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小石川ここわ保育園 保護者説明会概要及び質疑応答 

 

2021年 11月 13日（土）全 5回実施 

 

★今後の流れについて 

認可保育園の為、入園の申し込み・相談に関しては文京区へご連絡ください。２月に入園決

定者へ書類を郵送し、３月に入園説明会を開催する予定です。 

 

★慣れ保育について 

４月１日から開園し、慣れ保育を行っていきます。新しい環境に慣れるには時間がかかるの

で、10日～2週間程をみていただきたいです。お子さんの様子を見て、保護者の方と相談し

ながら、段階を踏んで徐々に保育時間を延ばしていきます。復帰日、就労日が迫っている場

合は、ご相談ください。 

Ｑ.現在他の園に通っている。慣れ保育は短縮できるか？ 

  新しい環境なので、幼児であっても数日は様子を見たいと思います。入園式、懇談会が

ある為、4/4（月）から慣れ保育開始となります。 

 

★定員について 

認可定員は 0 歳児 9 名、1 歳児 15 名、2 歳児 16 名、3 歳児以上は 20 名ずつの計 100 名で

す。初年度に関しては、5歳のみ利用停止となる為、１年間のみ園と直接契約を結ぶ定期利

用の 1歳児 3～4名程度が 5歳児室を利用する予定です。 

Ｑ.定期利用はいつから募集するか？ 

  2次募集が終わってから募集します。 

 

★保育時間について 

 開園時間は 7：15～19：15 で、18：16 より延長保育となります。朝と夕方は合同保育を

行います。 

Ｑ.延長保育料は？ 

単発利用の場合は 30 分ごとに 400 円、月極としては 1 か月 30 分ごと 2,500 円となっ

ています。月極で 19：15までの場合は月に 5,000円です。 

Ｑ.予定しているお迎え時間を過ぎた場合の連絡基準や方法は？ 

延長保育時はおにぎりなどの補食を提供します。補食の準備がある関係で、急遽延長保

育を利用することになった場合は、15 時頃までにご連絡いただきたいです。それ以外で

あれば、分かった時点で電話にて連絡していただければ大丈夫です。 
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Ｑ. 区では産休・育休中の保育時間に関して 16 時半までが目安。園独自の決まりはある

か？ 

園独自の決まりはなく、区の基準と同じとなります。 

Ｑ.登園時間は決まっているか？ 

  主活動が始まるので、なるべく 9時半までには登園していただきたいです。 

Ｑ.保護者の仕事が休みの時は、病院受診やリフレッシュの為等で例えば 9～16時までの時

間であれば預けられるか？ 

原則は家庭保育をお願いしています。病院受診やリフレッシュが必要でという場合

は時間なども含めて園にご相談となりますがお預かりします。 

Ｑ.買い物してから迎えに来ても良いか？ 

基本的には職場からの直行直帰でお願いしています。 

 

