よくある質問（FAQ）
10/21・24・28の説明会で頂いた質問と回答です。
※類似、重複した内容は一つに集約しています。
※文章なるべく簡素化しています。
NO.

質問内容

回答
戸外での活動を通して、季節の移ろいや、地域、周りの大人とのか
かわりに接するのは、子どもたちの育ちにとって重要なものと考え
ています。子どもたちも、外での遊びを楽しみにしていますので、
基本は毎日外に出ることを考えています。
しかしながら、英語やリトミックなどプログラムの内容や、その日

1

園庭が無いが、夏はどのように過ごすか。戸外遊びが減るのかどうか。散歩の頻 の気候状況、その日の子どもたちの状況で「今日は戸外へ出られな
度は

かった」という日がある場合がございます。
戸外活動と室内活動、バランスを考えて組み立ててまいります。
夏の戸外あそびにつきましては、近年は水遊びも含めて戸外活動が
出来ないほどの猛暑日が増えておりますが、「今日は部屋でじっと
してたね」で終わることの無いよう、前述のとおり戸外遊びを大切
にする一方で、室内あそびについても考えて組み立ててまります。

2

水遊びは行うのか

予定しておりません。
保護者の役員業務はございません。
一つだけ、運営委員会というものを設置します。
クラスの保護者様代表と、園側と、第三者委員として外部の有識者

3

親が役員となって、何か行うか

を交え、園の運営に関して、園からのご相談や保護者様からのご意
見についてお話をする場です。
年2回の開催となりますが、クラスの代表（自薦他薦が少ない）と
してお声かけさせて頂くことがあるかも知れませんので、その節は
宜しくお願いします。

4

（たんぽぽ）水泳指導までの移動方法

スイミングスクールのバスでの送迎で調整しています。
お握りとおかずとみそ汁が夕食。おかずが省略されてお握りとみそ

5

延長保育時の夕食のイメージ（どんなものが出る？）

汁。というのが補食となります。
園で調理して提供します。

6

与薬の依頼は可能かどうか

可能です。医師の指示書に基づいてのみ対応可能です。
入園したお子様たちの、一人一人とクラス全体の状況を勘案して対

7

0歳/1歳はそれぞれ月齢でグループ分けするかどうか

応することになります。
系列園の事例としては、単純に月齢でグループ分けをする方が少な
いです。

8

（クオーレ）絵本ホールの絵本の貸し出しは予定しているか

予定しております。
ホールと保育室へ向かう廊下との間に暗証orカードキー対応の扉を

9

（クオーレ）絵本ホールの地域開放でのセキュリティ対策は？

設置し、エリアの区分を明確にするとともに、人員の配置と警察へ
の直接緊急通報装置を設置します。

10 看護師の常駐があるか

1Fと2F、それぞれで常駐します。
市が配布している資料を参照してください。
開園時の実際の人数については、開設初年度から4・5歳児まで定員

11 各クラスの人数と保育士数は？

が埋まることはありません。
保育士数については、両園それぞれで11～12人以上の配置となりま
す。

13 たんぽぽ、クオーレで関わり合いがあるのか
14 日々の子どもの送迎は園の中までか？
15 おむつは毎日名前を書いて持っていくのか？持ち帰りか？
16 5歳児の昼寝は無しなのか？

保育園としては別になりますので、日常での関りはございません。
園内までの送迎となります。
詳細は現場の出来上がりをみて、これから決めていきます。
持ち物にはすべてお名前をお願いしています。取り違い防止のため
です。使用後のおむつは園で廃棄処理します。
無くなります。
詳細は調整中です。

17 独自のプログラムの実施は、どのような時間で行うのか？

給食やお昼寝の時間をずらしたりといった生活の基本サイクルを阻
害したり、早朝や延長保育（18：15～）に行ったりということはご
ざいません。

18 クオーレは図書館、たんぽぽはホール。というイメージか。

その通りです。

NO.

質問内容

回答
・インターフォン付きオートロックの扉
・ホールと保育エリアとの間にもオートロック扉

19 防犯対策について

・警察への通報装置
・防犯カメラ
・地域への開放中は職員の常駐
と設置します。
概ねで1週間程度、お子様一人一人の状況に合わせて決めていきま

20 ならし保育の期間や方法。

す。
必須ではありませんので、就労やご家庭の状況に合わせてご相談は
可能です。

21 掃除の頻度

基本的な清掃や消毒は毎日行います。

22 給食は直営か委託か。

直営で、園での手作り給食です。

23 園児の募集人数
24 縦割り保育や、コーナー保育があるかどうか。

開園初年度ですので、募集はたんぽぽが80名、クオーレが78名の定
員とおりの募集です。
ございます。コーナー保育も広義ではございます。（コーナー保育
の定義が広いため、このような回答になります）
市が配布している入園案内の園の紹介チラシで例がございますが、

