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令和２年度 第１回港区子ども・子育て会議 議事要旨 

年月日 令和２年９月４日（金） 資 

料 

【配付資料】 

資料１ 港区子ども・子育て支援事業計画（平成 27

年度～令和元年度）の進捗状況について 

 

資料２ 教育・保育施設の新規開設に係る意見聴取

について 

 

資料３ 区における今後の認定こども園施策の方向 

性について 

 

資料４ 平成 30年度の区立保育園運営経費について 

時 間 １８:３０～２０:００ 

場 所 港区役所９１１～９１３会議室 

次 第 １ 議事 

（１） 港区子ども・子育て支援

事業計画（平成27年度～

令和元年度）の進捗状況
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２ その他 
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【会議録】 

○白川会長  

時間になりました。令和 2年度第 1回港区子ども子育て会議を開会いたします。本日の議

題はお手元の通り議事が 3件、その他 1件です。 

終了時刻は午後 8 時となっておりますが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から

できるだけ早く終了したいと思っております。円滑な会議運営にご協力お願いいたします。

また 3密を避けるため、区の説明員等も必要最小限としておりますのでご了承願います。 

発言の際は議事録作成のため、挙手の上、お渡しするマイクで発言するようお願いいた

します。それでははじめに本日の出席状況、資料確認等を事務局からお願いいたします。 

○子ども家庭課長 

みなさんこんばんは。2月 3日以来の招集での会議となりました。 

このたび新型コロナウイルスの感染症拡大ということで、それぞれ皆さんの生活にも大

きな支障が出て、お仕事にも支障が出ているということと感じております。本日は書面会

議というわけにもいかず、これまでも会議の開催は意図していたんですけども、感染の状

況というのが 7 月 8 月あたりはまたさらに感染者の拡大もありまして、ようやくここにき

てということと、あともう一つはしっかり対策をしてということで、万全な準備をしてい

るつもりでございます。皆さん今仰いでらっしゃると思うんですけども、8時までご辛抱い

ただくか、或いは換気させていただいて、よほど温度が上がるようであれば対策はさせて

いただきますのでよろしくお願いします。またお手元でマイクを回す際にはアルコール消

毒をさせていただくということで配慮させていただきますので、ぜひよろしくお願いいた

します。 

それでは初めに委員の変更のお知らせでございます。本日から東京都児童相談センター

相談援助課長代理の久保隆委員が人事異動によりまして永山静香委員に変更となってござ

います。永山委員から一言ごあいさつをいただきたいと存じます。よろしくお願いいたし

ます。 

○永山委員  

皆様こんばんは。児童相談センター相談援助課第三担当の永山と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。私は今年の 3 月まで第二担当という別の区を所管しているところ

におりまして、4月から港区の担当になりました。港区は来年度児童相談所が開設されると

いうことで、現在港区の職員の方々とケース、引き継ぎがスムーズに進むよう一緒に協力

しながら対応させていただいております。 

いろいろ動きのある時期ではありますけれども、引き続き、関係機関の皆様と連携させ

ていただき、児童相談所の役割を果たしていきたいと思っております。どうぞ今後ともよ

ろしくお願いいたします。 

○子ども家庭課長  

ありがとうございます。本日の欠席につきましては、ご連絡はないんですけども福原委

員が 15 分ほど遅れて来られるというご連絡いただきました。綿谷委員のお顔もまだ見られ

ないんですけども、ご連絡がないのでこちらにお向かいのことと存じます。現在定足数で

ある過半数 9 人は確認できておりますので、会としては成立していることをお伝え申し上

げます。 

次に 4月 1日付で人事異動で変更のありました区の説明員を私の方からご紹介をいたしま

す。まず初めに子ども家庭支援部です。子ども家庭支援部長の中島です。 
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〇子ども家庭支援部長  

中島です。どうぞよろしくお願いします。 

〇子ども家庭課長  

続きまして子ども家庭支援部保育政策課長の鈴木でございます。 

〇保育政策課長  

鈴木です。よろしくお願いいたします。 

〇子ども家庭課長 

続きまして教育委員会事務局教育推進部長の星川です。 

〇教育推進部長  

星川でございます。よろしくお願いいたします。 

〇子ども家庭課長  

本日は感染防止のためということで、本来であれば説明員がずらっといるんですけれど

も、限られた説明員に限定して簡潔にご説明をさせていただきますのでよろしくお願いい

たします。最後に、本日お配りしてる資料ですけども、28 日に事務局から事前送付をさせ

ていただいてます。資料番号 1 から 4 までお持ちのことと思います。もし、お手元にない

場合は、事務局の方にお申しつけいただければお届けいたしますのでよろしくお願いいた

します。以上です。 

○白川会長  

ありがとうございます。それでは議事に入る前に本日の進行についてです。本日は、次

第の通り、議事 3件その他が 1件となっております。 

議事につきましては（１）と（２）は約 15 分程度、（３）につきましては、本会議でも

様々なご意見をいただいている認定こども園に関する事項なので 30 分程度、その他の報告

事項については 5 分程度を目安に進行していきたいと思います。事務局の説明は簡潔にお

願いし、限られた時間ではありますが、皆様から多くのご意見をお聞きしたいと思ってお

りますので、ご協力お願いいたします。 

それでは議事に移ります。（１）港区子ども子育て支援事業計画の進捗状況についてで

す。事務局お願いします。 

○子ども家庭課長  

子ども家庭課長です。皆様、資料ナンバーの 1 をご覧ください。こちらの方には、平成

27 年度から令和元年度の前期の子ども・子育て支援事業計画の 5 年間の全体評価というも

のを 1 ページ目に載せてございます。すべてをご説明することは省略させていただきます

けども、ご覧いただきます通り事業の総数としては 101 の事業につきまして、令和元年度

進捗状況の評価といたしまして、ほぼ計画通り進めて参りました。その中でも、遅延等が

あったものについて少しピックアップしてご説明をさせていただきます。 

まずページで言いますと 1枚おめくりいただきまして、2ページの一番最上段をご覧くだ

さい。園舎等の整備ということで、こちらこの 5 年間の期間中に、赤羽幼稚園それから中

之町幼稚園の改築工事を進めることとなってございました。しかしながら中之町幼稚園に

ついては改築工事の開始をしましたが、赤羽幼稚園につきましては 3 ヶ月程度計画の変更

により遅延が生じております。こちらがございましたことで、遅延となってございます。    

次に、26 ページまで飛びますけども、26 ページをご覧ください。こちらの上から 2 番目の

85、児童遊園の整備、こちらですけれども、豊岡児童遊園の整備工事ということで、こち

ら整備工事を行う予定でしたけども、契約の不調となります。これは入札をして落札が至

らなかったということでの遅延となります。それから、27 ページの右に移っていただいて

一番上段、89 番。保育園、幼稚園、学校への環境学習の支援ということで、こちらビオト

ープを有している小学校保育園等の施設に、年間 12 回専門家を派遣するという取り組みに
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なってございます。この毎年の 12 回が専門家の派遣の回数が伸びなかったということによ

