
品川区　保活実態調査

【2022年度】結果
調査目的　：保活の当事者の声を見える化し、後輩ママへのアドバイスや、行政へ働き掛ける材料とすることを目的とする

調査方法　：googleフォームを活用したWebアンケート調査

調査対象　：2022年度4月入園に向けて保活を実施した品川区在住の保護者

調査期間　：2022/2 /4～2022/4/18

回答数：54件

調査実施主体：しなっこねっと（https://shinacco.net/）　品川区で子育てをする現役ママが、

　　　自身の体験をもとにWebサイトやSNS等での情報発信・座談会等のイベント企画運営を行っています。

⚫品川区保活実態調査の結果はこちらより 　　

⚫品川区保活実態調査の結果の元データはこちらより　
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https://docs.google.com/forms/d/16o5FY0WTGki-vpkOS1omnrPATq63lovV1xEHUnw64cg/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/11u0U6o7RL4KzudXLhpKRytj6cP-kbhm2wSoFKxxEZH8/edit


【2022年度　品川区保活実態調査　結果概要と考察】

◉今回の調査では5.6%が妊娠前に、24%以上が妊娠中に保活を開始。希望通りの保育施
設に入園できたのは74.1%。（問7、問16）
◉新型コロナウイルスにより20.8％が入園時期を遅らせた。（問9）
◉見学した保育園数が0件だったのは11.1%、1～3件が33.3%と最多回答。（問11）
見学の調整が大変だったという声は多数。オンラインでの園見学に対する高評価も。（問22
、問23）
◉「保育園のご案内」は90.6％、「認可保育園等一次選考内定者最下指数一覧」は88.7％
が利用。区の窓口相談やかんがるープラン等の制度、ママ同士のコミュニティ情報、SNS等
が役に立った。（問13）
◉保活の情報収集や手続きは「ほとんどを母親が担当した」のが81.5%。見学や問合せは平
日に行われるため、父親が情報不足のまま申し込みに至ったという声もあった。（問19、問
22）
◉92.6%の保護者が保活に何らかの負担を感じていた。園の情報収集、手続き、内定指数、
精神的負担等。（問20、問21、問22）
◉ベビーシッターの活用について、保育園に入園できない場合の選択肢として35.3％が検
討、既に利用し復職している声も寄せられた。しかし利用への不安やコロナ禍でのベビー
シッター不足に対する不安も多く寄せられており、安心して使える環境作りに課題（問25、
問26）
◉保育園に入園を希望する理由としては「保護者のキャリアの継続」「子どもの社会性醸成の
ため」等理由が分散。入園できる可能性を高めるために低年齢・4月度入園を選択している
人が多い。
◉希望する時期での入園保証があるなら「2歳の誕生日を迎える月」が31.5%、次いで「1歳の
誕生日を迎える月」20.4%と、「1歳児クラス（4月）」13.0%を上回った。前回調査（最多「1歳の
誕生日を迎える月」32.8%）とも異なり、興味深い結果となった。（問28、問29）
◉要望としての第一位は「育休明け加点が欲しい（保育園枠を確保するため急いで保育園
にあずけなくて済むかもしれない）」が48.9%で第一位。入園人数が多い（＝内定しやすい）
ことを優先し0歳児で入園させているジレンマが感じ取れる。区に期待することでも「希望時
期に入園できる仕組みづくり（4月以外でも入園できる仕組みづくり）」が75.5%と第一位。
（問2、問30、問32）
◉要望として、保活のDXを求める声多数。「認可保育園等一次選考内定者最下指数一覧」
の「Webで指数階層が算出できるように」、「見学予約のWeb化」、保育園情報のWeb公開
の要望が多い。（問31）
◉品川区の情報提供や保育園数の充実に対し肯定的な意見も多数。（問33）

【2022年度　品川区保活実態調査　目次】
【１】回答者の属性　　（問１〜問６）

【２】保活の時期と実態　　（問７〜問１９）

【３】保活での負担感　　（問２０〜問２２）

【４】役立ったもの、よかったこと　　（問２３）

【５】保育園以外の選択肢・ベビーシッター補助制度について　　（問２４〜問２６）

【６】保育園に入園を希望した理由と入園時期について　　（問２７〜問２９）

【７】感想・要望　　（問３０〜問３３）
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【１】回答者の属性

１、お住まいの地域を教えてください。品川での保活経験者以外の方はその他を選択して

ください。54 件の回答
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【２】保活の時期と実態
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13、保活にあたり活用したものがあれば教えてください。（複数選択可）　53件の回答

選択肢 人数 割合

品川区の「保育園のご案内」 48 90.6%

品川区の「認可保育園等一次選考内定者 最下指数一覧」 47 88.7%

品川区の保育課の相談窓口 32 62.9%

ママ友からの口コミ 22 41.5%

SNS 17 32.1%

品川区の保育課の「しながわっ子 子育てかんがるープラン」 8 15.1%

品川区の「しながわパパママ応援アプリ」 7 13.2%

品川区の「いきいきあんしん子育てガイド」 6 11.3%

品川区の「子育てネウボラ相談員」 3 5.7%

こぽる（とうきょう子供・子育て施設ポータル） 3 5.7%

【自由回答】品川保活見聞録 1 1.9%

【自由回答】しなっこねっと 1 1.9%

【自由回答】東京都認可外保育園一覧 1 1.9%

【自由回答】産後ドゥーラさんのアドバイス 1 1.9%
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１７、今回保育施設を利用できなかった方はお答えください。当てはまる項目をお選びくだ

