
    
    
    
    
    
    
    
    

三者協議会三者協議会三者協議会三者協議会がががが開催開催開催開催されましたされましたされましたされました    
10 月３日（水）に 10 回目の三者協議会が開催されまし

た。協議会では、次のことが話し合われました。 
 

((((１１１１))))    保育保育保育保育サービスサービスサービスサービス内容内容内容内容のののの質問質問質問質問のののの回答回答回答回答 
９月８日に開催された「きららおひさま保育園サービ

ス説明会」を受けて、ご質問いただいた事項についての
回答を協議しました。内容は 2 頁以降をご覧ください。 
 

((((２２２２))))    入園入園入園入園のののの申申申申しししし込込込込みみみみ     
10 月 15 日号の広報つばめに掲載のとおり、入園の申し

込みを 11 月 1 日から行います。大勢の皆様の申し込みを
お待ちしております。 

①①①①    申申申申しししし込込込込みみみみ受付期受付期受付期受付期間間間間    

・平成 24 年 11 月 1 日（木）～11 月 10 日（土） 
※ 日曜日・祝日を除く。 

・午前 9 時～午後 5 時 15 分 
※ 11 月 10 日（土）は正午まで。 

②②②②    申申申申しししし込込込込みみみみ場所場所場所場所    

  ・吉田産業会館(２階)第三会議室 
   ※ お子さんと一緒においでください。 

③③③③    在園児在園児在園児在園児のののの転園届転園届転園届転園届けのけのけのけの提出提出提出提出    
在園児については、転園届けを提出していただく

ことになります。10 月 15 日以降に園を通じて用紙
をお配りします。 

(3)(3)(3)(3)    職員職員職員職員のののの採用採用採用採用についてについてについてについて    
    職員採用試験を行い、保育士 24 名・看護師１名・パー
ト保育士３名に内定通知を出しました。 

現在、福祉会のきらきら星の家に勤務する７名の保育
士を含め、保育士全体で５年以上の保育経験を有する方
が 47％となり、市の条件の 1/3 以上をクリアしています。 

 
(4)(4)(4)(4)    施設施設施設施設のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況についてについてについてについて    

保育園の建築確認の遅れにより、当初の予定よりも工
期が短くなってしまい、工程を見直しているところです。
日曜日の作業や場合によっては夜間作業も必要になって
しまい、近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理
解とご協力をお願いします。 

旧吉田南小学校の跡地については、燕市の道路工事等
も行われていて、それぞれがスムーズに行くように調整
しながら工事を進めていきます。 
    

保育園建設保育園建設保育園建設保育園建設現場現場現場現場のののの様子様子様子様子 
 

 
    
    
    
    
    
    

これからのこれからのこれからのこれからの予定予定予定予定    
✿次回は入園募集後の 12 月 19 日（水）13 時 30 分から、
吉田産業会館にて 11 回目の三者協議会を開催する予定
です。 

✿きららおひさま保育園に関するご質問、お問い合わせ
は市教育委員会子育て支援課にお願いいたします。 

 電話：0256-63-4131（内線 783・784） 

  

きららおひさま保育園 

民営化民営化民営化民営化ニュースニュースニュースニュース    
第１４号 2012.10.17  

燕市教育委員会子育て支援課  



 

     きららおひさま保育園サービス内容の質問についての回答     

 

 