る、目標の未達成ということになっておりますが、こちらビオトープを有してる施設につ

いては、任意の専門家の依頼となりますので、こちらの派遣回数が少なかったからビオト

ープの管理がずさんになっているということはございませんので、基本的にはその専門家

の派遣回数が予定した回数に届かなかったということの未達成になります。以上が進捗の

ご報告になります。 

今日、席上にお配りしておりますがこれらの事業につきまして何かご質問等がございま

したら、この意見用紙に記載していただいてお寄せいただければ、皆さんにお返ししてい

きたいと思いますので、ここの事業についての質疑については書面により行わさせていた

だきたいと思います。 

また、お手元にメールアドレスをお書きいただく、Ａ4半分の紙をご用意いたしました。

子ども・子育て会議の委員の皆様にもですね、メールアドレスを教えていただくことによ

りまして、今後も、資料の早期展開、それからこういったやりとりについてもこまめにさ

せていただきたいと思いますので、ぜひ記載の上ご提出をいただければと思いますのでよ

ろしくお願いいたします。 

またこの 5 年間の進捗状況の他にですね、直近の子ども・子育て支援のご報告で、本日

席上にですね、２枚のカラー刷りのペーパーをご用意しております。1枚は新型コロナウイ

ルスに感染した親の子どもの居場所を提供しますというものと、もう 1 枚はエンジョイデ

ィナー事業というものです。 

初めに、新型コロナウイルスに感染した親の子どもの居場所の提供ということで、こち

らもニュース等でもですね、最近家庭内感染が広がっているということで、4月の当初にも

ご主人が罹患されて奥様も罹患され、残された子どもについてどうするんだということと

家庭内での療養を余儀なくされているというニュースが 4 月にもありました。そういった

ときに港区としては、そういった家庭感染を防いで、子どもの安全な居場所を提供すると

いうことで始めた事業がこちらになります。4 月 30 日から、区内の宿泊施設をお借りして、

そこに保育事業者を常駐させることによって、親と離れたお子さんが安心して宿泊施設に

お泊まりできるようにということで始めた事業です。こちらについては開始当初から早速

ですね、ご利用がありまして、二組のお子さんをお預かりして 1 組目は、兄弟でした。二

組目は、1人ということでいずれも小学校高学年から以上のお子さんということでお預かり

し、保護者の方からは助かったというお話を保健所を通じてですね、耳に入ってございま

す。こちらが 1点目。 

それから 2 点目がこの横の方になりますけども、ひとり親家庭等に夕食を提供するエン

ジョイディナー事業ということで、こちら 7月 13日から 3ヶ月間、平日の祝休日を除く 60

日最大 60 回ですね、毎晩夕食をお弁当ですけれども、提供する事業というのを行っており

ます。専用のホームページから毎週水曜日に翌週の 1 週間分のお弁当を注文していただく

と、12 ヶ所の子育て施設で 5 時から 7 時まで取りに来ていただいて配布をする、また障害

をお持ちのご家庭には、直接自宅配送するということをしております。今日現在ですね、

490 世帯の申し込みがありまして 1192 食最大出ることになっておりまして、障害をお持ち

等で自宅に配送する世帯が 23の 56食ということです。大体 700から 800程度の申し込みが

毎日今あるところです。お肉の日はですね、800近く来る。お魚の日が 700切ってしまうと

いうことで、やはりお子さんの好き嫌いなどもあったりするんで、栄養バランスを考えた

提供なので実は毎日食べていただくと、バランスがとれるいうことなんですけども、１食 1

食も非常においしいというふうにお聞きしております。これからも 10 月の 9 日までの間に

ですね、多くの皆さんにご利用いただいて、家計と家事の負担を軽減して親子団らんの時

間をとっていただきたいということから始めました。 
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コロナ禍における事業をご紹介させていただきました。私のほうから説明は以上になり

ます。 

○白川会長  

ありがとうございました。それではただいまの説明につきまして、ご意見やご質問はご

ざいますでしょうか。北條委員お願いします。 

○北條委員  

ただいまご説明の中で、個別の事業についての質問は文書でということで、ここでは触

れるなというふうに聞こえてしまいましたけど、そういうことではないですね。はい、わ

かりました。 

今、２点新しい事業に取り組んでいただいてるということで、港区はやはり他区に比べ

て本当に一生懸命取り組んでいただいていると思います。大変いい施策をしていただいた

と思います。資料 1でありますけれども、これは前から言われていることですが、資料 1の

1 ページ目ですね。101 項目のうちの 99 項目は目標通り達成したと。99．何%かですよね。

ほとんど見事に達成したという、こういう報告になって、前もおかしいじゃないのってい

う意見は出たと思いますが。また同じことになるかもしれませんが、そんなことはありえ

ないというふうに考えます。形式的に取り上げた項目に触れたというのでやったっていう

ふうにするならね、それは世話はないんですけれども。ちゃんと質が担保されたのかとい

うと、極めて疑問だと言わなければなりません。 

例えば 2 ページでありますけれども、施設の拡充について触れられております。すでに

ですね、これ私共の会議では、答申の中で、新たに開設する保育園に対して園庭をつける

ように、これを原則とするようにということを強く求めているところであります。ところ

がですね、現実にはそれが一向に守られていないと。そして本日後程３件あるようですけ

れども、これもものの見事にどこにも園庭がない。このようなことを言っていて、達成し

ましたなんて言われたらこの会議何のためにやってるかわからないんですよ。答申を真面

目に受け取ったらこんな答えは出ないはずなんですよね。或いは今日の新設 3 園の提案の

ようなものは出ないはずだというふうに私は考えます。 

それから、3 ページ目の 5 番ですけれども、これ 7 ページの 23 項というところに同じこ

とが書いてありますけど、何で 2ヶ所に同じことを書くのか。それから、7ページでありま

すけど、これがそうですね。何で同じ事を書くのかっていうとこですね。次が、10 ページ

で、第三者評価、そしてこの内容を公表するということですけれども、第三者評価ってい

うのは多くはですね、これは形式的っていったらおかしいですけれども、いわゆる基準の

ようなことを対象とされているというふうに理解しております。それはそれで必要なこと

だと思うんですけれども。その 32 項目のところに、保育の質を確保しますって書いてあり

ますけれども、この第三者評価によって、どうやって保育の質を確保するのか。そんなこ

とが直結するとは到底思えないということを指摘したいと思います。 

それから、13 ページでありますけれども、保育園における在宅子育て家庭向け事業の推

進。これはこの場でも何度もいろいろな委員の方から意見は出ております。要するにです

ね、幼稚園や保育園に行ってるお子さんには相当の支援が行われている。ところが、在宅

で子育てしてる方には何の支援もない。これだけ公費を投入してるんですよね。ところが、

公費ゼロですよ、この方たちには。そういう方たちに対する方策としてですね、ここに書

いてあるようなことで足りるはずがないんですよね。こんなこと私どもが主張していなか

ったはずですから、これでちゃんとやったなんて言われては、この会議何のためにやって

るか全くわからないと思います。 

次に 15 ページであります。子どもの権利条約の啓発、これは大切な事業だと思います。

とても大切な内容を含んでおりますが、51 項のところにですね、公立小学校中学校にアン
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ケートを行ったり、それから区内の公立小中学校にパンフレットを配ったというような内

容があるわけですけれども、何でこれ保育園や幼稚園に配らないんですかね。この子ども

の権利条約ってのは直接的に乳幼児期の子どもに一番関係があるところだと思います。そ

れがもうちょっと大きくなったお子さんの方が理解しやすいっていうお考えがあると思い

ますけれども、保育園幼稚園の保護者の方々にこの観点をしっかり伝えていくという努力

をぜひしていただきたいと思います。 

次に 17ページです。56項ですね、障害児保育の充実ということが書いてあります。前か

ら申し上げておりますけれども、特別支援教育というのが、保育担当の方でたくさん書か

れてますね。その一方で、20 ページのところに特別支援教育がほんのちょっと書かれてお

ります。バランス的にいわゆる特別支援教育が少々軽んじられてるのではないかという懸

念を持つところであります。特に 57 項でありますけれども、区内には私立の愛育養護学校

という全国に名をとどろかせている特別支援学校が存在しております。それに対する支援

というのはもちろん国も東京都も行っておりますけれども、港区としてはどう考えている

のか。また、私どもが港区私立幼稚園連合会を組織しておりますけれども、愛育養護学校

の付嘱幼稚部ですね、幼稚部が私どもの会員であります。校長先生に承るところによれば、

現時点では港区から何の支援も受けていないと、いうことであります。こんなことでやっ

てるよっていうふうに書かれてはまことに心外だと言わなければなりません。 

最後になりますけれども、26 ページですね。公園の問題です。港区はですね、他区に比

べたら確かに良い公園をたくさん整備していただいていると思っています。そのことは大

変ありがたいことです。ただですね、この会議でも問題になっておりますけれども、園庭

を持たない保育園の設置にあたって、保育園をどんどん使っちゃってるんですよね。そう

すると、一般の方、保育園に行っていないお子さんの遊び場としての公園の価値が失われ

てしまうという心配が述べられております。本日後程出てくる新設の保育園についても、

やはり全 3 園とも公園を園庭代わりになさると。やむを得ない場合はやむを得ないんで結

構なんですけどね。その公園の使い方が本当に適切なのか。今日もあとで提案されますよ

ね、600メートル離れてるっていう。こんなのは認可するほうがおかしいですよ。私、スポ

ーツセンターでランニングするとね、1分に 100メートルですよ。だからといって 6分は続

けて走れないですよ。3分走ったら 2分休みますよ。そうするとね 600メートルなんてね、

大変な距離ですよこれ。3歳児が歩いて、これ一体何分で行けるんですか。そういうことを

考えると、公園の整備というのは区民にとって大変大事なところです。ただいまの観点を

生かした対応を是非ともお願いしたいと思います。長くなって申し訳ありません。 

○白川会長  

今、北條委員からたくさんのご意見をいただきました。他に、もうひと方ぐらいご意見

をお伺いできればと思うんですけども。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。では先

ほどのご意見の紙の方にぜひ書いていただきたいと、後程書いていただければと思います。

では、予定していた次の議題に移らせていただきます。（２）教育・保育施設の新設開設

にかかる意見聴取についてです。事務局から説明をお願いいたします。 

○保育政策課長  

それでは教育保育施設の新規開設に係る意見聴取につきまして、資料 2 を用いて説明さ

せていただきます。子ども・子育て支援法におきましては、新規の特定教育保育施設、い

わゆる認可保育所等については、区市町村がその利用定員を設定するにあたり、あらかじ

め子ども・子育て会議の意見聴取を行わなければならないとされております。このことか

ら、港区子ども・子育て会議条例第 3 条第 2 項に基づきまして、新規開設予定の私立認可

保育園の利用定員設定につきまして、意見の聴取を行うものです。 
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今回意見聴取を行う私立認可保育園は、1 ページの表に記載のナンバー1 から 3 までの 3