さい。（複数選択可）8件の回答

選択肢 人数

申し込みをした保育施設から連絡がなかった 4

もっと子どもと一緒にいたかったため、不承諾狙いで申し込み、または内定辞退した 1

認可外保育は保育料が高額となるため申し込みをしなかった、または内定を辞退した 1

新型コロナウイルスへの不安があるため申し込みをしなかった、または内定を辞退した 1

【自由回答】品川区内で保活激戦区へ引っ越しのため転園申請したが空きがなく転園できなかった 1

急な転勤のため、申込期日に間に合わなかった 0

早生まれのため、申込期日に間に合わなかった 0

場所が希望と合わなかったため申し込みをしなかった、または内定を辞退した 0

開所時間が希望と合わなかったため申し込みをしなかった、または内定を辞退した 0

保育の内容が希望に合わなかったため申し込みをしなかった、または内定を辞退した 0

兄弟別園となるため申し込みをしなかった、または内定を辞退した 0

認可外保育の質に不安があるため申し込みをしなかった、または内定を辞退した 0

新型コロナウイルスの影響で勤務形態等が変わり申し込みをしなかった、または内定を辞退した 0
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【３】保活での負担感

２１、保活で負担を感じたことについて当てはまる項目をお選びください。（複数選択可）　54

件の回答

選択肢 人数 割合

園の情報収集 30 55.6%

申込書類の準備および提出 35 64.8%

見学の予約および実施 33 61.1%

言葉の定義や仕組みの理解（認可・認可外、基本指数・調整指数など） 30 55.6%

区役所への複数回の訪問 24 44.4%

職場との調整（復職時期の短縮または延長） 11 20.4%

入園可能性を上げるため、一旦他の施設に預けた 5 9.3%

保活が長期化した 4 7.4%

内定結果の調整（複数園の内定があった場合） 3 5.6%

特になし 3 5.6%

職場との調整（就労条件の変更） 1 1.9%

【自由回答】区に質問すると、担当により返答が違うことが1番の負担に感じた 1 1.9%

２２、保活における苦労や負担を感じたことについて自由にお書きください。32件の回答

①園の情報収集等に関すること
引越してきたばかりだったので、情報収集に手間取った。／　園見学の調整。コロナの影響で園によって予約時

期を延期や、見学人数・見学日時の制限を行ってていたため、同じ園に複数回電話したりと、なにかと手間がか

かった。／　園の見学の日程調整／　育休後半がずっと緊急事態宣言で全く園見学できなかった。／　保育園

見学の申し込みやスケジュール調整。／　言葉の定義がわかりにくく理解するまでに時間がかかった。コロナの

影響で園によっては見学不可の期間がありスケジュールを組みづらかった。／　コロナ禍なので見学受入無し、

あっても1日1組までの制限など、仕方がない事とはいえイレギュラーで情報が得にくい事があった。／　保育園
の見学へ行く都度、よくある質問を聞いてメモする事が少し負担を感じた／　保育園の情報がそれぞれバラバラ

に掲示されていて、比較をするには自分で調べなくてはならず難しかった。特によくある質問について一元化リ

ストがあると助かる。また、コロナで見学が延期になったのも大変だった。／　園のパンフレットなどが見学に行

かないと手に入らない。他の区では区のサイトに各園のパンフレットデータが掲載されているところもある。もっ

とネット上でオープンな情報開示をして欲しい。／　基本的に訊きたいことはどの園でも同じなので、いっそ一律

に園のHPで情報公開してくれればいいのにと思った。／　認可保育園に関して、保護者が聞きたい事（オムツ
持ち帰りの有無、毎週持参する持ち物、イベントや工作の準備が必要かどうか、園とのやりとりは紙かアプリか
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など）の実態についてネットや園の紹介に書いて欲しいです。見学して聞かないといけないので、聞く方も、聞か

れる方も大変だと感じました。／　保育園別の、各年齢別の入園可能数がわからない。昨年の実績を見学のと

きに聞き回って推測するしかない。せめて昨年実績は一覧で開示して欲しい。これも他の区では準備されている

／　認証保育園の場所がどこにあるのか一覧が無かった／　認可外の申込には基本的に見学が必要である

点。

保育園見学が平日のみの所が多く、わざわざ会社を休んだこと。

②制度・申し込み手続きに関すること
階層を計算するのに苦労した。／　区役所の資料が諸々わかりにくい。特に最低指数表はエクセルだったら

データソートして比較検討できるのに勿体無い。／　品川区の「保育園のご案内」がpdfなのに画像で構成され
ているために、文書内文字列検索できないのをすぐに直してほしい。かなり量がある書類かつ、保育園申請に

