園の方が様々なこと

を意識して経験させてくれるプログラムがありそうだと考えました。 

・ 読み書きなど、小学校入学までに、自分の名前くらいは書けるようになる等の教育

的要素が取り入れられると思っていた（実際は違った。3 才→4 才になる時に、主

任の先生から「何も変わりません」と保育園対象の保護者会で言われた。）。 

転園必要無 

・ 2019.4〜港区に転居、2019.10〜就労開始の予定だったため、4 歳児をこども園

に入れました（最初は 1 号認定→10 ⽉から 2 号認定）。引越場所を探していた時に、

こども園を⾒つけて、こども園ねらいで芝浦に引越を決めました。 

距離が近い 

・ 毎⽇の送迎を考慮すると自宅からの距離が近いことが 1 番の条件だったので。 

・ 幼児教育を希望したわけではないが、無認可に入っており経済負担が大きく、認可

園への転園を希望する中で、自宅付近（芝浦）にある認可園の１つとして記載しま

した。 

・ 入園前は品川駅近くの認証園に預けており、毎⽇の送り迎えが負担だったが、こど

も園入園後は送迎にかかる時間が短縮され負担が少なくなった。 

その他 ・ プールや園庭があり、広くて環境が良いと思われたため。 
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（２）アイランドこども園の教育内容に対する満⾜度【Q3、Q5】 

 幼児教育を受けさせることを目的

にアイランドこども園に入園した利

⽤者（n=19）のうち、「満足してい

る」と回答したのは 47.4％、「満足

していない」と回答したのも 47.4％

と同じ割合であった。 

【分析】 

 アイランドこども園の教育内容の

うち、満足している独自の取組とし

て 1 泊 2 ⽇のキャンプを挙げている

人が多かった。 

一方、英語や体育のプログラムは

⽉ 1 回という頻度が少なすぎるという意⾒が⾮常に多く、認可保育園の方が、優れた幼児教育プログ

ラムで⾏っているのではという意⾒も⾒られた。また、アイランドこども園の運営事業者の「子ども

の自発性」を尊重するスタンスに疑問を持つ意⾒も一定数出されている。 

 

種類 主な具体的理由（Q5） 

満足している 

・ キャンプ、英語プログラム、体⼒向上プログラムなど独自の取組が

あるから。 

・ 認可保育園には通ったことがないが、認可保育園は幼児教育がない

という認識なので。 

満足していない 

・ 他の保育園の内容をよく知っているわけではないが、期待していた

英語や体育は⽉ 1 回のみで、あまり違いを感じる程ではなかった。 

・ ⽉1の英語や体育のプログラムをもう少し増やしてもいいのではな

いかと思います。可能な限りたくさんの体験をしてほしいです。 

・ 他の保育園では、算数や国語の教育につながるようなプリントを持

ち帰っていたが、こども園に転園してからは、そのような事は一切

ない。保護者会でも「自分でやりたければいつでも言ってくれたら、

紙と鉛筆はあります」と、子供が自発的に望まない限りは、保育者

から⾏わせることはない、というスタンス。 

・ 他園の話を聞いている感じでは、この園が教育に重点を置いている

とはあまり思えない。 
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（３）アイランドこども園と認可保育園の教育は異なると感じるか【Q4、Q5】 

 アイランドこども園で⾏われてい

る教育内容が、認可保育園における

教育と比べて違いを「感じる」と回

答したのは 15.9％、「感じない」と

回答したのは 33.3％、「分からない」

と回答したのは 49.3％であった。 

【分析】 

教育内容に違いを感じないと回答

した人は、幼児教育の中でも英語プ

ログラムなど学習を重視する傾向が

⾒られる。 

一方、教育内容に違いを感じると

回答した人の中には、情操教育を含

めた広い意味でのアイランドこども園の幼児教育に満足しているとの意⾒が⾒られた。 

 

 

種類 主な具体的内容（Q5） 

感じる 

・ 情操教育のイベント（クリスマス会、コンサート、遠足、お話し会等）

が多く、少なくとも前の無認可園よりは格段に「教育」が⾏われている

と感じます。 

・ いわゆる型にはまった幼児教育ではなく、子供の自発性や考える⼒を重

視した教育だと感じます。 

感じない 

・ 他の保育園児と比べても（公園等で遊んでいるところを⾒ると）違いは

感じないです。 

・ 園庭やお部屋での自由遊びの時間が⻑く、遊びから学ぶというスタンス

のため、教育の感じがしない。 

・ まだ１歳児クラスなので他園との差を感じないのはしょうがないが、上

の学年の話を聞いても他の保育園との差を感じない。幼稚園の受験も検

討している。 

・ 最近は保育園もしっかりこだわりを持ってやっている。 

分からない 
・ 他の保育園で４〜５歳児クラスを体験していないので比較できません。

ただ、こども園の音楽や食育には満足しています。 
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（４）認定こども園の⾏事参加に対する負担感【Q6、Q7】 

 認定こども園の⾏事への参加や関与

に対する負担感が「かなりある」と回答

したのは 4.3％、「多少ある」と回答した

のは 15.9％、「ない」と回答したのは

79.7％であった。 

【分析】 

⾏事は年に数回、⼟曜実施のため負担

感はないと回答した人が約8割ともっと

も多く、割合としては⾏事に負担を感じ

ている人は少ない。負担があると回答し

た人が挙げた理由としては、保護者会で

の⾏事の準備等がほとんどであった。 

 

 

種類 主な具体的内容（Q7） 

かなりある 

・ 保護者会の負担が大きい。⼣涼み会や運動会で保護者の出し物は不要だ

と思います。⽇々、仕事で追われる中、保護者同士のメールのやりとり

や、出し物の選定及び打ち合わせなど、そのようなことは幼稚園のみの

活動で良いのではないかと思います。 

多少ある 

・ 通常は負担感がありませんが、保護者会でじゃんけんに負けて三役にな

ってしまうと、かなりの負担感で仕事や育児に影響があるほどでした。 

・ まだ 0 歳であまり参加経験はないものの、4-5 歳になると⾏事の準備が

大変だときいた事はある。多くの方が就労していると思われるため、今

後負担がへる事を望みます。 

ない 

・ ⾏事は年に数回、⼟曜実施のため負担感はない。 

・ 入園当初はもっと手作りで準備やバザー等の参加が義務付けられるの

ではと思っていましたが、思ったよりも負担は少なかったです。 

・ 幼児で担当した保護者会の役員は、やる事もほぼ決まっており、負担に

感じるほどではなかった。 
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（５）今後、認定こども園と認可保育園のどちらに入園を希望するか【Q8、Q9】 