園です。ページ 1枚おめくりいただきまして、見開きで 2ページ 3ページをご覧ください。

ここから1園ごとに見開きの左側のページは開設する園の概要、右ページは保育園の場所、

それから園庭を持たない保育園の代替園庭を記載した案内図となっております。 

1園目は（仮称）sakura保育園六本木です。2ページの表をご覧ください。開設予定日は

令和 3年 4月 1日。事業者は株式会社マーシャルアーツドットコム、保育園の場所は、港区

六本木 4丁目 5番です。認可定員は表の真ん中あたりに記載しておりますが、0歳が 6人。

1歳が 10人。2歳から 5歳までが各 12人で最終定員は 64人となります。令和 3年 4月の段

階では、0歳から 2歳のクラス開設をし、その後進級に伴いまして徐々に定員を拡大してい

く手法を取っております。それから園庭につきましては、こちらの保育園は同一敷地内に

園庭を持ち合わせておりませんので、三河台公園を認可上の代替公園として設定しており

ます。区といたしましても外遊びの場の確保は重要な課題と認識しており、私立保育園等

を整備する際には、園庭や屋内遊技場を設けていただくように事業者に要請しているとこ

ろですが、土地の確保が非常に困難であるという港区の地域特性もあり、やむを得ず代替

園庭で対応している園が多い状況でございます。その他事業所の住所や代表者、延床面積、

開園時間等につきましては、資料に記載の通りとなります。 

続きまして 4 ページ 5 ページをご覧ください。名称は（仮称）ウィズブック保育園六本

木、開設予定日は令和 3年 4月 1日。事業者は株式会社アイ・エス・シー、保育園の場所は

六本木六丁目 5 番です。定員は令和 3 年 4 月の段階では 33 人、最終定員は 78 人となりま

す。代替園庭は六本木西公園となります。 

続きまして、6 ページ、7 ページをご覧ください。名称は（仮称）あい保育園白金台、開

設予定日は令和 3年 4月 1日。事業者が株式会社アイグラン、保育園の場所は白金台 3丁目

13 番です。定員は令和 3 年 4 月の段階では 32 人。最終定員は 71 人となります。代替園庭

は白金台 3丁目遊び場です。説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

○白川会長  

はい、ありがとうございました。それではただいまの説明につきましてご意見ご質問ご

ざいますでしょうか。藤田委員お願いいたします。 

○藤田委員  

質問なんですけれども、この 3 か所とも多分ビルだと思うんですけれども、何階に保育

園ができるのか。教えていただきたいと思います。 

○保育政策課長  

すみません。説明が漏れておりました。最初の（仮称）sakura 保育園六本木ですが、こ

ちらは保育園専用の建物を新たに建てる形になります。4 階建てで、1 階から 4 階まですべ

て保育園という形になります。それから、2件目の（仮称）ウィズブック保育園六本木です

が、こちらも現在工事中でありますが、保育園専用の建物を新たに建てる形になります。

こちらは三階建ての建物で、1階から３階がすべて保育園という形になります。最後の（仮

称）あい保育園白金台ですが、こちらも保育園専用の物件となります。こちらは現在たっ

ている建物を内装の工事をしまして、保育園として活用する形になります。三階建てで1階

から３階まですべて保育園という形になります。以上となります。 

○白川会長  

よろしいでしょうか。他にご意見質問ございませんでしょうか。仁井委員、お願いしま

す。 

○仁井委員  

ウィズブック保育園六本木の代替公園が六本木西公園と書いてあるんですけれども、こ

れはこの公園以外に保育園さんが、遊んだりする公園とか広場っていうのはあるんでしょ
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うか。といいますのは六本木の駅前ってかなり車の往来がすごい大通りだったと思うんで

すね。これだと信号を渡って向こう側に行かないといけないとなると、時間がかかりすぎ

るっていうのと、やはり青信号の時間内で、大通りだと子どもたちが列をなして外に行く

ので、渡り切れないっていうパターンもあるんですね。なので、この公園しか遊び場所が

ないですってなると、毎日のように戸外活動に行くにはかなりちょっと危ない場所なんじ

ゃないかなっていうふうに思うんですがいかがでしょうか。 

○保育政策課長  

ウィズブック保育園ですが、この六本木の大通りを渡らないルートでさくら坂公園とい

うところが、この地図では載ってないのですが、下の方にございます。保育園から約440メ

ートルと、近いとは言えないんですが、一応そこの公園が利用できる公園となります。ま

た、公園ではないんですが、保育園から230メートルのところに毛利庭園がございまして、

そちらも散歩などで活用できるのではないかと考えております。 

○白川会長  

ほかに、ご意見ご質問ございませんでしょうか。北條委員お願いいたします。 

○北條委員  

まずですね、私どものこの会議、委員会って言ったらいいんでしょうかね。答申をいた

した点についてですね。どれだけ努力した結果こうなっちゃったのか。全く 3 園とも園庭

が無いなんていう、こういう提案をなさること自体が信じられないということです。 

それからもう 1 点申しますとですね、私どもの認識としては、平成 31 年以降、乳幼児人

口は減少に転じているというふうに認識しております。そこらへんの人口動態を示した上

で、必要性をきちっと議論すべきだというふうに考えますが、そういうことを抜きにして

おられる。特にですね、平成 31 年から 2 年連続で待機児童ゼロを達成したとおっしゃって

いて、そしてこの乳幼児人口の減少局面でですね、なんでまた 3 園作るんだ、ということ

です。0、1、2が最初からですよね。例えば、区民が負担する経費という点で言えばね、０

歳児だったら 1園児当たり 500万以上かかるってのは常識ですよ。もう誰だって知っていま

すよ。平均すればね、0から 6歳児っていうんですか。これだけどうしてさらに追加して投

資しなければならないのか。 

もう 1 点申しますとね、これ、認可保育園なんでしょう。そうすると、あとで認定こど

も園の議論のとこで出てきますけれども、3 歳 4 歳 5 歳については、幼児教育施設ですよ

ね。そういうふうに書いてありますからね、資料にもね。私もそういう認識ですよ。保育

園も、3歳から幼児教育施設です。ただね、幼児教育施設だというにはね、園庭は必置です

よこれは。園庭のない学校なんかないですよ。園庭がない幼稚園なんて全国に 1 園もない

ですよ。そういうことを考えればね、この 3 園をそのまんま、「ああそうですかけっこう

です」なんていうほうがおかしいですよ。以上です。 

○保育政策課長  

まず園庭の件についてでございます。答申もいただいておりますし、区といたしまして

外遊びの場の確保は本当に重要な課題として認識しております。私立保育園の整備をする

際には、園庭や屋内遊戯場を設けていただくように、事業者には要請をしているところで

すが、土地の確保が非常に困難であるという地域特性がありまして、やむを得ず代替園庭

を確保して対応しているという状況が続いております。これについては、本当に解決しな

ければいけない課題と認識をしております。今回の 3 園につきましてですが、一番最後の

あい保育園白金台については、基準は満たさないんですが、小さいながらも園庭がござい

まして、そちらはプール遊びであったり、低年齢児の遊びなんかに活用できるというふう

に事業者から聞いてございます。 
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また 1 園目の sakura 保育園六本木については、大変狭いのですが、遊戯室を設けており