★職員について 

現時点では仮となりますが、園長は 50 代女性を予定しています。担任保育士は 0 歳児 3

名、1歳児 3名、2歳児 3名、３・４歳児が 1名～2名、看護師（常勤）、事務員、園長、栄

養士・調理員 4名で 20～40代を中心に職員数は 20名弱を予定しています。7割程度決定し

ており、人材紹介会社なども使用して開園までに全員揃う予定です。 

Ｑ.担任以外にフリーは配置されるのか？パートも入るか？ 

フリーの職員も配置される予定です。担任が振替休日を取得する際に代わりに入るこ

ともあります。パート希望の応募があれば可能性はありますが、今のところ常勤の予定で

す。 

Ｑ.フリー職員は園全体をみるのか？各クラスでフリーか？ 

  園全体を見ながら、各クラスの補助も行います。 

Ｑ.3～4歳児のクラスは合同になるか？ 

  入園人数によりますが、合同になった場合はクラス別の活動も行う予定です。 

Ｑ.保育士に関して、系列園からの異動者はいるのか？全て新規採用か？ 

系列園からの異動者もいます。それ以外も新卒者ではなく、別の園で経験のある保育

士となります。 

Ｑ.会社で職員への研修はしているか？ 

  外部講師による研修を行っており、全保育士が参加します。 

Ｑ.保育士の男女比はどうなっているか？ 

  女性 9割、男性 1割程度となる予定です。 

Ｑ.保育士は母親の経験がある人が多いか？ 

  多数ではありません。 
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★設備について 

保育園は 1階と 2階に分かれています。3階は育成室と呼ばれる区が運営する小学生用の

学童の場となっています。午後は園庭にて小学生との交流も行われる予定です。 

Ｑ.図書室はどのように使用するか？ 

  園長や職員とで話し合い、時間帯を分けるなど詳細を決めていくことになります。 

Ｑ.自転車・ベビーカーの置き場はあるか？ 

自転車は登降園の際に一時的に駐輪するスペースがあります。ベビーカーは登園時か

ら園に置いておくことも可能ですが、スペースが限られている為、0・1 歳児で月齢が低

いお子様優先となります。抱っこ紐はお一人ずつロッカーがあるので、そちらに置いてお

くことができます。 

Ｑ.園庭はどうなるか？ 

ゴムチップを敷いて、屋根のある水遊び場、砂場、鉄棒、小さい山、ボルダリングが設

置され、三輪車が置かれる予定です。プールは常設でなく使用する時期に少し泳げる大き

さのものを設置する予定です。 

Ｑ.園庭の上にあるスペースはどうなるのか？ 

  植物を植える予定です。 

Ｑ.ベランダを使用することはあるか？ 

避難経路となっていますので、使用することはありますが、日常的には利用しません。 

Ｑ.床暖房と保護者が確認できる監視モニターはあるか？ 

床暖房は各部屋に設置しています。各部屋に防犯カメラは設置していますが、保護者の

方と共有せずに防犯面での設置となります。 

Ｑ.園に入る時のセキュリティはどうなっているか？ 

今回の説明会時は、外壁の工事が終わっていないので園庭から入っていただきまし 

たが、完成後、緊急時以外は園庭の扉を閉めておく形となります。保護者の方がエントラ

ンスから園内に入る際には、入園決定後お渡しするネームプレートを身に着けて、登録し

た PASMO・SUICA などの IC カードを使用していただきます。登録は防犯上各家庭 2 名ま

でとさせていただいています。それ以外の方はインターホンを押して、園職員が確認して

からとなります。普段お迎えに来る方でない場合は、事前に保護者の方から教えていただ

いたお名前を元に確認させていただきます。育成室が 3階にありますが、入口から分かれ

ています。学校 110番を導入する予定です。 

Ｑ.この敷地の面積は？ 

  およそ 1200㎡です。 
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★非常災害時の対策について 

Ｑ.地震発生時の避難経路、安否確認の方法、自分で動けない子の避難方法は？ 

毎月、消火訓練と避難訓練を行います。不審者訓練も年に 2回行い、園内の防犯意識を

高めます。また、年に 1回は保護者の方にもご協力いただいて引き渡し訓練を行う予定で

す。実際に災害が発生した際は、災害伝言ダイアルとアプリを利用して発信を行い、園か

ら移動する場合は、移動先の情報をエントランスなどにも掲示致します。 

避難方法としては、おんぶ紐と共に、0歳児は 4人乗り、1・2歳児は 6～8人乗りの避

難車を使用します。毎月の避難訓練でも使用する防災頭巾も各保育室に用意します。 

Ｑ.災害時の対応や避難場所は？ 

  基本的には園内で待機し、火災など危険な場合は柳町小学校に避難します。 

Ｑ.開園前に避難訓練を行うか？ 

開園前に職員が集まり準備や話し合いを行う機会が数回ございますので、 

その中で話し合い行っていきます。 

 

★連絡手段について 

コドモンというアプリを保護者の方に登録していただき、園での様子、ご家庭での様子

や睡眠時間などもアプリでのやり取りとなります。 

Ｑ.連絡帳に入力する内容と対象クラスは？ 

  0～2歳児に関しては、食事内容、睡眠時間、排泄についてです。3歳児以上は、ご希望

に応じて連絡用のノートを使用する予定です。 

Ｑ.写真販売はコドモンで行われるのか？ 

はいチーズという別の会社を利用し、その会社のサイトから購入していただくことに

なります。日々の保育写真は職員が撮影し、行事等は、はいチーズのスタッフが撮影に来

ます。 

Ｑ.子どもの写真を載せたくない時は対応してくれるか？ 

  画像使用の意向調査を行いますので、そちらにご記入ください。 

Ｑ.SNSは使用しているか？ 

  園での運用は行っていません。 

 

