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広陵北かぐやこども園Q＆A

質問 回　　　答

1
北幼稚園・北保育園の先生は広陵北か
ぐやこども園に配属されるのですか？

　広陵町幼保一体化総合計画では、平成３６年度には広陵町立の全ての幼稚園・保育園がこど
も園に移行する計画です。
　このことから、幼稚園及び保育園の別なく人事異動を行うことになります。
　北幼稚園の現配属の先生につきましては、人事異動を最小限に抑えるように検討しています
が、平成３０年度の職員採用状況等により、若干の変動があることにつきましてはご理解をお願
いします。

　幼稚園
　・制服…来年度５歳児は、現在のものをご利用いただくことにしております。
　・学用品…来年度４歳・５歳児は、現在のものをご利用いただくことにしております。
　　ただし、新調もしくは買い替えの場合は、園指定のものにしていただきますようご協力を
　　お願いします。
　保育園
　・制服…現在のものをご利用いただくことにしております。
　・学用品…来年度４歳・５歳児は、現在のものをご利用いただくことにしております。
　　ただし、新調もしくは買い替えの場合は、園指定のものにしていただきますようご協力を
　　お願いします。

　認定こども園では、１号認定園児と２号認定園児の混合クラスが園運営の理念となっておりま
す。
　しかしながら、初年度の４歳児、５歳児につきましては１号認定園児、２号認定園児の別学級編
成で進めます。
 なお、初年度３歳児につきましては１号認定園児と２号認定園児の混合クラスで進めます。

　町基準に則して配置することで計画しております。１号認定、２号認定の学級については二人担
任、３号認定は従来どおりの担任配置を予定しています。

１クラスの園児の人数と先生の人数はど
のようになりますか？

3
広陵北かぐやこども園の１号認定園児と
２号認定園児のクラス編制はどうなりま
すか？
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4
制服や・学用品がそのまま使えるように
なりますか？
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活動 降園準備 降園
給食終了 預かり保育

午睡準備

　現在の幼稚園では月・火・木・金が１４時３０分降園、水曜日は１１時３０分降園で１週間当たり
の教育時間は２４時間３０分となっておりますが、こども園では１週間当たりの教育時間を２５時間
と考えております。
　このことからこども園では、月から金までが１４時降園となります。
　子どもたちが楽しく活動できるように活動内容を考えております。
　１号認定園児及び２号認定園児の一日の流れに変更はありません。
　現状では、２号認定園児、３号認定園児の教育、保育時間に変更の予定はありません。

5
体操服を半袖、長袖の選択ができるよう
にズボンも半ズボン、ハーフパンツ、長ズ
ボンと選択できるようになりますか？

　○体操服のデザインについて
　　・上着は、白色でファスナー付き又は丸首の半袖・長袖。
　　・ズボンは、半ズボンで色は紺色でラインなしのもの。
　　・園指定の長ズボン、ハーフパンツはありませんが、体調等により着用していただいて結構
　　　です。

　○購入について
　　・購入先は自由としますが、こども園でも購入することができます。

　※０歳児、１歳児、２歳児については私服とします。

7
保育園児が午睡している時間、幼稚園
児は何をするのでしょうか。

１号認定園児

6
保育時間はどのようになりますか？
降園時間や活動内容に変更はあります
か？

8

病後児保育室と保健室との間に扉がつ
いていますか？
病後児保育の子と、怪我をしてしまった
子が、同じ保健室を使うのでしょうか？
ウイルス感染などの対策は大丈夫でしょ
うか？
病後児とはどのような状態をいいます
か？

病後児保育室は通常保育室とは別となります。また、出入口については、通常保育を受ける園児
とは違う病後児専用出入口を利用していただきます。
　先生につきましては、病後児利用がある当日は専属とさせていただきます。
　なお、他の園児に感染させる可能性がある乳幼児のお子さんについては、病児保育（広陵町
は、高田市の土庫病院にある「ぞうさんのおうち」に委託しています。）を利用していただくこととな
ります。
　病後児とは、病気は治っているものの通常保育を受けるだけの体力が十分に回復していない子
どもをいいますので、病後児保育を利用される乳幼児のお子さんからの感染はないものと考えて
います。
　なお、病後児保育室と保健室の間には扉はついております。

１号認定園児、２号認定園児、学級閉鎖
等の措置はどうなりますか？

　学級閉鎖につきましては、状況に応じて臨時に学年又は学級ごとに休業したり、園を休業したり
する場合があります。
　その際には、２号認定園児も家庭での保育をお願いすることとなりますが、やむを得ない事情が
あればこども園で保育することは可能です。

２号認定園児
午睡………………午睡…………………降園
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10 テラスがあるみたいだが転落しないか？
　転落防止柵を設置するのはもちろんのことですが、園児のテラスの利用は緊急時の避難経路と
して使うことを基本としますので、通常保育や活動で使うことは考えておりません。
　事故防止には最善の注意を払い、安心安全な園運営を行って参ります。