25 1日のスケジュール例。

具体的なものは質疑NO.17のとおり、調整中です。毎日すべてが同
じでもありません。
保育所保育指針は、0・1歳に限らず、全ての保育所とすべての保育
所園児の年齢が対象です。すべての保育所がこの指針に規定される
基本原則を踏まえ、各自で創意工夫を図り質の向上に努めなければ

26

0・1歳児は保育所指針に沿ったものということだが、具体的な関りとか1日の流
れなど。

いけません。
この創意工夫が、それぞれの保育所の特色となるかと考えます。
0歳や1歳、3歳未満児については、特に一人一人の子どもについて
フォローする必要がございますので、まずは指針に則り安全な保育
に努めています。
1日の流れは例示をご参照ください。

27 教育プログラムでの宿題は？

学校や塾のような宿題はございません。

28 母乳の持ち込みは可能か。

可能です。

29 粉ミルクと哺乳瓶は何を使用するか。持参かどうか。
30 朝（7：15以前）の延長保育はやらないという認識で良いか？
31 体育指導は園外で行うのか？
32 抱っこひもは置けるのか。
33 地域への開放は1日中の開放か。

粉ミルクと哺乳瓶のメーカーは選定中です。持参ではなく、園の負
担で園で用意しますので、持参や持ち帰りはありません。
7：15以前の延長保育はありません。
園内での頻度が多いです。
各クラスまたはホールを活用して実施します。
個別にロッカーが割り当てられます。お子様の着替えなどと一緒に
入るものでしたら大丈夫です。
1日中ではありません。園側で使用する場合もありますので、日や
時間を定めて開放します。
「1人につき」という計算ですと、園全体では0.1人とか0.2人にな
ります。

34 1人につき何人の保育士がいるのか？

配置基準というものがございます（例えば0歳児は3：1、5歳児は
30：1）。これを下回らないように配置し、さらに実際に必要な人
員を増員していくことになります。
対策は行いません。

35 近くの電車の音が気になる。防音対策は？

現地での確認では振動や音については保育に支障は出ないと判断し
ます（窓を開ければ周辺の音に交じって聞こえる程度）。

36 （クオーレ）英語の絵本もあるのか。

あります。
当面は「マスク着用」「3密回避」「手指消毒の徹底」「来館名簿

37 （クオーレ）地域開放の試みは面白そうだが、コロナ渦での対応は？

の作成」といった対応になります。
開設後の初月から実施せず、安全面や体制を整えてから実施しま
す。

38 英語と体育の総時間量について、たんぽぽとクオーレで同じなのか

同じプログラムですので、総時間量も同じです。

39 電車に乗って遠出するイベントは予定しているか

予定しておりません。
今回の説明会の着座位置のとおり、ソーシャルディスタンスを保っ

40 入園式などの各種行事はコロナ禍でも保護者参加で行うか

た状態で、今まで通りの形で保護者参加の行事を行うことは現時点
では難しいと考えております。
状況を勘案しつつ、適切に対応してまいります。

NO.
41

質問内容

回答

除去食提供時の、他児の食事との混入防止はどのように。他の子も除去になるの 個々人で、トレイ別、テーブル別で対応します。クラス全体が除去
か。

42 運動会はどこで行うか。

食になるということはございません。
まだ決まっておりません。
1歳の後半から2歳になった頃が一般的と言われていますが、そのお

43 トイレトレーニングの開始年齢。

子様の状況に応じています。ご家庭での協力も必要ですので、打ち
合わせしながらスタート時期を決めていきます。

44 コロナ渦ですが、歯磨きはしますか？

歯磨きはします。

45 お昼寝はパジャマですか？

パジャマではありません。

46 たんぽぽ保育園に通う園児は、クオーレの図書館は使えないのか？

異なる保育園として運営しますので、クオーレの在園児のように自
由に使えません。
非常事態宣言時はスクールが閉館となりましたので中止となりまし

47 コロナ渦での水泳指導は、中止にしなかったのか？（既存の系列園）

た。非常事態宣言が明けてから、スクールの衛生指導の下で慎重に
再開しました。

48 4月以外の入園は可能かどうか。

空きがあれば可能ですが、最終的には申し込み先の市が決めること
です。
就労要件で保育認定を受けている方が多いので、基本は土日祝で調

49 平日の保護者参加の行事はあるか。頻度は？

整します。
平日は「保育参観」と「保護者面談」を良く耳にしますが、何か他
に行う場合、予め余裕をもった日程で早めにご案内します。
園内に入ってからの部屋周辺の作業で、5分を超える人は少ないと
いう印象ですが、玄関から保育室までの導線、混雑時間なども考え