ます。２園目の（仮称）ウィズブック保育園六本木ですが、こちらはテラスがございまし

て、こちらのテラスを使ってやはりプール遊びなどに活用したいというふうに聞いてござ

います。いずれにしましても、外遊びの機会というのは本当に重要なことですので、基準

を満たした園庭は３園ともございませんが、運営の中で何とか外遊びの機会は確保してい

きたいというふうに考えております。 

また、2点目の人口動向ですが、ちょっと今すぐに手元に資料がございませんが、区では

毎年人口推計をしておりまして、乳幼児人口についても増加するという見込みを立ててお

ります。今回の園を計画するにあたっても、この 3 園とも計画地周辺に認可保育園が少な

いということ、また、小規模保育事業の受け皿としての期待ですとか、そういった観点か

ら必要性を判断して、計画をしたものでございます。説明は以上になります。 

○北條委員  

人口動態も見ないで待機児童を解消したところで、なんでこれだけお金かけるんですか。

これ、区民の利益にならないですよ。作ろうとする方がおかしいですよ。やるんだったら

まず人口動態の資料をちゃんと出すべきですよ。すでに 3 歳から 5 歳の幼児人口について

は、資料もらってます私は。それによれば平成 31 年からだと思いますけれども、幼児人口

は減少です。そして、そのレベルを回復するのはね、平成 10 年ですよ。そこにならないと

回復しませんよ。それだけ減ってんのにね、なんで作るんですかこんなものを。 

○保育政策課長  

すみません。今ちょっと手元に資料がございませんが、乳幼児人口が減っているという

局面にはまだ入っていないというふうに認識をしております。 

○北條委員  

減っています。資料見てください。 

○白川会長  

今すいません綿谷委員から、すいません。途中ですけれども。 

○綿谷委員  

ちょっと質問の内容を変える感じというわけじゃないんですが、認可保育園をつくって

くださいっていうのを、港区は公募してるんですか。それとも業者がやりたいからってい

うの認可しているのか。そこはどっちですか。港区が、今年は 3 園造りたいですって言っ

て、やらせてるっていうんだったらちゃんとその人口動向を見るべきだと思うし、わざわ

ざ建物まで建ててやるんだから当然業者の人たちもそれなりの勝算があってやるんでしょ

うから。港区が要請してるんですか、公募をしてるってことですか。 

○保育政策課長  

現在、保育園に関しては、募集地域を限定する形で、この地域で認可保育園を作って欲

しいということは、募集をしております。これまでは待機児童がかなりたくさんおりまし

たので、区内全域で保育園の整備を進めてきたのですが、待機児童ゼロを 2 年連続して達

成したことで、今かなり地域のニーズに沿った保育施設の整備を進めておりまして、現在

では、具体的には芝浦地域と高輪 4 丁目が保育園が足りないということで、ホームページ

上でも掲載して募集をしているという形になっております。 

○白川会長  

先ほどの北條委員のご質問につきましては、どういたしましょうか。区の方で、考慮し

ていただくということにいたしますか。 

○保育政策課長  

すみません。乳幼児人口の具体的な数についてはきちんと確認をしてから回答させてい

ただければと思います。ただ、全くその人口動向を見ていないという訳ではなく、人口推



10 

計をもとに、保育の需要率を計算しまして、そういったことを見ながら、もちろん推計で

すので、当たらないことはあるのですが、そういった需要率を見ながら、保育の施設の整

備を進めているところでございます。 

○白川会長  

ただいまの回答でいかがでしょうか。 

○綿谷委員  

ではさっきの質問の続きみたいになりますが、六本木で2つとあと白金じゃないですか。

六本木に 2 つ作ったってことは六本木に認可保育園が足らなかったから作ったっていう、

解釈でいいんですかね。で、例えば他の地域はもう余っちゃってるかもしれないんですけ

ど、港区全体で考えると六本木に足らないので、認可保育園が必要という判断で公募をし

ている、ということでいいんですか。 

○保育政策課長  

この計画をした段階では、待機は解消していなかったので基本的には区内全域で新規の

案件を随時募集という形をとっておりました。ですので、このときに事業者から提案があ

ったのは、六本木の 2園と白金台の 1園という形になりますが、六本木で 2園募集していた

という訳ではありません。で、今余ってしまったということではなくて、実際その当時、

六本木の計画地周辺には認可保育園が少なかったことで、相談を受けて、計画を進めてき

たというところでございます。 

○白川会長  

いいでしょうか。まだご意見もあるかと思いますけれども、そしてまた回答がなされて

いないものもございますが、事務局の方で先ほどのご質問につきましては、回答をご用意

いただきまして、まだご意見が今日おっしゃっていない方は、意見用紙の方にご記入をお

願いしたいと思います。 

○北條委員  

園庭はつけてくださいよと前から言っているんですよね、当時の会長もおろそかにして

はいけないということで答申をまとめたんですよね。それなのにこれなんですよね。その

ことについて、ご意見はいかがですか。 

○白川会長  

私も当時は副会長で、会長とともに答申を区長にお渡しをいたしまして、口頭でも、皆

様からのご意見をいただいたことを集約して、特に園庭の重要性については検討していた

だきたいということは、申し上げております。ですので、今日も同じように皆様方からご

意見が出ておりますので、これについては、区の方で重要な事項だということで、再度ご

検討いただければと思っております。 

○北條委員  

本計画は中止にできないのか。 

○白川会長  

今聞こえましたでしょうか。中止にできないのかっていうふうな。 

○保育政策課長  

すみません、失礼いたしました。現在ですね、保育園の建設はもう始まっておりまして、

区としては中止ということは考えておりません。 

○白川会長  

今回のご意見につきましては事務局の方でも考慮していただきまして、中止にはできな

いというふうなことではあるかと思うんですけれども、今後の検討課題の中に必ず入れて

いただきたいと思います。 
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○保育政策課長  

2度にわたって答申を受けておりまして、区としても本当に園庭の確保というのは、非常

に大事だと思っております。引き続き、園庭がある保育園の整備に向けて努力していきた

いと思っております。 

○白川会長  

まだ議論すべきところもあるかと思いますけれども、議事 3 に移りたいと思います。（3）

区における今後の認定こども園施策の方向性について、です。事務局から説明をお願いい

たします。 

○保育政策課長  

それでは区における今後の認定こども園施策の方向性について、資料 3 を用いましてご

説明いたします。初めに、お手元に配付されております、港区子ども・子育て支援事業計

画の 111ページをご覧ください。昨年 6月にこの計画の策定にあたり、港区子ども・子育て

会議から答申をいただきました。項番 1 の（2）に、芝浦アイランドこども園の状況を踏ま

え、他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受けま

して、区内部に検討部会を立ち上げ、教育委員会とも連携して認定こども園の今後の方向

性について検討してまいりました。本日は区がまとめた方向性についてご説明させていた

だきます。 

資料 3にお戻りいただきまして、1点目は、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施設として、芝浦港南地区以

外の各地区に 1年ずつの整備を目指してまいります。2点目は、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いたします。3点

目の整備運営手法について、原則として私立認定こども園の整備により進めてまいります。

4点目の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いたします。項番

1、経緯でございます。平成 28 年 4 月に区立芝浦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、その後は待機児童の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。本年 4 月に 2 年連続して待機児童ゼロを達成した

こと、また昨年 6 月に港区子ども・子育て会議から答申を受けたことを踏まえまして、区

内部で教育委員会と連携して今後の方向性について検討してまいりました。項番 2 です。

本年 1 月に、芝浦アイランドこども園の在園児保護者にアンケート調査を実施いたしまし

た。アンケート内容及びアンケート結果については、参考資料 1 としてお付けしておりま

すのでご確認ください。 

資料 3の 2ページをご覧ください。アンケート結果では、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り、この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や情報をさらに周

知する必要を感じております。項番 3、認定こども園のメリットである就労状況が変わって

も同じ園に継続して子ども預け続けることができるという点ですが、芝浦アイランドこど

も園において、支給認定区分を変更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おります。項番 4、区全

体における認定こども園の必要性について検証するため、芝浦港南地区以外の区立保育園、

区立及び私立幼稚園の在園児保護者にアンケート調査を実施いたしました。こちらもアン

ケート内容及びアンケート結果については、参考資料としてお付けしております。保育園

在園児保護者のアンケートが参考資料 2、幼稚園在園児保護者のアンケートが参考資料 3と

なっております。 

3ページをご覧ください。実施したアンケートにおいても、認定こども園に対する過度な

イメージを持つ保護者が数多くいることがわかりまして、このことからも認定こども園と
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いう制度について、さらなる周知の必要性を感じております。アンケート結果では、認定

