
（１）港区子ども・子育て支援事業計画の令和２年度における進捗状況についての意見一覧

No 基本方針 小項目 該当頁 意見及び質問 意見及び質問に対する区の回答 担当課

1
(2)②認定こども園
の必要性や今後の方
向性についての検討

資料4 P1
項番5

認定こども園は親の就労形態にかかわらず子どもが環境を変えずに通い続け
られるというメリットがあり、港区に非常に少ないことは疑問に思っていま
した。各地区１園、他の種別からの移行を優先して申し込み状況など踏まえ
て整備するという方針に賛成です。

保護者の就労形態が変わっても同一園に引き続き在園し続けられることは、区とし
ても認定こども園の大きなメリットと考えております。近年の私立認可保育園等の
定員に対する空き状況や、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が今後の就学前人
口等の動向に及ぼす影響を注視し、整備地域や定員設定について慎重に見極めなが
ら整備を進めていきたいと考えております。

保育政策課

2
(2)⑤大規模開発に
おける認可保育園付
置の要請

資料4 P1
項番8

その集合住宅に住む方々の優先入園がなければあまり意味がないように思う
ので、取りやめには賛成です。

認可保育園は、大規模開発の際に付置を要請した結果として整備された場合であっ
ても、当該開発により整備された住宅の居住者が優先して入園できるということは
ありません。今後も、地域の保育定員に対する空き状況や保育需要の動向等を注視
しながら、計画的な保育定員の管理に努めてまいります。

保育政策課

(1)①利用者支援事
業の推進

資料4 P2
項番9

※6 特別な支援が必
要な家庭や子どもの
施策の充実

(2)⑤子ども家庭支
援センターの相談体
制の充実

資料4 P10
項番57

4
(6)①養育支援訪問
事業の充実

資料4 P2
項目14

養育支援訪問事業では、家庭内で子ども達と一緒の食事作りをすることにつ
いても、2020年度より新たに事業化して頂き、感謝しております。現場のス
タッフから、子ども達の喜ぶ姿にやりがいを感じるとの報告を受けていま
す。引き続き、どうぞよろしくお願い致します。

食事支援を強化し、子どもたちが支援者の方と一緒に献立を考えたり、買い物に行
くことで、支援に入る前から充実した時間になっているという様子が見られます。
一緒に食事を作ることで、普段よりも会話が弾み、子どもの思いを知ることで、今
後もさらに必要な支援につなげていきます。

子ども家庭支
援センター

5

産前産後家事・育児支援サービスを利用した自身の経験ですが、二人目出産
の際に最も必要だった支援は特に産後１か月の外出が難しい時期、毎日の
「上の子の保育園の送迎」でした。家事支援の方は上の子の送迎には対応し
ていただけず、産後ドゥーラは単価が高くて財政負担が大きいからだと思う
のですが利用時間の制約が厳しく産後１か月を乗り切れません。産後ドゥー
ラの拡充もよいと思うのですが、産後ドゥーラほどのトレーニングを受けて
いなくてもよいので未就学児の送迎だけでも安心して任せられる「ベビー
シッター」のメニューを設けていただきたいです。

区では、上のお子様の保育園の送迎ができる事業として、産前産後家事・育児支援
事業に加え、派遣型一時保育事業を行っています。生後７日から小学６年生までの
お子様を、利用会員の自宅等で、理由を問わずお預かりします。保育園、幼稚園、
小学校等の送迎も行っていますので、ぜひご利用ください。

子ども家庭支
援センター

6

ファミリーサポートについて問い合わせたことがあります。
私どもは韓国人の方のサポート登録があるか尋ねたのですが、該当者はいな
いとの回答でした。
港区は大使館の数で全国一、外国人居住者は令和3年7月1日現在23区で12番目
の数です。港区の人口比では外国人は約7.5%の17,939名の居住数ですが、大
使館外交官など住民登録していない方々を含めるともう少し多いはずです。
「外国人をサポートする」ことも大切ですが、「外国人にサポートしてもら
う」ことも今度需要が増えていくと思われます。
駐在員の配偶者などは、滞在資格の関係上、就労が認められていない場合が
ほとんどです。外地域に関わり貢献したいと考える外国人住民へのサポート
登録への働きかけも有効と思われます。

育児サポート「子むすび」は子育ての手助けが必要な人（利用会員）と、手助けが
できる人（協力会員）を結び、地域全体で子どもの成長を見守る事業です。
利用会員は、港区在住・在勤する方、協力会員は、18歳以上の方で、ともに国籍に
関わらず募集しています。今後も日本人・外国人の国籍に関わらず、さまざまな方
にご協力いただけるように広く周知に努めていきます。

子ども家庭支
援センター

7
(10)③訪問型病児・
病後児保育の利用助

成

資料4 P3
項番21

訪問型は、病気の子どもが遠方まで行かずに慣れた自宅で過ごすことができ
るので子どもにとっても親にとっても良いと思います。ただ、現在の仕組み
では、協会に加盟する事業者一覧（病児・病後児を引き受けていない事業者
も含まれる）から利用者側が事業者を選んで契約をする必要があり、月会費
や年会費が発生するところも多いなど、区の補助があっても使い勝手が良く
ないと感じています。例えば港区で毎月の必要枠を特定の事業者と契約をし
て（待機児童向け居宅訪問型保育事業のようなイメージです）、区の調整に
より枠の範囲内で病児・病後児が出たご家庭に派遣するなどはできないので
しょうか。