50 当園時の準備にかかる、おおよその時間はどの程度か？検温もするのか？

るとかなり差があります。
また、お子様がホールで遊び始めたりして、部屋まで連れてくるの
に時間がかかってしまうことも想定できます。
検温もお願いします。
幼児から体操着の着用になりますので、お子様ご自身で着替えられ

51 クオーレの体操着の着替えは、園でやってもらえるのか？

る年齢になっていると思います。（もちろん、保育士の補助はあり
ます）

52

電車遅延での延長保育は遅延証明書対応なのか、スポット延長の利用になるの
か？

スポット延長になります。
37.5度でご一報を入れてお子様の様子をお知らせし、お迎えを行う

53 発熱での呼び出し基準は？

かどうかお話をさせて頂きます。
他方、37.5度に達していなくても、お子様の様子によってはご一報
入れます。

54 運動会などの行事は、たんぽぽとクオーレは合同で行うのか。
55

絵本ホール（クオーレ）の開放の時に、園児が地域の方々と触れ合う機会はある
のか？

合同で行う予定はありません。
イベント内容によって触れ合う機会はございます。
最寄りの多喜窪公園、武蔵台第3公園、西恋ヶ窪あじさい公園、う

56 具体的に、どのあたりの公園へ外遊びへ行くことを想定しているか。

さぎ公園、SL公園、パンダ公園などなど。それぞれの広さ、遊
具、植えられている草花など、適正な年齢や時季に応じて利用する
公園を選択して回っていきます。
今日洗って明日に乾くか分かりませんので複数枚あっても良いかと

57 クオーレの園服（体操着）は複数枚あった方が良いか。

思います。他方、乾かなかったら私服でも、お子様がその日に着た
いものを着させる。という考え方もあります。

58 採用、配置される保育士は経験者、新卒をどの程度の割合にされる予定か。
59 絵本ホールの選書の基準は？

現在も採用中ですが、偏りすぎないようにバランスを考えて採用を
進めております。
一般的な絵本から、外国のもの、大人向けまで、3,000冊以上もあ
りますので、かなり幅広く取り揃えることになります。
計画的な入れ替えありません。新刊の購入や廃棄の補充はありま

60 絵本の計画的な入れ替えはあるのか？リクエストの受け付けはあるのか？

す。
リクエストがございましたら、ご入園後にお知らせください。
認可とならない場合はあります。
現時点では予備的な申請や手続きや工事など、トラブルなく計画が

61 認可予定ということだが、認可とならない場合はあるのか？

進んでおります。
万が一、天変地異や重大な事故、トラブルなどが起きれば、認可さ
れない場合があります。

62

開園が7：15とのことだが、他の園が7：00が多いので、出来れば7：00の開園を
希望します。

両園ともに7：15の開園としました。ご了承ください。

NO.

質問内容

回答
年齢や夏冬で衣料のボリュームが変わりますので、セット数は割り
当てられたロッカーの容量にもよるところで、計測したことはあり
ません。

63 着替えは何セット置けるのか？

余りストックせずに、必要なものを毎日入れ替えてお持ち頂く方を
お勧めします（ストックはストック忘れを誘発します）。
遊びの活動によっては「この日は1着多くご用意ください」という
こともありますので、その場合は事前にお知らせします。
詳細は入園面談でご確認ください。

64 保育補助の方の配置は予定していますか？
65 連絡帳の有無（物理的なノートorアプリなど）
66 当日の急な延長保育の連絡時間は何時まで。
67 水遊びを予定していないのは何故か。
68 たんぽぽ保育所に園服が無いのは何故か。
69 クオーレでリトミックは無いのですか？

予定しておりませんが、園の状況によって配置します。
連絡帳はアプリです。紙ベースの連絡帳はありません。
園だよりもペーパーレスで計画しています。
延長保育になると分かった時点で早めに連絡を頂けるようお願いい
たします。
敷地内に、保育園が占有して水遊びを行えるスペースがございませ
んので、予定を立てることはできません。
昔からありません。無いのが当たり前でしたので、無い理由を考え
たことがありません。
ありますが、たんぽぽ保育所のように講師の導入はございません。
基本はクラス単位で活動します。
必要に応じて縦割り保育（異年齢保育）も行います。

