
NO （質問Ｑ） （回答Ａ）

園運営関係、保育教育活動

1 入園式・開園式は行いますか。 【くじら】開催予定です。

2 ４月１日から受け入れは可能ですか。 【くじら】受け入れ可能です。

3
保護者会（ＰＴＡ）は設置されますか。また公立園で
役員を担った保護者は役員免除の措置は設けられます
か。

【くじら】法人として保護者会の設置は必須でないと
考えており、現在のところは保護者会の設置は予定し
ておりません。目安箱の設置や保護者との細かな意見
交換を行い保護者の意見を聞き取れる体制づくりに努
めます。

4 一時預かりは行いますか。 【くじら】一時預かりは行う予定です。

5
普段の服装は私服でよいですか。オリジナルＴシャツ
を着用することになりますか。

【くじら】どちらでも構いません。汚れてもよい服装
で登園ください。園外活動や行事の際はオリジナルＴ
シャツの着用をお願いします。

6
体操ズボンは現在使用しているものをそのまま流用し
てもよいですか。

【くじら】体操ズボンや教材に関しては今あるものを
そのまま使っていただいて構いません。

7 給食のアレルギー対応は行われますか。
【くじら】給食のアレルギーは完全除去で対応しま
す。

8
子どもはマスクの着用を行いますか。マスクをする上
での熱中症対策などありますか。

【くじら】姉妹園では０歳から２歳児はマスクを着用
していません。３歳から５歳児に関しては保護者の要
望もあり、強制ではありませんが、着用しています。
熱中症対策として外遊びの際はマスクを外して対応し
ています。

9 土曜保育は実施されますか。 【くじら】７時から１９時まで実施します。

10 外遊びは取り入れますか。 【くじら】基本的に晴れた日は外遊びを行います。

11 感染症が拡大した場合、どのように対応されますか。
【くじら】迅速に検査できる体制を取っています。園
で陽性者が出た場合、学級閉鎖の対応としています。

12 ４月からステップ保育は実施されますか。
【くじら】ステップ保育は実施します。２週間程度を
考えていますが、保護者の就労状況やお子様の状況を
考慮して実施期間を検討します。

13
入園児用品や新年度用品はだれが用意しますか。また
トラブル防止のため園児が使用する用品は統一いただ
けますか。

■第二回
【くじら】個人利用するものは、保護者負担とし、原
則統一させていただく方向で考えています。ただし、
やむをえず現在使用しているものがあれば、ご相談く
ださい。共同利用する教材については、園負担予定で
す。

14 個人識別の「マーク」を継続してほしい。

■第二回
【くじら】公立園と同様、ロッカーにマーク（数字・
動物）を付け、文字の読めない子も識別しやすいよう
にします。対象は０歳から５歳までです。

伴谷統合認定こども園　三者協議会　Ｑ＆Ａ

1/6



NO （質問Ｑ） （回答Ａ）

15
クラス名やカラー帽子の色を今と同様で保護者や子ど
もに分かりやすくしてほしい。

■第二回
【くじら】現在使用されている帽子のカラーをできる
限り入園時のクラスカラーとします。クラス名につい
ては、現在くじら園で用いているクラス名で統一しま
す。

16 オムツは今まで通り持ち帰る必要がありますか。
■第二回
【くじら】園で処分させていただきます。

施設整備関係

17
令和５年４月開園時点では伴谷保育園がある状態で運
営を開始するのですか。駐車場や園庭はないのです
か。また工事期間中の安全対策はありますか。

■第一回
【市】令和５年４月には西側に認定こども園があり、
東側に既存の伴谷保育園がある状態で運営を開始する
ことになります。伴谷保育園は４月以降に解体工事を
予定しており、工事期間中は代替の駐車場として伴谷
総合運動公園の一部を利用させていただきたいと考え
ております。また、工事期間中の代替園庭としては伴
谷総合運動公園やひのきが丘公園、水口交流センター
の体育館など利用させていただきたいと考えておりま
す。駐車場、園庭の完成は令和５年１０月末頃になる
と想定しています。

■第二回
【市】保護者のご意見・ご要望を考慮して検討した結
果、園庭と駐車場の整備が完了するまでの間は、伴谷
幼稚園の解体時期を遅らせ、伴谷幼稚園の園庭も利用
できるようにします。また、工事車両が県道の前面道
路から場内（旧伴谷保育園）に出入りするため、送迎
時・運営中は安全確保のため、子どもの動線を分ける
よう計画しております。具体的には、保護者と子ども
は幼稚園側の道からグランドに入り、南側の道を通っ
て登園いただこうと考えています。また、園庭を利用
する際にも南側の道を通って、幼稚園の園庭にアクセ
スできるよう安全に配慮します。

18
保護者の送迎に伴い、前面道路に渋滞は発生しないで
しょうか。また、一斉降園時の渋滞緩和策はあります
か。

■第一回
【市】現在の保育園は駐車場台数が少ないことに加え
て、出入り口が１か所で狭くなっていることから、出
入りの際に渋滞が生じる状況にあります。そのため、
駐車場の入口と出口を別に設け、駐車場内の動線を一
方通行にしています。また、駐車台数１００台を確保
できていることから、現状より改善すると考えていま
す。