★給食・食育について 

給食、おやつ共に自園調理と言って直接雇用している栄養士・調理員によって園内で調理

したものを提供します。おやつはせんべいやヨーグルトなどの市販品が提供されることも

ありますが、基本的には手作りとなります。出来るだけ国産の食材を使用し、四季の行事食

や様々な国の料理も取り入れていく予定となっています。粉ミルクは「はいはい」を使用し、

哺乳瓶と共に園で用意します。衛生面より冷凍母乳の預かりはしていません。 

0～2 歳児は朝おやつとして牛乳を提供し、3 歳児以上は必要に応じて水分補給をしてか
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ら主活動を開始します。 

Ｑ.箸は何歳から使用するか？ 

3歳児から取り入れていく予定ですが、絶対に使わなければならないのではなく、興味

を持ち始めて段階を踏んで徐々に使うようにしていくことになります。 

Ｑ.おかわりはあるか？ 

おかわりがあることで、完食への意欲にも繋がりますので、対応できる範囲では考えて

おりますが、基本的には栄養士による栄養計算のもと提供しておりますので、おかわり

はございません。 

Ｑ.食育で栽培はするか？ 

  初年度は幼児がプランターで水やりをする程度となる予定です。 

Ｑ.歯みがきの時間はあるか？ 

3歳児から歯みがきを開始する予定です。 

 

★アレルギー対応について 

アレルギー対応に関しては、内容によって除去もしくは代替食を提供します。アレルゲン

の組み合わせがあまりにも複雑な場合はお弁当持参をお願いする可能性もありますが、現

在弊社が運営している 19園でお弁当持参となった実績はありません。 

Ｑ.アレルギー対応についてもう少し詳しく知りたい。 

  医師記入の生活管理指導票を提出していただき、保護者、園長・担任・看護師・栄養

士とで行うアレルギー面談にて詳細を確認してからアレルギー対応を行います。その後

も年に 1回は同様に指導票提出と面談を行います。毎月、前月中に保護者の方に献立を確

認していただき、日々園内で提供内容を確認します。専用の机とトレー・食器類を使用し

ます。必要があれば、エピペンもお預かりします。 

 

★服装について 

体をたくさん動かして遊ぶので、なるべく薄着でとお伝えしています。 

Ｑ.子どもの服装について指定はあるか？ 

新たに購入する必要はありませんが、安全面を考慮しスカート、フリル・レースのつい

た華美なものは避けていただいています。 

Ｑ.室内は裸足で過ごすのか？上履きを使用するか？ 

今のところ裸足の予定です。様子を見て、3歳児以上からは上履きを使用する可能性が

あります。 

 

★オムツ・トイレットトレーニングについて 

オムツが取れていないお子さんは朝ご家庭からオムツを持参していただき、帰りに不足

分を確認していただく流れとなります。廃棄は園で追加料金なしで行います。 
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Ｑ.3歳児クラス時点でオムツが外れていないといけないか？ 

  外れていなくても問題ありません。 

 

 

★行事について 

4月入園後、年間の行事予定表を配布します。保護者参加の行事は運動会、発表会、個人

面談、保護者会、保育参加（参観）を予定しています。保護者の方に参加していただく行事

は、土日や夕方の時間帯に開催するなど保護者の方に負担のないように実施する予定です。

土日に行事が開催される場合も、園としての振替休日はありませんのでご安心ください。新

型コロナの状況によって変わる可能性がありますので、その都度お知らせします。 

Ｑ.保護者が行う手伝い、役員制度などはあるか？ 

保護者の方のお手伝いは予定していません。ただし、運営委員会という保護者代表の方

と一緒に年 2回、保育園運営に関してご意見を伺う話し合いの場がございます。また、新

型コロナの状況によりますが、クリスマス会のサンタクロース役をボランティアでして

いただくこと等はあるかもしれません。 

Ｑ.運動会は施設内で実施するか？ 

近隣の学校などを使用する可能性があります。 

 