 今後、保育施設への入園機会があ

った場合、認定こども園と認可保育

園のどちらに入園させたいかにつ

いて、「認定こども園」と回答した

のは 37.7％、「認可保育園」と回答

したのは 2.9％、「どちらでもよい」

と回答したのは 56.5％であった。 

【分析】 

もともと保育施設の選択肢の１

つとして選ばれているケースが多

いことと関連し、認定こども園か認

可保育園かではなく、１つの保育施

設として総合的に魅⼒的かという

視点で⾒ている人が多いため、「どちらでもよい」という回答が半数以上を占めた。また、アイランド

こども園に満足しているから、次も認定こども園に入園させたいという意⾒もあった。 

種類 主な具体的内容（Q9） 

認定こども園 

・ 教育の内容というよりは、仕事の状況が変わったとしても、転園する（やめ

るなど含め）必要がないため。 

・ 保育園と同じ感覚、負担レベル（時間、費⽤等）で、幼児教育まで受けさせ

ることができるからです。 

・ 違った生活スタイルのお友達と接する機会を持てるので。 

・ 芝浦アイランドこども園のようなこども園なら入れてみたいです。 

認可保育園 
・ 幼児教育といっても、何をしているのかが分からない。認可保育園でも、こ

ども園より濃い教育をしている園がたくさんある。 

どちらでもよい 

・ こども園かどうかではなく、結局、それぞれの園のカリキュラムや雰囲気、

⽴地が重要だから。 

・ 幼児教育の程度が分からない。転園元の保育園でも教育はあった。 

・ 家から近く、教室が広ければどこでもよい。通わせてみて、特に「こども園」

としての特⻑に期待することはないと分かったから。 

・ 現時点で差を感じない。むしろ他の保育園の良い評判を聞く。 

・ そもそも認可保育園との違いがわからない。こども園独自で⾏っている事が

あるのであれば教えてほしい。 
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（６）認可保育園にはない認定こども園のメリット＜自由回答＞【Q10】 

種類 主な回答 
回答 

件数 

幼児教育を受け

ることができる

ところ 

・ 幼児教育は認可園にはないので、小学校にあがる前の良い練習になる

場⾯が多くあること（時間を守っての集団⾏動など）。 

・ まだ具体的な幼児教育を受ける年ではありませんが、幼児教育が方針

として組み込まれていくことはメリットだと思います。ただしアイラ

ンドこども園は、自発性を重視する点でまた特徴的だと思います。 

・ 幼児教育を受けることもでき、⼣方や夜まで、保育もしてくれるとこ

ろ夜遅くまで預かってもらえるところも良いと思います。英語教室が

⽉に何度か取り入れているところ、異年齢との交流がすばらしいと思

う。 

・ テーマのある工作、発表会のとりくみなどに幼児教育のメリットを感

じます。 

・ 様々な経験や知識を得ることができながらも保育機能はしっかりして

くれるところです。 

10 

⾏事が充実して

いるところ 

・ キャンプがあるのはメリットかもしれない。良いと思っている（認可

園で実施しているかどうか不明ですが。）。 

・ 大きな園庭があり、独特のイベントがある。 

・ 音楽など文化に触れる機会を沢山頂けている。泊まりキャンプ（１泊）

の経験もさせてもらえる。 

3 

就労状況を問わ

ないところ 

・ 親の就労状況を問わないので（４、５才児クラス）、片働き、共働き世

帯の両方のニーズにこたえられるところ。幼稚園不足の港区では特に

必要。 

・ 仕事をやめても引き続き通うことができること。 

4 

多様な家庭と交

流できるところ 

・ 多様なご家庭と共に過ごせる事。 

・ 両親とも働いている家庭ばかりではないこと（多様であること）を子

どもが知れる。 

・ 子供の数が多く、⾊んな⽴場の子とふれ合うことができる。 

3 

職員に幼稚園教

諭がいるところ 

・ 保育士、幼稚園教諭いずれも持っている方のほうが、保育士のみとい

う方より優れている気がします。 
1 
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（７）認定こども園特有の問題点や課題、要望＜自由回答＞【Q11】 

種類 主な回答 

問題点や 

課題 

・ 子供の自発性を重視する点では、ある意味では他の保育園とどこに違いがあるか

わかりづらく、幼児教育に期待しすぎる親にはもの足りないかもしれません。 

・ 働いている保護者と働いていない保護者の間に⼼理的に溝がある。園に求めてい

ることも異なるように感じる。結果的に子供達もグループに分かれている（働い

ていない保護者は 14 時以降、一緒に子供を遊ばせているため）。 

・ 実際は保育時間利⽤の人が圧倒的に多く、4 歳、5 歳の空き枠がもったいない気

もする。幼児教育が 3 歳からのスタートであればまた変わるとは思いますが。 

要望 

・ もっと幼稚園寄りのこども園になってほしい。 

・ もう少し教育内容を充実してほしい。私⽴幼稚園は独自の教育をしているので、

子どもの小学校へ⾏ってからの差が大きい。習い事でフォローしているのが現

状。こども園は幼稚園教育もやるという方針ならば、こういう要望もとり入れて

ほしい。 

・ 英語や外国語などの学ぶ機会がもっとあってもいいと思います。港区独自の取り

組みなど、もっと取り入れてもらい、一⽇の半分以上をすごしているため、⾊々

学ばせて欲しいです。あと先生のスキルをもう少し改善して欲しいです。 

・ 上の子は、４、５才から幼児教育、下の子は３才からの幼児教育と変わり、３才

からの幼児教育を期待していたが、違いが実感できない。もう少し３才からの幼

児教育を充実させ、アピールしたほうが良いのではないか。３年保育の幼稚園と

比べて、人気や評判がおとろえる原因となっているのではないか。 

・ 今はただ保育時間の異なる子供が混在するだけに感じる。目的は素晴らしいので

是⾮まずは魅⼒的なこども園のあるべき姿に注⼒して頂けると嬉しい。 

・ のびのびしすぎている気がする。散歩（外出）の機会が少なすぎる。 

・ 保護者会が認定こども園特有であればやめてほしい。 

・ 幼児教育のみの子は１４時まで教育を受けているが、保育の子は１３時からお昼

寝をしているので、そこを分ける意味が分からない。 
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（８）その他自由意⾒＜自由回答＞【Q12】 

 種類 主な回答 

こども園一般に

ついて 

・ ほとんどの園児が保育園として通っているように思えたので、特に“こども園”

を意識する機会はありませんでした。 

・ 認可保育園に預けたことがないので比較はできないが、教育の違いは運営主体

の違いによるところが大きいのではないかと感じている。 

・ 私の勉強不足だとは思いますが、こども園であることが認可園とどのように違

うのか分からないので、明らかな違いがあるのであれば、もっと知ってもらう

ことが必要かと思われます。 

アイランドこど

も園について 

・ アイランド園は幼児教育だけでなく、保育も大変⾏き届いていて、認可園では

なく子ども園に入れて今ではとても良かったと思っています。是⾮こども園の

増園を期待しています。 

・ 説明会においてもこども園ならではの良さの説明が一切なかった。是⾮幼児教

育が受けられるメリットをもっと出していって頂きたい。（今はこども園だか

らこそ受けられる幼児教育が何か全く分からない） 

・ 何カ所か保育園の⾒学に⾏ったが、それぞれ⼒を入れている分野（英語だった

り食育だったり体操だったり…）があり、個性や特⻑があったが、こども園が

一番何の特⻑もない印象だった。先生方は子どもに優しく一生懸命なので満足

しているが、組織としてもう少しがんばってほしい。 

・ お茶や⽔を飲むコップをかごに入れる際、無造作に山積みしているので衛生的

に悪いと思う。 

・ 先生達に活気がない、あいさつをしない先生方が多い。朝の受け入れや、帰り

の受け渡しの際、先生が誰も対応せず、適当すぎて⼼配になる。 

・ 運動会の場所を三田中にしないで欲しい。急な坂があり、つれていくのが大変

です。スポーツセンターで⾏ってほしい。 
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４ 基本集計結果（１号認定） 