　出入口付近に防犯カメラを設置し、車両等の出入りは管理できるよう計画をしております。建物
出入口は施錠し、来園者につきましてはテレビ付きインターホンで対応させていただきます。テラ
スは、安全管理に留意し、非常階段は立入禁止等の措置をしていきます。
　屋内は防犯システムを導入する予定をしております。

11
新しい園の東側の溝が危険だと思うので
すが、事故防止策はありますか？

　道路側については転落防止柵、園駐車場東側についてはフェンスを設置し、安全確保に努めて
まいります。

トイレは廊下に出てから行かなくてはなら
ないのか。（急にトイレに行きたくなった
園児に目が届くのか）

　施設に関しましては現場の先生の意見を取り入れた施設づくりとなっており、３歳児は教室の中
からトイレに行けるように、４歳・５歳児に関しましては生活習慣を身につけるという教育的観点か
ら廊下に出てトイレへ行っていただくようになっております。
　また、体調に異常を認める際は、様子を確認するなど十分な配慮を行います。

12
こども園以外の利用者の出入りもあるの
で、非常階段などの出入口も管理をしっ
かりとしてもらえるのでしょうか？

14 天変地異による保育時の安全対策

　子どもたちの安全を考え、不審者対策を含めた安全計画を策定します。
　災害発生時に備え、策定した安全計画に基づいて避難訓練を実施し、非常時に備えます。
　保育時に災害が発生した場合には、一斉メールを配信するなどしてお迎えに来ていただくととも
に、お迎えまでの間は、園児の安全確保に努めてまいります。

13

15
緊急連絡時はメール配信やLINE、ホー
ムページ等最新のものにして欲しい（とて
も便利なので）

　緊急連絡時のメール配信を予定しています。

16

はしお元気村の駐車場は利用できます
か？また、新しい園庭ができた場合、園
舎へ向かうための通路はできるでしょう
か？

　徒歩又は自転車で登降園される方は、はしお元気村の駐車場から、または北小学校南側にあ
る道からこども園に入っていただくことができます。
　なお、こども園敷地内にある駐車場につきましては、病後児保育を利用される場合及び体の不
自由なお子さんが登降園される場合など限定した利用とさせていただくことになりますので、車で
登降園される方につきましては、はしお元気村の駐車場をご利用していただくことになります。車
での送迎については、はしお元気村の駐車場を利用いただきますので、現保育園の職員室付近
に駐車場からの出入口を設置します。
　なお、園庭等の二期工事期間中については、はしお元気村の西側に臨時の通路を設置し、フェ
ンスの一部を撤去して仮設フェンス門扉の設置を計画しております。
　工事期間中は、仮設通路となることから登降園にご不便をお掛けしますがご理解をお願いしま
す。
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　園児の登降園の送迎については、各保育室までお願いすることになります。
　なお、延長保育の部屋については、時間帯により園児数の変動もあることから入園後にお知ら
せします。

18
園行事の予定は早めに、平日のものは
３ヶ月前には、決定して教えてほしい。

　年度ごとに年間スケジュールを早期に配布する予定としております。

17

現在と同じように出入口で園児の送迎が
出来るのでしょうか？
延長保育の部屋はどこになるのでしょう
か？

19
こども園になったら行事や日程はどうな
るのでしょうか？
参観日はどうなるのか？

　現在、こども園の年間行事につきましては現北幼稚園及び現北保育園の行事を整理したもので
行う予定でございます。
　行事の実施に関する詳細については、園長・副園長会で行事ごとに詰めているところです。
　参考としまして参観日につきましては、指定日による参観及び参観に来ていただいても良い週
の設定をし、より多くの保護者の方に園児の様子を参観していただけるような方法を考えておりま
す。

　ＰＴＡ役員や活動につきましては、子どもたちのためという保護者間の共通認識のもとに新しい
ものを保護者間で作っていただくことを期待しています。
　町といたしましては近隣市町村の事例を確認し、スムーズに移行出来るようお手伝いをさせて
いただきます。

20
子どもの様子、また課題等について、担
任の先生と話し合える懇談等はあります
か？

　こども園では保護者と懇談ができる機会を設けて参りたいと考えています。
　また、新園舎では保護者の相談室を設置していますので、必要に応じて気軽にご相談いただけ
るものと考えています。

PTAや保育会の負担はどのようになりま
すか？

　こども園になり、職員数も増加することで、保護者への負担を軽減するよう努めますが、行事に
よってはご協力をいただく場合があると思われますので、ご了承ください。また、主食費の管理は
園で行うようにいたします。

