
東京都の保育施策について 



 １ 東京都の保育の状況 
   ・  利用児童数及び待機児童数 

   ・ 認可保育所等 

   ・  認可外保育施設 
 

 

 ２ 保育施設に対する指導監督 
   ・  届出状況の公表 

   ・ 立入調査及び巡回指導 

   ・  立入調査結果の公表 
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 １ 東京都の保育の状況 
 

   ・  利用児童数及び待機児童数 

 

   ・ 認可保育所等 

 

   ・  認可外保育施設 
 

  
 

 



保育サービス利用児童数と待機児童数の状況 
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※各欄下段は前年比

2,342施設 2,558施設 2,811施設

＋158施設 ＋216施設 ＋253施設

225,334人 239,709人 254,484人

＋12,075人 ＋14,375人 ＋14,775人

109施設 120施設 129施設

＋16施設 ＋11施設 ＋9施設

4,296人 5,331人 5,822人

＋1,007人 ＋1,035人 ＋491人

664施設 631施設 610施設

▲36施設 ▲33施設 ▲21施設

20,402人 19,169人 17,890人

▲1,214人 ▲1,233人 ▲1,279人

317施設 405施設 482施設

＋98施設 ＋88施設 ＋77施設

4,496人 6,132人 7,338人

＋1,553人 ＋1,636人 ＋1,206人

1,945人 1,902人 1,669人

＋98人 ▲43人 ▲233人

256人 420人 684人

＋160人 ＋164人 ＋264人

15人 75人 126人

＋9人 ＋60人 ＋51人

799人 955人 1,285人

＋88人 ＋156人 ＋330人

69人 348人

＋69人 ＋279人

194人 193人 80人

▲28人 ▲1人 ▲113人

3,968人 3,753人 4,041人

＋444人 ▲215人 ＋288人

261,705人 277,708人 293,767人

＋14,192人 ＋16,003人 ＋16,059人

区市町村独自
の保育室等

家庭的保育

認可保育所

施設数

認定こども園

施設数

利用児童数

企業主導型 利用児童数

合計

居宅訪問型保育 利用児童数

小規模保育

認証保育所

利用児童数

区市町村独自
の家庭的保育

定期利用保育

事業所内保育

利用児童数

利用児童数

利用児童数

施設数

施設数

利用児童数

利用児童数

利用児童数

利用児童数

利用児童数

2016年4月 2017年4月 2018年4月

  ＜保育サービス利用児童数等推移（各年４月１日現在）＞  

                   

平成30年４月の保育サービス利用児童数は、前年より16,059人増加し、293,767人（利用率
45.8％）待機児童数は、前年より3,172人減少し、5,414人 

＜背景＞ ○ 人口流入による就学前児童人口の増加 
       ○ 女性の社会進出による保育ニーズの増大（共働き世帯の割合 H24年度53.8% ⇒ H29年度61.5%） 
       ○ 保育所等利用率の増加 （H25 36.0% ⇒ H30 45.8%） 

  ＜待機児童数推移（各年４月１日現在）＞ 



保育サービス利用児童の状況 
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 区  分 H27.4 H28.4 H29.4 H30.4 

各
年
４
月
１
日
現
在
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

利
用
児
童
数 

認可保育所 213,259 225,334 239,709 254,484 

認証保育所 21,616 20,402 19,169 17,890 

認定こども園 3,289 4,296 5,331 5,822 

家庭的保育事業 1,847 1,945 1,902 1,669 

小規模保育事業 2,943 4,496 6,132 7,338 

事業所内保育事業 96 256 420 684 

居宅訪問型保育事業 6 15 75 126 

定期利用保育事業 711 799 955 1,285 

企業主導型保育事業    －    － 69 348 

区市町村単独保育施策 3,746 4,162 3,946 4,121 

計 247,513 261,705 277,708 293,767 

参考 
就学前児童人口（各年１/１現在） 630,419 637,329 640,273 641,920 

利用率（％） 39.3% 41.1% 43.4% 45.8％ 

（単位：人） 



保育所等の設置状況 
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認可外保育施設の現況 

区 分 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 

ベビーホテル 531 524 497 536 550 

事業所内保育施設 193 196 186 199 298 

院内保育施設 166 169 168 173 171 

その他の認可外保
育施設 

205 172 125 129 152 

合 計 1,095 1,061 976 1,037 1,171 
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各年４月１日現在の届出施設数（東京都受付） 子ども子育て支援新制度施行 

八王子市中核市移行 

企業主導型保育事業開始 
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 ２ 保育施設に対する指導監督 
 

