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区立塚戸幼稚園用途転換移行計画 

 
 
Ⅰ 用途転換移行計画の概要 

１．平成２６年８月に策定した「区立幼稚園用途転換等計画」及び子ども・子育て支援

事業計画の見直しに伴う、保育の需要量見込みおよび保育定員確保の観点から、区立

塚戸幼稚園を私立認定こども園に用途転換し、平成３２年４月１日を目途に開園をめ

ざす。 
２．「世田谷区幼児教育・保育推進ビジョン」に基づく先駆的な取組みを進めるとともに、

これまで区立幼稚園が取り組んできた配慮を必要とする子どもたちへの対応を継続す

る観点から、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律（平成１８年法律第７７号。以下「認定こども園法」という。）第３４条に規定する

「公私連携幼保連携型認定こども園」とする。 
３．土地を私立認定こども園として貸与（定期借地）することにより、民間事業者が運

営する民設民営方式とする。 
４．運営事業者は、プロポーザル方式により、より良い提案内容を示す事業者を選定す

る。そのプロポーザル基準の作成や事業者選定にあたっては、選定委員会を設け、公

平・公正に進めるものとする。 
５．定員は０～５歳児まで１５６人と想定し、プロポーザルによる事業者からの提案を受

けて決定する。 
６．区と運営事業者は認定こども園法に基づき、協定を締結する。その協定の中で、配慮

を必要とする子どもへの対応その他教育・保育の内容について定める。 
 
Ⅱ 用途転換する区立幼稚園 

 １．世田谷区では、平成２６年８月に「区立幼稚園用途転換等計画」を策定し、就学前教

育の更なる充実、保育待機児童対策、配慮を必要とする子どもへの支援、地域の子ども・

子育て支援の充実に取り組むこととしている。 
   保育待機児は０歳から２歳の低年齢児童の利用調整について、依然として厳しい状況

となっている。小規模保育事業等の低年齢児に特化した施設の整備とあわせ、地域の保

育需要等により０歳から就学前までの完結型定員構成がある保育施設の整備に取り組

む必要があり、区立塚戸幼稚園を私立認定こども園に用途転換し、平成３２年４月１日

を目途に開園をめざす。 
 
２．区立塚戸幼稚園の概要 

 （１）名称 世田谷区立塚戸幼稚園 
（２）所在地、面積  世田谷区千歳台６－７－２  ２，６００㎡程度 
（３）定員 １３６人（４歳児：６８人、５歳児：６８人） 
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Ⅲ 用途転換後の認定こども園の運営形態（公私連携幼保連携型認定こども園） 

１．区では、「世田谷区幼児教育・保育推進ビジョン」を策定し、公立・私立の幼稚園・

保育所等が連携しながら乳幼児期における教育・保育に取り組むことをめざしている。 
  用途転換後の認定こども園は、この「世田谷区幼児教育・保育推進ビジョン」に基づ

く先駆的な取組みを進めるとともに、これまで区立幼稚園が取り組んできた配慮を必要

とする子どもたちの受入れを継続する必要がある。このため、区と運営事業者があらか

じめ認定こども園における教育及び保育等に関する基本的事項や運営に関し必要な事

項などについて、協定を締結する仕組みとされている「公私連携幼保連携型認定こども

園」へ用途転換する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．教育委員会では、乳幼児期における教育・保育に係る施策の推進に向けた体制を構築