21 PTA活動・役員などはどうなるのか？

23
主食費などの保育会費は在園児で使い
きるのでしょうか。

　保育会の会計については、平成３０年度から認定こども園となり新しい組織となることから、保育
会費及び主食費については、平成２９年度で精算していただきます。

22

24

玄関が０才児から５才児まで同じなので
しょうか？
０から２才の玄関と３から５才の玄関は分
かれていないのですか？

　不審者等防犯対策のため、登降園の園児玄関は一箇所とさせていただく計画となっておりま
す。
　なお、登園時の事故防止等安全面には十分配慮させていいただきます。

25
認定こども園の１号認定園児、２号認定
園児の園区の対象はどうなりますか？

　広陵北かぐやこども園の平成３０年度の入園につきましては、北幼稚園及び北保育園の現０歳
から４歳の園児が優先されます。
　１号認定園児は北小学校区、２号・３号認定園児は広陵町全域が対象となります。



別紙５

Ｎｏ 質問 回　　　答

26

教育・保育内容はかわらないのでしょう
か？
他園でされているような運動教室や英語
などはできたりしますか？

　広陵町では、畿央大学の准教授の指導のもと、幼稚園・保育園の代表の職員で組織した部会
で、幼児教育の統一カリキュラム（保育教育課程）を策定しております。この統一カリキュラムは、
「幼稚園教育要領」、「保育所保育指針」、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」に則した内
容となっております。
　平成３０年度からこれに基づき、町立幼稚園・保育園・こども園では地域性や園の独自性を活か
した年間計画、月案等を作成し、より質の高い教育・保育を行っていきます。運動教室、英語など
については、日々の活動の中で経験を積み、小学校につなげていきたいと考えております。

27
図書室・パソコン室を設置されないので
すか？

　パソコン室は計画しておりませんが、本に触れる機会を多くするため、２階に絵本コーナーを設
置し、充実を図ります。

給食費はどうなりますか 給食費は４,０００円までになる計画でございます。

保育料がいくらになるのでしょうか？
１号認定園児につきましては、　しばらくの間、現在の保育料を大幅に変更しない予定です。。
　２号・３号認定園児につきましては、広陵町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利
用者負担等に関する条例施行規則に定められており、変更の予定はありません。

28

30 給食、お弁当は統一するのでしょうか？ 　給食で統一します。

29

31

預かり保育の料金はどうなりますか？
おやつは家から持参ですか？
夏休みなど長期の休みはどうなります
か？

従来どおり、おやつは持参をしていただき、長期休業日の預かり保育はございません。
　預かり保育料につきましては、平成３０年度から全ての園で、現在の１００円から２００円になる
予定です。

　北小学校校庭及び近隣の公園等の利用を考えております。

32

こども園の預かり保育の先生はどうなる
のか？ （今年は預かり保育の先生がい
ません。決まった先生にしてほしいで
す。）

　雇用の予定をしております。

33
園庭が完成するのが開園半年後になる
ようだが、その間、外で遊んだりできない
のですか？
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大和園からもデイサービス等で来てもら
い子どもとふれあうようなスペースを作っ
てみては？（スペース作りが必要、システ
ムも合わせて必要）

　北幼稚園、北保育園の行事を見直し、年間行事を策定しており、現在も行っている高齢者施設
との交流も計画しております。また、地域の方と交流する行事も検討しております。

35
町外の子どもも入園可能でしょうか？
広陵町民優先になるのでしょうか？

　広陵町民優先で受け入れます。

34

　現時点では今までどおりの購入方法での実施と考えております。

36
園歌の歌詩の募集がありましたが、園の
マークやキャラクターも作つくるのでしょう
か？

　園章は作成する予定です。キャラクターについては、広陵町マスコットキャラクターのかぐやちゃ
んがいますので、こども園でのキャラクターを作る予定はありません。

建物の建設がもうすぐ始まると思います
が、外観や設計図の公開はされます
か？

　広陵北保育園の保護者全員に平面図を配布させていただき、保育園でも閲覧できるようにして
おります。また、ホームページにも掲載しております。

37
写真の申込はWEB上で注文できるような
りますか？

39 完成時には内覧会を実施しますか？ 　日時等詳細は未定ではありますが、開催を予定しております。

38

　現在、お昼寝用の布団のレンタルは考えていません。

40
制服、物品の申込みはいつですか？（受
け渡しの日も）

　例年どおり２月申込み、３月受渡しで計画しております。

北保育所にある飛行機型のジャングル
ジムは残して使用されますか。

　こども園の屋外遊具については、すべり台、低鉄棒、ブランコ、砂場等を計画しています。現幼
稚園、保育園の屋外遊具については、設置後年数が経過していますので、移設は考えていませ
ん。

41 お昼寝布団のレンタルはできますか？

42

43
入園説明会をいつ頃される予定でしょう
か？

　こども園の入園説明会は、２月に実施予定としております。