訪問型病児・病後児保育利用助成制度は、保護者がベビーシッターを利用する際
に、多くの事業者から選択できるよう、助成対象となる事業者を幅広く設定してお
ります。また、助成対象となる児童の利用について、保護者が直接事業者に申し込
み、助成申請は事後に書類を提出していただくため、利用時に区への手続き等が必
要ありません。
区が、特定の事業者と契約をして利用定員を設けることは、感染症の流行等に対応
した適切な定員設定が困難であり、また、利用調整を行うために、保護者からの事
前申請手続きや、調整のために利用決定に日数が必要となり、利便性の低下を招く
ことが考えられます。引き続き、現在の利用方法を継続しながら、より利用しやす
いよう工夫してまいります。

保育課

子ども家庭支
援センター

子育てひろば「あい・ぽーと」で実施している子育てコーディネーター事業では、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、令和２年５月からオンライン相談を
開始しました。チャットでの相談については、システムのセキュリティや子育て
コーディネーターによる支援体制等を踏まえ、検討します。
また、区では、携帯電話やスマートフォン、パソコンを使って、区内に住む18歳未
満の子どもなら誰でも悩みや心配事等を相談できる「みなと子ども相談ねっと」、
区内に住む18歳未満の子どもの保護者と妊婦なら誰でも悩みや心配事等を相談でき
る「港区おとなの子育て相談ねっと」で、24時間相談を受け付けています。匿名で
も相談でき、2日から3日中に子ども家庭支援センターの専門相談を担当する保健師
及び心理士が回答しています。

２ 地域子
ども・子
育て支援
事業の充

実

１ 教育・
保育施設
等の充実

資料4 P2
項番16

(7)②生活スタイル
の多様化に対応した
子育て支援策の充実

3

「あい・ぽーと」での相談については、チャットでの相談をぜひ設けて欲し
い。
真に困っている方々は、通常の想像を超えた状態にある場合もあり、常に監
視されたり携帯電話等もプライバシーを守った形で使用できていない可能性
もある。LINEなどは履歴に残るし削除しても不自然なこともあるが、チャッ
トならば終了すれば完全にデータは残らないし履歴をあとから誰かに見られ
ることもない。
チャットの便利さと秘密性の高さは電話やLINEの比ではありませんので、ぜ
ひ検討をお願いします。
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No 基本方針 小項目 該当頁 意見及び質問 意見及び質問に対する区の回答 担当課

8
(4)③保育園におけ
る在宅子育て家庭向

け事業の推進

資料4 P7
項番46

小学校入学前に在宅で子育てをしている家庭への支援を今後強化するとの話
でしたが、具体的施策が講じられていないと思います。令和４年度事業計画
には必ず盛込み公平性確保に前進してください。

「保育園であそぼう」では、引き続き保育士や看護師、栄養士らが育児の相談に応
じるとともに、遊びの紹介や離乳食の試食等、家庭で役立つ育児情報を提供しま
す。また保育所の特性を生かし、子どもの育ちを理解する視点や具体的な関わり方
を伝える機会としていきます。

保育課

9
(4)④幼稚園におけ
る子育て支援事業の
充実

資料4 P7
項番47

未就園児の会はなぜか水曜日の実施に偏りがあります。
水曜日に仕事を休めない場合など参加できないので、実施曜日に偏りがない
ように検討を求めます。

区立幼稚園では、カリキュラムやスケジュールの関係で、未就園児の会を開催しや
すい曜日が水曜日に偏る傾向がありますが、未就園児の保護者の方や地域の方の中
には、曜日が確定していた方が利用しやすい等のご意見もあります。
今後は、保護者の方や地域の方のご意見をお聞きしながら、利用しやすいよう工夫
してまいります。

学務課

10

(1)②区立母子生活
支援施設の設置によ
る母子保護の推進
【新規事業】

資料4 P9
項番51

入所にあたって23区内の住民は市部の施設への入所が原則と聞きました。
現況の住まいから離れられない場合もあると思うので、母子の事情や希望も
考慮していただければと思います。

令和３（２０２１）年４月に開設した母子生活支援施設「メゾン・ド・あじさい」
を含め、母子の事情や希望に考慮した入所先を提案します。

子ども家庭支
援センター

11
(5)②障害児保育の
充実

資料4 P11
項番69

専用のクラスも良いのですが、健常児のクラスの子どもと積極的な交流をお
願いしたい。
多様性を理解するとても良い機会と思います。

元麻布保育園医療的ケア児・障害児クラスでは、健常児クラスとの交流を実施して
います。個々の児童の発達に合わせて、保育内容や活動時間を交流先のクラスと相
談し決めています。児童の体調に配慮しながら、医療的ケア児・障害児クラスの担
任が付添い、健常児と一緒に遊んだり、給食の時間を共にするなど、様々な活動を
経験しています。医療的ケア児・障害児だけでなく、健常児にとっても多様性を理
解するよい機会となっており、今後も継続してまいります。

保育課

12
(1)②育児・介護休
業制度・子の看護休
暇の普及促進

資料4 P13
項番77

育児・介護休業の取得推進は良いのですが、男性の休暇が「本当のお休み」
となり、産後の母親の家事負担増になることだけは避けなければいけませ
ん。取得にあたって父親が休暇中に手伝える家事や育児の方法、手段などを
セミナー等で教示する必要があるように思います。
項番76の計画事業「①父親の子育てへの参加環境づくり」にあるような「父
親手帳」や「父親同士のネットワーク」と連動して行ってほしい。
日本のジェンダー問題は、家庭でも職場でも簡単にぬぐいされるものではな
く、無意識のうちに性差の役割分担が根強く存在していることを念頭に施策
の考慮をお願いします。