設問 回答割合 

（１） 

アイランドこども園の

希望理由【Q1】（n=4） 

75% 
預かり保育が充実しているから（n=3） 

＜自由回答【Q2】＞ 

区⽴幼稚園では預けたいと思っても、人数の制限

があって延⻑保育を利⽤することがむずかしい。

兄弟がいる家庭にはいつでも預かり保育が利⽤

できるのは本当に助かる（病院へ⾏く、学校イベ

ント、PTA に参加する時等）。 

25% 
幼児教育を受けさせること

ができるから（n=1） 

＜自由回答【Q5】＞ 

共園生活の中で友だちとの

付合い方を、あそびの中か

らひらがなや時間等を、学

んでいるので満足です。 

（２） 

アイランドこども園の

教育内容に対する満足

度【Q3】（n=1） 

100% 

満⾜している（n=3） 

（３） 

アイランドこども園と

幼稚園の教育は異なる

と感じるか【Q4】 

（n=3※無回答除く） 

33.3% 
感じる（n=1） 

＜自由回答【Q5】＞ 

前の幼稚園と比べると、

作品作りも多く廃材など

を沢山使わせて下さるの

で嬉しいです。 

33.3% 
感じない（n=1） 

33.3% 
分からない（n=1） 

（４） 

認定こども園の⾏事参

加 に 対 す る 負 担 感

【Q6】（n=4） 

100% 
ない（n=4） 

＜自由回答【Q7】＞ 

幼稚園に比べればとても少ないと思う。 

（５） 

今後、認定こども園と

幼稚園のどちらに入園

を 希 望 す る か 【 Q8 】

（n=4） 

75％ 
認定こども園（n=3） 

＜自由回答【Q9】＞ 

・ 給食があるので、好き嫌いをなくせる。 

・ 必要な時に預かり保育を利⽤できる。 

・ いろんなお友だちと遊ぶ機会がある（お休み

や帰る時間が違うので、子供なりに今いる子

と工夫して遊べるようになる）。 

25％ 
どちらでもよい（n=1） 

＜自由回答【Q9】＞ 

全ての園に良し悪しはある

と思うので。 
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（６） 

幼稚園にはない認定こ

ども園のメリット＜自

由回答＞【Q10】 

＜給食がある＞ 

給食を入学前に経験し、皆と同じ物を食べることで、家では食べないものも食

べて帰ってくることも多いです。 

＜⻑時間預けることができる＞ 

就労状況に関係なく保育園のように、⻑時間預けることができるところ。 

（７） 

認定こども園特有の問

題点や課題、要望＜自

由回答＞【Q11】 

 

基本的に保育利⽤の方中⼼で運営している（ような気がする）ので、慣らし保

育が短かったり、幼児教育の子供たちは園庭でほとんど遊べない⽇もある。 

（８） 

その他自由意⾒＜自由

回答＞【Q12】 

アイランドこども園にはとても満足しています。先生たちも一生懸命ですし、

施設も整っています。何よりもこどもがとても楽しんで通えているので、とて

も感謝しています。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

認定こども園のニーズ把握のためのアンケート 

結果報告書（保育園在園児保護者） 

 

 

 

 

 

令和２年（２０２０年）２⽉ 

 

 

子ども家庭支援部 保育・児童施設計画担当 
  

参考資料２ 



1 

１ 調査の目的 

  区における今後の認定こども園に係る方向性や整備・運営手法等を検討するため、すでに芝浦アイ

ランドこども園がある芝浦港南地区以外の地区に居住する子育て世帯の認定こども園に対する潜在的

なニーズ把握を目的として本調査を実施します。 

 

２ 調査の概要 

（１）調査名称 

   認定こども園のニーズ把握のためのアンケート 

 

（２）調査主体 

   港区 子ども家庭支援部 子ども家庭課 保育・児童施設計画担当 

 

（３）調査対象 

対象施設 対象数（R2.1.1 現在） 

芝保育園 １３７世帯 

麻布保育園 １２２世帯 

赤坂保育園 ８２世帯 

⾼輪保育園 １２８世帯 

 

（４）調査方法 

   各園から調査対象者にアンケート⽤紙配布後、園備え付けポストによる回収を⾏った。 

 

（５）調査期間 

   令和２年１⽉１５⽇（⽔）〜２９⽇（⽔） 

 

（６）回収数、回収率 

施設 対象者 対象数 回収数 回収率 

芝保育園 

全在園世帯 

137 世帯 69 世帯 50.4％ 

麻布保育園 122 世帯 71 世帯 58.2％ 

赤坂保育園 82 世帯 44 世帯 53.7％ 

⾼輪保育園 128 世帯 55 世帯 43.0％ 

合計 469 世帯 239 世帯 51.0％ 
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（７）調査票 

認定こども園のニーズ把握のためのアンケート 

  区における今後の認定こども園の方向性に係る検討に当たっての参考とするため、お忙

しいところ大変恐縮ですが、アンケートにご協力いただけると幸いです。設問文をお読み

いただき、選択肢がある設問には当てはまる番号に○を、それ以外の設問には回答を直接

記入してください。このアンケートは無記名で行い、区が統計的に処理をしますので、ご

本人が特定されることはありません。 

 

Ｑ１ お住まいの地域はどこですか。 

港区       丁目（「番」「号」等は記入不要です） 記入例：港区  芝  一丁目 

 

Ｑ２ 保育園と認定こども園の具体的な違いを知っていますか 

１ 具体的に知っている  ２ おおよその違いは知っている  ３ 知らない 
 

Ｑ３ Ｑ２で「１ 具体的に知っている」「２ おおよその違いは知っている」と答えた方

に質問です。認定こども園に対するイメージを以下から選択してください（複数選択可）。 

１ 人口が減少している地域等で、効率的に運営するため、幼稚園と保育園を一体とした施設 

２ 保育園と同じ保育時間で、幼児教育を受けることができる 

３ 就労状況が変わっても同じ園に子どもを預け続けることができる 

４ 保護者の就労状況により子どもの登園・降園時間が異なり、園生活のスタイルが混在する施設 

５ 平日の行事や保護者会等があり、就労している保護者にとって不便 

６ ＰＴＡや父母会の活動で、就労していない保護者の負担が大きくなりやすい 

７ その他（                                 ） 

  ※上記の選択肢は一般的に挙げられている認定こども園のイメージであり、状況は施設

により異なります（上記事項が個々の認定こども園に必ず当てはまるとは限りませ

ん。）。 
 

Ｑ４ 認定こども園と認可保育園の２つが同じ場所にあり、通わせやすさが変わらないとし

たら、認可保育園よりも認定こども園への入園を希望していましたか。 

※認定こども園と保育園の違いを知らない方は、Ｑ３の選択肢となっている認定こども

園の一般的イメージを読んだ上で回答してください。 

１ 希望していた      ２ 希望していない 
 

Ｑ５ Ｑ４で「１ 希望していた」と答えた方に質問です。認定こども園が認可保育園より

も多少通わせにくい（自宅から遠い等）場所にあった場合でも、認定こども園への入園

を希望していましたか。 

１ 希望していた      ２ 希望していない 
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Ｑ６ Ｑ５で「１ 希望していた」と答えた方に質問です。自宅（就労場所等からの距離を