するため、平成２８年度に幼児教育・保育推進担当課を新設し、子ども・若者部と連携

して「世田谷区幼児教育・保育推進ビジョン」を策定する等、公立・私立の幼稚園・保

育所等が連携しながら乳幼児期における教育・保育の充実に向けた取組みを進めること

としている。小学校教育との円滑な接続、配慮を必要とする子どもたちへの対応、地域

との連携など、「世田谷区幼児教育・保育推進ビジョン」を具現化していくため、区立

幼稚園から用途転換後の公私連携幼保連携型認定こども園は教育委員会が所管する。 
  ただし、従前より「世田谷区子ども計画」等に基づいて保育と幼児教育の一体的な提

供に向けた取組みを協力して行ってきた子ども・若者部との連携を更に強化し、公私連

携幼保連携型認定こども園の運営に活かしていく。 

※公私連携幼保連携型認定こども園 
  幼児教育や保育需要に効率的に対応するためには、民間法人の活力を積極的に活用するこ

とが有効であり、区市町村が幼保連携型認定こども園の整備を進めていく中で、子ども・子

育て支援に関する中核的な役割を担う施設を区市町村が関与しつつ、民間法人に運営させよ

うとするケースもあり、こうしたニーズに対応する枠組みとして公私連携幼保連携型認定こ

ども園を設けた。具体的な仕組みは以下のとおり。 
 １）区市町村長は、当該市町村における保育の実施に対する需要の状況等を照らして適当で

あると認めるときは、公私連携幼保連携型認定こども園の運営を継続的に行うことができ

る能力を有するものであると認められるもの（学校法人及び社会福祉法人に限る。）をその

申請により、公私連携幼保連携型認定こども園の設置及び運営を目的とする法人（以下「公

私連携法人」という。）として指定することができる。 
 ２）区市町村長は、公私連携法人の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定をし

ようとする法人と、次に掲げる事項を定めた協定を締結しなければならないとしたこと。 
 ・協定の目的となる公私連携幼保連携型認定こども園の名称及び所在地 
 ・公私連携幼保連携型認定こども園における教育及び保育等に関する基本的事項 
 ・区市町村における必要な設備の貸付け、譲渡その他の協力に関する基本的事項 
 ・協定の有効期間 
 ・協定に違反した場合の措置 
 ・その他公私連携幼保連携型認定こども園の設置及び運営に関し必要な事項 

（子ども・子育て関連３法の公布についてより） 
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Ⅳ 認定こども園の運営等 

１．施設の概要 
 （１）名称 （仮称）千歳台６丁目認定こども園 
（２）所在地、面積  世田谷区千歳台６－７    １，６００㎡程度 

 （３）土地の貸付 
１）土地を公私連携幼保連携型認定こども園として貸与（定期借地）することにより、

民間事業者が運営する民設民営方式とする。 
２）貸付（定期借地）期間は、２０年とする。 
３）土地の貸付料については、保育事業を行おうとする事業者に貸付又は使用許可を

与えるに際しての貸付料及び使用料の算定の考え方と整合させる。 
 （４）建築条件 
    第一種中高層住居専用地域、建ぺい率：６０％  容積率：２００％ 
    地区計画、土地区画整理事業を施行すべき区域 など 
 
 ２．運営事業者 

運営事業者は、公私連携型幼保連携型認定こども園の運営を継続的かつ安定的に行う

ことができる能力を有するものであると認められるもの（学校法人又は社会福祉法人に

限る。）とする。 
運営事業者の選定にあたっては、プロポーザル方式により、より良い提案内容を示す

事業者を選定するものとし、そのプロポーザル基準の作成や事業者選定にあたっては、

選定委員会を設け、公平・公正に進めるものとする。 
 
３．予定（想定）定員 
定員数は、周辺の保育待機児童の状況及び保育需要の見通しを踏まえ、次のとおりの

規模を想定し、プロポーザルによる事業者からの提案を受けて決定する。 
 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計 

２号認定 
３号認定 

９人 １５人 １８人 １８人 １８人 １８人 ９６人 

１号認定  ２０人 ２０人 ２０人 ６０人 
計 ９人 １５人 １８人 ３８人 ３８人 ３８人 １５６人 

  ※９時から１４時までの教育課程に係る教育活動では、２号認定の子どもと１号認定の

子どもが同様に教育活動を行う。 
  ※１号認定：満３歳以上で、幼稚園等での教育を希望する子ども 
   ２号認定：満３歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を 
        必要とする子ども 
   ３号認定：満３歳未満で「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を 
        必要とする子ども 
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４．施設の開所時間等 
 （１）幼稚園の毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き３９週を下ってはなら

ない。認定こども園においては、１号認定と２号認定の子どもに対する教育並びに保

育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行う。 
  １）認定こども園の開所時間 

開所時間 午前７時１５分～午後６時１５分 
  ２）１号認定の教育・保育時間 午前９時～午後２時 
  ３）２号・３号認定の教育・保育時間 午前７時１５分～午後６時１５分 
    延長保育は、１時間延長（午後６時１５分～午後７時１５分）以上とし、事業者が

設定する。 
（２）休園日 

１号認定（教育標準時間認定枠）の休園日については、区立幼稚園を参考に運営事

業者が定める。２号・３号認定（保育認定枠）については、日曜日、国民の祝日、１

２月２９日～翌年１月３日を休園日とする。 
 
５．教育・保育の内容 
（１）「認定こども園法」第９条、第１０条に基づく教育・保育を行う。 
（２）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則