令和３年度から８年度までを計画期間とする「第４次港区男女平等参画行動計画」
では、「性別役割分担意識解消のための啓発」を事業計上し、国の制度、職場や地
域等の慣行の中にある性別役割分担意識の解消のため、男女平等参画講座の実施や
リーフレット等を活用して、啓発してまいります。

総務課

13
(2)③労働関係法等
関係法令、各種制度
の周知

資料4 P13
項番80

病児・病後児保育の充実も大切だが、子どもの看護休暇の拡充も希望しま
す。
病気のときはなるべく家で看護したい保護者も多いが、勤務先の理解がなく
やむを得ず保育に頼る場合もあるように思います。
制度の拡充は直接港区の施策範囲ではないかもしれませんが、先駆けて何か
しらかの動きを行うことはできるのではないでしょうか。

令和３年度から８年度までを計画期間とする「第４次港区男女平等参画行動計画」
では、「労働関係法等関係法令、各種制度の周知」及び「仕事と家庭の両立支援事
業の実施」を事業計上し、労働関係法やワーク・ライフ・バランスに関連する関係
法規、各種制度について周知を図るとともに、子育て支援奨励金や男性の子育て支
援奨励金、男性の介護支援奨励金等を交付し、中小企業における仕事と子育て・介
護を両立できる職場環境づくりの支援に取り組んでまいります。

総務課

14

コロナ感染防止のため放課GO→が休室となったのはやむを得ないが、児童館
等児童の利用する施設も人数制限があり、児童の安全な居場所がなくなっ
た。夏休みに入り地域の行事もほとんど中止になり、緊急事態宣言も8月31日
まで延長され楽しいはずの夏休みが我慢の夏休みになってしまい心のケアが
必要な児童が出てくるのではと懸念されます。

15

放課GO→の休止で大きな影響を受けているという共働き家庭の声をよく耳に
します。ホームページによると「 感染リスクが他の感染症と同等になるま
で」休止するとのことですが、このような状態が数か月～１年という時間軸
で訪れるのか不透明です。放課GO→クラブとの一体的な運営が過密状態と
なって難しいということは理解しますが、お示しの基準が達成される見通し
が年単位で立たないのであれば、親が在宅勤務をできないなど様々な事情で
居場所を必要とする子どもたちにとって代替的な受け皿となる方法の検討を
速やかに始めるべきではないでしょうか。

８ 放課後
対策の総
合的な推

進

(4)放課GO→及び学
童クラブの一体的
な、又は連携による
実施に関する具体的
な方策

資料4 P14
項番86

区では、放課GO→の代替事業として緊急児童居場所づくり事業を実施しており、人
数制限は設けておりません。
令和２年３月から、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため休止した、放課GO
→事業の代替として、保護者が就労している児童を対象に、緊急児童居場所づくり
事業を実施しております。放課GO→の再開については、新型コロナウイルス感染症
の感染状況を見ながら、利用されるみなさんが安全に安心して過ごせるよう、段階
的に検討してまいります。
また、各児童施設においては、「ＭＩＮＡＴＯ新型コロナウイルス感染症拡大防止
ガイドライン」に基づき、事業・プログラムについては、屋内定員を定員の５０％
以内にすること、屋外では十分な人と人との間隔を確保することを徹底しておりま
す。
心のケアが必要な児童については、関係機関や専門性のある部署との調整を行うな
ど対応してまいります。

子ども家庭課

生涯学習ス
ポーツ振興課

６ 特別な
支援が必
要な家庭
や子ども
の施策の

充実

７ ワー
ク・ライ
フ・バラ
ンス実現
のための
環境整備

４ 子ど
も・子育
て支援の
質の確保
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No 基本方針 小項目 該当頁 意見及び質問 意見及び質問に対する区の回答 担当課

16
（1）④学校施設開
放による子どもの遊
び場の充実

資料4 P15
項番94

幼稚園は日常的に園庭を開放しないのでしょうか。
保育園児の外遊び場の問題として公園の混雑が挙げられますが、幼稚園終了
後の午後の時間に園児グループを連れて母親たちが公園を占拠していること
はあまり知られていません。
地域によっては毎日、同じ時間帯に同じ園児と母親のグループによる占拠が
あり、保育園児たちの午前中の遊びの比ではありません。
保育園児たちは遊びの時間が決まっており、保育士の方々が管理されていま
す。
幼稚園児たちは放課後に遊びに来ているので終わりの時間もなく、母親たち
は井戸端会議なので子どもは自分たちだけで制限なく遊んでいます。
年齢も高く体格も行動も大きいので、未就園児や赤ちゃんたちには危険も多
く、肩身が狭い思いもあります。
幼稚園の園庭が放課後に開放されれば、園児たちの集団占拠も少し改善され
るように思います。検討をお願いします。

区立幼稚園では、現在新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、一部利用方法
等に制限はありますが、各園で降園後の園庭開放を実施しています。
公園等の利用マナーにつきましては、未就園児等の他の利用者への配慮など、幼稚
園からも保護者に対して啓発し、ご協力を求めてまいります。

教育長室
学務課

17
（1）⑦産後母子ケ
ア事業の推進

資料4 P15
項番97

産後ケア事業の援助は素晴らしいと思いますが、産後ケア発祥の韓国と比べ
ても利用日数が足りません。(韓国では基本2週間～の利用です)
7泊8日では産後の母体の回復は十分に見込めませんし、新生児の世話への自
信もつきません。この産後の経験や感覚は必ず「2人目を産みたいと思うか」
に直結します。最大14泊15日の援助を希望します。