■第二回
【くじら】分散降園等の対策を考えています。

19
各部屋を広く設けているため、落ち着いた雰囲気にな
るか心配です。

【くじら】保育室内にパーテーションなどを設けて運
用して対応します。

20
屋外園庭について、低年齢児と３歳以上児が遊ぶ範囲
が交わらないための仕切りがほしい。

【くじら】今のところ、フェンス等の仕切りは考えて
いませんが、月齢および活動内容に応じて、スペース
分けを行っています。

21
子どもが道路に飛び出さないような対策はあります
か。河川や道路に近いため、どのような安全対策を行
いますか。

【くじら】敷地外周をフェンスで囲い、子どもが安全
エリアから出ないように安全対策を講じます。
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22 園庭に遊具を設置してほしい。

■第一回
【くじら】検討します。

■第二回
【くじら】検討した結果、新しく園庭に遊具を設置し
ます。遊具の種類としては木製アスレチック遊具等を
複数設置する計画です。

23 建物の西側からは避難できますか。
【くじら】建物の東側・西側両方から避難が可能で
す。

24
遊戯室が設けられていないことから、遊戯室を設置し
てほしい。広いプレイルームは確保してほしい。

■第一回
【くじら】社会福祉法人くじらでは遊戯室を設けてい
ない園が多く、遊戯室の設置が必須とは考えていませ
ん。使用頻度が低い遊戯室を設けるより、毎日使う保
育室を広くしたいと考えています。晴れた日は積極的
に屋外活動を行い、雨天の日は保育室で活動したいと
考えています。なお、遊戯室については、一度市と協
議して検討したいと考えています。

■第二回
【くじら】保護者のご意見・ご要望を考慮して検討し
た結果、現在の建築計画を一部変更し、保育室の他に
園児が屋内遊戯活動ができるよう「多目的遊戯ホー
ル」を新しく設置します。「多目的遊戯ホール」を遊
戯室およびプレイルームの用途として活用します。ま
た、保育室について、面積基準より余裕のある設計計
画としています。

25
遊戯室がない場合、どこで発表会をされますか。入園
式・運動会はどこで開催されますか。

【くじら】３歳児から５歳児の保育室を広く設けてお
り、クラス間の可動間仕切りを動かして保育室を繋げ
ることで、広い空間として利用することができます。
そのため、発表会は各保育室で予定しています。入園
式や運動会については水口交流センターや伴谷総合運
動公園など公共施設を利用したいと考えています。

26
遊戯室について、参観や行事を行う際に十分なスペー
スは確保されていますか。

■第二回
【くじら】３歳児から５歳児の各保育室の有効面積は
１２０㎡で計画しており、可動間仕切りを動かして保
育室を繋げた場合２４０㎡確保できます。

比較参考：伴谷保育園 遊戯室 有効面積２２０㎡
　　　　　伴谷幼稚園 遊戯室 有効面積１５０㎡

27

０歳児から２歳児の各保育室は一部屋設けられてお
り、パーテーションで室内を仕切り運営を行うとお聞
きしましたが、子どもがより落ち着く環境を確保する
ために新しく壁を設けて部屋数を増やしてほしい。

【くじら】１歳児および２歳児について、検討した結
果中央部をパーテーションにて間仕切り、２部屋とし
て活用できるよう進めています。また、月齢および活
動内容に応じて、ゲート等を用いて、保育環境を整え
ます。

28 園庭に砂場はありますか。

■第一回
【くじら】設けます。

■第二回
【くじら】西側敷地に４箇所設置予定です。

29
県道伴中山北交差点の右折時渋滞することがあるた
め、右折レーンの設置を検討してほしい。

【市】現在県において交差点改良工事の計画がありま
す。
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30
水口交流センター利用の際に道路を横断する機会があ
るため歩道橋の設置を検討してほしい。

【市】園運営中において道路を横断する際は職員の見
守りを行いながら、点滅信号の横断歩道で道路横断し
ます。

31
水口交流センター利用の際に歩道を通ることになりま
すが、歩道にガードレール設置など安全対策はされま
すか。

■第二回
【市】現状の運営方法と同様に職員が見守りを行い交
通事故が起こらないよう安全に配慮します。

32 プール遊びは取り入れますか。
■第二回
【くじら】園庭に組み立て式のプールを設置して、夏
期はプール遊びを行います。

職員関係

33 看護師の配置はできますか。 【くじら】配置を予定しています。

34 保育士の配置人数はどの程度になりますか。

【くじら】国・市の保育士配置基準に準じて配置しま
す。
　０ 歳 児 ：  ３人につき１人
　１-２歳児：  ６人につき１人
　３ 歳 児 ：２０人につき１人
　４-５歳児：３０人につき１人