こども園と認可保育園また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

という問いに対して、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、区民ニーズが一定程度存在することがわかりました。

（2）をご覧ください。次にこうした区民ニーズを既存の幼稚園や保育園で満たすことにつ

いて検討いたしました。既存の幼稚園の預かり保育の実施日数の拡大や、時間延長の可否

を検討いたしましたが、現時点では認定こども園と同程度の対応をするには課題が多く、

実現は困難です。 

4 ページにお進みいただき（3）をご覧ください。整備運営費用についてですが、保育所

型認定こども園は施設整備にあたり、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、整備費については大きく異なることは想定されません。しかし私立で運営した

場合の公定価格については、保育所と比較した場合、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。 

項番 5をご覧ください。認定こども園は現在、芝浦港南地区に 1園あるのみで、芝浦港南

地区以外の住民の方が利用することは事実上困難な施設となっております。区民ニーズに

公平な形で答えるという観点から、認定こども園の新たな整備を目指すことといたします。

一方で、就労状況の変更の可能性がある世帯は、芝浦アイランドこども園の実績から見て

もそれほど多くはないこと、また公定価格の相違から区の財政負担が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。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してまいりますが、整備する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慎重に方向性を検討することといたします。また他地

区とのバランスを考慮し、芝浦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

ても検討してまいります。 

5ページ以降は、認定こども園を整備するにあたって、類型や整備運営手法等について検

討した結果を記載しております。 

項番 6認定こども園の類型についてです。認定こども園は 4つの類型がありますが、いず

れの類型であっても、就労状況が変わっても同じ園に子ども預け続けることができ、区が

考える認定こども園のメリットに大きな違いはありません。多様な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あらかじめ備えていることから、原則

として保育所型による整備を目指してまいります。 

項番 7 の設置主体についてですが、保育所型は民間事業者が私立認定こども園を整備す

る際、認可保育園と同様に整備費や運営費等について、国や東京都の補助金を活用するこ

とができます。私立認可保育園等に対し、経験豊富な区立保育園の園長経験者等が定期的

に巡回し助言するなど、保育の質に関しては、公私立問わず区全体の質の向上に取り組ん

でいることから、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。6ペ

ージをご覧ください。 

項番 8、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いたします。た

だし新設の場合は、認可保育園としての定員拡大を伴うため、現在限定している募集地域

であるなど、真に必要な場合にのみ検討することとし、他の施設種別からの移行を優先い

たします。 

項番 9、整備場所についてです。将来的に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、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してまいります。なお、2年連続して待機児童
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ゼロを達成したことを鑑み、また先ほど来ご指摘の保育の質のさらなる向上を目指す必要

があることから、整備にあたっては、原則として園庭を設置することといたします。 

項番 10、施設整備に関わる具体的な検討ですが、令和 3 年度、来年度からの次期港区基

本計画の策定過程において検討し、同計画に反映を目指してまいります。説明は以上でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

○白川会長  

ありがとうございました。それではただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問はご

ざいますでしょうか。北條委員、お願いします。 

○北條委員  

まず初めに会長、副会長の先生にご確認いただきたいんですが、この件はですね、さき

の答申の中に触れられておりました。答申原案はですね、認定こども園についてこの席で

ですね、ほとんど何の議論もしないのにやるんだという表現になってたわけですね。それ

で議論もしないで何でそんなこと書くんだと、おかしいじゃないかと。まず、区としてや

るのかやらないのかという姿勢を示した上で、この会議に諮りなさいということを申した

わけです。従ってですね、今日この場でちょこちょこちょこっと説明をして 1 回やったん

だからこれで終わりだというふうにしてはならない問題であります。これはこの会議でき

ちんとですね、議論すべき問題です。というのも、今のご報告の中にも認定こども園につ

いての理解がない方がおよそ 85％だということです。この中の委員の方々もですね、認定

こども園って何なのか、おわかりではないと思います。とりわけですね、今問題になって

るのは、保育所型認定こども園という言わば特殊な形です。これについて一体何なのか、

その正体は何なのかということをご存知ないはずです。そこら辺も含めて丁寧に議論する

には時間が必要でありますから、まず今日１回で済ましてしまうということがないように

ぜひお願いしたいと思います。 

〇白川会長  

今、北條委員からご意見がございましたけれども、事務局からご回答ございますでしょ

うか。それとも、ちょっと他にご意見をお伺いしてからまとめて、ご回答いただけますか。

綿谷委員お願いいたします。 

○綿谷委員  

認定こども園について、5地区につくるというお話でしたが、随分前の会議でも言ったか

と思うんですけど、現在区立幼稚園、区立保育園、民間の保育園、それと施設の幼稚園、

それから、何かさっきから出てる保育所、5歳まで預けられますよというところが結構の数

があるんですが、さらに 5 地区にそのこども園を作っててですね、例えばその私立幼稚園

に行く人が減っちゃうとか。そういった状況になるのかどうか。人口推計上どうなのかな

とか、営業上どうなのかなっていうとこまでの議論をちゃんとしたほうがいいような気が

するんですよね。というのも、この先どうなるかわからないんですけど、会社に行かない

人も増えてるわけで、もしかしたら、そんなに保育は必要ないというふうに考える人もい

るかもしれないですし。一番懸念するのはですね、私立の幼稚園とか私立の保育園という

のが結構大変な思いをしながら経営をされてる部分があるところに、区立のものが出てき

てですね、区立はどんどん大きなものを作って入れてっちゃいますよって言ったらもとも

との私立幼稚園の経営が成り立たないとかっていうふうになるような状況がちょっと港区

で作ってもらいたくないので、人数と作るバランス、個人商店がつぶれて何か大型スーパ

ーができたみたいな感覚になるようなことはちょっとやめたほうがいいのかなと。その辺

のことをちゃんと確認をしている上でっていうので、なにか保育政策課長が人口推計はあ

まり見ていないようなので大丈夫なのかな、というところと、大体が僕が小学校に関わっ

たところで、やっぱり全然計画性がなってなくて、芝浦とかね、港南小学校とかですね、
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足りないからもう 1 個作りましょうみたいな感じでできたときはこんなに広いスペースで

学校作りましたよ、というところはほぼ港区の今までやってるところは、いいことをやっ

てるようなんだけど、5 年後 10 年後は考えていないことが多いので、そこはきちっと議論

をされた方がいいのかな。北條委員もですね、当然私立幼稚園の代表で来てるわけですか

ら、私立の幼稚園の経営を圧迫するようなことをするっていうのは絶対的に反対すると思

いますし、その辺は大丈夫なんですかっていうのをちょっとお聞きしたいですね。 

○白川会長  

事務局からご回答よろしいでしょうか。 

○保育政策課長  

認定こども園についてですが、説明の中でも少し触れさせていただきましたが、仮にそ

の新設で作るとなると、純粋に認可保育園としての定員が、丸々拡大という形になります。

そういった場合は、本当にそこに保育園としての必要性があるのかどうかということをき

ちんと精査しなければいけないことになります。先ほどちょっとご指摘もありますが、今

現状待機児童ゼロを 2 年連続して達成をしておりまして、保育園の誘致地域も絞っている

という現状がありますので、基本的には現在の私立認可保育園からの移行というのが優先

というふうに考えております。今現状ある私立認可保育園を認定こども園に移行するとい

う形が望ましいと考えております。 

〇白川会長  

北條委員、よろしいですか。今のすいません。綿谷委員からの質問なんですけれども、

今のご回答についてまたご質問ございますでしょうか。今、私立認可幼稚園から認定こど

も園に移行するという考えを持っているっていうふうな。 

○保育政策課長  

幼稚園の経営を圧迫するようなことがないように、当然区としても考えておりますので、

そこはちゃんと慎重に検討を進めた上でやっていくということでございます。 

○白川会長  

先ほど私立の幼稚園というふうに聞こえたんですけれども、もう一度よろしいでしょう

か。 

○保育政策課長  

原則として保育所型で、かつ私立による整備ということを考えておりますので、私立認

可保育園からの私立認定こども園への移行というのが、すみません、先ほどちょっと間違

えて申し上げたかもしれないんですけど、そういったことを考えております。 

○白川会長  

私立の認可保育園からの移行というふうなことで、そういうご回答がございました。 

○北條委員  

まず申し上げなければならないことは、1号認定子ども、こういう考え方幼稚園にはない

んですよね。港区の幼稚園の場合は新制度に移行しておりませんから、私学助成の幼稚園

ですから、そういう考え方はないんですけれども。新制度の考え方で行けば 1 号認定子ど

もっていうのは基本的に幼稚園に行く子どもであります。その 1 号認定子どもの定員を新

たに設定していくということになればですね、これは港区には港区公私立幼稚園調整審議

会条例という条例がありまして、その条例に基づいて、幼児教育に関する重要課題につい

ては審議するということになっておりますので、そもそもそんなに簡単にできることでは

ないんです。で、ただいまの課長さんの話からいけば、どんどん 5 地区でやっていくよっ

ていうニュアンスですからね。だとすればね、公私立幼稚園調整審議会をまず開きなさい

と。その場で徹底的に議論しましょうということを言わざるをえないんですよね。そんな

こと言ったらね、ものすごくお互いに長い時間を消耗することになりますよ。1年じゃ済ま
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ないですよこれ、議論がね。だけど、やるっていうんだったらこちらもしょうがないから