産後母子ケア事業は「産後、家族などの手伝いがない方」や「子育てに不安がある
方」が区の契約をしている実施医療機関で宿泊をしながら、助産師から授乳や育児
の指導や母子のケアを受けられる事業です。本事業は東京都の「とうきょうママパ
パ応援事業」の補助制度を活用しており、東京都の制度に基づいて、区の利用者負
担の軽減期間を7泊8日以内としています。今後も利用者の意向や契約医療機関の実
施体制をみながら体制整備をしていきます。

健康推進課

18 - - -
115もの事業計画が事細かく書かれていて、全て理解するまで至っていません
が港区の取り組みは良く解りました。ほとんど当初の計画どおり実行された
とのこと、今後も計画どおり推進していただきたいと思います。

引き続き、本計画に計上した施策を計画的かつ着実に推進し、安心して子育てがで
き、未来を担うすべての子どもたちが健やかに成長できる地域共生社会の実現にむ
け取り組んでまいります。

子ども家庭課

19 - - -
ワクチン接種などは、子ども・子育て支援の重要な側面だと思います。区の
施策の成果として強調されてはいかがでしょうか。

8月までに65%の区民が1回目のワクチン接種を完了しています。ワクチン接種につ
いては、港区子ども・子育て支援事業計画（令和２年度～令和６年度）の計画事業
には計上しておりませんが、引き続きワクチン接種を実施し、全区民の85%の方の
接種を目指してまいります。

子ども家庭課

※　議題以外のその他のご意見

1

ご指摘のとおり、港区子ども・子育て会議は、子ども・子育てに関する様々な立場
の関係者で組織され、区へご意見を頂く会議です。
委員間での活発な議論が出来るよう、今後の開催回数や方法も含め会議運営を工夫
してまいります。

子ども家庭課

2
令和元年度の区立保育園運営経費について、次回の子ども・子育て会議で説明させ
ていただきます。

保育課

初回かつ緊急事態宣言下でしたので仕方のない部分はあるかと思うのですが、子ども子育
て支援事業者、団体、学識経験者、保護者・当事者といった違った立場の人が参画して重
要事項について議論をする、行政の透明性を担保するということがこの会議の意義だと思
いますので、開催頻度や開催方法（オンラインも含めて）を工夫いただき、議論する時間
を捻出いただけるとありがたいです。私は区民・保護者として会議に参加していますが、
支援事業者や学識経験のある子育ての専門家のご意見を聞かずに親としての意見を一方的
にお伝えすることは本意ではありませんので、どうかよろしくお願いいたします。

保育所、幼稚園の公定価格と運営経費の報告、説明が最近なされていないので次回お願い
いたします。

子ども・子育て会議運営につい
てのご意見

その他のご意見

９ 子ども
の健全な
育成に向
けた施策
の充実
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(２）小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援にかかる対応についての意見一覧

No 該当頁 意見及び質問 意見及び質問に対する区の回答

1
インターナショナルスクールなどに通学されている幼児についても
給付をされるとのこと、国際化の進展など、港区の特性に対応され
た内容で、素晴らしいと思います。

2

インターナショナルスクールなども含めて子どもの預け先・教育に
ついて多様な選択肢があるということは港区の魅力の一つだと思い
ます。利用支援によって、利用を視野に検討できるご家庭が増え
る、選択肢として考慮されるようになるというのはとてもよいこと
だと思います。

3
資料5　P2
2(4)今後の見通し（将
来予測等）

認可外保育施設を利用する1号または2号認定の子どもへの給付は、
港区独自の「認可外保育施設保育料助成」制度で給付を行うので今
回の給付には該当しないということですが、今後待機児童ゼロ達成
後の新たな課題への対応で認可外保育施設への助成の見直しが行わ
れた場合、この要件についても再度検討されるという認識でよいの
でしょうか。
ただしそうなったとしても、現行の「認可外保育施設保育料助成」
上限と、この2万円の給付では差がありすぎるように思います。

「認可外保育施設保育料助成」制度における2号認定子どもに対す
る給付は、国の制度である「幼児教育・保育の無償化の給付」と
「区独自給付」によって構成しています。1号認定こどもは「認可
外保育施設保育料助成」の対象外です。
待機児童ゼロ達成後の新たな課題として対応を検討しているのは
「区独自給付」の部分であり、今後の検討の中で見直しが行われた
場合でも、国の制度である「幼児教育・保育の無償化の給付」は継
続されることとなります。
本事業については、子どもが上記の無償化の給付を受けていないこ
とが国の必須要件となっているため、港区独自で見直すことは予定
しておりません。
なお、本事業の給付金額（2万円）は国が定める基準額となってお
ります。

インターナショナルスクールは、港区の保護者のニーズに応える施
設ではあったものの、幼児教育・保育の無償化の対象外となってい
たことなどから、これまで支援のあり方が課題となっていました。
インターナショナルスクールなどの各種学校に通う幼児の保護者の
経済的負担を軽減し、保護者がこれまで以上に多様な選択ができる
よう、利用支援事業を実施してまいります。

資料5
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（３）教育・保育施設の新規開設に係る意見聴取についての意見一覧

No 該当頁 意見 意見に対する区の回答

1
資料6 P2
2(1)（仮称）にじいろ
保育園新橋

0歳児の空きが多いとのことで今回利用定員は3名とのことですが、
初年度は3名で様子を見ることには賛成します。
ただしコロナ禍での空き状況ですので、コロナ終息が見えたとき、
令和4年度の利用者がどのように推移するのかによって令和5年4月
の定員は再考されることを望みます。

近年の整備予定地周辺の保育定員に対する空き状況等を踏まえ、令
和４年度における０歳児の利用定員を３人としましたが、その後の
在園児数の推移や０歳児の保育需要等の動向を踏まえ、令和５年度
以降の定員については、保育園整備・運営事業者と協議してまいり
ます。