35
保育士の確保はどこからされますか。今の園から職員
は採用されますか。

【くじら】新規採用、現園からの採用、同グループ内
からの配置替などで確保します。

36
園長予定者は現在別の保育園で園長をされています
が、令和５年４月以降は伴谷認定こども園の兼任とな
りますか。それとも専任となりますか。

【くじら】専任となります。

37 加配の職員配置はありますか。
■第二回
【くじら】配置を予定しています。

38 通訳の職員配置はありますか。
■第二回
【くじら】配置を予定しています。

39
公立園の保育士職員が出向して、新しい認定こども園
で働いてほしい。新しい保育士になると不安を感じま
す。

■第二回
【市】公私連携型認定こども園として、民営化による
環境変化が最小限になるよう引継ぎを行うため、公立
園の保育士が積極的にサポートします。
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その他

40 定員の内訳を教えてほしい。

■第一回
【くじら】定員内訳は以下のとおりです。
０歳２１名、１歳３６名、２歳４２名、３歳６０名、
４歳６０名、５歳６０名 計２７９名

■第二回
【くじら】各認定毎の内訳は以下のとおりです。

41
定員を超える申し込みがあった場合、受け入れは可能
でしょうか。

【くじら】定員の２割増しの人数までは受け入れが可
能かと考えています。

42
現在伴谷幼稚園に入園している園児は、伴谷認定こど
も園に継続して入園できますか。

■第二回
【くじら】伴谷認定こども園に対して、新しく入園願
書を提出していただくことになります。
継続園児は、優先的に入所していただきます。

43
定員が減ることにより伴谷認定こども園に入園できな
かった子どもはどうするのか。待機児童対策はあるの
か。

【市】保育園・認定こども園については、保護者の都
合により自由に園を選ぶことができ、２・３号認定に
ついては保育が必要な方のためのもので、就労などの
保育の必要量を数値化して順位を決めています。その
ため、入園希望者が多い場合は順位の高い人から入園
を決定しています。なお、市内の園に在園しており学
区に在住の方は入園審査基準の「継続時加算」や３歳
から５歳の「学区内加算（就学前の配慮）」が適用さ
れるため入園の際、有利な条件となっています。
　待機児童対策として、水口地域においては、新たに
小規模保育事業所や認定こども園の整備を進めたこと
により新たな保育の受け皿が確保できたものと考えて
おります。

44
今の保育園と比較して給食費が値上がりする根拠を教
えてください。

【市】給食センターの配食から自園調理になるため、
夏期休暇や冬期休暇の期間も月曜日から土曜日まで給
食の提供ができるようになります。
【くじら】世界の料理やご当地の料理を取り入れ、バ
リエーションに富んだ給食を提供します。

45
給食費に関して土曜保育利用者とそうでない方の給食
費が同じなのは不公平ではないでしょうか。

■第一回
【くじら】一度検討します。

■第二回
【くじら】再検討します。

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計(人）
１号認定 － － － 15 15 15 45
２号認定 － － － 45 45 45 135
３号認定 21 36 42 － － － 99
計（人） 21 36 42 60 60 60 279
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46
給食費に関して公立園と比較して費用が掛かるため、
差額分を市が負担してほしい。

■第二回
【市】伴谷保育園と伴谷幼稚園は給食センターからの
外部搬入を行っており、新しく自園調理に移行するこ
とにより給食費に差額が発生します。給食費について
は極力保護者の負担にならないよう今後検討いたしま
す。

47 ０歳児から２歳児の給食費はいくらになりますか。
【くじら】０歳児から２歳児の給食費は発生しませ
ん。

48
１号認定で入園したのちに途中で就労した場合、２・
３号認定に変更できますか。

【くじら】変更可能です。

49
長期休暇期間において、２・３号認定の園児と１号認
定の園児が一緒に経験できる活動（アフタースクール
等）はありますか。

■第二回
【くじら】１号の預かり保育をご利用いただき、２.３
号の園児と活動していただく予定です。

50
長期休暇期間において、１号認定の預かり保育は実施
されますか。

■第二回
【くじら】実施予定です。

51
保育士・教諭と保護者の連携や情報交換できる機会が
少ないので、降園時間を分散してほしい。

■第二回
【くじら】クラス人数が多い事、保護者家庭環境が
様々であるため、降園時間の細かな取り決めは、現実
的に難しいと考えますが、できる限り職員との情報交
換ができる環境をつくりたいと考えています。

52
伴谷幼稚園で行われている「書に親しもう」のイベン
トを継続してほしい。

■第二回
【くじら】イベントの内容について継続するか検討し
ます。

53 山へ行く遠足行事も継続してほしい。
■第二回
【くじら】より多くの自然にふれ、体力・運動能力の
向上に注力し、園外保育の充実を図ります。

54
CAP（子どもへの暴力防止プログラム）を開催してほし
い。

■第二回
【くじら】計画します。

55
公立園ではみさとっこ草履を取り入れていますが、新
しい認定こども園では何か取り入れますか。

■第二回
【くじら】みさとっこ草履の取り組みを検討します。

※上記の質問は三者協議会と保護者説明会で行った質疑内容等をまとめたものになります。類似した質問は集約して
います。
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