
江東区における保育人材確保支援事業 

平成３０年度福祉人材対策区市町村連絡会 

江東区こども未来部保育課保育支援係 

２０１９年２月１３日 
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【参考】出張所管内別０～５歳人口（単位：人） 
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１ 江東区の人口など  

  2013（H25) 2018（H30） 伸び率 

人口 480,271人 513,197人 6.9% 

０～５歳児人口 26,425人 29,086人 10.1% 

保育施設入所希望者 10,094人 13,432人 33.1% 

保育需要率 38.20% 46.18% 7.98ポイント 

  白河 富岡 豊洲 小松橋 東陽 亀戸 大島 砂町 南砂 

H25 2,287 1,423 7,910 1,212 1,363 3,153 2,827 3,901 2,349 

H30 2,419 1,636 9,680 1,675 2,079 3,039 2,999 3,479 2,083 



平成３０年４月１日現在の江東区内保育施設数と定員数 

江東区内 認可保育施設の整備状況 

（その他認可外：保育室、グループ保育室、家庭福祉員、江東区保育ルーム） 
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２ 江東区の保育園施設整備の状況  

  2013（H25) 2018（H30） 差 

施設数 77 132 55 

定員数 7,635人 12,343人 4,708人 

区立直営 公設民営 私立 
認定 
こども園 

小規模 
保育事業 

認証 
保育所 

その他 
認可外 

施設数 30 14 73 3 12 50 9 

定員数 3,025人 1,545人 7,304人 264人 205人 1,585人 125人 

◆ 平成３０年度途中に認可保育所が３施設開設。 

◆ 平成３１年４月に、認証保育所からの移行を含めて認可保育所が１７施設、小規模保育 

  事業が６施設増の予定。 



３ 江東区の保育園待機児童の状況  

【待機児童とは？】認可保育施設の利用を申し込んだ者から利用者を除いた数。 

◆ 平成29年度、より効果的に待機児童を減少させていくために、「待機児童対策本部」を 

 設置 

 

◆ 都立木場公園などの公有地の積極活用、不動産マッチングサポートの実施などにより、 

 施設の新規整備 

 

◆ 小規模保育事業の整備 

 

◆ 施設整備を補完する事業として、居宅訪問型保育事業や定期利用保育事業を実施 
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  2017（H29) 2018（H30） 

待機児童数 322人 76人 



４ 保育施設における保育士の充足状況  

◆ 区内認可保育所の職員充足状況について 

  基本的には法令に基づく保育従事者を確保して運営している。 

  ただし・・・延長保育への対応、勤務ローテーションなど、職員配置に余裕が無いと運営できない！ 

  

 【平成30年8月調査（私立保育所75施設）】 

  公定価格の基本分に加えて延長保育事業に必要とされる保育士数を満たしていない施設 

   → 約13％にあたる10施設 

  区が推奨する加算のために必要とされる保育士数を満たしていない施設 

   → 約60％にあたる45施設 

◆ 区内認証保育所の職員充足状況について 

 【平成30年4月（認証保育所49施設）】 

  定員を満たしていない施設 → 38施設 

  定員を満たさない理由 → 「職員配置に不安があるため」約29％にあたる11施設 
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５ 保育人材確保支援事業  

◆ 保育士等の定着を目的とし、保育施設運営事
業者が借り上げた住宅に保育士等が居住する場合
に借り上げにかかる費用を補助（平成２８年度から） 

◆ 保育士のお子さんの保育所入所における優
遇措置（平成３０年４月入園から） 

◆ 潜在保育士をターゲットとして講義及び実習に
よる就職応援セミナーを開催（平成３０年度から） 

◆ 保育園就職フェアの開催、保育施設運営事業者
向けの採用支援セミナーの開催（平成２８年度から） 

◆ 国や都の制度を活用し、保育施設で働く方の
処遇改善（賃金アップ）を支援 
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６ 保育従事職員宿舎借上げ補助事業  
◆ 対象施設 

 公設民営保育所、私立保育所、認定こども園、小規模保育事業、認証保育所、江東区保育ルーム、
保育室 

◆ 対象職員 

 保育士または看護師 ※勤務年数の制限は都の制度改正を受けて２９年度に廃止 

◆ 補助金額 

 補助基準額：月額82,000円 

◆ 増加の要因 

  ・制度の浸透 ・年数制限の撤廃 ・地方出身者の都内就職の増 
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  2016（H28) 2017（H29） 2018（H30）見込み 

活用施設数 49 91 129 

対象職員数 161人 442人 700人 

決算額 89,342千円 289,916千円 約500,000千円 



７ 保育園就職フェア in Koto   

◆ 主催 

 江東区（事業委託により実施） ※協力：江東区私立保育園連盟及び江東区認証保育所施設長会 

◆ 開催実績 

◆ 特徴 

  ・事業者による相談会 ・就職支援セミナー ・相談コーナー（現役園長）  

  ・こうとう若者女性しごとセンターの協力 ・就職祝いの進呈 
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  会場 来場者 うち就職決定 委託経費 

H29.2.12（日） 
江東区文化センター

（東陽町） 
76人 14人 3,497千円 

H29.8.27（日） 〃 73人 10人 
6,576千円 

H30.1.21（日） 〃 36人 9人 

H30.9.2（土） 〃 78人 － 
7,431千円 

H31.2.2（土） 江東公会堂（住吉） － － 

◆ 課題 

  ・周知、集客 ・委託先の選定 ・セミナーの内容やタイムスケジュールの設定 



８ 保育園運営事業者向け採用活動等支援セミナー   
◆ 概要 

 こうとう若者女性しごとセンターの協力により、区内保育施設運営事業者向けに無料でセミナー（2
時間程度の講義）を開催 

◆ 実績と主な内容 

 29・30年度は各3回開催、各回10～20名程度参加 

 最新の労働市場情報、求人票の作成、採用面接時のポイント、自社の魅力アピール方法など 

◆ 概要、目的 

 区外の方を対象に、本区の魅力をＰＲするとともに、
区内保育施設を紹介するために作成。 

◆ 内容  

 江東区の案内（観光資源等）及び区内保育施設紹
介のほか、現職保育士のインタビュー記事を掲載。 

◆ 配付 

 区内保育施設への配付、就職フェア等で配付、関
東近県など遠方の保育士養成施設に送付 
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８ 保育園就職支援パンフレット作成  



９ 潜在保育士向け 保育園就職応援セミナー   
◆ 主催 

 江東区、協力：有明教育芸術短期大学 

◆ 対象者 

 区内の潜在保育士（保育士資格を持っているが 

長期間保育の仕事から離れている、または現場に 

就いたことがない人） 

◆ 目的、概要 

 保育施設への就職を、より現実的に意識し検討できる 

よう、保育の仕事に活かせる実践的なプログラムである講義及び実習を実施する。 

 受講料は無料。ただし、実習に必要となる健康診断費用は自己負担。 

 第１期を30年9月～11月に、第2期を31年2月～3月に実施。  

◆ 経費 

  ・講師謝礼 ・検便検査費用 ・実習先謝礼 ・印刷経費 

◆ 課題 

  ・周知 ・大学との調整  
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講義 2日間 有明教育芸術短大 保育に役立つ心理学、こどもの病気や事故の予防と対策 ほか 

実習 3日間 区内私立保育所 保育環境づくり、一日の生活の流れ 地域とのかかわり ほか 