2
資料6　P3
2(2)（仮称）すくすく
保育園浜松町

新橋保育室からの園児が現在のまま移行されると想定すると実質的
な新規募集は、2歳5名、3歳5名、4歳5名、5歳7名と若干少ないよう
に思います。園庭があることから、転園希望者も予想されますが、
芝地区は保育園が充実していることを鑑みて、まずはこの定員に賛
成します。

本園については、建物の面積的条件を踏まえて最大限の定員を設定
しております。

3
資料6　P5
2(3)（仮称）太陽の子
芝浦保育園

芝浦公園の混雑は確かに目立っていますが保育士の方々がうまくコ
ントロールしていますし、11時半頃には皆さん園に戻られますので
現行でもそこまで問題はないように思います。定員に同意します。

現在、混雑した公園でトラブルや事故が発生しないよう、保育士の
皆様が様々な工夫をしていただいていますが、保育園児を含む就学
前児童の外遊び場の不足は、区における大きな課題と認識しており
ます。
このため、今後、保育園児を中心とする就学前児童の外遊び場の確
保に努めてまいります。
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（４）「港区の待機児童ゼロ達成後の新たな課題への対応方針」策定に係る基本的考え方についての意見一覧

No 該当頁 意見及び質問 意見及び質問に対する区の回答

1 -
異議ございません。様々な課題がある中で、最善の対策を実施頂いていますこと、よく分
かりました。

私立認可保育園等運営事業者に対するヒアリング等の結果、保育定員に対して常時過大な
空きが生じている状況は、様々な点から区全体の保育の質の維持・向上に対して悪影響を
及ぼすことが分かりました。
待機児童ゼロの達成・継続を踏まえ、今後は、より一層の保育の質の向上に向けて取り組
んでまいります。

2 -

港区では、平成31年4月に待機児童ゼロが達成されたとのこと
ゼロを達成するためか小規模施設が増えたと感じています。私立認可保育園のうち認可基
準を満たす面積の園庭を有する施設の割合は一割にも満たないとは驚きでした。園児たち
が保育士に連れられ歩いてる姿をよく見かけますが、園児にも保育士にも負担が大きいの
ではと思われます。区でも園児の遊び場確保に取組む方針に期待しています。
課題が達成しても次から次に課題が出てきて、大変だと思いますが「港区の待機児童ゼロ
達成後の新たな課題への対応方針」策定に係わる考え方について是非この考え方に沿って
推進してください。

保育園児を含む就学前児童の外遊び場の不足は、区における大きな課題と認識しており、
外遊び場の確保に努めてまいります。
私立認可保育園等運営事業者に対するヒアリング等の結果、保育定員に対して常時過大な
空きが生じている状況は、様々な点から区全体の保育の質の維持・向上に対して悪影響を
及ぼすことが分かりました。
待機児童ゼロの達成・継続を踏まえ、今後は、より一層の保育の質の向上に向けて取り組
んでまいります。

3 -

ほんの4年前ですが2017年に私が港区に転居してきた時には年度途中に低年齢児クラスに
空きがあるということは夢のようなことで、待機児童解消に向けてここまでご尽力いただ
いた区の皆様や関係者の皆様のご尽力に心より感謝と敬意を申し上げたいと思います。
待機児童の達成や就学前人口の減少、定員の空きの発生を踏まえ、安定的な保育園運営・
保育の質の維持向上を図っていくために緊急対策として実施していた事業や定員・施設の
整理が必要である、という方向性は賛成です。
ただ、現在妊娠中、あるいは2022年４月入園を目指しているという方々の視点で見ると非
常に不安になる資料だと思います。
現にどれくらいの空きが生じているのか、申し込みや就学前人口がどれだけ減っているの
か、といった具体的な数字や、定員縮小や施設・補助事業の終了がどれくらいのタイムス
パンで想定されているのか（次の４月からなのか、それともしっかりとした議論を経て数
年かけて段階的に実施していくことなのか）、定員に空きがあると（私立保育園にとって
ではなく）子どもたちにとってどのようなデメリットがあるのかという点を、概要の紙に
もしっかりとみる方に伝わるように載せていただいた方がよいのではないかと思いまし
た。

保育園申込者数や就学前人口の推移などについては、策定予定の「港区の待機児童ゼロ達
成後の新たな課題への対応方針」に分かりやすいように記載いたします。
なお、本件対応方針は大きな方向性や考え方を示すものであり、各取組の具体的なタイム
スパンなどは、対応方針を受けて行う各事業の見直し等の中で示すため、対応方針には原
則として記載しない予定です。
保育定員に対する過大な空きが保育の質の観点から子どもに及ぼすデメリットについて
は、本件対応方針に記載してまいります。

4 -
3年連続で待機児童ゼロを達成したとありますが、2年間コロナ禍でした。それを踏まえる
ともう2年ほどは現行で様子を見るべきではないかと思います。

令和２年４月の入園申込み者数は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の直接的な影響
を受ける前のものであり、４月時点の入園申込みに対してに直接的な影響を受けたのは令
和３年４月からとなっております。
保育定員に対する過大な空きへの対応は、保育の質の維持・向上のための喫緊の課題と考
えております。
コロナ後の人口動向や保育需要の動向は不透明な部分がありますが、再び待機児童が発生
することがないよう動向に注視しながら取組を進めてまいります。

