
第 1 回 茗荷谷ここわ保育園 入園前説明会議事録 

日時：平成 30 年 11 月 24 日（土）14：00～ 
会場：第一中学校 視聴覚室  

1. 開会 
 
 
2. 保育園概要説明 ※当日配布したパンフレットを元に説明。 

パンフレットは、ホームページに掲載されている内容と同じです。 

教育内容 

リトミック：講師が来園して、音楽に合わせてスキップ、ジャンプなどをします。 
英語：週２回、直接雇用しているネイティブ英語講師が終日園で一緒に過ごします。 

週１回ケアタイム（子ども達と一緒に遊ぶ） 
週１回コアタイム（歌ったり、絵本を読んだりするレッスンのようなもの）です。 

アルファベットを書けるように、話せるようにということではなく、英語に抵抗感を持
たず、小学校に入っても困らないようにということを目的としています。 

運動遊び：３歳児以上対象です。今後１・２歳児も対象とできるよう検討しています。 
 

園の一日・一年 

初年度から可能な限り行事は行っていきたいと考えています。発表会や運動会は日々の成果を
見せられるようなものです。 
 

保育目標・施設紹介・園について 

定員：2019 年度定員を記載しています。5 歳の募集はしておりません。その後持ち上がり可能な
定員となっていきます。 

 
3. 質疑応答 
Q. リトミックと英語の対象年齢は？ 
A. 0 歳児から対象です。環境に慣れてからの開始となるため、5 月～6 月くらいの予定でおりま

す。 
 
Q. アレルギーの対応は？ 
A. 医師の指示書のもと、対応可能です。複数のアレルゲンがある場合などはご自宅から持参して 

頂く可能性もありますが、姉妹園の現状としては全て対応させて頂いております。  
 
Q. 床暖房はあるのか？ 
A. 各保育室に完備しております。 



 
Q. 英語の講師は、週 2 日いるとのことだが、1 日中同じクラスにいるのか。 
A. 英語講師と園⾧・職員と相談の上、1 日単位で区切るのか、時間単位で区切るのかを決定致し

ます。 
 
Q. 0 歳児の布団は？ 
A. 0 歳児は布団でのお昼寝となります。布団は園で用意します。シーツは既製品か手作りのもの

をご家庭でご準備して頂いております。1 歳児以上は、コットという簡易ベッドでのお昼寝で
す。 

 シーツは購入か手作りでお選び頂いております。 
 
Q. 睡眠チェックはどのようにしているのか？ 
A. 午睡中も職員が必ずそばに付き添い、0 歳児は 5 分、1・2 歳児は 10 分、3 歳児以上は 15 分 

おきに睡眠チェック表を付けています。また仰向け寝を徹底しています。 
 
Q. 0 歳児の必ず必要な持ち物は？ 
A. 必要な持ち物に関しましては、入園児決定後に行います入園説明会で詳しくお話させていただ

きますが、一般的な物としましては、お着替え・エプロン・タオル・おむつ・おしり拭き・お
昼寝用シーツ・上掛け等をご家庭でご準備頂いています。 

 
Q.図面に園庭の表記があるが、園庭で遊ぶことができるのか？ 
A.園庭は十分な広さがない為、基本的には夏場のプール遊び場と考えています。 

その為戸外遊びは周辺の公園で行うことになると思います。 
 
Q. 薬の預かりはできるのか？ 
A. 基本的にはお預かりできません。ただお医者様の判断で園での与薬が必要となった場合は 

与薬依頼書を提出していただいた後、お預かり致します。 
 
Q. 職員の採用状況は？ 
A. 現在保育士 8 名が決定、2 名がお返事待ちです。また保育士の他に園⾧、看護師、事務員が決

定しております。既存園からの異動者も数名おります。 
 
Q. 2 階のバルコニーで遊ぶことはあるのか？ 
A. 災害時の避難用通路ですので、バルコニーで遊ぶことはございません。 
 
Q. 園⾧先生の経験はどのくらいか？ 
A. 保育関係の仕事を 30 年ほど経験し、施設⾧としては 15 年ほどの経験がございます。事業所内

保育所、認証保育所等で施設⾧をしていました。 
 
Q. 職員の経験年数は？ 



A. 現在のところ新卒の採用はございません。 
20 代～40 代と幅広い年齢層で全員保育園経験者です。年数としては 10 数年～2・3 年の方ま
でいらっしゃいます。 

 
 