★教育について 

「お子さん一人ひとりの得意分野の発見」という位置づけです。 

英語：9～16 時まで週 2 回、直接雇用しているネイティブの英語講師と一緒に過ごします。

就学前までに英語が話せるようになることを目指すのではなく、異文化交流を目的として

います。様々な英語講師に触れる機会を設ける為、1年ごとに講師が代わる予定です。 

運動：マットや跳び箱、巧技台を使って体を伸び伸び動かす楽しさを感じ、体幹を鍛えます。 

もじ・すうじ：興味を持つようになった段階で、日々の保育の中で取り入れていきます。就

学までに自分の名前が読める、書けるようになることを目的とします。 

食育：調理室がガラス張りになっているので調理している様子を見ることができます。栽培

を行ったり、幼児になるとクッキングをしたりもする予定です。 

リトミック：0～5 歳児を対象に、委託している外部の講師が月 1 回来園します。各発達段

階に応じて 10～20分のレッスンで、手作りも含めて楽器を使用してリズム遊びを楽しんで

いきます。 

Ｑ.教育のカリキュラムは初年度から行われるのか？全クラスが対象か？ 

5月など無理の無い範囲で、初年度から導入されます。運動は 2歳児から、リトミック・

英語は 0歳児から対象です。0 歳児は遊びながら学んでいく形となります。クラスごとに

行い、場合によってはクラス内を 2部に分けて行うこともあります。 
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Ｑ.英語では飛沫が気になる。コロナ対策はどのようにされているか？ 

  レッスンの時はフェイスシールドを装着し、それ以外の時間帯はマスクを着用します。 

Ｑ.コロナの緊急事態宣言が出た場合、教育活動は中止になるか？ 

系列園の実績として、外部講師となるリトミックは中止しましたが、運動講師・英語講

師は直接雇用の職員の為、日頃から体調管理を行い、体調不良時は出勤せず、出勤後であ

っても無理せずに帰ることになっています。感染者数減少の状況などを見ながら完全中

止ではなく出来る範囲で継続して活動を行っていました。 

Ｑ.教育活動は、この園のみか？ここわ保育園統一か？ 

ここわ保育園統一ものです。 

Ｑ.ブックレットにて一日中英語しか話さないような記載があるがこの園ではどうなる

か？ 

英語講師が週 2回来園しますが、各クラスを回る為、今回は別のクラスのみで在籍して

いるクラスに講師が来ないということもあります。英語講師は英語を話しますが、レッス

ン時以外は保育士や子どもたちは通常通り日本語で会話します。 

Ｑ.英語講師はなまりがあるか？ 

  アメリカ出身者になる予定です。 

Ｑ.英語講師、運動講師などは食事介助・トイレ介助をするか？ 

食事介助を行うことはあります。 

Ｑ.運動講師もプールに入るのか？ 

夏季期間中、水遊びと運動指導が重なったタイミングで講師共にプール遊びを行う

こともあります。 

 

