
目黒：幼児教育の現状メモ                      2021.6 はしもと 

子どもの姿 

就学前人口は、おおよそ 13500人。内保育園児は 

 2017 年 5000人弱（42%）→2020 年 7700人余り(57%) 

過去 4年間の推移 

区分 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

就学前人口 13,290人 13,531人 13,583人 13,570人 

保育施設定員数 4,964人 5,659人 6,650人 7,734人 

待機児童数 617人 330人 79人 0人 

要保育率 42.0パーセント 44.3パーセント 49.5パーセント 57.0パーセント 

備考：各年度の時点は、4月 1日現在です。 

 

保育園の種類別では 78％が認可保育園。認証が 7％。 

保育施設の定員数の推移（各年 4 月 1 日現在） 

過去 5 年間の推移 

種別 28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 
前年度から

の増減 

平成 28 年度か

らの増減 

認可保育園 3,613 4,011 4,729 5,795 6,886 1,091 3,273 

認定こども園 54 54 54 54 54 0 0 

認証保育所 576 576 516 458 426 -32 -150 

家庭福祉員 28 23 19 19 19 0 -9 

定期利用保育 15 30 63 27 54 27 39 

小規模保育 237 255 263 282 274 -8 37 

事業所内   15 15 15 21 6 21 

合計 4,523 4,964 5,659 6,650 7,734 1,084 3,211 

 

 

 



目黒区の保育園一 

認可保育園 88 区立 19 うち指定管理 2（社会福祉法人） 社会福祉法人 18 営利企業 54 

目黒区の認可保育園は 2019年調査、認可外保育園は 2014年調査に基づいています。 

番

号 
設置主体 保育園名 所在地住所 

1 市区町村 不動保育園 東京都目黒区下目黒６－１１－２０ 

2 市区町村 駒場保育園 東京都目黒区駒場１－２２－１ 

3 市区町村 原町保育園 東京都目黒区原町１－２０－１６ 

4 市区町村 第二上目黒保育園 東京都目黒区上目黒２－１５－８ 

5 市区町村 菅刈保育園 東京都目黒区青葉台２－１０－２７ 

6 市区町村 大岡山保育園 東京都目黒区大岡山１－３６－１０ 

7 市区町村 鷹番保育園 東京都目黒区鷹番２－１６－１５ 

8 市区町村 中央町保育園 東京都目黒区中央町２－３０－７ 

9 市区町村 中町保育園 東京都目黒区中町２－３７－１５ 

10 市区町村 南保育園 東京都目黒区南１－１８－３０ 

11 市区町村 八雲保育園 東京都目黒区八雲３－１０－１８ 

12 市区町村 第二ひもんや保育園  東京都目黒区目黒本町二丁目２５番１４号 

13 市区町村 ひもんや保育園  東京都目黒区碑文谷２－８－９ 

14 市区町村 第三ひもんや保育園  東京都目黒区碑文谷５－１５－１９ 

15 市区町村 目黒本町保育園 東京都目黒区目黒本町２－１－２０ 

16 市区町村 田道保育園 東京都目黒区目黒３－４－４ 

17 市区町村 祐天寺保育園 東京都目黒区祐天寺１－１０－９ 

18 社会福祉法人 双葉の園保育園 東京都目黒区大橋２－１６－６ 

19 社会福祉法人 のぞみ保育園 東京都目黒区大橋２－１９－１ 
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20 社会福祉法人 中目黒どろんこ保育園  東京都目黒区中目黒５－７－４ 