必要な書類や条件など複雑なものをあの資料から理解しなければならないのに、pdfでありながらぶんしょない
検索できないのはpdfで配布する意味がない。／　保育園入園書類提出や点数換算のルールがわかりにくい。
／　入園予約、2月までの入園申請、4月の入園申請と3回も就労証明書を作成しなければならなかったので、
勤務先と何度もやり取りをした。／　職場への勤務証明書の度重なる発行の依頼。第一子の育休から復職せず

に、連続して第二子の産休育休に入ったこともあり、育休延長のために幾度にもわたり同証明書の発行依頼を

するのは大いに負担だった。すべて書面で行いましたが、今後ネットでの申し込みが可能になると保活も負担軽

減になるかと思います／　同じような資料複数回出す事が負担に感じた。コロナ禍もあり、電子化を進めて欲し

いと感じた。／　書類提出が11月なのに、入園の4月までに転職などすると点数が変わるため内定取り消しなど
がありえるということを入園内定後に知った。よくある質問などにまとめてわかりやすくしてほしい。

③内定指数に関すること
東品川で1歳児以降の入園は加点必須で大変厳しい現状。東品川で認可保育園に入園させたい場合は0歳児
入園が現実的である。／　正社員共働きで第一子加点無しだと、近隣の認可が絶望的だとわかったとき。／　本

当は、もっと後にいれたかったが、点数が低くて早めに入れざるを得なかったのが、とても悲しいです。今年はコ

ロナの影響もあってか、二次募集の時点での空きも多かったので、もっと後に申し込めばよかった、とか、そした

ら入れなかっただろう、とかすごくモヤモヤしています。／　点数が高い人はいつでも希望園に入れるからーとか

いって、ゆっくり育休延長してるのがうらやましいです。／　本当は点数が高い人ほど預ける必要性が高いはず

なのに、優雅に育休延長して、妊娠中に病気で仕事をやめざるを得なくて求職要件になってしまったり、疾病で

預けざるを得ないのに入れないとか、ホントにイライラします。／　もう少し実態に沿った点数にしてほしいです。

／　同じ保育園に入れるか入れないかまよった。／　離婚するしかないと思いました／　家の周りの園全てが40
点では入園できなかった。早生まれだったため、前年度の途中から申し込んだが入園できず、今年度4月も前述
の通り不承諾だった。認可外保育園に通うことになったが、せめて3歳児クラスからは必ず認可に入れるという
確約がないと、これから1年、または2年間保活に悩まされることになり精神的に負担。3歳児から必ず認可に通
えるのであれば認可外に2歳児まで通わせてもいいという人もいると思うので検討してほしい。／　夫の退職、
自営業への変更の時期が重なり、点数への影響を考慮しなければならなかった。保育科窓口で何度か相談す

ることで、理解することができた。／　兄弟加点がないと認可保育園には入ることができないのはおかしいと感じ

る。また、認可外加点も4月5月生まれの家庭に有利に働くと感じる。早生まれ家庭が認可、認可外保育園に入
るためには、予防注射が一通り完了する前に入れないとならない状況はなんとかならないのか。

④その他
上の子の在園資格の関係で(下の子の満一歳の次の4月までしか在園できない)、3月生まれの今回の子供は、
1歳児4月に入園する以外の選択肢が無く、コロナもあるしもう一年育休を延ばしたかったこともあり、その辺り
の判断が悩ましかった。一年だけ幼稚園や認可外に転園することも検討したが、その後復職したい時に保育園

にさんなら戻れる保証も無く、上の子の環境の変化も大きすぎる。／　第一希望が、姉と一緒の認証保育園だっ

たため、結果がでるのが2月下旬で遅かったので、他に内定をもらっている園との調整や、自分自身の精神的な
不安も大きかった。／　仕組みの理解からせねばならず、ほぼ母親が担当したこと。区役所への問い合わせも

平日のみなので、結局理解している私が連絡せねばならず、父親はおそらくあまり理解せずに申し込みに至っ

た。／　認可外の中には夏から動き出さねば間に合わないところもあり、認可保育園の合否がわかるまで結局

半年以上保活せねばならず、初めての育児との両立が難しかった。／　区役所で説明を受けて入園予約制度を

利用しましたが、会社の制度や育児給付金制度との兼ね合いや通常の申込との兼ね合いで起こる問題に気づ

かないまま利用したため、復職や給付金面で不利益が生じ、また納得のいく保活ができないまま終わってしまっ

た。／　4月の一斉入園をせめて乳児クラスはやめてほしい。もしくは、上期生まれ、下期生まれのそれぞれで
定員の設定を設けて欲しい。4、5月生まれの0歳はほぼ1歳であり、0歳児クラスと扱われるのは本当に納得い
かない。／　妊娠中の身重や新生児を連れての役所訪問が待ち時間も含めて負担です。／　区役所で待ってい

る時に、日本語以外が母語のお母さんが待っており、入園申し込みのルールを理解するのにたいへん困ってい

るようでした。そう言う人にもわかりやすい制度になるといいと感じました。／　発達遅延のため認証保育園は全

て問い合わせ段階でNGだったので精神的に追い詰められた
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【４】役立ったもの・よかったこと