★昼寝について 

0 歳児から 5歳児までお昼寝します。体を横にして休める時間は大切にしますが、寝られな

い場合に無理に寝かすなどはしません。5 歳児は 11 月頃から年始にかけて時間を短くなど

して就学に備えて調整していきます。 

0歳児は布団、1歳児以上はコット（簡易ベッド）を園でご用意します。シーツは 1枚目

貸与しますので、上掛け用のバスタオルを家庭からご持参ください。週末にシーツや上掛け

を持ち帰っていただきますので、洗濯をお願いします。 

Ｑ.ＳＩＤＳ（乳幼児突然死症候群）の防止対策は？ 

センサーの導入予定はありません。0 歳児は 5 分、1・2 歳児は 10 分に 1 度、3 歳児以

上は 30 分に 1 度、保育士が直接触るなどして確認します。0～2 歳児のお昼寝した時間

は、コドモンにて保護者の方に配信します。 

Ｑ.布団は持ち帰りが必要か？ 

  不要です。 
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★保健衛生について 

Ｑ.感染症に罹患した場合の登園基準は？ 

  医師の判断となります。感染症の種類によって、登園許可証（医師記入）か登園届（保

護者記入）を提出していただいてからの登園となります。 

Ｑ.発熱時、保護者に連絡する目安は？ 

37.5℃が目安となります。しかし、暑い季節や平熱が高い場合などは、看護師が全身状

態も見て、個別に判断させていただきます。また、万が一受診が必要な怪我をした場合は、

保護者の方に連絡した後に園職員が病院へお連れして受診となります。 

Ｑ.体調不良でお迎えとなった場合の、迎えに行くまでの対応は？ 

体調不良のお子さんは、事務室の医務コーナーで様子をみることになります。 

Ｑ.体調不良で休む基準はあるか？ 

  解熱剤を使用している時はお休みいただいています。解熱後 24時間はなるべく家庭で

お過ごしいただくようお伝えしています。 

Ｑ.新型コロナなどの感染症対策は？ 

日々の消毒が大切になってくると考えております。保護者の方に園内のどこまで入っ

ていただくかは感染者数などの状況によって変わってきます。感染状況を踏まえながら

その都度検討していきます。職員に関しては、出勤時などに検温を行っており、体調不良

に関してはすぐに帰宅する、出勤せずに休むなどの対応をしています。 

Ｑ.園内での子どもがマスクをする基準は？ 

  幼児であればご家庭の希望があれば着用も可能ですが、園児は着用しない予定です。 

Ｑ.新型コロナの感染者が出た時の対応は？ 

  認可保育園の為、文京区や保健所の指示のもとで決定することになります。文京区では

1名判明すると休園となっていました。 

 

★保険について 

Ｑ.入園と同時に加入する保険などはあるか？食育で食中毒が発生した場合はどうする

か？ 

賠償責任保険と傷害保険（スポーツ振興センター）の保険に加入します。食中毒発生時

は、保健所に連絡をして指示を仰ぎます。 

 

★戸外活動について 

Ｑ.散歩に行く公園はどこを予定しているか？ 

一番近い所に井上公園があり、幼児の足で７～８分のところに小石川一丁目児童遊園

がございますので、そちらに行く予定ですが、実際に保育をする職員が周辺に足を運ぶな

どして各クラスに合った公園を調べてから行く流れとなります。 
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Ｑ.散歩には何歳児から行くのか？ 

  散歩用のバギーを使用して 0歳児から行きます。 

Ｑ.頻度は？ 

  天気が良い日は基本的に戸外活動となる予定です。 

Ｑ.公園だけではなく、近隣の植物園などに行くことはあるか？ 

開園して 1～2か月は安全の為に園外に出ずに過ごす可能性がありますが、その後徐々

に行動範囲を広げていこうと思っています。 

Ｑ.園庭で遊ぶ時間は全員一緒か？ 

  事故防止の為にも、クラスごとに時間を決めて遊ぶ予定です。 

Ｑ.園庭の使用に関して、クラス全員で一緒なのか？一部が外に出て一部は室内で過ごす形

になるか？ 

はじめはクラスで一緒にとなる予定ですが、お子さんが慣れてきてから、職員体制が取

れている時に個々に選べる形にすることも考えています。午後は 3階の育成室（学童）を

利用している小学生と一緒に園庭で遊ぶことも予定しています。 

Ｑ.学童が園庭を使うというが、分けて使う形か？何時頃から何人程度利用するか？ 

今後、育成室（学童）を運営する文京区と話し合って調整することになりますが、決定

は入園申込締切以降となる予定です。学童は 15時頃から利用となる予定で、利用者数に

関しては現時点で未定です。 

 

★保育について 

Ｑ.異年齢保育は考えているか？ 

  初年度は、各クラスに慣れることを優先させる予定です。 

Ｑ.園内の遊具は何を使う予定か 

運動指導時にも使用するので平均台、跳び箱、マット、ウェーブバランス等があります。

子供たちの成長を見て決めていきます。 

Ｑ.園内で使う玩具、本はどのようなものになるか？ 

  HP に掲載している系列園の紹介動画が、参考程度にはなるかと思いますが、年齢に合

ったものを使用していきます。 

Ｑ.幼児クラスについて、社会性を育む為に心がけているところ、就学に向けて行うことは 

あるか？友達とのコミュニケーションについては？ 

自分たちでトラブルがあった時にすぐに止めるのではなく、見守るようにしています。

自分で好きな遊びを選べることを大切にし、個別に遊ぶ時間も取り入れています。 
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★その他 

Ｑ.延長料金の支払い方法は？現金のやり取りはあるか 

   銀行口座を登録していただき、口座引き落としとなりまので現金でのやり取りはご

ざいません。 

Ｑ.持ち物は何か？ 

  おむつ、エプロン、口拭きタオル、午睡時の上掛け、幼児は歯ブラシ、コップなどです。 

 

以上 