21 社会福祉法人 東が丘保育園 東京都目黒区東が丘１－１－１ 

22 社会福祉法人 緑丘保育園 東京都目黒区緑が丘２－１６－６ 

23 社会福祉法人 夢花広場 東京都目黒区五本木２-２０-１７ 

24 社会福祉法人 中目黒駅前保育園 東京都目黒区上目黒１－２６－１ 

25 社会福祉法人 目黒保育園 東京都目黒区目黒１－７－１６ 

26 社会福祉法人 夢花保育園 東京都目黒区中町２－４６－１４ 

27 社会福祉法人 キッズハウス池尻大橋保育園 東京都目黒区大橋２－３－５ 

28 社会福祉法人 保育ルーム 目黒本町 東京都目黒区目黒本町６－１３－２０ 

29 社会福祉法人 油面ちとせ保育園 東京都目黒区中町１－５－５ 

30 社会福祉法人 目黒かえで保育園  東京都目黒区中央町２－３２－２２ 

31 社会福祉法人 野のゆり保育園 東京都目黒区大橋２－１５－１２ 

32 社会福祉法人 桑の実中目黒保育園 東京都目黒区上目黒３－３７－２４ 

33 社会福祉法人 中目黒ちとせ保育園 東京都目黒区上目黒２－１０－９ 

34 社会福祉法人 しいのき保育園  東京都目黒区五本木２－２０－２０ 

35 社会福祉法人 不動さつき保育園 

東京都目黒区下目黒５－１８－４不動児童

館２階 

36 社会福祉法人 目黒三田保育園キミトミライト  東京都目黒区三田一丁目１１番２６号 

37 社会福祉法人 双葉の園ひがしやま保育園 東京都目黒区東山 2-20-16 

38 営利企業 キッズステーションママン 東京都目黒区柿の木坂１-３１-１５ 

39 営利企業 エデュケアセンター・めぐろ 東京都目黒区東山３-１０-７ 

40 営利企業 アソシエ柿の木坂マミー保育園 東京都目黒区柿の木坂１－３１－１４ 

41 営利企業 モンテッソーリ学芸大学子どもの家  東京都目黒区鷹-２-２-１０ 
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42 営利企業 ライフサポートゆらりん自由が丘保育園  

東京都目黒区自由が丘１-２５-２０ 自由が

丘ミュービル２F 

43 営利企業 アンジェリカ保育園中目黒園 東京都目黒区上目黒２-４４-２３ 

44 営利企業 西小山すみれ保育園 東京都目黒区原町１－３－１６ 

45 営利企業 アンジェリカ保育園下目黒園 

東京都目黒区下目黒２-２-２ パークキュー

ブ目黒タワー１Ｆ 

46 営利企業 アンジェリカ保育園目黒本町園 

東京都目黒区目黒本町３-１６-２ エスカル

ティージョムサシ１Ｆ 

47 営利企業 くれよん保育園 東京都目黒区五本木２－１５－９ 

48 営利企業 マグハウス  東京都目黒区中根２-１１-４ 

49 営利企業 インターナショナルスクール wagoland 

東京都目黒区中目黒１-１-４５ コンフォート

中目黒 AS 

50 営利企業 ソモスインターナショナルスクール  東京都目黒区下目黒１-２-１２ 白金ビル４F 

51 営利企業 キッズワールド 柿の木坂ネスト 東京都目黒区八雲１-４-３ 駒原ビル２Ｆ 

52 営利企業 キッズインターナショナル碑文谷  東京都目黒区碑文谷５-２-５ Ｔ＆Aビル６Ｆ 

53 営利企業 明日葉保育園都立大学園 

東京都目黒区中根２-１４-２０ イーストビル

１F 

54 営利企業 いいほいくえん自由が丘  東京都目黒区緑が丘２－１６－１１ 

55 営利企業 スマイル保育園  

東京都目黒区祐天寺２-３-１７ リバティ大

明２F 

56 営利企業 保育ルーム Felice目黒洗足園 

東京都目黒区洗足２-６-１５ 洗足２１ビル２

F 

57 営利企業 駒沢の森こども園 

東京都目黒区八雲５-１４-２１ パーク矢澤

Ⅱ 

58 営利企業 BUNBUN保育園 

東京都目黒区鷹-３-１９-３ グリーングラス

１０１ 
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59 営利企業 伸芽'ｓクラブ 自由が丘  

東京都目黒区自由が丘１-２５-２０ 自由が

丘ミュービル１F 

60 営利企業 ＢａｂｙＯｎｅ  東京都目黒区鷹番１－１５－３ 

61 営利企業 コビースマイルキッズかみめぐろ 

東京都目黒区上目黒５－２６－６ グロリア

上目黒１０１ 

62 営利企業 アソシエ都立大学保育園 東京都目黒区平町 1-19-14 

63 営利企業 アソシエ下目黒保育園  東京都目黒区下目黒２－１９－３ ２Ｆ 

64 営利企業 まなびの森保育園目黒 東京都目黒区下目黒２－２４－１２ ２Ｆ 

65 営利企業 キッズガーデン マミー  東京都目黒区柿の木坂１-３１-１４ ２F 

66 営利企業 病後児保育室「フェアリーばーど」  東京都目黒区柿の木坂１-３０-７ １０３ 

67 営利企業 アスクやくも保育園  東京都目黒区八雲３－１２－１０ 

68 営利企業 にじいろ保育園自由が丘  東京都目黒区自由が丘１－２－１３ 

69 営利企業 桜のこみち保育園 東京都目黒区中目黒２－６－２０ 

70 営利企業 コビープリスクールかみめぐろ 東京都目黒区上目黒５－５－８ 

71 営利企業 ナーサリールームベリーベアー八雲  東京都目黒区八雲３－３２－２ 

72 営利企業 モニカ都立大園 東京都目黒区緑が丘１－２－１４ 

73 営利企業 モニカ緑が丘園 

東京都目黒区緑が丘２－７－２０緑が丘文

化会館別館１階 

74 営利企業 ちゃいれっく祐天寺駅前保育園  東京都目黒区祐天寺２－１１－１０ 

75 営利企業 アンジェリカ目黒本町保育園 東京都目黒区目黒本町３－１６－２ 

76 営利企業 さくらさくみらい目黒  東京都目黒区目黒３－６－１９ 

77 営利企業 アソシエ目黒おおとり保育園  東京都目黒区目黒３－１１－３ 

78 営利企業 ビーフェア目黒保育園  

東京都目黒区目黒２－１２－１６ レジディア

目黒Ⅲ１階 

79 営利企業 さくらさくみらい 都立大 東京都目黒区平町二丁目２番２０号 
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80 営利企業 マザーグース都立大学園 