２３、ご自身の保活をふりかえり、役立った、よかったと思ったものがあればお聞かせくださ

い。　25件の回答

①品川区の施策・制度・窓口対応等
かんがるープランへの相談／　かんがる〜プランで色々教えて頂けたのと、前年度の保育園指数結果を教えて

頂き、保育園を選ぶ参考になった。／　品川区の地区別の年齢別人口は、自分が住んでいる地区の保育園入

園申込数を予測するのに便利でした。また、過去の最低指数の公表は申込する園の選定に便利だと思いまし

た。階層を計算してくれる計算ツールがあるといいなと思いました。保育園のよくある質問（発熱基準、おむつの

持ち帰り、アレルギー色対応など）をリスト化して回答の比較ができるようにしてほしいです。／　品川区のホー

ムページあとは直接電話での問合せぐらいかな、、／　保育の案内を読み込む。／　区役所窓口の方が申請時

に親切に確認してくださって安心して提出できた。／　区の窓口の方の電話相談対応では大変親切にして頂き

ました。締め切り前も増員されているのか、電話が繋がらないということもなく、大変ありがたかったです。／　加

点の方法を詳しく知りたかった。区役所が出している冊子には加点の内容は羅列されているけれど、実際どの

ようなケースがあったのかまでは書かれていない　品川区の「認可保育園等一次選考内定者 最下指数一覧」こ
れが希望する園に入園できる可能性を確認する一番の指標になると思います。

②ママ同士のコミュニティ等からの情報
児童センターなどで知り合ったママたちといろんな園の情報を共有でき、見学に行くかどうかなどの判断にも役

に立った。／　児童館のママ友の口コミ情報。／　児童センターでのママ友との交流により、保活の情報交換が

できてよかった。／　ママ友からの情報。

③WebサイトやSNS等の情報
口コミサイト／　子育てメッセでしなっこねっとさんの講座を聞けたのがよかった。質問をさせていただいたが、回

答のとおり、第一希望に年子を同時入園させることができた。／　品川保活見聞録さんのブログを全て読んで保

活に当たったら申し込んだ認証保育園全てから内定をいただいた。

④園の見学
オンライン見学できる園が増えたのはいい事だと思います。公立園は相変わらず情報が得にくく、文書化されて

いない細かいルールや後からいきなり追加されるルールが多いので見学だけじゃわからないことがまだまだ沢

山ありますので、質問は積極的にして疑問を解消しておいて良かったと思います。

⑤ベビーシッターの活用
10月に認可、認証全て落ちてシッターさんにお願いしたが、とても良かった。0歳児のうちは本当に安心感があ
ると感じた。／　東京都のベビーシッター支援事業。これが無ければ100万円ベビーシッター代自腹か偽装離婚
していた。絶対にやめないでほしい。

⑥自身の行動・その他
0歳で認可外に入れて加点してから1歳の保活に臨んだ点。結果として希望の保育園にはいることができた。／
　日中のお昼寝時間が長い低月齢のうちに見学に多く行っておいたのはよかった。(月齢が上がると、見学中に
飽きてしまうので)／コロナ禍ではあったものの早いうちから見学日程の情報を調べたり個別に問い合わせたり
することで、多くの園を実際に見学することができた。／　Googleマップ等を利用して徒歩圏内の園をピックアッ
プしました。／　意見書を添えること／　　反省点ばかりで特になし

【５】保育園以外の選択肢・ベビーシッター補助制度について
  
２４、どこの保育施設も利用できなかった場合、どのような選択肢を検討していましたか。

（複数選択可）52件の回答
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選択肢 人数 割合

育休の延長 37 19.0%

一時預かりやベビーシッターを活用 19 36.5%

夫婦どちらかが退職 4 7.7%

幼稚園の利用 4 7.7%

祖父母や親せき、知人にお願い 3 5.8%

別地域への移住 3 5.8%

自営のため、勤務時間を調整して自宅で面倒を見る 1 1.9%

職場の託児所の利用 1 1.9%

【自由回答】転園できなかったので今の保育園に在園 1 1.9%

【自由回答】既に認可外に入れていたので継続予定だった 1 1.9%

【自由回答】偽装離婚 1 1.9%

【自由回答】会社の運営する保育園に入園 1 1.9%

【自由回答】自宅保育 1 1.9%

２５、東京都および品川区では、ベビーシッター補助制度が利用できます。どの保育園にも入れなかった場合、

この制度を利用したいと思いますか？53件の回答

２６、ベビーシッターの利用に対する不安はありますか？ある場合は、その理由をお聞か

せください。（複数選択可）　53件の回答

選択肢 人数 割合

ベビーシッターとの相性・信頼性の不安がある 41 77.4%

不在時における盗難・物損等の不安がある 25 47.2%

保育の安全面での不安がある 20 37.7%

不安はない 6 11.3%
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【自由回答】在宅勤務なので業務に集中できるか不安 1 1.9%