70

基本的に学年別（クラス別）の活動と考えて良いか。
異年齢保育の予定はあるか。

開園初年度は幼児（3～5歳）クラスの定員が満員になることは少な
いため、入園状況によっては通年で合同保育となる可能性がござい
ます。（3～5歳合同とか4・5歳合同とか）
また、朝夕や延長保育など、園児数が少ない時間帯は異年齢の合同
保育となります。
3月に国分寺市の公募にて1F（新規ブランドのクオーレ）の提案が
採択されました。
6月に二次募集があり、2Fをたんぽぽ保育所として提案し採択され
ました。
先にクオーレが採択されていたところに、数か月後の二次募集でた

71 1F・2Fで2つの保育園に分けた理由。

んぽぽ保育所が採択されたということで、もともと別の保育所とな
るべく計画しています。
1エリア1種の保育所より、2種で選択肢があった方が良いだろうと
考えています。
いずれの園にしましても、ご縁がございましたら宜しくお願いしま
す。

72 水泳指導の委託先はどこか？
73

国分寺市内のスクール様で、日程や時間などの詳細は調整中です。

友だちにケガをさせた場合、親に連絡が入り、加害側の親から被害側の親へ謝罪 第一義的には保育中の事故は保育所の責任として対応しますが、事
はするのか？

案の内容によって対応が分かれます。

74 祖父母のお迎えも可能か。

手続きを踏んで頂ければ可能です。

75 服装や持ち物に決まりはありますか？

あります。入園が決まったらご説明する機会を設けます。
体操や水泳指導を目的としたものをご用意ください。メーカーや販

76 たんぽぽは、体操や水泳で使用する服や水着は指定のものがあるか。

売店などの指定はありません。水泳はスクールからの推奨があるか
も知れませんが、詳細は入園が決まった方にお知らせします。
参観を通して何をねらいにするかで方法が変わります。

77 保育参観は具体的にどのような内容か。

例えば園児と一緒に何かを体験したりとか、園児に保護者の存在を
気付かれないようにしたりなど、開催の都度、お知らせしてまいり
ます。

78 食事エプロンは年長まで使いますか。スタイのタイプかひも付きか？

入園が決まったらお知らせします。形状によっては危ないと判断さ
れる場合があります。年長では使いません。
詳細は入園が決まった方へご案内しますが、コット専用の物は中々

79 コットに使うシーツはタオルではなく専用のものを使うのか？

売っていないのと、高額です。タオルケット様のもので十分かと思
います。

NO.

質問内容

回答
園の周辺に停めることで通行を阻害したり、そもそも道交法での禁
止エリアに停めている。ということで、近隣からの苦情のもととな
ります。

80 車での送迎禁止とは路上駐車禁止という考えで良いか。

という主旨で保育園へのお車での送迎を禁止させて頂きます。
路上駐車禁止という主旨ではありません。
また、同じ園に通わせている保護者様からも「あの人はこっそ
り・・・園は注意しないのか？」とご意見を頂くこともありますの
で、どうかご了承ください。
「日常」というキーワードでは、ございません。写真も個人情報と

81 日常の保育の様子をみるツールはあるか。アプリで写真など。

見做される場合もありますので、アプリやネットでの取り扱いには
慎重であるべきと考えております。

82

新設園の場合は幼児の定員割れが想定できる。極端に人数が少ない場合は何か特
別な対策はあるのか？

例えば3～5歳の合同クラスで運営することになります。

土曜日も平日と同じ開園時間で保育を行い、給食も提供します。
ご注意！
例えば「ご両親が就労、勤務が月～金。平日が保育に欠ける」とい
83 土曜日保育は何時まで可能か。給食は出るのか。

う要件で入園した場合、「ご両親ともに土曜日が急に就労となって
しまったので土曜日に保育を行う」のであれば、土曜日について保
育の要件を満たしていると考えます。
一方がお休みの場合はご家庭でお子さまを見るようお願いします。

84 （クオーレ）絵本はスタート時から3,000冊あるのか？

あります。

85 （クオーレ）絵本は自由に読むだけでなく読み聞かせもするのか？

します。

86 （たんぽぽ）幼児教室は月2回しかやらないのか？

月2回（年24回）しかやりません。

87 たんぽぽには絵本は少ないのか？

ホールに本棚を一つ設定しておりますが、クオーレよりはずっと少
ないです。
市が配布している「令和3年度国分寺市保育所等入所案内＜利用案

88 入園後、年度の途中で第2子以降の産休や、転職した場合は保育をしないのか？

内編＞」の27ページ「8.入所後の手続きについて」をご参照くださ
い。
その内容に準じます。