やりますよ。 

もう一つの問題点は、ここにいらっしゃる皆さんが保育所型認定こども園というのを全

然おわかりになってないと思うんですよ、失礼ながらね。これ、今日丁寧に読んでいただ

ければね、どういうことが書いてあるかっていうと、認可保育園は 3歳 4歳 5歳は幼児教育

をやる施設ですって書いてあるんですよ、よろしいですか。ということは、幼児教育は保

育所にいても受けられるってことなんですよね。逆に言えばですね、幼児教育を受けるた

めに認定こども園は必要ないんです。保育所型認定こども園というのは、2号から 1号にな

った子どもがそのままいられますよとか書いてありますけどね。そんなこと法律には書い

てないですけどね。行政の対応でしょうけど、それは悪いことではないですけれども。そ

の認定こども園、芝浦アイランドでいいですよ。認定こども園の 2 号認定の子どもが 1 号

認定になったときにね、そのお子さんに対する 1 日の保育内容は何か変わるんですかって

ことなんですよ。何にも変わりませんよ、実は。保育時間が短くなるだけですよ。そんな

の作ってどうするんですか。望んでいる方はね、一つの施設の中で幼児教育と保育士保育

両方やってもらえるからそんないいことはないと。そうなればいいですよ。でも、違いま

すよこれ。保育所のまんまですよ。保育所の、長時間の保育所と短時間の保育所ですよ。

内容はね。そうなるだけですから、こんなもの作る意味は全くありません。以上です。 

○白川会長  

今、仁井委員からも手が挙がっておりましたので、先に仁井委員からご意見をいただい

て、そのあと事務局から。 

○仁井委員  

当園も私立園なんですけれども、やはり園が増えてきて、園児数がやっぱりどんどん減

ってきて、経営に影響が出ないようにっておっしゃってたんですけど、もうすでに影響出

てます、はっきり言って。先日も私立園の方で代表が、その専門の部署のほうに私立園の

現状を踏まえて経営厳しいですよっていう意見書も出してるんですね。なので、経営に影

響を与えないようにというよりも、現状経営に影響が出ていて、正直なところ今後の運営

どうやっていくんだろうねっていう話題がやっぱり出ているっていう現状を踏まえて、子

ども園にしろ私立園にしろ、これから園を増やすっていうことを少し考えていただいた方

がやっぱりいいんじゃないかなと思うんです。経営に直接影響が出るってことは、やはり

保育の質にも影響してくるので、やはりそこをちょっと考えていただきたいっていうのと、

あとやっぱり新型コロナの影響で転出が増えてるんじゃないかなって思うんです。実際、8 

月 31 日と 9 月 1 日の空き数が、すごく増えたんですね、ホームページ見たら。やはり、こ

ういう社会情勢も踏まえて、今後の計画をちょっと一度考えていただいたほうがいいんじ

ゃないかなっていうふうに思います。 

○白川会長  

すいません、続けて綿谷委員からもご意見が上がっていますので、委員お願いいたしま

す。 

○綿谷委員  

今ですね、私立保育園の代表の方からですね、経営の圧迫が出てるというところが出て

たんですけど。この計画をずっとやってる中でこれも何年前だか忘れちゃいましたけど、

分科会があってですね。その中で、保育の質を上げることは絶対だということを答申で上

げたときに、その保育の質を上げるためには何かって言ったら、結局その、保育士さんの

給与が安すぎる。とにかく給与がこの安い状態でいい人材を集められないから、じゃあ、

僕はストレートに言ったんですけども、下で印鑑証明とか渡してるおばさんよりも全然保

育士が５倍ぐらいの給料払ってもいいんじゃないのとかっていうぐらいの話をしてですね。
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これは区立の保育園についてもね。私立は当然やっぱりお金をもらってというふうにやっ

てるわけで、数を多く作れば当然行政側がつくったほうが安くやってると思うんで、そっ

ちに行くとですね、私立は絶対圧迫されるわけですよ。そうすると経営ですから当然給与

を出せないとかボーナスを出せないとかっていう話になっていくので。そうするとそれが

保育の質の低下になるわけじゃないですか。なのに、今現在の特にみなと幼稚園とか麻布

幼稚園とか見てるとですね、以前幼稚園がなかった地域までバスを出して遠くまで連れに

行ったりとかですね、園庭もずっと確保してやっているので、そこの経営を圧迫するよう

な状況のものをあえて区がさらに作るっていうのは、待機児童ゼロにですね、何かこだわ

りすぎて頑張っちゃったっていう感じで、もう待機児童ゼロになってるわけですから、も

ういいんじゃないのかな、っていうのがすごく思いますけどね。結局給与が下がっちゃう

のが一番問題なので、この意見を聞いてどう考えるかだと思いますよ。やっぱり労働して

いる側の人が精神状態がちゃんとしていないと子どもに対しては絶対うまくいかなくなる

ことなので。そんなお金をかけるんだったら幼稚園にもっと補助金を出してあげて給与を

上げてあげるっていうところが質の向上に繋がるんではないでしょうかというふうに思い

ます。 

○白川会長  

様々なご意見ありがとうございます。福原委員、続けてご意見ご質問よろしくお願いい

たします。 

○福原委員  

質問というか、今、綿谷委員のご意見と同じなんですが、今、保育士さんがどのような

現状になってるかっていうと、やっぱりそのおっしゃってるように、皆さんね保育士にな

りたくて、子どもが見たくて、子どもと一緒にいろいろね、生活がしたくて保育士さんに

なっていて。ただ、そういう中で、給与が安い、お休みももらえません、じゃあ、そうや

って皆さん手を抜いてるかっていうと抜いていなくて。何が起こってるかというと、残業

してまで子どものために一生懸命頑張ってる保育士さんが本当に多いんですよね。 

結果、どうなるかっていうと、保育士さんが体調を崩してしまったりとか、現場に辟易

してしまったりとか精神状態がおかしくなってしまったりとかっていう保育士さん、やっ

ぱりたくさんいらっしゃると思うんですよ。なので、今後も、こども園も含めてなんです

が、本当にこども園がどのように保育所と保育園とどのように違いがあるのか、芝浦アイ

ランドが現状、どのような教育活動をしていて、お昼寝はどうなっているのかとか、保育

園との違いはどうなのか、そのような保育園ではなくこども園を作る必要があるのか、と

か、その辺まできちんとやっぱり議論するべきであると思いますし、新設の保育園を足り

ないところで募集してますと言われましたけれども、ただ現状そうやって経営難に陥って

いますっていう、空きが出てる状況ですっていうところも踏まえて、やはり新設の保育園

を作るべきなのか、こども園を新たに５園作るべきなのかとか、その辺はしっかりと議論

をしていくべきだと思いますし、今現状ある保育園でしっかり保育士さんの質を担保しな

がら子どもを見ていく、その辺はしっかり考えていくべきではないのかなと、それがやっ

ぱり結局は子どものためになることだし、保育士さんがやる気をなくすっていうのは一番

子どもにとって、よくないことだと思うので、その辺はやはり、行政の方もしっかりと今

保育園の先生方がどのような状況にいるのかとか、しっかりと把握されて、そこでどうや

っていくのかっていうのも考えたほうがいいのじゃないかなと思います。 

○白川会長  

様々なご意見ありがとうございます。今日公募委員の方々も 5 名参加していただいてる

んですけれども、保護者の立場からなど、ぜひご意見をいただければと思っております。

いかがでしょうか。じゃ、植松委員、お願いいたします。 
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○植松委員  