 
Q. 慣らし保育について教えてほしい。 
A. 新園ですので、転園のお子さまも含めまして、全員対象とさせて頂きます。1 週間～10 日間 

程度のご協力をお願いしております。 
 
Q. セキュリティ・登降園の打刻について教えてほしい。 
A. 玄関はカードキーで開錠していただきます。お持ちの IC カードを登録し鍵としてご利用いた

だけます。登降園に関しましては鍵とは別にタイムカードを打刻していただいております。 
 
Q. 補食について教えてほしい。 
A. 18:15 以降延⾧保育にかかるお子様のみ対象です。 

おにぎりやサンドウィッチ等軽食を提供いたします。 
 
Q. 離乳食・ミルクの対応を教えてほしい。 
A. 離乳食、ミルク共に園で準備致します。離乳食は開始前に保護者・担任・調理員と面談を行い

現在のご家庭の離乳食状況を把握してから提供させていただきます。 
 
Q. 体調不良児の対応（ルール）について教えてほしい。 
A. 基本的な数値といたしましては 37.5℃としていますが、あくまでも目安ですので前後の体調

等を考慮し体調不良と判断した場合はご連絡させていただいています。また熱がない場合でも
嘔吐や下痢が続いている場合はご連絡いたしますので、ご協力お願い致します。早退後の翌日
のお休みにつきましては、病院を受診していただき医師の判断に従っていただければと思いま
す。 

 
Q. 保護者参加型の行事はあるのか？ 
A. 初年度はそれほど多くの行事は開催できないと思いますが、保護者参加型の行事として運動

会・クリスマス発表会は予定しています。どちらも土曜日か日曜日を予定しています。 
ただ担任との個人面談に関しましては平日を予定しておりますので、日程調整のご協力をお願
い致します。 