項目 質問内容 回答 

おひるね布団 

① 他の保育園に通園している園児が、休日

保育を利用する場合、おひるね布団の貸

し出しはできますか？その場合の料金は

いくらですか？ 

おひるね布団とカバーを貸し出すことができます。 

リース料金は、１回１００円です。 

② おひるね布団のリースをした場合、カバ

ーの洗濯を家で行うが、カバーを入れる

作業を忙しい月曜日の朝にするのは大変

なので、布団毎もっていくことはできま

すか？ 

３歳児の布団カバーは、保育士が掛けます。４歳児・５歳児は、保育

士と一緒に子どもが行うように考えています。カバーは、お子さんの手

さげ袋に入れてお持ちいただければよろしいです。 

リース以外の布団を利用される場合は、燕市立保育園の対応と同じに

なります。布団を持ち帰りますので、お布団にカバーをつけてお持ちく

ださい。 

発熱時の対応 

① こどもが 38 度くらいの熱が出た場合、

保護者の迎えがくるまで、どのようにし

て対応するのですか？ 

職員室の中にある医務室で看護師や職員の見守りのもと静養してい

ます。 

４・５歳児のクラス

替え 

① ４歳児・５歳児のクラス数は変わらない

ようですが、クラス替えはあるのでしょ

うか？ 

4 歳児から 5 歳児へは、基本的に担任も含め、クラス替えなく持ち

上がりを考えています。しかし、こどものともだち関係やその他の理由

で、クラスを変更した方がこどもにとって良いと考えられる場合は、ク

ラス替えも必要と考えています。 

途中入園 

① 平成２５月９月育児休業後から入園する

場合、入園できますか？入園できない場

合は、待機児童になりますか？ 

1 歳児のクラスは定員 15 名ですので、定員に空きがあれば途中入園

となりますが、定員に空きがなければ待機児童となります。 

保育園の定員が空くまで一時預かりを利用することが可能です。詳しく

はご相談ください。 



保護者の産休・育休

時の入園 

① こどもが未満児の時に、産休・育休にな

った場合は、退園しなければならないの

か？ 

 

国の定める保育園の入園資格は、両親や同居している親族などが、仕

事などの事情で保育できない乳幼児です。 

出産等については、妊娠中であるか、または出産後間もない場合は保

育に欠ける要件に該当します。（産前産後各2ヶ月、計４ヶ月間） 

育児休暇を取得した場合でも保育に欠ける要件に該当する場合は、継

続して入園することができます。 

保育料 

① 休日保育について、半日利用の場合の利

用料は半額になるのか？ 

休日保育は、利用時間にかかわらず１日の利用料金となります。 

② 「延長保育①」は、１６：００～ですが、

延長保育料が発生するのは、今までどお

り１６：３０～にしてほしい。 

燕市立保育園も「延長保育は１６：００～」となっております。しか

し、道路状況や突発的な理由で、多少お迎えが遅くなる場合は１６：３

０まで許容しているところです。 

きららおひさま保育園も、「延長保育は１６：００～」ですが、利用

料金が発生する時間は１６：３０～と致します。 

療育 

① 療育に携わる職種は？ 

 

 

 

 

 

 

② 作業療法士や言語聴覚士は配置されます

か？ 

療育に配置する職種について 

① 管理者  

② 児童発達支援サービス管理責任者  

③ 保育士 

の職種を配置します。いずれの職種も、「新潟県相談支援研修」「新潟県

サービス管理責任者研修」を受講、また療育の研修を受講した職員が配

置されます。 

作業療法士、言語聴覚士の配置については、平成２５年度の配置はあ

りません。作業療法士等が配置されている療育センターと連携させてい

ただく予定です。 

③ 障がい児も健常児と同じ場所で食事をと

りますか？ 

 

当園に入園しているお子さんは、療育の時間以外は、クラスの中で過

ごしますので、健常児と同じ場所で食事をとることになります。 



 