区民の植松です。先ほどの新設の園のときにも思ったんですけれども、3、4、5歳児の保

育園の定員なんですけれども、特に園庭のない保育園については定員割れを起こしている

ところが多いのではないかという認識でおりまして。自分自身、0、1、2歳園庭のない保育

園でずっとお世話になっていたんですけれども、やはり 3 歳になってからは、なるべく多

くの子どもたちの中で、園庭のある環境で預けたいと思ってずっと転園希望を出していて、

この 4 月から園庭のある保育園に転園させていただいたんですけれども、前いた保育園は

すごく一生懸命やってくださったんですけど、やっぱりそう考える保護者さんが多いのか、

どんどん転園してしまって、定員子どもが減っていってしまって、ちょっとお友達には本

当にかわいそうだなというか、何か寂しいんじゃないかなと思うところもあって。そうい

った状況の中で、またさらに園庭も充実したこども園が整理されていくというのはいいこ

とだと思うんですけれども、3、4、5歳児の定員割れのところについて、子どもが寂しい思

いをしないようにというか、それも教育面からしてもよくないと思いますし、そういった

ところの対策っていうのを何か考えていらっしゃるところがあるのかなというのを、お聞

きしたいと思いました。 

○白川会長  

今まで多くの方々からご意見ご質問があったんですけれどもそれにつきまして、本日の

時点でご回答いただける部分は、事務局の方からよろしいでしょうか。 

○保育政策課長  

まずこども園についてなんですけども、北條委員ご指摘の通り、現在、幼稚園教育要領

と保育所保育指針における幼児期の終わりまでに育って欲しい姿というのは整合が図られ

ておりまして、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。ただ、区

としてメリットとして考えている点として、それまで保育園として働いている保護者の方

が、子どもを預けていて、それが何らかの事由で仕事をやめるとかっていうことになった

ときに、支給認定区分を変更することで、同じ園に、転園することなく、在園し続けるこ

とができて、それまでお友達ですとか、あと保育士の先生と築いてきた関係をそのまま維

持できるということは、保護者の方にとってはすごくメリットになるというふうに考えて

おります。ですので、そういった点では区内に芝浦アイランドの1園しかありませんので、

そういったご要望が他の地区であったとしても、現状やはりそのためだけに芝浦に通うと

いうのは難しいということで、各地区に１園を目指していきたいというふうに思っている

ところでございます。 

また私立保育園の定員に対する空きの問題ですけども、私どもといたしましても現在、

私立認可保育園に空きが見られるようになってきていることは課題として認識をしており

ます。待機児童ゼロを達成ということが区の重要課題として、これまで私立認可保育園の

整備に取り組んできたのですが、待機児童ゼロを 2 年連続達成して以降、確かに私立認可

保育園に少し空きが見られるようになってきております。また、ペースと言うか、我々が

思っていたよりもかなり多くの空きが出てきてしまっているという状況でございます。こ

のことは、課題として認識しておりまして、今後何らかの対策を打っていく必要があると

いうふうに考えております。 

それから、3、4、5歳の定員の空きにつきまして、園庭のない保育園と、その 3、4、5歳

児の空きの相関関係というのはすみません、今の段階では把握しておりません。大変貴重

なご意見いただきましてありがとうございます。先ほど来、ご指摘いただいております園

庭については、私どもとしても是非とも設けたいと思っておりますし、整備の際には必ず

要請はしているところなのですが、なかなか土地がないというような港区の特性で園庭を

設けることができない園が多いというのが現状でございます。今後も引き続き保育園の整
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備の際には園庭の整備を要望していきますとともに、園庭がないがために 3、4、5 歳に空

きが出てしまっているのかどうかという分析も進めていきたいというふうに思っておりま

す。以上になります。 

○綿谷委員  

すみませんけど、先ほど申し上げたので一番重要なことはですね、保育士さんの給与が

下がりますよっていうことが一番重要だと思うので、質の担保っていうのは絶対だったん

ですよ、この会議でも。経営を圧迫してることで、例えば民間のところに考慮していきま

す、って別に子どもを連れてこれるわけじゃないわけですから港区の職員が。子どもが足

りなくなっちゃうことをさらにやるんですかっていうところで、給与が下がっちゃう可能

性があったら質の担保ができなくなるんじゃないですかっていうことに対して答えてない

のと、すごく区のおごりだなと思うんですけど、芝浦アイランドにわざわざ通いたいと思

ってる青山の人とかいないと思いますよ。その教育を受けたいからなんていうのは。それ

は絶対ないと思うので、それよりもともとやってるところの質の向上っていう方が重要じ

ゃないですかっていうのがこの会議で決まったことなんですよ。そこをあえて区が民間か

ら徴収している税金を使ってですね、民間の人たちを圧迫してさらに給与を下げる状況を

作るっていうのはよくないんじゃないですかっていうところに対しての答えが出てないん

で、そこをちゃんと答えてもらいたいんですよね。 

○保育課長  

私立保育園、それから私立保育園の運営というところについてご説明をさせていただけ

ればと思います。私立認可保育園に対しての運営費につきましては、公定価格という国の

方で定めている基準の単価に基づいて運営費を支出する仕組みになっておりまして、園児 1

人当たり、年齢によって変わってくる、そして全国的な制度ですので、東京地域における

単価というものが細かく定められておりまして、それに基づいて支出をしていくというと

ころになります。また、区の方では、平成 27 年以降、保育士の処遇改善というところで、

様々な取り組みをさせていただいておりまして、一番大きなところで申し上げますと、保

育士の方の宿舎の借り上げの支援という形のものを港区にお住まいいただく場合について

は、基準額を 11万 2000円までの 8分の 7を助成するというような形で処遇の改善を進めて

いるところでございます。こうした制度を積極的に活用させていただきながら、私立認可

保育園の支援をしていくというところが現状でございまして、こうした支援を継続してい

くということが重要と思っております。ただ、先ほどご指摘がありました園児の方が入園

しないと、国の定めている公定価格というものが入らない形になりますので、そうしたと

ころについての配慮というところをどういうふうに考えていくのかというような課題とし

て認識しながら対策を講じていく必要があると考えているところでございます。 

○白川会長  

ありがとうございます。まだまだご意見ご質問あるかと思いますけれども、はい、仁井

委員。 

○仁井委員  

たしかに借り上げ社宅制度ですとか、処遇改善とかで保育士のお給料っていうのは大分

本当に昔に比べたら上がってきてるかなと思うんですけど、一人一人のお給料が下がると

いうよりも、運営費が入らなければ、単純に保育士の数が減らされるっていう現状があり

ます。当然もちろん最低基準の配置、0歳児さんだと、自治体さんとかの基準を満たした上

で、長時間保育に対応するために、やっぱりどこの園もプラスで職員を入れてるんですね。

ただ、やはり運営費が入らないと、当然どこを削るかって言ったら人件費になってしまう

ので、やはり職員の数自体を減らす、基準は守っているけれども、本当に十分な保育が運

営できるだけの人数にはいかないっていう現状がやっぱり起きるかなっていうふうに思っ
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てます。やはり大きい会社さんだと、安定した運営できるかなと思います。うちも学校法