   ・  届出状況の公表 

 

   ・ 立入調査及び巡回指導 

 

   ・  立入調査結果の公表 
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届出状況の公表 

認可外保育施設一覧の公開（毎月更新） 
 公表事項 

施設名、所在地、電話番号、最寄駅、設置者名、開始時間、終了時間、
定員、事業開始年月日、運営状況報告の提出状況、基準を満たす証明
書の発行の有無 等 

 

こぽる（とうきょう子供・子育て施設ポータル） 
 都内にある保育所や幼稚園を、PCやスマートフォンで、自宅や最寄駅

を中心に地図上で検索して、情報の閲覧ができるサイト 

 
住所検索→ 

地域検索→ 

（パソコン版） 

検索した施設の位置が
地図上に表示される。 
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立入調査 

児童福祉法に基づく、認可外保育施設に対
する指導監督の一環 

 

児童を保育するのにふさわしい内容や環境
を確保しているかを確認 

 

指導監督基準及び評価基準に定められた調査項目全
般にわたって、施設職員へのヒアリングや備付書類の
確認等により、基準への適合状況を確認する。 



立入調査等の状況 

種 別 
対象数 
（a） 

立入調査等数 
(b) 

うち 
文書指摘 
施設数 
（c） 

実施率 
(b/a） 

文書指摘率 
（c/b） 

認 可 保 育 所 2,460 231 137 9.4% 59.3% 

認 証 保 育 所 633 150 71 23.7% 47.3% 

認可外保育施設 1,089 211 155 19.4% 73.5% 

幼保連携型認定こども園 27 5 3 18.5% 60.0% 

計 4,209 597 366 14.2% 61.3% 
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【平成２９年度立入調査（実地検査）実施状況】 

・ 対象数について、認可保育所は、島しょ部に所在する施設を除き、八王子市内の公立施設を含む。認証保育所は、八王子市内の保育所を含む。 

・ 対象数及び実地検査数について、認可保育所、認証保育所では、平成２９年４月２日以降に認可等を行い、実地検査を実施した施設を含む。認
可外保育施設では、平成２９年４月２日以降に届出された施設又は無届の施設で、実地検査を実施した施設を含む。 



認可外保育施設の保育サービスの質の向上を
図り、児童の安全 ・安心と保護者の安心を確保 

  ※ 「待機児童解消に向けた緊急対策」（平成２８年度９月補正予算） 

「巡回指導チーム」編成により指導体制を強化 
 平成２９年３月から開始 

 ２０名体制（２名/班×１０班） 

 全ての施設に対して年１回実施 

 食事時間や午睡時間等を中心に１時間から１時間半程度の指導 

 事前に通告をしない訪問が約３割 

 

 

 

12 

巡回指導 

対象数 H29.4.1 
(a) 

巡回指導数 
(b) 

実施率 
(b/a) うち通告無し 

1,037 1,060 312 102.2% 

※ 平成２９年３月から平成３０年３月までの実績 



巡回指導の状況 

職員配置、食事や午睡時の保育、衛生面等
を中心に指導・助言 

    

〈巡回指導のチェック項目〉 
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巡回指導の状況 

 

 〈主な指導・助言事項〉 
 構造設備等に危険な箇所がある（物の落下防止策の不備等） 

 調理・調乳担当者の健康チェックが不十分 

 保育室や調理室及び便所等設備、寝具や遊具の衛生の確保 

  が不十分 

 施設及びサービスに関する内容の見やすい場所への掲示が 

  不十分 

 乳幼児突然死症候群への配慮が不十分（睡眠中の児童の顔 

  色や呼吸の状態をきめ細かく観察しているか） 

 

 

巡回指導の結果を立入調査等に活用 
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立入調査と巡回指導の連携 

全ての認可外保育施設の運営状況を把握 

巡回指導と立入調査の連携により、指導監督
を機動的に実施 
 巡回指導において、重大な問題が認められた施設に対し 

   て、早期に立入調査 

 立入調査における指摘に対する改善状況について、巡回 

      指導において確認 

 

 

課題のある施設に対して、重点的に改善指導 
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立入調査結果の公表 

 立入調査結果はＨＰで公表 

← 施設名・所在地による検索が可能 
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立入調査結果の公表 

 掲載情報 
 施設の概要 

 過去３か年の指導結果 

 

◆ 指導実施年月日 

◆ 指摘事項の有無 

◆ 文書による指摘の内容 

◆ 改善状況報告書提出の有無 

◆ 指摘に対する是正状況 等 
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