重視する方は、その場所）からどれぐらいの距離までなら、認定こども園への入園を希

望しますか。 

自宅・就労場所・その他（    ） から 徒歩  分程度※徒歩５分で約４００ｍ 

 

Ｑ７ Ｑ４～Ｑ６の回答の具体的な理由を教えてください。 

 

 

Ｑ８ その他自由意見（認定こども園に関する意見等があればぜひ記載してください。） 

 

 

  回答は、アンケート用紙が入っていた封筒に入れ、令和２年１月２２日（水）までに、

園に備え付けのポストに投函してください。また、個人情報保護の観点から、アンケート

用紙や封筒にお名前やご住所等を記載しないようお願いいたします。 

 

 ご協力、ありがとうございました。 

 

 
在籍クラス：           ※年齢別の統計を取るため、在籍クラスをご回答ください。 
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（８）調査項目及びねらい 

問 設問内容 設問の意図 活⽤方針 

1 居住町丁目 回答者の属性把握 地区別での集計に活⽤ 

2 
保育園と認定こども園の具体

的な違いを知っていたか 
認定こども園の浸透度 

現状の区内における認定こども園

の浸透具合を把握する。 

３ 

＜Q2 で「具体的に知ってい

る」「おおよその違いは知って

いる」と答えた人に対し＞認

定こども園に対して、どのよ

うなイメージを持っているか 

区⺠が持つ認定こども園

のイメージを把握 

区⺠が持っている認定こども園の

イメージを把握するとともに、メ

リットをイメージしている人が多

いか、デメリットをイメージして

いる人が多いか等を把握する。 

4 

認定こども園と認可保育園の

２つが同じ場所にあり、通わ

せやすさが変わらない場合、

認可保育園よりも認定こども

園を希望するか 

認定こども園未利⽤者に

おける認定こども園と認

可保育園の選好把握 

「希望していた」多→認定こども

園ニーズは一定数ある。 

「希望していない」多→そもそも

認定こども園という施設にそれほ

どニーズはない。 

5 

＜Q4 で「希望していた」と

答えた人に対し＞認定こども

園が認可保育園よりも多少通

わせにくい場合でも、認定こ

ども園を希望するか。 

認定こども園選好の強さ

を把握 

「希望していた」が多ければ、認

定こども園ニーズは強くあると言

える。 

6 

＜Q5 で「希望していた」と

答えた人に対し＞自宅等から

どれくらいまでなら認定こど

も園を希望するか 

通園許容距離を量的に把

握 

通園許容距離を量的に把握するた

め、平均値や中央値を取ることが

でき、今後の認定こども園配置計

画にも活⽤可能 

7 

(記述) 

認定こども園を希望する（し

ない）理由 

認定こども園を希望する

（しない）理由について具

体的に把握 

①認定こども園を希望する（しな

い）理由の把握 

②認定こども園を希望する（しな

い）理由が、認定こども園特有

のものか否かを把握する。 

8 

(記述) 
その他自由意⾒ 

認定こども園に対する意

⾒聴取 
― 
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３ 基本集計結果 

（１）回答者の居住地【Q1】 

  居住している町丁目についての回答を支所別

に区分して集計すると、「芝地区」が 19.7％、「麻

布地区」が 26.8％、「赤坂地区」が 18.4％、「⾼

輪地区」が 26.8％、「芝浦港南地区」が 7.9％で

あった。 

また、園別に⾒た回答者の居住地区割合を⾒る

と、麻布保育園は８割以上、赤坂保育園、⾼輪保

育園は９割以上が、それぞれの保育園が所在して

いる地区の居住者であった。芝保育園の回答者は、

所在する地区である芝地区が 56.5％ともっとも

⾼かったが、芝港地区が 27.5％、⾼輪地区が 14.5％と他地区の居住者からも一定数の回答があった。 
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（２）保育園と認定こども園の違いについての認知度【Q2】 

保育園と認定こども園の違いにつ

いて、「具体的に知っている」と回答

したのは 9.6％、「おおよその違いは

知っている」と回答したのは 61.9％、

「知らない」と回答したのは 28.5％

であった。 

【分析】 

「具体的に知っている」と「おおよ

その違いは知っている」の回答をあわ

せると 71.5％と７割を超えており、

認定こども園という施設自体は、現在

保育園を利⽤している人の中でも、一

定の認知度があると言える。 

 

【地区別】 

  地区別に保育園と認定こども園の違いについての認知度を⾒てみると、芝地区、赤坂地区、⾼輪地

区はいずれも７割程度と同⽔準であった。麻布地区は 62.5％と他地区に比べてやや低く、芝浦港南地

区は芝浦アイランドこども園があることも影響しているのか、94.7％と⾼い割合だった。 
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（３）認定こども園に対するイメージ（複数選択可）【Q3】 

 保育園と認定こども園の違いを知っている回答した者に対し、認定こども園のイメージを聞いたと

ころ、回答件数は「保育園と同じ保育時間で、幼児教育を受けることができる」、「登園・降園時間が

異なる子どもが混在する施設」、「効率的運営のため、幼稚園と保育園を一体とした施設」、「就労状況

が変わっても同じ園に預け続けることができる」、「平⽇の⾏事等、就労している保護者にとって不便」、

「ＰＴＡ等の活動で、就労していない保護者の負担が大きい」の順に多かった。 
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（４）認定こども園と認可保育園が同じ場所にあった場合、認定こども園を希望するか【Q4、Q7】 

 認定こども園と認可保育園の２

つが同じ場所にあり、通わせやすさ

が変わらない場合、認定こども園を

「希望していた」と回答したのは

42.7％、「希望していない」と回答

したのは 55.2％であった。 

【分析】 

同じ場所にあったら認定こども

園を希望していたと回答した人の

半分以上が「幼児教育を受けさせた

い」ことを理由として挙げていた。 

同じ場所にあっても認定こども

園を希望していないと回答した人

は、「今の保育園に満足しているから」「⾏事等の負担、降園時刻が違うのが不安」を挙げている。 

 