【自由回答】前払いなど金銭面 1 1.9%

【自由回答】性的虐待が心配である 1 1.9%

【自由回答】在宅勤務の場合に情報機密の問題から利用できないと感じている 1 1.9%

【自由回答】預かって欲しいというより、他の子どもとのふれあいがない面で、保育園とは別

物であると考える。 1 1.9%

【自由回答】夫がテレワークで在宅勤務の日が多いので、狭いマンション内でベビーシッター

と共存することの難しさ 1 1.9%

【自由回答】昼食の準備、父母どちらかが体調不良の場合の預け先 1 1.9%

【自由回答】同世代と触れ合えないため、子どもの社会性育成に不安がある 1 1.9%

【自由回答】実際に待機児童の際に利用したがとても良かった。 1 1.9%

【自由回答】補助対象のベビーシッターも予約が困難 1 1.9%

【自由回答】コロナでベビーシッターが不足しており、希望通りにシッターを依頼できるか 1 1.9%

【６】保育園に入園を希望した理由・入園時期について

２７、今回保育園に入園を希望した理由についてお聞かせください。（複数選択可） 54 件の回
答

選択肢 人数 割合

4月入園の方が保育園に入りやすいため 41 75.9%

低年齢クラスのほうが保育園に入りやすいため 22 40.7%

自身のキャリアアップのため 13 24.1%

日々の生活費に不安があるため 12 22.2%

将来の子どもの教育費等に備えるため 11 20.4%

周囲に子育てをサポートしてくれる存在がいないため 10 18.5%

育児は専門家にお願いしたいと思ったため 6 11.1%

自分には育児が向いていないと思ったため 6 11.1%

職場で育休を長く取れない雰囲気があったため 4 7.4%

自分の体調不良のため 1 1.9%

【自由回答】この質問はもし父親だけの場合もされるのかと疑問に思いました。それが普通

だからとしか答えられない。 1 1.9%

【自由回答】引っ越しで転園希望 1 1.9%

【自由回答】仕事が恋しくなった 1 1.9%

【自由回答】より勤務時間を増やすため（すでにベビーシッター利用で復職済み） 1 1.9%

【自由回答】復職するため 1 1.9%

【自由回答】質問の意図がわからないです、、、。単に働くため、です。働く＝生活費のため、

だけでもないので、、、 1 1.9%

【自由回答】こどもにお友達と遊んでもらい、プロ(保育士)に成長のサポートをお願いするた
め 1 1.9%

【自由回答】プロの方にみてもらうことで、子供の成長につながることが多いと思ったので。 1 1.9%
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【自由回答】第二子が一歳の年度末までしか上の子が現在の保育園に在園できないため。 1 1.9%

【自由回答】職場からの復職願い 1 1.9%

【自由回答】発達遅延のため、なるべく同年代の子達との関わりを持たせたかったため 1 1.9%

２８、希望する時期での入園が保証されているとしたら、どのタイミングでの入園を希望しま

すか。（産後2年以降は育児休業給付金が無いとして） 54件の回答

　　　　　　　

２９、その理由についてお聞かせください。43件の回答

①0歳児クラスでの入園（4月）　
・（春生まれ前提で）1年弱子供と一緒にいられるし、教育費の観点では早く復帰した方が貯金できるから。でも
早生まれなら1歳児クラス入園にしたい。
・復帰後のキャリア面を長期的に考えると、1年の育休がブランクとして限界だと感じるため。
・枠が多いため

・小さいうちから集団へ入れたかった

②1歳の誕生日を迎える月
・1年はしっかり休みたい
・法律で定められた育休期間は自宅保育をしたい。

・一歳までは完母で子供に免疫をつけたいです

・一歳になると動きが激しくなるので、家の外で遊ばせたいのと、いろいろ興味がわいてくるので。

・1歳まで近くで成長を見守りたい。低月齢だと、風邪を引きやすく復帰しても休まなければならない事が多く職
場との調整も難しい。

・子供の成長と家計の影響を考えて。乳児期の時間を濃く過ごしたいから。

・会社に早く戻ってきてと言われるから

・給付金が減らないうちに復帰したいので。

・一律だと競争激化や思ってもいない空き園が出てしまいお互いにとって無駄な行動が増え効率的ではないた

め。1歳児クラスまで耐え忍べる人もいるのかと思われますが、経済的に早く働きたい人もいるのと、離乳食開
始時の復職は本当に大変過ぎるので、誕生月ぐらいが適当と思われます。

③1歳児クラスでの入園（4月）
・子供が小さい時期を一緒に過ごしたい。

・可能であれば1歳までの時間をこどもと過ごしたいため
・1番成長する1年は子供と一緒にいたい為
・つかまり立ちができたり、離乳食もほぼ完了しているため、フルタイムで働いたとしても迎え後のお風呂や朝晩

の食事と両立できそうだから。

・小さいうちは自分の手で育てたいが、家庭だけでは与えられない経験や環境が保育園にはあると思うので、そ

の両方のバランスを取ると、個人的にこのタイミングかなと思う。

・一歳までは一緒に過ごしたい。仕事に復帰するタイミングとして、引き継ぎや人事の関係からも4月始まりが
ちょうどいい

・年度の切り替えで職場に迷惑をかけにくいから
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④2歳の誕生日を迎える月　
・より子供と長くいたいと思ったため、自分のタイミングで入園できるならそうしたい