5 -
保育定員に対する空きが増加したと記載がありましたが、区外からの0～2歳のお子様を4
～8月入園でも受け入れることを検討することはできないでしょうか？

保育の実施責任は、基本的には居住地の属する自治体にあり、また、待機児童は、育児休
業からの復職予定に合わせた入園申込みなどにより年度末に向けて増加する傾向にありま
す。このことから、保育需要の比較的高い０歳から２歳までのクラスについては、年度前
半の申込みは区内在住又は港区に転入予定の方に限定しております。
保育定員に対する過大な空きは、保育の質の維持・向上に対して様々な影響を及ぼすこと
から可能な限り解消する必要があり、この空きを前提として、年度前半からの区外のお子
様の受入れを実施する予定はございません。
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No 該当頁 意見及び質問 意見及び質問に対する区の回答

6
令和４年４月開設することとなる３園（資料6記載）と令和３年度中に削減される定員を
見込んで、資料７Ｐ３の定員と空きの推移の右端に「Ｒ４.４」の数字を記載して、定員
と空きを減らす努力が見えるようにしてはどうでしょう。

「港区の待機児童ゼロ達成後の新たな課題への対応方針」の策定時点で令和４年４月の保
育定員は決定していないため、本件基本的考え方に令和４年４月の具体的な定員見込みを
記載することは考えておりませんが、保育定員に対する空きが及ぼす影響と空き解消の必
要性については、本件対応方針に丁寧に記載いたします。

7

「在園児の減少は保育士のモチベーション低下や離職の要因にもなる」とあるが、保育士
の皆様方にアンケート等をとったのでしょうか。それならば結果を提示願います。
保育士の方々の業務の多さに課題があるとして、資料４Ｐ５項番３４でも保育士の処遇改
善を計画されている一方で在園児の減少がモチベーション低下になるとの指摘は矛盾があ
ります。単純に一人の保育士が担当するこどもの数が経れば、一人一人に目を向ける時間
も労力も心配りも増え、ゆとりをもって保育にあたれるのではないでしょうか。
また「保育スキルの向上の機会の減少」ともうたわれていますが、在園児の数と保育スキ
ルに相関性はないと考えます。それならば小規模保育事業の保育士の皆様は恒常的に、大
規模保育園と比較して保育スキル向上の機会に恵まれないということになりますし、その
ため保育スキルが低い保育士が小規模保育施設に集まるということになります。
決してそのようなことはないはずです。

保育士の方々に対して直接アンケート調査等を実施してはおりませんが、区内私立認可保
育園運営事業者全４２社に対してヒアリンを実施した結果、事業者からの意見として多数
挙げられております。
保育士は、在籍児童数ではなく、設定した定員に対して配置基準が定められているため、
定員に対する空きが多い園では、保育士よりも在園児の数が少ないという極端なケースも
生じています。
配置されている保育士の数に対して在園児数が減ると、一人当たりの保育に当たる実時間
が減ることとなり、ゆとりのある保育ができるようになる半面、これが行き過ぎると保育
スキル向上の機会の減少につながりかねません。
なお、絶対的な在園児数ではなく、あくまでも配置されている保育士の数に対して在園児
数が少ないことにより生じる課題であり、設定した定員数そのものとは直接関係はござい
ません。

8

資料7　P4
2（2）これまでの待機
児童解消施策の整理と
新たな課題

港区単体で、且つコロナ禍という非常事態を鑑みれば、確かに待機児童はゼロで保育園の
空きも以前に比べて増えているように見えますが、近隣や他の23区では保育園入園は年度
途中では到底不可能な状況が未だ続いています。
ここで港区が独自の待機児童施策の整理を進めていけば、必ずすぐにまた厳しい状況に逆
戻りするし、それならばと港区に住まう理由を見いだせなくなる家庭も出てきて、転出超
につながるはずです。
港区の子育て支援の手厚さについては、未就学児の保護者達には大変有名な話で、他の23
区と比べても圧倒的です。港区は地価や家賃が高い傾向にありますが、それを許容してで
も子育て世帯は港区に住む価値ありと判断しているのです。保育園問題は未就学児を育て
る共働き世帯には死活問題で、行政の皆様が想像しているよりずっと多くの家庭が入園の
しやすさを以て居住先を決めています。早急な施策整理については、意義を唱えます。

４月時点での待機児童ゼロを達成した区は、令和２年４月は２３区中６区であったのに対
して、令和３年４月は１２区と倍増しております。
また、２３区全体の待機児童数は、令和３年４月時点で２８８人と、前年度比で７０１人
減少しており、港区だけでなく２３区全体でも状況は大きく変化しております。
今後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が就学前人口や保育需要に及ぼす影響は不透
明ではありますが、策定予定の「港区の待機児童ゼロ達成後の新たな課題への対応方針」
では、あくまでも保育定員に対する過大な空きを解消することを目指しており、入園した
いときにいつでも入園ができる規模の定員数は今後も確保する方向性でおります。

9

「今後、区全体の保育の質向上のためのノウハウ継承の役割をより一層発揮するため、区
立認可保育園の定員を待機児童解消緊急対策実施前の水準まで見直します」とあるが、平
成27年12月に策定された「港区の今後の保育行政のあり方について」によると、区立保育
園であっても、公設公営のものと公設民営のものとでは役割が異なる。これらを区別して
議論すべきではないか。

ご指摘のとおり、区全体の保育の質向上のためのノウハウ継承のという役割は、主に区立
直営園の役割と整理していますが、指定管理者制度を導入した区立認可保育園について
も、公設施設である以上一定程度このような役割を負っていることから、区立認可保育園
全体についてこのような整理をいたしました。