種類 主な具体的理由（Q7） 

希望していた 

（n=102） 

＜幼児教育を受けさせたい（59 件）＞ 

・ 認定こども園はよく知らないが、子どもを幼稚園に通わせたいと思っていた

から、退園することなく幼児教育を受けられるならそうしたかった。 

・ 入学前までに必要な準備ができ易いのではないかと思う。保育園は手厚いイ

メージだが、学習⾯では幼稚園出⾝者と差がつくのではと不安がある。 

・ 保育園では⾏われない幼児教育（幼稚園＋習い事）を、保育園と同じ保育時

間で⾏って頂けるのであれば是⾮預けたいです。 

・ 保育園では「集団生活をスムーズに進める」ことを重視されているように感

じています。一方、認定こども園では子供が自由に遊びを選択できたり、よ

り個々を伸ばしてくれるような所があると伺っています。もしもっと近くに

あれば、ぜひ転園を考えたいです。 

・ 保護者の就労状況により、子どもが受けられる教育の質が異なるのは納得い

かないので、是⾮こども園を増設して現在保育園に通っている子どもも幼児

教育が受けられるようにしていただきたいです。 

・ 働きたいが幼児教育も受けさせたい。在住エリアの幼稚園は延⻑預かりがな

いため、シッターを定期的に雇わない限り通園は現実的でなく、選択肢がな

いことに残念さを感じた。 
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希望していない 

（n=132） 

＜今の保育園に満足（24 件）＞ 

・ 保育園ならではののびのびとした子どもの過ごし方をさせたいし、今の保育

園でとても満足しているので、他に特に考えられない。 

・ 保育園でも、幼稚園に比べて何か足りないように感じたことがない。⾊々な

カリキュラムを考えて下さっていると感じているため、あえて幼稚園の要素

が強いこども園に憧れる気持ちがない。 

＜⾏事等の負担は受け入れられない（15 件）＞ 

・ 幼児教育を受けられることは魅⼒的だが、平⽇の⾏事が多くなると困る。ま

た親の就労状況が同じ方が、⽗⺟会や PTA などの役員を考える際、不公平

感がない気がする。 

＜子どもの降園時刻が違うのが不安（9 件）＞ 

・ 園児の生活スタイルが様々だと、早く迎えに来てもらえる子をうらやましく

感じてしまうことがありそうなので、同じように勤務している方が多くいる

認可保育園の方が良い。 

＜その他＞ 

・ 子どもの間で環境の差が大きいのは避けたい。自分はこども園に縁はない

が、多様性の観点では求める人も多いと思うので、増やすのもよいと思う。 

・ 通わせやすさ、園の雰囲気、教育／保育方針等を総合的に判断しているため、

「認定子ども園」なのか「認可保育園」なのかは判断に影響しない。 

【地区別】 

地区別に認定こども園と認可保育園が同じ場所にあった場合の認定こども園の希望意向を⾒てみ

ると、麻布地区がもっとも⾼い 56.3％で、半数以上の人が認定こども園を希望すると回答していた。

続いて⾼いのが芝地区の 42.6％で、赤坂、⾼輪、芝浦港南地区はいずれも 3 割程度であった。 
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（５）認定こども園が認可保育園よりも多少通わせにくい場合、認定こども園を希望するか【Q5、Q7】 

 認定こども園と認可保育園が同

じ場所にあった場合、認定こども園

を 希 望 し て い た と 回 答 し た 人

（n=102）のうち、認定こども園が

認可保育園よりも多少通わせにく

い場合でも、認定こども園を「希望

していた」と回答したのは 32.4％、

「希望していない」と回答したのは

67.6％であった。 

【分析】 

通わせにくくても認定こども園

を希望していた人はその理由とし

てやはり幼児教育を挙げる割合が

⾼い。 

 

種類 主な具体的理由（Q7） 

希望していた 

（n=33） 

＜幼児教育を受けさせたい（22 件）＞ 

・ 港区は幼稚園の預かり保育の時間が他自治体に比べ短いため、保育園に通わ

せています。幼児教育の重要性と小学校への移⾏をスムーズにさせたいとい

う視点から、本来なら幼稚園に通わせたいと考えており、こども園があれば

納得するものになるから。 

希望していない 

（n=69） 

＜通園距離が大事（18 件）＞ 

・ 保育内容は幼稚園と一緒が良いですが、家から遠いのは現実的に厳しいです。 

・ 小学校入学前でも教育カリキュラムがあるなら機会を活かしたいが、両親が

就労しているので、通園しやすさは最優先になる（とくに、降園後の⼣飯ま

での時間がタイト）。 
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（６）認定こども園を希望する場合の許容距離【Q6】 

認定こども園が認可保育園よりも多少通わせにくい場合でも、認定こども園を希望していたと回答

した人（n=33）に対し、自宅等からどれくらいまでの距離なら認定こども園を希望するかについて聞

いたところ、自宅からの平均許容距離は徒歩 16.5 分、最短許容距離は徒歩 7 分、最⻑許容距離は徒

歩 40 分だった。 

 

（７）その他自由意⾒＜自由回答＞ 

種類 主な回答 

認定こども園

そのものをよ

く知らない 

・ 認定こども園がもっと当たり前のようにあったら、そちらに入って（希望して）

いたかもしれない。違いもわからず、存在もよくわかってなかったため、わか

りやすい説明がほしい。 

・ 正直、あまり詳細が分からない。園の特⾊が自分の子供とマッチしていて、通

いやすいところにあれば通わせたいと思う。 

認定こども園

という選択肢

が増えること

は良い 

・ 選択肢が増えるという意味では、認定こども園が増えるのは良いことだと思う。 

・ 港区では保育園がどんどん増加しており、ファミリー層には⾮常に有難い環境

です。さらにこども園など選択肢が増えると大変嬉しく思います。ニーズは多

少なりともあるのではないでしょうか。 

・ 通わせやすい場所に認定こども園があれば、選択肢が広がりありがたいと思う。 

幼稚園関連 

・ 親の就労状況によって利便性が違うので、例えば、幼稚園の延⻑保育をするな

どの方が、使いやすいのかなと個人的に思います。 

・ 子が在園する保育園には大変満足していますが、港区の保育園によっては園庭

がないなど環境が十分でない園もあります。幼稚園をこども園にすることで、

幼稚園の設備を活⽤できるなら、それもよいと思います。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

認定こども園のニーズ把握のためのアンケート 

結果報告書（幼稚園在園児保護者） 

 

 

 

 

 

令和２年（２０２０年）２⽉ 

 

 

教育委員会事務局 教育推進部 教育企画担当 
  

参考資料３ 
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１ 調査の目的 
  区における今後の認定こども園に係る方向性や整備・運営手法等を検討するため、すでに芝浦アイラ

ンドこども園がある芝浦港南地区以外の地区に居住する子育て世帯の認定こども園に対する潜在的な
ニーズ把握を目的として本調査を実施します。 

 
２ 調査の概要 
（１）調査名称 
   認定こども園のニーズ把握のためのアンケート 
 
（２）調査主体 
   港区 教育委員会事務局 教育推進部 教育企画担当 
 
（３）調査対象 

対象施設 対象数（R2.1.1 現在） 

区 

立 

赤羽幼稚園 ４９世帯 
南山幼稚園 ６５世帯 
⻘南幼稚園 １２０世帯 

⽩⾦台幼稚園 １１５世帯 

私 

立 

みなと幼稚園 １５０世帯 
麻布山幼稚園 １４１世帯 
霊南坂幼稚園 ４６世帯 

 
（４）調査方法 
   各園から調査対象者にアンケート⽤紙配布後、園による回収を⾏った。 
 
（５）調査期間 
   令和２年１⽉２７⽇（⽉）〜２⽉３⽇（⽉） 
 
（６）回収数、回収率 

施設 対象者 対象数 回収数 回収率 

区 

立 

赤羽幼稚園 

全在園世帯 

49 世帯 26 世帯 53.1％ 
南山幼稚園 65 世帯 51 世帯 78.5％ 
⻘南幼稚園 120 世帯 57 世帯 47.5％ 

⽩⾦台幼稚園 115 世帯 58 世帯 50.4％ 

私 

立 

みなと幼稚園 150 世帯 136 世帯 90.7％ 
麻布山幼稚園 141 世帯 133 世帯 94.3％ 
霊南坂幼稚園 46 世帯 39 世帯 84.8％ 

合計 686 世帯 500 世帯 72.9％ 
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（７）調査票 