・仕事は何十年も続くが、子どもの乳幼児期の数年間はあっという間に過ぎ、育休を最大限延長してでも子ども

の成長を一番近くで見守ることは、今後の人生においてもかけがえの無い経験になると思ったため。

・ほどほどの達成感があったから

・2歳の育休手当が終わる頃に復職できれば1番理想。
・育休が取得できる期間が2歳の誕生日までだから
・育休期間ギリギリまで子供と一緒にいたいから

・生活を考えると給付金が必要なため

・育休がとれる最長の期間までは子どもと一緒にいたいので。

・育休をMAXまで取りたい。歩けるようになってから育児が少し楽になったため、あと1年くらい子供との生活を
楽しみたい。

・2年育休が取れるので
・「２歳まで育児休業給付金が出る」のであれば２歳の誕生日まで一緒にいられると個人としては喜ばしいです。

・私の子供は疾患持ちで生まれたので、他のお子さんに比べると成長が遅めで健康面での不安がありました。

コロナ禍ということもあり、安心して預けられる年齢として２歳かな、と思いました。

⑤2歳児クラスでの入園（4月）
・2歳くらいまでは子どもと過ごしたい
・給付金が約2年もらえるならそこまで育休を延ばして子供たちと向き合える時間をとりたかった。
・育休を取れる最大限まで子どもと一緒に過ごしたかったから。

・小さいうちは、本当は家で見たい。本当はもっと一緒にいたいです。

・4月うまれなので、2歳児であれば、ほぼ3歳でひとつ上の学年早生まれさんは幼稚園に入ったりしているの
で、集団生活をさせてあげたいとも思う。

・予防接種が一通り終わり、他の子への感染リスクも減らせる。

⑥わからない

・元々幼稚園のつもりだったのだが、発達遅延が発覚したため、保育園入園を検討した。幼稚園の方が「いじ

め」が目立つと言われたので

⑦産休おわりでの入園

・育休では満額の給与のお金は出ないし、フリーだとなんの補助もない。０歳の産休終わりでの仕事再開は普

通だと思う。

⑧産休直後から

・育休を取得すると賃金が下がる為

⑨生後57日（入園可能な最短日数）
・なるべく早く復職するため

⑩自分が預けたいと思う月齢から選べることが最優先
・つまり、子供の成長に応じて。1歳半や8ヶ月などなんでも。

【７】感想・要望

３０、認可保育園への入園の優先順位について感じていることを教えてください。（複数選

択可）47件の回答

選択肢 人数 割合

育休明け加点がほしい（保育園枠を確保するために急いで保育園に預けなくてすむかもしれ

ない） 23 48.9%

認可外保育施設（０～2歳枠）を卒園した後、認可保育園に入れるよう配慮してほしい 19 40.4%

兄弟加点を増やしてほしい 8 17.0%

自営業者をもう少し優遇してほしい 6 12.8%
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求職中の人をもう少し優遇してほしい 6 12.8%