10

「今後、区全体の保育の質向上のためのノウハウ継承の役割をより一層発揮するため、区
立認可保育園の定員を待機児童解消緊急対策実施前の水準まで見直します」とあるが、園
庭等の施設面において、区立認可保育園には私立認可保育園に対する明らかな優位性があ
る。私立認可保育園の経営に対する配慮等が必要であることは理解できるものの、区立認
可保育園の定員を削減することは、少なくとも短期的な視点において区全体の保育の質の
低下につながる可能性があるため、慎重な検討が必要であるように思われる。
また、「待機児童解消緊急対策実施前の水準」が具体的にどの程度のものか教えてくださ
い。

一般的に申込みが集中する区立認可保育園の定員が最大限確保されていることが、すなわ
ち区全体の保育の質が高いということにはならないと考えております。区全体の保育の質
の向上のためには、区立認可保育園が自園で最大限の子どもを受け入れるという観点だけ
でなく、区全体の保育の質向上のために区の保育士がその力を最大限発揮できる体制が必
要であり、区立認可保育園の定員の見直しは、そのための取組となります。
待機児童解消緊急対策実施による定員の増加の程度は、施設条件や面積的な条件により各
園様々ですが、全体としては、待機児童解消緊急対策実施以降でおおむね１割程度定員を
拡大しております。

資料7　P3
2（1）保育定員に対す
る空きの増加等により
生じる影響

資料7　P5
4(1)② 今後の施設種
別ごとの保育定員設定
に係る考え方について
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No 該当頁 意見及び質問 意見及び質問に対する区の回答

11

令和２年度の「区における今後の認定こども園施策の方向性について」のどの部分を踏襲
し、どの部分を修正しているのか明確でないため、「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」
等、令和２年度の方向性に示された重要な点については、改めて示してはどうか。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等に伴う就学前人口の動向や保育園等の入園申込み
状況を踏まえ、整備については慎重に行うとともに、大きな定員増を新設ではなく、既存
私立認可保育園からの移行により行うこととしました。
策定予定の「港区の待機児童ゼロ達成後の新たな課題への対応方針」には、令和２年度以
降の状況の変化も含めて必要な事項を改めて分かりやすく記載いたします。

12

「既存私立保育園からの移行により行います」とありますが、区内の私立保育園の大多数
は、定員６０名前後で、また園庭がありません。こうした私立保育園から認定子ども園に
移行する場合、施設の移転、新設を伴わず、現行の保育園と同程度の定員で、かつ園庭が
ない認定子ども園になると考えてよいでしょうか。

保育所型認定こども園における園庭に関する基準は、認可保育園と同様のものであるた
め、移行する私立認可保育園の施設条件によっては、園庭を有せず、代替園庭を指定する
認定こども園となる可能性があります。

13
資料7　P6
4(2)①今後の指導検査
等の方向性について

指導監督によってどのように保育の質を向上させられるかについては知見がないため学識
経験者の先生方のご意見をうかがいたいと思いましたが、【方向性】の中の、「会計経理
や労働環境など直接保育にかかわる事項以外の分野に対する支援の仕組みを構築」という
文章に若干の違和感を覚えました。
一般的に、「会計経理」は企業努力で正確性・効率性を高めていくべきものだと思います
し、一方でどのように保育の質向上につながるのかが見えません。また、保育士さんの労
働環境は「直接保育に関わる事項」であると素人目には映ります。
P9（2)にもありますが、事業者努力で行うべきことと、子どもたちのために行政の支援を
入れるべきことを区別し、真に保育の質向上につながるような事業者努力と行政支援の相
乗効果を生み出していただきたいと思います。

ご指摘のとおり、会計経理のレベルの向上は一義的には企業責任と考えておりますが、一
方で、会計については認可保育園に対する児童福祉法に基づく指導検査の対象となってお
り、区としても、安定的な保育園運営の基礎となる会計経理のレベルの向上については、
間接的に責任があると考えております。また、保育園の会計経理に係るルールは複雑であ
ることから、一定の助言や支援を求める声も寄せられております。安定的な保育園運営
は、保育の質の向上にも間接的に寄与すると考えており、一定程度の支援の仕組みが必要
と考えております。
保育士の労働環境の向上は、これが最終的には保育士の労働意欲などに繋がり、保育内容
をより良いものとするという意味で、間接的に保育の質を向上するものと捉えておりま
す。

14

資料7　P6
4（2）② 保育士人材
の確保に係る支援策に
ついて

現状課題として「保育士が定着しない」と指摘があるが、港区での離職率などのデータが
あればご提示お願いします。
コロナ禍で大学生等の保育実習が実施されない状況にあると聞きます。感染予防策に努
め、新卒の保育士支援も検討されたいです。
港区の保育園で積極的に学生さんの支援を行っていると分かれば、就職先として港区を選
んでくれる可能性も高いのではないかと単純に推察します。
企業でいうインターンシップのような制度を検討し、在学時から園に関わり、卒業後はそ
のまま就職できる。それだと「入ってみて違う」という離職も減るかもしれません。
利用者の保護者としては、資格をまだ持たない学生さんでも補助要員としてアルバイトの
ような形で保育に携わっていただき、卒業後に資格をもって就職いただくのは長くかかわ
りを持てるので賛成です。

区内認可保育園の離職率の詳細なデータは把握しておりませんが、区内私立認可保育園運
営事業者全４２社に対してヒアリンを実施した結果、事業者からこのような声が多数寄せ
られております。
区立直営の認可保育園では、これまで大学生等の保育実習の受入れを行っており、コロナ
禍にある今年度においても、必要な感染対策を行った上で、実習生を受け入れておりま
す。
具体的な保育士の採用支援策、定着支援策などについては、いただいたご意見も踏まえ、
今後検討してまいります。