東京都目黒区平町１－２６－１８第一ベルハ

ウス１０１ 

81 営利企業 ポピンズナーサリースクール都立大学 東京都目黒区平町１－２５－２１ 

82 営利企業 こどもヶ丘保育園学芸大学園  

東京都目黒区碑文谷６－１－２４ ハイネス

碑文谷１０１ 

83 営利企業 ここいく保育園 碑文谷 東京都目黒区碑文谷２－８－２ 

84 営利企業 にじいろ保育園八雲  東京都目黒区八雲３－２４－１１ 

85 営利企業 学栄ナーサリー八雲保育園 

東京都目黒区八雲１－１２－９ヴォワリエ都

立大学１階 

86 営利企業 グローバルキッズ大岡山園  東京都目黒区南１－２２－９ 

87 営利企業 にじいろ保育園東が丘  東京都目黒区東が丘１－２９－２２ 

88 営利企業 キッズガーデン中目黒  東京都目黒区中目黒３－５－８ 

89 営利企業 ビーフェア中町保育園  

東京都目黒区中町１－２５－１６Ｉｎｉｔｉｕｍ Ｄ

ｏｍｕｓ目黒通り１階 

90 営利企業 木下の保育園 都立大学 

東京都目黒区中根２－１３－１８ 第百生命

都立大学駅前ビル１階 

91 営利企業 さくらさくみらい学芸大  東京都目黒区鷹番３－４－１７ 

92 営利企業 さくらさくみらい鷹番  東京都目黒区鷹番３－２４－１ 

93 営利企業 みみよんルーム 東京都目黒区鷹番３－２３－１４ 

94 営利企業 ＢＵＮＢＵＮ ＧＡＲＤＥＮ学芸大学園 東京都目黒区鷹番３－１４－４－１０１ 

95 営利企業 アソシエ学芸大学南保育園 東京都目黒区鷹番１－１５－１９ 

96 営利企業 アソシエ大橋保育園  東京都目黒区大橋２－２２－４２ 

97 営利企業 ウィズブック保育園大岡山  

東京都目黒区大岡山２－２－１４ フラット遠

藤１０１ 

98 営利企業 ポピンズナーサリースクール洗足 東京都目黒区洗足２－２７－１６ 
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99 営利企業 学栄ナーサリー 目黒青葉台保育園 