正社員ではない人をもう少し優遇してほしい 4 8.5%

兄弟加点を減らしてほしい 3 6.4%

【自由回答】募集人数の比率変更で0歳児枠を減らして1歳児枠を増やしてほしい 1 2.1%

【自由回答】1歳児の入園が厳しい現実をなんとかして欲しい。 1 2.1%

【自由回答】医師、看護師だけでなく、他の医療従事者も加点対象にして欲しい 1 2.1%

【自由回答】低所得者優遇をやめてほしい 1 2.1%

【自由回答】指数が高い人から入園が優先されることは然るべきことだと思うが、指数の高い人から

保育園を選べる仕組みになっているのには疑問。不平等であると思う。 1 2.1%

【自由回答】課税所得で優先順位をつけるのをやめてほしい。 1 2.1%

【自由回答】疾病要件など、すぐに必要な人を優遇してほしい。 1 2.1%

【自由回答】早生まれを考慮してほしい。4月の選考は一緒だとしても入園は7月や9月、生ま
れ月によって決められる等。 1 2.1%

【自由回答】育休明けに転職しても内定取り消しにするのをやめてほしい。転職がふつうの時

代なので、時代に合ってない。保育園入園のために転職活動が制限されるのはおかしい。 1 2.1%

３１、保活に関する品川区の仕組みで、こうなればいいのにと思うことを教えてください。

（複数選択可）51 件の回答

選択肢 人数 割合

自身の指数や階層を簡単に確認できる仕組み作り 35 68.6%

保育園の見学予約をWEBでできる仕組みづくり 33 64.7%

入園申請書類の電子化 30 58.8%

区内の認可外保育施設情報の一括提供 29 56.9%

しながわパパママ応援アプリでの保育施設の空き状況の開示 26 51.0%

育休明け復職予約制度の枠を増やしてほしい 24 47.1%

しながわパパママ応援アプリでの保活情報の提供 18 35.3%

早生まれ児の入園予約制度の枠を増やしてほしい 16 31.4%

平日の夜間や土日の対応など、保活支援の時間帯・曜日の拡大 12 23.5%

【自由回答】保育園ごとのFAQ（見学時によく聞かれることは予めWEBに掲載しておく） 1 2.0%

【自由回答】0歳児の枠を減らして、1歳児の枠を増やすべき。0歳の時はそばで成長を見守り
たい。 1 2.0%

【自由回答】各保育園の情報をネット上でもっとオープンに情報開示してほしい。 1 2.0%

【自由回答】いわゆる「見学で確認するポイント」（オムツの処理や入園前用意するものリスト、

ベビーカー置き場の有無など）をHPで一律情報公開 1 2.0%

３２、これから品川区に力を入れて検討してもらいたいことを教えてください。（複数選択可）
53件の回答

選択肢 人数 割合

17



希望時期に入園できる仕組みづくり（4月以外でも入園できる仕組みづくり） 40 75.5%

保育士の待遇改善 34 64.2%

最寄りの認可園はその地域に住む子どもが優先して入園できる仕組みづくり 33 62.3%

兄弟同園になる仕組みづくり 28 52.8%

病児保育や病後児保育 28 52.8%

0,1,2歳の入れる保育所の充実 24 45.3%

保育園の質の確保 24 45.3%

幼稚園の預かり保育の充実 17 32.1%

3歳以降の受け皿の確保 11 20.8%

パートタイムでも保育園に入れる仕組みづくり（週２，３日など） 10 18.9%

夜間保育 6 11.3%

【自由回答】既存保育園の質の向上 1 1.9%

【自由回答】登園に規定分以上かかる場合は、駐輪場の確保できるよう優遇してほしい 1 1.9%

【自由回答】園庭のある保育園の拡充 1 1.9%

【自由回答】保育園を増やすよりも保育士を労ってほしい。 1 1.9%

３３、ご自身の保活をふりかえり、感想や品川区への要望をお聞かせください。

【感謝や肯定的な感想等】

・引っ越してきたばかりでの保活だったが、保育園の方や区の方も親切に対応してくださったことに感動した。不

安も多かったが、納得の行くまで見学をして決められたのでよかった。

・待ち時間や人数のリアルタイムの様子がオンラインで確認できるようになったり、指数の一覧がネットで見れた

り、6年前に上の子の保活をした時よりもずっとやりやすくなっていた。改良を続けてくれてありがたい。今後も、
区民の声を聞き、改善を続けてほしい。

・初子で何も分からなかったので、かんがる〜プランはとても良かったです。たまたま品川区のホームページを

見たから知ることができましたが、妊婦面談の時に教えてもらえたら利用する人が増えると思います。

・見学も1園しか行けずどうなることかと思いましたが、指数表のおかげで把握することができ無事入園できまし
た。品川区は毎年指数表を発表していただいていて、とても助かっています。

・まずは、ベビーシッター助成の制度があるため安心感がある。ただ、いざ認可に全て落ちてベビーシッターを本

格的に検討すると、父母の体調不良での在宅が不可、昼食の準備、集団保育を経験させたい、などの理由から

保育園に入れたいという気持ちが強くなった。アンケートにも回答したが、3歳児からの預け先の確保、早生まれ
児の考慮をお願いしたい。区役所に相談に行った際には保育園、ベビーシッターの担当の方が親身になって対

応してくださったのでその点はとてもありがたかった。

・転職したので点数が下がらない方法を親身に教えて頂けてよかった

・品川子育てメッセでの保活講座を受講し、入れたらそこが子供にとって最高の場所となるというような言葉を聞

いて、気を楽に保活をできたと思います。ありがとうございました！

【WEB・DX化に関する要望】
・色々とWEBでの対応を増やしてほしい
・提出書類が分かりにくかった。パンフレットも書類についてまとめて書いてあると思ったら、別のページに補足

の添付書類について注意書きがあったり、区役所で渡された一覧に抜けがあったり、確認が困難であった。

・申請書が今年度は更に複雑化していて職場の方に何回も記載ミスされたので、今後はすぐ修正できるよう電

子化して欲しいなと思います。また、わかりにくい記載が多々ありました。もっと実態に即した記入見本の充実化

を求めます。

・各保育園の特色がわかるようなHPや動画など、直接行かなくても様子のわかるものがあると事前に知ること
ができて良いと思います。（現場の保育士さんが作成する（負担になる）ことは考えものですが。）

・園の見学などでしか情報は得られず、WEBなどで誰もが得られる情報を私立公立問わず開示するべき。見学
もコロナの影響でできたりできなかったりとストレス。
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【情報提供に関する要望】

・コロナ禍で見学があまりできなかった。代わりにパンフレット以上の情報がどこかしらで手に入ると良かった。

実際に保育士さんや園長が話してる姿を見たいので、園紹介の動画配信などを区が取りまとめてくれたら嬉し

い。

・配られる冊子に書いてある制度内容だけでなく、豆知識や起こりうる問題点など、実際に保活を実体験した方

の意見が聞けたら、よりよい保活ができたのではないかと思います。

【制度や施策に関する要望】

・4月入園以外の場合、保育園の入園可否の結果が入園希望月の前月下旬に発表というのは遅すぎると思い
ました。8月末に保育園に落選が判明したあと、急いで9月のベビーシッターの手配しようとしましたが、すでに多
くのシッターの予定は埋まってしまっており、まったく捕まりませんでした。苦労してシッターさんの確保ができた