人なので、そこの心配はしてないんですけれども。ただ、やはり小規模さんもありますし、

やはりそこの単体だけで運営されている保育園さんもあるので、私立園全体として見たと

きに、その収入が減る、園児さんが少なくて収入が減ったときに、どう保育の質に繋がる

かっていうのは、正直なところ想像ができるかなっていうふうに思います。 

○北條委員  

端的に答えていただきたいんですけど、先ほど芝浦アイランド保育園でね、4歳児の 2号

の子どもがいますよね。1号の子どもがいますよね。午前中は一緒に過ごしてますよね。で、

1号の子どもが例えば２時に１時半かもしれないけど、２時に退園しますよね。帰りますよ

ね。それだけの事なんでしょ。要するに 1 号になったからといって、特別な幼児教育をす

るわけじゃないですよね。それ以前からやってた保育所保育を長くやるか短くするかだけ

の違いですよね。その点を明確に答えてください。 

○保育政策課長  

北條委員おっしゃる通り、2号が 1号に変わったからといって何かその保育の保育教育の

内容が変わるということはございません。 

○白川会長  

というご回答でございます。ちょっとまだ事務局の方で補足等ございましたら、お願い

いたします。 

○子ども家庭支援部長  

皆さんから本日、貴重なご意見をいただきましてありがとうございます。今後の保育園

につきましては、やはり今私立保育園に空きが出ているという現状をしっかりと私達も受

けとめております。この検証をいたしまして、やっぱり今後港区の保育園としての定員の

あり方っていうところもこれから大きな課題として検討を進めていくところでございます。  

この認定こども園につきましても、やはりそういった中で、しっかりとこの、今、芝浦ア

イランドだけにありますが、先ほど綿谷委員からもありましたけど、やはり、青山の地区

の子が芝浦に行くっていうのはやはり無理なことで、そういった地域の偏在の中で、各地

区にというところで目指しているところでございますが、この展開につきましては、本日

いただいたご意見、また本日この場でお話ができなかった方については書面でいただけれ

ばというふうに思いますので、そちらのご意見を踏まえてですね、しっかりと検証し、先

ほどの人口動向についてきちんとお答えできませんでしたけれども、そこはまた皆さんに

お示しをさせていただきたいと思いますが、そういった検証それから推計等をしっかりと

しながらですね、この認定こども園進めていきたい、また、私立認可保育園も考えていき

たいというふうに考えを持っております。先ほど、北條委員からこの件に関しては、この

場で何回かということがございましたけれども、その件に関しましては、ちょっと事務局

とまた会長副会長と検討させていただくというふうに思いますがよろしいでしょうか。よ

ろしくお願いいたします。 

○綿谷委員  

先ほどですね、青山に住んでる人がわざわざ芝浦にって言ったのは、そこまでこども園

に魅力を感じないんじゃないですかっていう意味で、青山に作って欲しいという意味では

ありませんので。それより皆さんの、今現状ある施設の質の向上の方が重要じゃないです

かという意味ですから。すいません。 

○子ども家庭支援部長  

ご意向はわかりました。保育の質というところも踏まえてですね、今までもですね、い

ろいろな形で公私立問わずいろいろな研修を行ったりとか、保育の質を港区として港区な

らではの質というところも踏まえて、検討して参りましたけれども、まだまだ足りない部
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分がありますので、その辺も今現場等いろいろな声を聞きながら進めていきたいというふ

うに思っておりますので、あわせて検討して参ります。 

○白川会長  

今日は皆様方から園庭のこと、それから保育者の待遇のことについても皆さんの思いと

いうのは保育の質を高めていくということだということは重々、区の方でも今後も検討し

ていただきまして、丁寧に進めていただきたいと思います。 

では、今日ご意見を言えなかった方々、意見用紙のほうに後程書いていただきまして、

本日予定しておりました議事以上となります。それでは最後にですね、その他、平成 30 年

度の区立保育園運営経費についての説明を事務局のほうからお願いいたします。 

○保育課長  

お手元にＡ4 の平成 30 年度の区立保育園の運営経費についてのお知らせという文書、資

料を配付させていただきました。まずはこの会議へのご報告が大変遅くなりまして、申し

訳ございませんでした。 

こちらは平成 30 年度の港区立の保育園の運営経費が一体どれぐらいかかってるのかとい

うことを表したものになります。真ん中の図をご覧いただければと思います。平成 30 年度

の区立保育園の運営経費につきましては、1 年間、園児 1 人当たり 213 万 5300 円、これは

1年間ということになりますが、かかっている形になります。その内容ですけれども、左側

のですね、点線で 113 万 9000 円。こちらが国の基準で先ほど少し話題にありました公定価

格と言われる国の運営費の単価に基づいた金額で算定をしますと、113 万 9000 円になりま

す。その中で保護者の方にご負担していただいてる部分が、一番高い方で 63万 4900円を負

担していただいておりまして、その残りの部分につきましては、50万 4100円のところは黒

一般財源と言われる、いわゆる税金で賄っているところになります。さらにですね、その

右側の部分ですけれども、区の負担額ということで、国の基準の単価以外のその基準額を

超える部分につきましても、区の一般財源いわゆる税金を投入させていただいておりまし

て、こちらが 99万 6300円という内訳になっているものでございます。こちらの数字につき

ましては、園児 1 人当たり全体という形になりますけれども、当然ながら、実際はクラス

年齢よってかかる経費というものが異なって参ります。 

裏面をご覧いただきたいと思います。こちらはクラス年齢別の施設型給付費を算出した

ものになります。（1）の区立認可保育園の公定価格をご覧いただきますと、これはあくま

でも国の基準の運営費の単価ということで申し上げますと、0歳児として 250万 8200円。5

歳児の場合は、58万 3300円が国の基準の単価ということになっておりまして、利用者負担

額、いわゆる保護者が負担していただいている保育料につきましては記載の通りとなって

おります。0歳 1歳 2歳の方が公定価格が高いのは、職員の配置が 0歳 1歳 2歳の方が手厚

く配置するという基準に沿った形になりますので、当然ながら運営費自体も高くなってい

ると、そのような仕組みになってございます。また（2）番につきましては、芝浦アイラン

ドこども園のいわゆる公定価格という国の基準単価をお示ししたものになります。こちら

につきましては、定員によって若干変わってくる部分もございますけれども、同様の傾向

ということで、数字の方が出ているというところでございます。大変ご報告が遅くなりま

して申し訳ございませんが、運営費の仕組みということとあわせて、実際の状況というこ

とで、資料として配付させていただきましたのでよろしくお願いいたします。 

○白川会長  

ありがとうございます。すいません時間が過ぎてしまいましたが、お一方だけというこ

とでもよろしいでしょうかすみません。北條委員お願いいたします。 
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○北條委員  

裏側ですけどね。（2）ですけれども、これ公定価格だけが書いてあるわけで、区の負担

分が書いてないんですよね。これだけ見ると芝浦アイランドこども園、要するにこども園

と認可保育園とではそれほどの費用の経費の差はないように読めちゃいますけどそうじゃ

ないですからね。この横に区の負担額が表側と同じようにくっつくわけです。そうすると、

前の説明によれば、芝浦アイランドこども園開設当初だったんですが、園児 1 人当たり平

均すれば 300万を超えると、そういうことになっていたはずです。 

○保育課長  

ただいま北條委員ご指摘の内容については、あくまでもこちらは裏面の上と下での比較

ということでご覧いただければというものでございますので、全体的な運営経費としての

記載ではないということになりますので、よろしくお願いいたします。 

〇白川会長  

はい、では他のご意見につきましては、質問用紙のほうにご記入いただいてご提出お願

いいたします。では、その他、何か事務局の方からございますでしょうか。 

○子ども家庭課長  

本日は長時間にわたりまして、またお暑い中長時間、ご参加いただきましてありがとう

ございました。そして貴重なご意見を頂戴いたしました。 

本日席上にお配りさせていただきましたこちらの意見要旨のほうに記載をということと、

先ほど私メールアドレスを教えてくださいということで、この意見要旨の用紙の右下にで

すね、メールアドレスがあります。このアドレスから皆さんにお返しするので、もし、今

日手元のですね、用紙をまだご記載でなければ、お帰りになってこちらの方にお名前とメ

ールをいただければうちの方でメールアドレス確認しますので、これ以上お時間をとらせ

ないように、そこは省略をさせていただきます。ありがとうございました。 

それから最後、もう 1 枚ですね、カラーのペーパーをお配りします。これはもう本当に

ご紹介だけなんですけども、今港区では、区長室のほうで港区のＴｗｉｔｔｅｒをやって

ます。情報発信がどうしても行政が弱いということで、様々な媒体を使って情報発信をし

ておりまして、その一つとして、この 8 月あたりからですね、各部門ごとにツイートを発

信することにしています。今日は私のとこだけ紹介するのも何かルール違反のような気が

するんですけど、部の名前と港区というふうにツイッターで調べていただきますと始まっ

ております。ぜひこちらの方も、適宜情報発信して参りますので、皆さんのぜひフォロー

の方よろしくお願いします。また次回以降の日程はまだ未定ですけれども、今日いただい

たご意見も踏まえまして、会長副会長とご相談の上、子ども・子育て会議の次回につきま

しても、コロナウイルスの状況もみまして、適切に対応して参りますのでよろしくお願い

いたします。本日はありがとうございました。 

○白川会長  

予定時間をちょっと過ぎてしまって申し訳ございません。本日の審議はここまでといた

します。ありがとうございました。 