（平成２６年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第２号）第２条各号に規定する事業

のうち、２以上の事業を行う。 
（３）「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」に基づき、子どもの心身の状況等に応

じて、教育・保育の提供を適切に行う。 
（４）「世田谷区教育ビジョン」「世田谷区子ども計画」や「世田谷区幼児教育・保育推進

ビジョン」「世田谷区保育の質ガイドライン」等の区の方針を踏まえた教育・保育を

実施する。 
（５）近隣小学校における教育との円滑な接続を配慮し、連携事業を行う。 
（６）区が作成する「アプローチ・スタートカリキュラム」に基づき、近隣小学校への円

滑な接続を図る。 
（７）地域の社会資源を活かし、家庭や地域との連携・協働を大切にしながら、子どもと

子育て家庭を応援する。 
 
６．配慮を必要とする子どもへの対応 
（１）これまでの区立幼稚園における取組みと同様に、ノーマライゼーションの考え方を

基に配慮を必要とする子どもを積極的に受け入れて、その子の成長に合わせた個に応

じた教育・保育内容についての支援を行う。 
（２）公私連携幼保連携型認定こども園においては、あらかじめ、区市町村が、公私連携

幼保連携型認定こども園における教育及び保育等に関する基本的事項や運営に関し

必要な事項などについて、協定を締結しなければならないとされている。この協定の



5 
 

中で、配慮を必要とする子どもの受入れを積極的に行い、適切な支援を行うことを明

記する。 
（３）子どもの状況に応じ、指導内容や指導方法等について専門機関からの助言に加え、

特別支援学校等とも連携を図りながら、教育・保育の充実を図る。 
 
７．給食等の実施 
施設内に給食調理室を整備し、全入園児を対象に給食を実施することを基本とする。給

食は、一斉方式（弁当との併用等選択方式は行わない）により行う。給食の実施にあたっ

ては、食物アレルギー等食事の制限を余儀なくされる幼児や配慮を要する子どもに対して

も十分に配慮した調理給食とする。 
 
８．教育標準時間認定枠の在園児を対象とした預かり保育の実施 
預かり保育は、教育課程に係る教育活動が行われる日（平日）のほか、教育課程に係る

教育活動が行われない日（土曜・長期休業中等）についても行うこととする。 
預かり保育の実施時間は、区立認定こども園で現在実施している預かり保育の実施時

間を考慮し、事業者が設定する。 
  （参考）現在の区立認定こども園における預かり保育の実施時間 

 実施時間 
教育課程に係る教育活動が行わ

れる日（平日） 
 ７：１５～ ９：００ 
９：００～１４：００ 教育活動時間 

１４：００～１８：１５ 
教育課程に係る教育活動が行わ

れる日以外 
（土曜・長期休業中等） 

 ７：１５～１８：１５ 

 
９．入園選考 

１号認定（教育標準時間認定枠） ２号・３号認定（保育認定枠） 
(1)入園の申込み 

直接、（仮称）千歳台６丁目認定こども園で、

申込みを受け付ける。 

(1)支給認定 

保護者からの申請に基づいて、保育の必要性

について判定し、認められた場合に支給認定

証を交付される。支給認定証が交付されて

も、施設の利用が決定したことにはならな

い。 

(2)入園選考 

世田谷区特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営の基準等に関する条例（平成

２６年９月条例第３７号）第６条第２項及び

４項の規定に基づき定めた方法により選考

を行う。特に配慮が必要な子どもの受け入れ

については、区と協議する。 

(2)入園の申込み 

支給認定の申請及び入園の申込みは、各総合

支所生活支援課で、受け付ける。 
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(3)支給認定 

入園内定者が、園を通じて支給認定の申請を

したのち、支給認定証を交付される。 

(3)入園選考 

入園選考（利用調整）は、申込書や書類の内

容に基づき選考指数を確定し、指数（保育の

必要性）の高い方から内定する。 

 
１０．保育料、実費徴収 
保育料については、「世田谷区保育料条例（平成２６年１２月世田谷区条例第５４号）」

で定める利用者負担額とし、運営事業者が利用者から徴収する。 
保育料以外の費用徴収（上乗せ徴収、実費徴収等）については、区と協議の上これを行

うことが適当と認められる場合には、運営事業者が費用を設定することはできるが、「世

田谷区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例（平成２