あとは、翌月から保育園に急に入園が決まってしまうのではないかと毎月末心配になっていました。シッターさ

んも生活がかかっているのに、月末にいきなり翌月以降の予約すべてをキャンセルするわけにはいきません。

もし保育園の入園可否の結果が、入園希望月の前月*上旬*に発表されていたら、仕事復帰はもっとスムーズで
したし、毎月末にナーバスになることもありませんでした。

・1から調べるのが大変だった、保育園の入園が決まって通知が22日なのも遅いと思った。
翌月入園までに色々準備を1週間だけで用意しろは無理がある
・保活とは別項目になりますが、慣らし保育が原則1週間と言われたのは、保育料も丸々1ヶ月分発生するの
に、納得いっておりません。また、同月内に必ず復職もしないといけず、復職証明も出さないといけないので保

育園に親子共に慣れる時間が少なくて大変なので早急に改善して欲しいです。

慣らし保育→4月1日から、職場と相談の上始めさせて欲しい。復帰時期→翌月月初までなら可として欲しい。
・区立の保育園のならし保育が１週間は短い。さすがに不安。復帰時期が月の後半でも4月1日から預けたい。

【指数に関する要望】

・私は今、求職中のため点数が低く認可園は不承諾となりました。希望する会社からは保育園が決まっている

か聞かれ、保育園は仕事が決まらないと入れない…一度離職すると、働き出すハードルがとても多いんだなと、
改めて感じています。加点ありき、フルタイム共働きの40点に満たない場合は保活選考の土俵にすら上がれな
い状況がどうにかならないかな、と思います。指数一覧を見ると、園によっては、3歳以上の枠に空きがある園も
あるかと思います。そちらで激戦年齢の定期入園(一年限定)を可能にしていただけると助かるな、と思いまし
た。

・2008年に第１子の保活を初めて2022年4月の第５子入園まで５回保活に取り組みました。連続で５回保活を
したわけではありませんが、毎回加点方法が異なり（改善されたのだとは思いますが）、自分の指数がわかりに

くく、毎回その部分で苦労しました。私個人は１歳の誕生日くらいまでは自分で育てたいと思っていたので、兄弟

加点がなければ希望園への入園が難しと思われることから、育休を短くして０歳児の4月入園を申し込んだこと
もありました。難しいとは思いますが、可能な限り希望するタイミングで入園出来る制度ができれば嬉しいです。

【保育園の定員に関する要望】

・区内での引っ越しでの転園希望でした。東品川にはまだまだ保育所が足りていないと実感。増やして欲しいと

強く感じます。

・上大崎地区の認可保育園が少ないので、増やして欲しい。

・自宅の近くの保育園に入れるようになればと思います。家の近くに保育園があるのに、通過して少し遠くの保

育園に行くことになっているので、保育園決まって良かったですが、不安や苦労で心配です。

・そもそも指数階層順で実質保育園を選べないので、保活はほぼ意味がない。自宅から近隣の保育園に平等

に入れる仕組みづくりが必要だと思う。0歳で生まれた時点でどこの住所に子供が住んでいるのかわかるはず
だから、そこから1歳児のクラスに入園するまでに調整してほしい。小学校はできているわけだから、可能なは
ず。

・1歳児の枠が少ないために、低月齢で0歳4月入園を選択せざるを得ない状況は改善すべき。育休期間満了時
に入園が保証されている制度に変更してほしい。

・周りのママ友でも共働き加点なしだと落ちたという話しか聞かず、一体誰が入れたんだろう？と不思議なくらい

です。加点がなければ入れないというのは、納得できません。その地域に住んで子育てをしている人たちにとっ

て、2歳までに保育園に入れないということはママが離職しなければならないといった将来の幅を狭めるデメリッ
トしかないと思います。認可外も空きがなく、ベビーシッターしか選択肢がないのも非現実的です。
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・待機児童の問題が、自分の番がまわってきてようやく理解できました。単純にみんなが入れているのではなく、

入れないから仕方なく育休延長・仕方なく離職・仕方なく区外へ引っ越し・ライフプランを変更して早めに兄弟を

妊娠といった、行き場がない人たちがなんとか行き場を探すために努力しているだけなんですね。思っていた以

上にみんな苦戦していて、ママたちは悩んでます。

・人気園と定員割れのある園があり、難しいと思うがうまく調整してみんなが入りたい園に入られるようにしてくだ

さい…
・こんなに保活をしないと保育園に入れない事態は異常なので、保育に関しては区の予算を確保して、保育園

の数を増やしたり保育士の待遇改善をしてほしい。

【保育士待遇、保育の質に対する要望】

・保育士さんへの待遇向上に向けてお金を使って欲しい。お金なくして充実したサービス提供はない。あなた方

公務員よりも待遇を上げて欲しい。

・とにかく、国家資格でもあるほいくしさんの給与アップに尽力して欲しい。

上記があって初めて質の向上を謳えると考える為である。

【その他】

・住む地域に認証保育園が少なく選択肢があまりなかった

・入れてよかったのだろうが、全く満足できなかった。

・３月に早産で早生まれとなったため、困難を極めました。早産にならず４月に産まれていたらと自分を責め、産

後うつになりました
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