認定こども園のニーズ把握のためのアンケート 

 区における今後の認定こども園の方向性に係る検討に当たっての参考とするため、お忙し

いところ大変恐縮ですが、アンケートにご協力いただけると幸いです。設問文をお読みいた

だき、選択肢がある設問にはあてはまる番号に○を、それ以外の設問には回答を直接記入し

てください。このアンケートは無記名で行い、区が統計的に処理をしますので、ご本人が特

定されることはありません。 
 

Ｑ１ お住まいの地域はどこですか。 

港区        丁目（「番」「号」等は記入不要です） 記入例：港区  芝  一丁目 

 

Ｑ２ 幼稚園と認定こども園の具体的な違いを知っていますか。 

１ 具体的に知っている   ２ おおよその違いは知っている   ３ 知らない 

 

Ｑ３ Ｑ２で「１ 具体的に知っている」「２ おおよその違いは知っている」と答えた方

に質問です。認定こども園に対するイメージを以下から選択してください（複数選択可）。 

１ 人口が減少している地域等で、効率的に運営するため、幼稚園と保育園を一体とした施設 

２ 開所時間中に教育時間を設けることで、幼児教育にも対応する施設 

３ 就労を開始するなど家庭状況が変わっても、同じ園に子どもを預け続けることができる 

４ 幼稚園よりも幅広い年齢での交流が期待できる 

５ 給食があり、お弁当を作る負担がない 

６ 保護者の就労状況等により子どもの登園・降園時間が異なり、園生活のスタイルが混在する施設 

７ 平日の行事や保護者会等があり、就労している保護者にとって不便 

８ ＰＴＡや父母会の活動で、就労していない保護者の負担が大きくなりやすい 

９ その他（                                ） 

  ※上記の選択肢は一般的に挙げられている認定こども園のイメージであり、状況は施設に
より異なります（上記事項が個々の認定こども園に必ず当てはまるとは限りません）。 

 

Ｑ４ 保育園に対するイメージを以下から選択してください（複数選択可）。 

１ 保護者の就労状況等に合わせ、長い時間子どもを預かる施設 

２ 子どもを預かるとともに、教育活動にも対応する施設 

３ 幼稚園よりも幅広い年齢での交流が期待できる 

４ 給食があり、お弁当を作る負担がない 

５ 保護者の就労状況等により子どもの登園・降園時間が異なり、園生活のスタイルが混在する施設 

６ 父母会の活動等で、就労時間の短い保護者の負担が大きくなりやすい 

７ その他（                                ） 

  ※上記の選択肢は一般的に挙げられている保育園のイメージであり、状況は施設により
異なります（上記事項が個々の保育園に必ず当てはまるとは限りません）。 

 

【裏面あり】  
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Ｑ５ 認定こども園と幼稚園の２つが同じ場所にあり、通わせやすさが変わらないとしたら、

幼稚園よりも認定こども園への入園を希望していましたか。 

※認定こども園と幼稚園の違いを知らない方は、Ｑ３の選択肢となっている認定こども

園の一般的イメージを読んだ上で回答してください。 

１ 希望していた      ２ 希望していない 
 

Ｑ６ Ｑ５で「１ 希望していた」と答えた方に質問です。認定こども園が幼稚園よりも多

少通わせにくい（自宅から遠いなど）場所にあった場合でも、認定こども園への入園を

希望していましたか。 

１ 希望していた      ２ 希望していない 

 

Ｑ７ Ｑ６で「１ 希望していた」と答えた方に質問です。自宅（就労場所等からの距離を

重視する方は、その場所）からどれぐらいの距離までなら、認定こども園への入園を希

望しますか。 

自宅・就労場所・その他（    ） から 徒歩   分程度 ※徒歩５分で約４

００ｍ 

 

Ｑ８ Ｑ５～Ｑ７の回答の具体的な理由を教えてください。 

 

 

Ｑ９ その他自由意見（認定こども園に関する意見等があればぜひ記載してください。） 

 

 

 回答は、アンケート用紙が入っていた封筒に入れ、令和２年２月３日（月）までに、お通

いの幼稚園に提出してください。また、個人情報保護の観点から、アンケート用紙や封筒に

お名前やご住所等を記載しないようお願いいたします。 

 

 ご協力、ありがとうございました。 

 

  
在籍クラス：      歳児 ※年齢別の統計を取るため、在籍クラスをご回答ください。 
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（８）調査項目及びねらい 

問 設問内容 設問の意図 活⽤方針 

1 居住町丁目 回答者の属性把握 地区別での集計に活⽤ 

2 
幼稚園と認定こども園の具

体的な違いを知っているか 
認定こども園の浸透度 

現状の区内における認定こども

園の浸透具合を把握する。 

３ 

＜Q2 で「具体的に知ってい

る」「おおよその違いは知っ

ている」と答えた人に対し＞

認定こども園に対し、どのよ

うなイメージを持っている

か 

認定こども園に対する認

識の把握 

① 認定こども園に対し、どの程

度の認識を持っているかを把

握する。 

② 保育園に対する認識と比較す

る。 

４ 
保育園に対し、どのようなイ

メージを持っているか 

保育園に対する認識の把

握 

認定こども園に対する認識と比

較する。 

５ 

認定こども園と幼稚園の２

つが同じ場所にあり、通わせ

やすさが変わらない場合、幼

稚園よりも認定こども園を

希望していたか 

認定こども園未利⽤者に

おける認定こども園と幼

稚園の選好把握 

「希望していた」多→認定こども

園ニーズは一定数ある。 

「希望していない」多→そもそも

認定こども園という施設にそれ

ほどニーズはない。 

６ 

＜Q5 で「希望していた」と

答えた人に対し＞認定こど

も園が幼稚園よりも多少通

わせにくい場合でも、認定こ

ども園を希望していたか 

認定こども園選好の強さ

を把握 

「希望していた」が多ければ、認

定こども園ニーズは強くあると

言える。 

７ 

＜Q6 で「希望していた」と

答えた人に対し＞自宅等か

らどれくらいまでなら認定

こども園を希望するか 

通園許容距離を量的に把

握 

通園許容距離を量的に把握する

ため、平均値や中央値を取ること

ができ、今後の認定こども園配置

計画にも活⽤可能 

８ 

(記述) 

認定こども園を希望する（し

ない）理由 

認定こども園を希望する

（しない）理由について

具体的に把握 

① 認定こども園を希望する（し

ない）理由の把握 

② 認定こども園を希望する（し

ない）理由が、認定こども園特

有のものか否かを把握する。 

９ 

(記述) 
その他自由意⾒ 

認定こども園に対する意

⾒聴取 
― 
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３ 基本集計結果 

（１）回答者の居住地【Q1】 

  居住している町丁目についての回答を支所別に

区分して集計すると、「芝地区」が 19.4％、「麻布地

区」が 28.4％、「赤坂地区」が 13.0％、「⾼輪地区」

が 24.2％、「芝浦港南地区」が 13.4％であった。 

また、園別に⾒た回答者の居住地区割合を⾒る

と、いずれの幼稚園もそれぞれの幼稚園が所在して

いる地区の居住者の割合が⾼いが、区⽴幼稚園と比

べ、私⽴幼稚園は、他地区の居住者の割合も⾼い傾

向にあった。 

 