 
Q. ベビーカー置場に常時ベビーカーを置くことは可能か？ 
A. ベビーカーは常時置いていただけます。ただ面積に限りがございますので、年齢・月齢の低い

お子様優先とさせていただきます。 
 
Q. こども用の自転車用ヘルメットを置く場所はあるのか？ 



A. 保育室内に個人の荷物置きボックスがございますので、そこに入れて頂くことは可能ですが、
現在のところへルメット専用の置き場はございません。 

 
Q. 各保育室の面積を教えてほしい。 
A. 0 歳児：19.84 ㎡、1 歳児：32.49 ㎡、2 歳児：23.51 ㎡、3 歳児：24.02 ㎡、 

4 歳児：23.89 ㎡、5 歳児：24.05 ㎡です。 
 
Q. 職員の配置基準を教えてほしい。 
A. 0 歳児 3 人に１人、１、２歳児６人に１人、３歳児２０人に１人、４、５歳児、３０人に１人

という国の基準を基にプラス１配置出来ればと思っています。 
 
Q. 給食は調理委託とのことだが、自園調理か？ 
A. 完全委託ではございますが、委託業者に自園の調理室で調理していただいております。 
 
Q. 運動遊びの対象年齢は？ 
A. 現在は 3・4・5 歳児が対象ですが、今後 1・2 歳児クラスでも行っていきたいと思っておりま
す。 
 
Q. 相談室の使用方法をおしえてほしい。 
A. 担任と保護者様の面談や、職員と園⾧、職員と本社職員との面談等で使用いたします。 
 
Q. 運動あそびを行う場所をおしえてほしい。 
A. 既存園では室内にて運動遊びを行っておりますので、茗荷谷ここわ保育園でも３・４・５歳児
保育室を使用して行う予定です。 
 
Q. 5 歳児はいつまでお昼寝をするのか教えてほしい。 
A. その年度のクラス月齢などにもよるので、一概にいつまでとは断言できませんが、既存園では

年明けまでには午睡の時間をなくすようにと動いています。 
 
Q. 歯磨きはどうしているのか？ 
A. 今の時点でいつから開始しますと断言できませんが、既存園ではだいたい３歳児クラスから開

始しています。 
 
Q. 屋上は使用できるのか？ 
A. 利用できません。 
 
Q. 中学校の敷地内にある保育園のメリットとデメリットを教えてほしい。 
A. 心配点は中学校の部活動のボールが危なくないのかだと思いますが、新たに保育園の敷地と校

庭の間に 12ｍの防球ネットを建設する予定です。さらにエントランスには屋根のように防球
ネットを設置致しますので、安全面での問題はないと考えています。 



メリットは、中学校の敷地の為中学校の生徒さんと交流できる点だと思います。校庭側にも扉
を付ける予定ですので、校庭から直接園舎の中に入れるようになり職業体験等交流の機会を設
けたいと思っています。 
また、校庭側の扉もセキュリティーを付けますので、外部から勝手に入ってくることは出来ま
せん。 

 
 
 
Q. 耐震性は大丈夫なのか？ 
A. きちんと基礎も埋め込んでおりますし、通常の基準より高い児童福祉施設の基準を満たしてお

りますので大丈夫です。 
 
Q. 防球ネットと建物が近いように見えるが、窓が割れたりしないのか？ 
A. 窓にはルーバーを設置しているので、窓ガラスに直接ボールが当たることの無いようになって

います。また、窓は飛散防止の窓ガラスを使用している為、二重の対策をとっています。 
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第 2 回 茗荷谷ここわ保育園 入園前説明会議事録 

日時：平成 30 年 11 月 24 日（土）15：30～ 
会場：第一中学校 視聴覚室  

 
 
1. 開会 
 
 
2. 保育園概要説明 ※当日配布したパンフレットを元に説明。 

パンフレットは、ホームページに掲載されている内容と同じです。 

教育内容 

リトミック：講師が来園して、音楽に合わせてスキップ、ジャンプなどをします。 
英語：週２回、直接雇用しているネイティブ英語講師が終日園で一緒に過ごします。 

週１回ケアタイム（子ども達と一緒に遊ぶ） 
週１回コアタイム（歌ったり、絵本を読んだりするレッスンのようなもの）です。 

アルファベットを書けるように、話せるようにということではなく、英語に抵抗感を持
たず、小学校に入っても困らないようにということを目的としています。 

運動遊び：３歳児以上対象です。今後１・２歳児も対象とできるよう検討しています。 
 

園の一日・一年 

初年度から可能な限り行事は行っていきたいと考えています。発表会や運動会は日々の成果を
見せられるようなものです。 
 

保育目標・施設紹介・園について 

定員：2019 年度定員を記載しています。5 歳の募集はしておりません。その後持ち上がり可能な
定員となっていきます。 

 
3. 質疑応答 



 
Q. 中学校との取り決めはあるのか？校庭の使用頻度は？ 
A. 現在、他保育園が 5・6 園使用していたり、中学校の体育、部活動での使用もあり現時点で週

何回使用できます等断言できませんが、使用したい気持ちはございますので、今後中学校と相
談していこうと思っています。 
部活動の取り決め等は行っていません。しかし校庭と園舎の間に新たに 12ｍの防球ネットを
新設する予定です。またエントランスには屋根のようにネットを設置し対策を行います。 