東京都目黒区青葉台３－１０－９ ＶＯＲＴ青

葉台１階 

100 営利企業 ＢｕｎＢｕ学院Ｊｒ．中目黒園  東京都目黒区青葉台１－１５－１４ 

101 営利企業 にじいろ保育園自由が丘目黒通り  東京都目黒区自由が丘２－２３－１３ 

102 営利企業 にじいろ保育園学芸大学  東京都目黒区五本木３－１３－３ 

103 営利企業 アスク上目黒保育園  東京都目黒区五本木１－１２－１３ 

104 営利企業 にじいろ保育園原町  東京都目黒区原町１－５－５ 

105 営利企業 アソシエ柿の木坂保育園 東京都目黒区柿の木坂２－１４－４ 

106 営利企業 スクルドエンジェル保育園柿の木坂  東京都目黒区柿の木坂１－３３－１８ 

107 営利企業 ゆらりん下目黒保育園 東京都目黒区下目黒６－１８－１１ 

108 営利企業 アソシエ不動保育園  東京都目黒区下目黒４－１１－１１ 

109 営利企業 アンジェリカ下目黒６丁目保育園  東京都目黒区下目黒６－１５－１８ 

110 営利企業 グローバルキッズ目黒園  東京都目黒区下目黒 4-7-2 

111 営利企業 アソシエ油面公園保育園 東京都目黒区中町 1-16-21 

112 営利企業 アソシエ祐天寺西保育園 東京都目黒区五本木 1-40-11 

113 営利企業 みらいく鷹番園 東京都目黒区中央町 1-19-9 

114 営利企業 まなびの森保育園学芸大学前 東京都目黒区目黒本町 1-16-17 

115 営利企業 ピュアリー目黒南保育園 東京都目黒区南 2-10-3 

116 営利企業 目黒碑文谷雲母保育園 東京都目黒区碑文谷 5-26-14 

117 営利企業 アソシエ学芸大学東保育園 東京都目黒区鷹番 1-1-15 

118 営利企業 アソシエ自由が丘保育園 東京都目黒区自由が丘 2-18-12 

119 営利企業 アソシエ八雲ママン保育園 東京都目黒区八雲 2-18-19 

120 営利企業 あい保育園東が丘 東京都目黒区東が丘 1-17-24 

121 営利企業 ウィズブック保育園東が丘  東京都目黒区東が丘 2-8-5 
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122 営利企業 アンジェリカ下目黒２丁目保育園  東京都目黒区下目黒 2-2-2 

123 営利企業 さくらさくみらい碑文谷  東京都目黒区碑文谷５－１０－１１ 

124 営利企業 キッズガーデン上目黒  東京都目黒区上目黒５－１９－３３ 

125 ＮＰＯ法人 東大駒場地区保育所 東京都目黒区駒場３-８-１ 

126 ＮＰＯ法人 ニコニコ保育園 

東京都目黒区中町１-３９-７ 弘洋ビル１・２

F 

127 ＮＰＯ法人 共同保育所コロちゃんの家  東京都目黒区目黒本町３-１２-１５ 

128 その他の法人 蓮美幼児学園祐天寺ナーサリー 東京都目黒区五本木１-３１-１５ 

129 その他の法人 あおば医院 病児保育室 東京都目黒区東山１-１-２ 東山ビル２F 

130 その他の法人 
めぐろ鈴木内科・小児科病院 病児保育

室「リトルベアー」 

東京都目黒区祐天寺２-１４-１９ 四宮ビル

３F 

131 その他の法人 蓮美幼児学園西小山ナーサリー 東京都目黒区原町１－１４－２０ 

132 
その他（個人

を含む） 
たけのこ保育園 東京都目黒区自由が丘１-３-１７ 

133 
その他（個人

を含む） 
みんなのおうち 

東京都目黒区下目黒６-１-２７ アメニティハ

ウス２F 

134 
その他（個人

を含む） 
すたでい 

東京都目黒区碑文谷６-２-１５ パインヴィ

レッジ１０１ 

135 
その他（個人

を含む） 
サンスマイルチャイルド  東京都目黒区鷹-２-２０-１７ TSビル３０４ 

136 
その他（個人

を含む） 
東二ひまわり保育園  東京都目黒区東が丘２-５-２３ 

137 
その他（個人

を含む） 
エルデ保育園  東京都目黒区駒場 
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保育師の労働条件 

 
保育士の給料が低い保育園ランキング（図表：AERA dot.） 

 

保育士の給料が低い保育園ランキング（図表：AERA dot.） 

 

本来なら高いはずの給与内閣府は 2021年度からの通知に地域区分ごとの人件費額を掲載する前

提で今、準備を進めており、筆者は 2020年度の地域区分ごとの人件費の内部資料を入手した（表）。関

係者によれば、「2021年度の金額も大きく変わらない」という。 

社会福祉法人の人件費は約 7 割、事業費と管理費が約 1 割。一方の株式会社は人件費が約 5 割、事業費が 1 割

弱、管理費が 2 割強だった。 

 



 

（出所：内閣府の資料を基に筆者作成）画像を拡大が 1 割弱、管理費が 2 割強だった。 

国や自治体は多額の税金を投入して保育士の処遇改善を図っているが、本来、保育士が受け取ることの

できる給与の金額はいったいいくらなのか。筆者は内閣府の資料を基に、計算した。 
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ついに判明した｢不当に低い保育士給与｣の実際 

過酷な労働環境のなか子どもを守れるのか 2021/03/05 東洋経済オンライン 

公定価格が最も高い東京 23区を例に考えてみよう。内閣府の内部資料から、2020年度は公定価格（基

本分）の人件費は約 443万円だということがわかった。そこに、国による全保育士対象の処遇改善加算

Ⅰとキャリアに応じた処遇改善加算Ⅱ、東京都独自の処遇改善加算を加えていく。 

すると想定される年間賃金は、処遇改善がまったくつかなくても年間で約 443万円、処遇改善加算Ⅰと都

独自の処遇改善費がつく場合で約 517万円、おおむね経験 3年目のキャリアに応じた処遇改善加算Ⅱ

がつけば約 523万円、おおむね経験 7年目の処遇改善加算Ⅱが最大でつくと約 565万円になる計算

だ。 

しかし、実際に保育士が受け取る年間賃金の実績は、東京 23区の平均が約 381万円だ（内閣府の

2019年度調査）。公費と実際の賃金の差は最大で約 184万円、最小でも約 136万円になる。 

 

 

 

 

 

 