15
資料7　P7
4(3)① 今後の港区保
育室の方向性について

港区保育室の今後10年以内の終了着手については、基本的に同意します。
世の中の情勢や他区の施策等によって港区の保育需要や待機児童数にも変化があるかもし
れないので、当面はそのような事態に備えて臨機応変に継続の方向転換ができるようにし
ておくことを望みます。

ご指摘のとおり、保育室の終了は在園児や今後保育園入園を検討する保護者にとって大き
な影響があることや、今後の保育需要や就学前人口の動向を慎重に見極める期間が一定程
度必要という考え方から、終了着手までに最長１０年間の猶予を設定しました。
今後の保育需要や就学前人口の動向によっては、方向性の変更や修正等についても柔軟に
検討してまいります。

資料7 P6
4(1)③ 今後の認定こ
ども園の方向性につい
て

8 / 9 ページ



No 該当頁 意見及び質問 意見及び質問に対する区の回答

16
「希望する連携施設は、区立認可保育園が多数であった」とありますが、その理由につい
て聞いていらっしゃいますか。

小規模保育事業所からは、広い園庭がある、ベテランの保育士が多くいるなどの理由か
ら、卒園後の入園先として区立認可保育園を希望する保護者が多いという意見を聞いてお
ります。また、卒園を待たずして、年度途中に区立認可保育園に転園してしまう子どもも
多いという意見を聞いております。

17

小規模保育事業等は空きが顕著ということですが、港区では家庭的保育事業の〇〇ママと
呼ばれる事業への支援がありません。それに近いものとして居宅型や小規模保育があると
理解しています。
空きに対しては、保育を福祉として捉えるので「0～2歳児は親の勤労など保育に欠ける」
という利用条件が必要になるが、0歳からの幼児教育として捉え利用にあたって保育料は
もちろん発生するが条件を設けないという選択肢はありえないのでしょうか。

児童福祉法に基づく認可保育園や地域型保育事業の利用に当たっては、同法の趣旨から、
あくまでも保育の必要性の認定を受けることが前提となります。
保育園においても乳幼児の教育・保育を一体的に行っておりますが、保育園や地域型保育
事業について保育の必要性の要件を削除することは考えておりません。

18

資料7　P8
4(5)⑤ 働き方の多様
化に対応した保育利用
調整基準の見直しにつ
いて

フリーランスやテレワークなどに対応した公平な基準として保育利用調整基準を見直すと
のことですが、在宅勤務の場合でも点数の減点がないような方向での見直しでしょうか。
在宅勤務の方やフリーランスの方などはどの自治体だと減点がないかなど、目を光らせて
います。
保育園入園単体だけではなく、少子化対策という広い視野を忘れずに検討をお願いした
い。
入園しづらく、家庭でずっと子どもを見なければならない負担が大きいと、二人目三人目
を考えられない家庭も多く発生してしまうはずです。
学識経験の先生方にはぜひこのような部分での論文やデータの紹介を行っていただきたく
存じます。

保育利用調整基準は毎年度見直しておりますが、近年、働き方の多様化がより一層進んで
いる状況などから、見直しを図る趣旨です。
具体的な見直しの内容等は、今後検討してまいります。

19

資料7　P9
5(3)私立認可保育園等
の魅力やノウハウの発
揮のための上乗せ徴収
の可否

「児童福祉施設という法的役割から」ということであれば、他の地方自治体でも上乗せ徴
収を活用した独自プログラムは認可保育園は提供できないのでしょうか？
年中・年長になれば習い事をさせるご家庭も増えてきますし、そのために送迎を手配した
り勤務時間を調整したりご苦労されているご家庭も多いです。保育園で独自のプログラム
が提供されるのであれば、追加費用が発生しても利用したいというご家庭は少なくないと
思いますし、共働き家庭の子どもたちが専業主婦主夫家庭の子どもたちと比べて機会が限
定されることは可能な限り避けるべきです。利用者にとって園選択の自由度が高いとはい
えないとしても、一部のご家庭・子どもたちだけでも何かを学ぶ機会が得られるのであれ
ば、かつ私立認可保育園の魅力・ノウハウ向上にもつながるのであれば、一定のルールは
必要だと思いますがぜひ上乗せ徴収を活用した独自カリキュラム・サービスの実施を認め
るべきだと思います。

上乗せ徴収は、制度上は認められており、実施するかどうかは各自治体の判断に委ねられ
ております。区では、区が定めた保育料とは別に、独自に保育サービス等に係る費用を徴
収することは、保育園の児童福祉施設という福祉的な役割や公平性の観点から、実施の可
否や制度設計等慎重に検討すべきと考えております。
他自治体の事例等を踏まえながら、引き続き、検討を進めてまいります。

20 -

とても素晴らしい資料を作成してくださり、ありがとうございました。分かりやすかった
です。
今までは保育園のニーズが高く、待機児童が問題になっていたのに、コロナ禍により、親
の働き方が変化していたことで、保育園のニーズが低下したこと等、知らなかったことが
多く、とても参考になりました。その一方で、ステイホーム、work from home が今後の
ニューノーマルになれば、自宅で子どもの面倒をみてくれるベビーシッターのニーズが増
えるのかなとも思いました。

ご意見のとおり、働き方の多様化により、保育に関するニーズもさらに多様化していま
す。
居宅訪問型保育のあり方も含め、保育園のような施設によるサービスと在宅子育て家庭向
けサービスといった既存の枠組みにとらわれることなく、多様な保育ニーズにきめ細かく
対応できるような保育政策について検討してまいります。

資料7 P7
4(3)② 今後の小規模
保育事業等の方向性に
ついて
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