 
Q. 校庭の使用時間は午前中のみなのか？午後の戸外遊びは予定していないのか？ 
A. 基本的に午前の主活動時間を主に考えていますが、午後の活動でも使用できるように中学校と

話していこうと思っています。 
 
Q. 4 歳児の園児数が少ない場合の保育方法は？ 
A. 場合によっては 3・4 歳児合同クラスになることもあると思います。 
 
Q. 運動遊びの実施場所は？中学校の体育館は使用できないのか？ 
A. 既存園での運動遊び、運動指導は保育室内で行っており、茗荷谷ここわ保育園でも 3，4，5 歳

児保育室を使用し行う予定ですので、行事以外で中学校の体育館をお借りする予定はございま
せん。 

 
Q. 職員の中で、既存園からの異動の人数はどのくらいか？ 
A. 現在 3 名を予定しています。 
 
Q. 補食の量をおしえてほしい。 
A. 夕食前の軽食と考えていますので、小ぶりのおにぎり 2 個、サンドウィッチ２切れ程の量です。 
 
Q. 保育室の大きさをおしえてほしい。 
A. 0 歳児：19.84 ㎡、1 歳児：32.49 ㎡、2 歳児：23.51 ㎡、3 歳児：24.02 ㎡、 

4 歳児：23.89 ㎡、5 歳児：24.05 ㎡、延べ床面積は 380 ㎡程度です。 
 
Q. アレルギーの対応は？薬は預けられるのか？ 
A. 医師の指示書のもと、対応可能です。複数のアレルゲンがある場合などはご自宅から持参して 

頂く可能性もありますが、姉妹園の現状としては全て対応させて頂いております。  
アレルギー用のお薬はお医者様の判断のもとお預かり致します。 

 
Q. 運動遊びは 3 歳～5 歳合同で行うのか。運動の頻度は？ 
A. クラス人数にもよりますが、人数が増えてきた場合は各クラスごとで行っていきます。 

頻度としては月 2 回程度を予定しています。 
 
Q. 駐輪場に自転車を常時停めておけるのか？ 



A. 登降園時の一時駐輪とさせていただいています。 
 
Q. お散歩に行く公園はどちらになるのか？ 
A. 代替遊技場は竹早公園となっております。その他にも近隣に公園が多いので、開園後に園⾧、

職員と共にお散歩マップを作成し色々な公園に行きたいと思っております。 
 
Q. 保育参観はあるのか？ 
A. 既存園では行っていますが、初年度から行うかは開園後決定致します。基本的には期間を定め

その期間で希望の方に参加していただく形を取っていこうと思っています。 
 
 
Q. 固定のプールはないと思うが、どのようにプール遊びをするのか 
A. 園庭に組み立て式のプールを設置し行う予定です。 
 
Q. 月極の延⾧保育料金を教えてほしい。 
A. 30 分 2500 円、1 時間で 5000 円です。 
 ※延⾧保育は満 1 歳以上のお子様のみ対象となります 
 
Q. ベビーカー置場に常時ベビーカーを置くことは可能か？ 
A. ベビーカー置場は常時置いておけます。しかし場所に限りがございますので、年齢、月齢の低

いお子様を優先とさせていただきます。 
 
Q. ファミリーサポートやベビーシッターのお迎えは当日連絡で可能か？ 
A. 可能です。お迎え者が変わる場合は保護者の方より園にご連絡をください。お迎えに来る方の

お名前をお伝えいただき、お迎えの方が来た際にインターフォン越しで身分確認をさせていた
だきます。 

 
Q. 登園時間は毎日同じ時間である必要があるか？ 
A. 大幅にずれる場合は前日など事前にお知らせしていただきたいですが、必ずしも毎日同じ時間

である必要はございません。 
 
Q. 災害時の閉園の基準を教えてほしい。 
A. 基本的に認可保育園は園の判断で閉園は出来ない為、国、市区町村が外出禁止令、閉園指示を

出さない限り閉園はしないと思っていただいて大丈夫です。 
 
Q. 持ちものと入園時に必要なものを教えてほしい。 
A. 手作りの物と指定している物はございません。ただ 0 歳児のお昼寝に使用するお布団のシーツ

はご家庭でご準備頂きたいので、購入していただくか作成していただくかご都合のよろしい方
をお選びください。1 歳～5 歳児はコットという簡易ベッドでお昼寝をするのですが、そのシ
ーツは園で販売もしていますが、手作りの物をお持ちいただいても構いません。またお散歩用



の帽子も園で販売しています。その他毎日必要な物は、お着替え、エプロン、タオル、おむつ、
おしり拭き等をご家庭でご準備していただいています。また詳しい持ち物に関しましては、入
園決定後に行います入園説明会で詳しくお伝えいたします。 

 
Q. こどものお休みの基準はあるのか？また前日体調を崩していた際などお散歩をさせない等個

別対応はしてくれるのか？ 
A. 基本的な数値といたしましては 37.5℃としていますが、あくまでも目安ですので前後の体調

等を考慮し体調不良と判断した場合はご連絡させていただいています。また、熱がない場合で
も嘔吐や下痢が続いている場合はご連絡いたしますので、ご協力お願い致します。 
お散歩に関しましては、通常の団体生活を送ることが出来る、ということもお預かりできるか
どうかの判断基準になりますので、個別の対応は行っておりません。 

 
Q.園⾧先生は園⾧経験があるのか？ 
A.こちらの法人ではないところで園⾧をしておりました。 
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