 

 

  

19.4%

28.4%

13.0%

24.2%

13.4%

1.6%

Q1 居住地区

芝地区

麻布地区

赤坂地区

高輪地区

芝港地区

無回答

65.4%

11.8%

5.2%

37.5%

11.3%

12.8%

15.4%

84.3%

28.1%

1.7%

5.9%

41.4%

38.5%

2.0%

71.9%

1.7%

5.3%

38.5%

11.5%

87.9%

14.0%

35.3%

2.6%

7.7%

2.0%

41.2%

6.0%

3.4%

1.5%
0.8%

7.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

赤羽幼稚園

南山幼稚園

青南幼稚園

白金台幼稚園

みなと幼稚園

麻布山幼稚園

霊南坂幼稚園

幼稚園別の居住地区割合

芝地区 麻布地区 赤坂地区 高輪地区 芝港地区 無回答
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（２）幼稚園と認定こども園の違いについての認知度【Q2】 

幼稚園と認定こども園の違いにつ

いて、「具体的に知っている」と回答

したのは 8.2％、「おおよその違いは

知っている」と回答したのは 63.4％、

「知らない」と回答したのは 27.8％

であった。 

【分析】 

「具体的に知っている」と「おおよ

その違いは知っている」の回答をあ

わせると 71.6％と７割を超えてお

り、認定こども園という施設自体は、

現在幼稚園を利⽤している人の中で

も、一定の認知度があると言える。 

 

【地区別】 

  地区別に幼稚園と認定こども園の違いについての認知度を⾒てみると、芝地区、麻布地区、赤坂地

区、⾼輪地区はいずれも７割程度と同⽔準であった。芝浦港南地区は芝浦アイランドこども園があるこ

とも影響しているのか、86.6％と他地区よりも⾼い割合だった。 

 

 

  

8.2%

63.4%

27.8%

0.6%

Q2 幼稚園と認定こども園の具体的な違い

を知っているか

具体的に知っている おおよその違いは知っている

知らない 無回答

74.2%

66.9%

69.2%

71.7%

86.6%

25.8%

33.1%

30.8%

28.3%

13.4%

芝地区

麻布地区

赤坂地区

高輪地区

芝浦港南地区

居住地区×幼稚園と認定こども園の違いについての認知度【Q２】

知っている 知らない
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（３）認定こども園に対するイメージ（複数選択可）【Q3】 

 幼稚園と認定こども園の違いを知っていると回答した者に対し、認定こども園のイメージを聞いた

ところ、回答件数は「登園・降園時間が異なる子どもが混在する施設」、「効率的運営のため、幼稚園と

保育園を一体とした施設」、「就労状況が変わっても同じ園に通い続けることができる」「教育時間を設

け、幼児教育にも対応する施設」の順に多かった。 

 

190

153

160

101

106

211

5

32

4

0 50 100 150 200 250

効率的運営のため、幼稚園と保育園を一体とした施設

教育時間を設け、幼児教育にも対応する施設

就労状況が変わっても同じ園に預け続けることができる

幼稚園よりも幅広い年齢での交流ができる

給食があり、お弁当を作る負担がない

登園・降園時間が異なる子どもが混在する施設

平日の行事等、就労している保護者にとって不便

PTA等の活動で、就労していない保護者の負担が大きい

その他

Q3 認定こども園に対するイメージ
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（４）保育園に対するイメージ（複数選択可）【Q４】 

 保育園のイメージについて、回答件数は「就労状況等に合わせ、⻑時間子どもを預かる施設」が 476

件と最も多く、次いで「給食があり、お弁当を作る負担がない」、「登園・降園時間が異なる子どもが混

在する施設」の順に多かった。一方、「子どもを預かるとともに、教育活動にも対応する」、「⽗⺟会の

活動等で、就労時間の短い保護者の負担が大きい」の回答件数は少なかった。 

  

476

55

147

297

233

8

18

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

就労状況等に合わせ、長時間子どもを預かる施設

子どもを預かるとともに、教育活動にも対応する

幼稚園よりも幅広い年齢での交流ができる

給食があり、お弁当を作る負担がない

登園・降園時間が異なる子どもが混在する施設

父母会の活動等で、就労時間の短い保護者の負担が大きい

その他

Q４ 保育園に対するイメージ
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（５）認定こども園と幼稚園が同じ場所にあった場合、認定こども園を希望するか【Q５、Q８】 

 認定こども園と幼稚園の２つが同

じ場所にあり、通わせやすさが変わら

ない場合、認定こども園を「希望して

いた」と回答したのは 25.0％、「希望

していない」と回答したのは 73.2％で

あった。 

【分析】 

同じ場所にあったら認定こども園

を希望していたと回答した人は、「就

労している（したい）」、「幼稚園よりも

⻑い時間預かってくれる」、「給食の提

供がある」を挙げている。 

同じ場所にあっても認定こども園を希望していないと回答した人は、「今の幼稚園に満足しているか

ら」、「認定こども園よりも幼稚園の方が、教育内容が良いと思う」を挙げている。 

 