６年９月条例第３７号）」に基づき、行うこととする。 
 
１１．職員資格・職員配置 
東京都幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例

（平成２６年東京都条例第１２２号）及びこれに附属する関係法令並びに特定教育・保育

等に要する費用の額の算定に関する基準等の改正に伴う実施上の留意事項について（平成

２８年８月２３日府子本第５７１号、２８文科初第７２７号、雇児発０８２３第１号）の

該当箇所に記載の基本分単価に含まれる職員構成を充足しなければならない。 
なお、保育認定部分については、「世田谷区保育所等運営費助成金交付要綱」に基づく

職員構成を充足しなければならない。 
 

１２．協定の締結 
   整備・運営事業者の選定後、（仮称）千歳台６丁目認定こども園において実施する教

育・保育の内容（配慮を必要とする子どもへの対応など）について、区と運営事業者は

認定こども園法に基づき、次の協定（骨子）を締結する。 
（１）教育及び保育等に関する基本的事項 
１）「世田谷区幼児教育・保育推進ビジョン」等、区の幼児教育・保育の方針に基づく取

組み 
 ２）配慮を必要とする子どもへの対応 
 ３）小学校との連携に関すること 
 ４）地域との連携に関すること 
（２）必要な設備の貸付け、譲渡その他の協力に関する基本的事項 

土地を私立認定こども園として貸与（定期借地）する 
（３）協定の有効期間 ５年 
（４）協定に違反した場合の措置 

正当な理由なく本協定に従って教育及び保育等を行っていないと認めるときは、認定

こども園法に基づき勧告を行う。当該勧告に従わないときは協定の期間中においても協

定を取り消すことがある。 
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（５）その他公私連携幼保連携型認定こども園の設置及び運営に関し必要な事項 
 

Ⅴ 整備・運営事業者の選定等 

１．整備・運営事業者の選定及び決定 
整備・運営事業者の決定については、区が設置する「（仮称）世田谷区認定こども園整

備・運営事業者選定委員会」の審査・選定に基づき、教育長が行う。 
（１）審査方法 

   １）提案書類等の内容審査（財務審査を含む） 
   ２）現在運営している施設の現地調査 
   ３）現在運営している施設等に関するヒアリング審査（現在運営している施設の現地

調査と同日に実施） 
（２）評価項目（例） 

    法人理念等／方針の社会的信望・実績／経営の安定性・健全性／教育保育理念・基

本方針／教育保育内容／配慮を要する子どもの保育 等 
（３）選定スケジュール（予定） 

    平成２９年１１月    運営事業者募集 
    平成３０年 ５月    運営事業者決定 
 
２．整備・運営にあたって活用する補助制度 
（１）国、都制度の活用 

認定こども園の整備にあたっては、保育所等整備交付金や認定こども園施設整備交

付金、東京都待機児童解消区市町村支援事業補助金など国や都の制度の活用を図る。 

（２）施設運営費補助 
開園後の運営にあたっては、「特定教育・保育、特別利用保育、特定地域型保育、

特別利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を

改正する告示（平成２８年３月内閣府告示第１１９号）」に規定する公定価格を区か

ら給付する。なお、保育認定部分については、公定価格に加え、「世田谷区保育所等

運営費助成金交付要綱」等に基づく助成を行う。 
（３）配慮を必要とする子どもを受け入れた場合の補助 

公私連携幼保連携型認定こども園の開園に向けて、新たな制度構築を検討する。 

 

Ⅵ 新ＢＯＰ施設の整備 

区立塚戸幼稚園の用途転換とあわせ、塚戸小学校の大規模化に伴う校舎・校庭の狭あ 

い化の対策について検討してきたところである。今後の検討にあたっては、児童数の推計

等をもとに、小学校校庭の拡張や新ＢＯＰ施設の配置方法などを考慮した敷地の活用方法

について、引き続き検討を進める。 
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Ⅶ 整備・運営事業者決定後の開園に向けた取り組み（開園までのスケジュール） 

 区立塚戸幼稚園 （仮称）千歳台６丁目認定こども園 
平成２９年度 平成３０年度入園募集停止 運営事業者公募 
平成３０年度 年長児クラスのみで運営 

閉園（３月末） 
運営事業者決定 
運営事業者と協定細目協議 

平成３１年度  
 

運営事業者と協定を締結 
認定こども園の整備 
認定こども園の指定 

平成３２年度  開園 
 
塚戸幼稚園位置図 

 

東京テラス 

千歳中学校 

塚戸小学校 

塚戸幼稚園 

塚戸公園 