種類 主な具体的理由（Q８） 

希望していた 

（n=125） 

＜就労している（したい）（37 件）＞ 

・ 幼稚園に通わせながら短時間等の仕事をしたいが、実際には難しく、こど

も園であれば保育時間を⻑くし、仕事と育児の両⽴ができそうだから。 

・ 幼稚園は保育時間が短く、短時間の仕事さえ⾒つけにくい。両親の介護が

発生した場合等、状況が変わると転園しなければならない。 

・ 復職する気持ちがあるが、一度幼稚園に入園してしまうと、なかなか転園

などは難しく感じてしまう。最初から教育的要素と⻑時間保育を選択でき

るなら復職も考えやすいため。 

＜幼稚園よりも⻑い時間預かってくれる（25 件）＞ 

・ 保育だけでなく、教育もしているなら、⻑時間預けたいため。 

・ 降園後、児童館や公園に⾏くことを考えると、保育時間が⻑くても良い。 

・ 認定こども園であれば保育時間の延⻑を期待できるため。兄弟の⾏事等、

保育時間を⽇によって延⻑できたら助かると感じることがあった。 

＜給食の提供がある（19 件）＞ 

・ 自宅から近い方が良いが、幼稚園でのお弁当や PTA 活動などはとても負担

になっています。 

・ 給食があると負担が少なく、様々な食材を食べる機会に恵まれそうです。 

25.0%

73.2%

1.8%

Q５ 認定こども園と幼稚園が同じ場所に

あった場合、認定こども園を希望するか

希望していた 希望していない 無回答
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希望していない 

（n=366） 

＜今の幼稚園に満足しているから（52 件）＞ 

・ 現在の幼稚園の方針や教育内容で入園を決めたため。 

・ 今の幼稚園だからこそ通わせたいと思い願っていたから、他の園を希望し

ていませんでした。 

＜認定こども園よりも幼稚園の方が、教育内容が良いと思う（39 件）＞ 

・ 認定こども園＝保育園のイメージ。子どもを預かる場所であり、教育や大

人の目が⾏き届かないイメージがあるので。 

・ 幼稚園より幅広い年齢になるため、同レベルの幼児での教育が難しく教育

内容が希薄化すると思われる。 

＜就労していない（する予定が無い）（32 件）＞ 

・ 専業主婦のため、就労しているお⺟さんがいる家庭の子どもが優先される

としたら、我が家は当てはまらないし、幼稚園で十分と思うので。 

・ 自分は現在専業主婦で特に忙しいわけでもないので、幼稚園が丁度良いた

め（仕事をしていたらまた違う意⾒になると思います）。 

＜保護者の就労状況等が同じ方が良い（23 件）＞ 

・ 登降園の時間や生活スタイルに差が大きく、また就労している保護者とし

ていない保護者で園⾏事等参加の仕方も大きく異なると思うので、幼稚園

と比べ、まとまらないと思います。 

・ 家庭の事情も大きく異なるため、園との協⼒体制を築く上でも一筋縄では

いかなそう。 

＜子どもの生活サイクルが同じ方が良い（18 件）＞ 

・ 登園、降園がばらばらなので、まとまりがない。バタバタしているイメー

ジがある。 

・ 個人の生活パターンに合わせた保育ではなく、毎⽇決められた時間にみん

なが登園・降園していくリズムで、初めての集団保育というものを体験さ

せたいと感じているため。 

＜認定こども園について知らない（16 件）＞ 

・ 認定こども園がどんな施設かわからないので選択肢に入らない。 

＜その他＞ 

・ 子どもが小さな頃は自分のそばで育てたいと考えていて、3 歳前に預ける

のは嫌なのに、認定こども園になってしまったら途中から入りづらい。 

・ こども園のように幅広い年齢の子が混在し、保育園の要素も兼ねていると

教育の⾯では中途半端になりそうな気がします。 
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【地区別】 

地区別に認定こども園と幼稚園が同じ場所にあった場合の認定こども園の希望意向を⾒てみると、

地区によりばらつきがあり、希望していた人の割合は赤坂地区が 46.5％ともっとも⾼かったのに対

し、芝浦港南地区は 9.0％ともっとも低い割合であった。 

 

【幼稚園別】 

  幼稚園の園種別に認定こども園と幼稚園が同じ場所にあった場合の認定こども園の希望意向を⾒

てみると、希望していた人の割合は区⽴幼稚園が 40.1％であったのに対し、私⽴幼稚園は 15.6％と

低い割合であった。 

40.1%

15.6%

57.8%

82.8%

2.1%

1.6%

区立幼稚園

私立幼稚園

幼稚園×認定こども園と幼稚園が同じ場所にあった場合、

認定こども園を希望するか【Ｑ５】

希望していた 希望していない 無回答

17.5%

31.7%

46.2%

22.3%

9.0%

80.4%

66.2%

52.3%

75.2%

91.0%

2.1%

2.1%

1.5%

2.5%

芝地区

麻布地区

赤坂地区

高輪地区

芝浦港南地区

居住地区×認定こども園と幼稚園が同じ場所にあった場合、

認定こども園を希望するか【Ｑ５】

希望していた 希望していない 無回答
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（６）認定こども園が幼稚園よりも多少通わせにくい場合、認定こども園を希望するか【Q6、Q8】 

  認定こども園と幼稚園が同じ場

所にあった場合、認定こども園を希

望していたと回答した人（n=125）

のうち、認定こども園が幼稚園より

も多少通わせにくい場合でも、認定

こども園を「希望していた」と回答し

たのは 29.6％、「希望していない」と

回答したのは 68.0％であった。 

【分析】 

通わせにくくても認定こども園を

希望していた人はその理由として就

労を挙げる割合が⾼い。 

 

種類 主な具体的理由（Q8） 

希望していた 

（n=37） 

＜就労している（したい）（15 件）＞ 

・ 就労を希望しているが保育時間が短く不可能なため。教育の時間（幼稚園で

⾏われている）を希望すると就労との両⽴ができないため、こども園のよう

なフレキシブルに対応してもらえる施設があるといい。 

・ 現在、短い就労時間・⽇数で子どもを幼稚園へ通わせていますが、これをフ

ルタイム勤務（正社員）に切り替えた場合、やはり幼稚園へ通わせ続けるの

は難しいと感じます。この点でこども園は就労状況の変化に対応でき、子ど

もを転園させずに通わせられることは親にとっても子どもにとってもあり

がたいと思います。近隣にないことがとても残念です。 

希望していな

い 

（n=85） 

＜通園距離が大事（24 件）＞ 

・ 両親の就労状況が変わっても、園を変える必要がないことは魅⼒的だが、現

時点では、幼稚園が生活スタイルにも合っているため、自宅から遠いこども

園は希望しない。 

・ 毎⽇通うことになるので、近くにあることを第一希望としているため。また、

将来的に就労を目指しているので、生活スタイルが変わっても園を変えずに

済むため。 

 

  

29.6%

68.0%

2.4%

Q６ 認定こども園が幼稚園よりも多少通わせにくい

場合、認定こども園を希望するか

希望していた 希望していない 無回答
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（７）認定こども園を希望する場合の許容距離【Q7】 

認定こども園が幼稚園よりも多少通わせにくい場合でも、認定こども園を希望していたと回答した

人（n=37）に対し、自宅等からどれくらいまでの距離なら認定こども園を希望するかについて聞いた

ところ、自宅からの平均許容距離は徒歩 16.4 分、最短許容距離は徒歩５分、最⻑許容距離は徒歩３0

分だった。 

 

（８）その他自由意⾒＜自由回答＞ 

種類 主な回答 

認定こども園

の設置を推進

してほしい 

・ 幼児教育も幼稚園同様にしてくれて、且つ保育時間が⻑いのはありがたいで

す。 

・ フルタイムで働いているお⺟さんにとっては、給食があり、保護者の就労状

況によって登園と降園時間をこども園が合わせてくれるので、とても時代の

ニーズに合った施設だと思いました。 

・ 今ある幼稚園をこども園にすると現場で混乱が起こると思います。⾏事や

PTA 活動もスムーズに今までのようには進まなくなるのではと思います。し

かし、新たに新設していく必要はあると思います。働きながらも、子どもに

幼児教育を受けさせたいと考えている両親が多くいらっしゃるのではないか

と思うので。 

認定こども園

は必要ない 

・ 保育園には保育園、幼稚園には幼稚園のよいところがあり、無理に一緒にす

る必要は全くないと思う。利⽤者（親）の言いなりになることはない。皆同じ

時間に帰るという素晴らしさもある。帰る時間がバラバラがよい人は保育園

にすればよいので、一緒にするとかえって選択の自由を奪うことになると思

う。 

・ 人口が減少している地域等の場合は有効と考えるが、港区は子どもも増加傾

向にあり、本来はニーズの全く違うふたつの施設をわざわざ一体化し、新設

する必要性を感じない。 

・ 共働き夫婦が当たり前の今ですので、延⻑クラスのある幼稚園、保育園を増

やしていただきたいと思いますが、経費のかかる認定こども園をわざわざ作

る必要はないと思います。保育園で充分ですから、保育園を増やすべきです。 

認定こども園

について、も

っと知りたい 

・ 認定こども園についてもっと知りたいと思います。メリットを良く知ったう

えで、幼稚園とこども園を選ぶことが出来れば良いなと思います。 

・ こども園の内容をよく知らず、わかりません。もう少し分かりやすくアピー

ルして、内容がわかると利⽤したい人も増えそうな気がします。 
 