保育士採用 

① 今現在通園している保育園の保育士が採

用されているのであればそのまま継続し

てもらえないか？（建物だけでなく、担

任の先生までも全て変わっていると、こ

どもが動揺するし、何より１年間みてき

てくれた先生に継続してもらえるのは親

も安心） 

職員は、当法人の職員採用試験により採用いたします。クラス替えや

担任の交代は、こどもにとって最初は不安かもしれませんが、新しい環

境（人的環境・物的環境）によって、今まで隠れていた良い点や能力が

見えてきたり、ともだちとの新たな関係性は、社会を広げることができ

る効果もあります。クラス担任の配置については、保育士の知識・技術・

経験等を考慮して決定したいと考えております。 

遠足 

① 親子遠足は初めてですが、親の負担では

ありませんか？ 

当園の行事計画では、春に親子遠足を計画しておりますが、現在の燕

市立保育園の行事を基本的に引き継ぎますので、秋遠足も実施します。

燕市立保育園と同様に１回はバス遠足、１回は歩き遠足です。 

「親子遠足」は、春、まだこども同士の関係性ができていない時期に、

親子で共通した楽しい思い出を作ることや、親同士が知り合うことで、

ともだちとの関係性を広げるなどの目的から、春遠足を親子遠足とする

幼稚園や保育園が多くあります。バス遠足は、観光バスを利用します。   

親子遠足ですと子どもの分に加え、保護者の負担金も発生します。その

点も含め、遠足の実施内容については、今後保護者会を設置し、保護者

の方のご意見を伺いながら決定したいと考えます。親子遠足が負担であ

るという意見が多い場合は、こどもだけの遠足、また 3 歳児のみ親子

遠足とすることもできます。 

※バス遠足は、3 歳以上児です。3 歳未満児は、近くのお散歩遠足に

なります。 

② 秋遠足はないのですか？ 

発表会 

① １２月の発表会と３月のリズムフェステ

ィバルの違いは何か？ 

「１２月発表会」は、現在燕市立保育園で実施している「発表会」で

す。 

「３月リズムフェスティバル」は、年中児・年長児を対象に、３月の

卒園式練習開始前に実施します。３月のリズムフェスティバルのため

に、練習を開始するのではなく、年間をとおし実施してきたものの発表

です。 



② ３月は卒園式の練習で年長児がいろいろ

大変になりますが、それに加えてリズム

フェスティバルとなるとこどもたちの負

担になりませんか？ 

当園は、リズム表現あそびに力を入れていきます。リズム表現あそび

をとおし、保育目標を達成していきます。 

保育園生活を終え、小学校というあたらしい社会に踏み出すこどもたち

が、大きな達成感を実感し、自信をもって就学にむかうことがねらいで

す。保育園で年間をとおし練習してきたリズム表現あそびと、それをと

おして成長した姿を保護者の皆様に見て頂きたいと思っています。 

※現在お示ししている行事計画の日程については、今後変更することも

あります。リズムフェスティバルを 2 月後半に開催することも検討し

ていきます。 

障がい児保育 

① 障がい児対応の加配保育士はつけてもら

えますか？ 

その子の状態に応じて保育士を加配します。 

小学校との連携 

① 吉田南小学校以外の小学校とも連携は検

討しますか？ 

 

保育所保育指針では、小学校との連携を積極的に取り組むことを奨励

しています。吉田南小学校に限らず、きららおひさま保育園に通園して

いるお子さんが就学する小学校との連携に努めます。 

子育て支援センタ

ー 

① 子育て支援センターは、健常児が多く、

障がいをもった子どもが利用しづらい。

発達に遅れのある子どもも利用しやすい

センターを作ってほしい。 

きららおひさま保育園は、「障がいのある子もない子も、育ちあう保

育」を目指しています。幼い子どもには、差別・偏見はありません。子

ども達が育ちあえる環境を整え、ご意見にそえるセンターつくりをして

いきます。 

一時預かり 

① 緊急時の一時預かりはいつまで申し込み

しなくてはならないですか？当日申し込

みは可能ですか？ 

 

一時預かり児の定員がありますので、予定がわかり次第お申込みをい

ただきたいと思います。しかし、一時預かりの必要性としては、保護者

の疾病等、突然に起こるものがあります。緊急の場合は、当日でも定員

が空いていればお預かりします。 



食物アレルギーの

対応 

① 食物アレルギーのある子どもには、どの

ような取扱いをしますか？除去食になる

と思いますが、主食が食べられないもの

の場合は、どのように対応するのでしょ

うか？ 

主治医の指示書により、代替食の主食になります。できる限り他のこ

どもと同じようなものを提供するように努めますが、材料等により、違

う献立になる場合があります。保護者と相談させていただきます。 

 

 

 

事故等の保険 

 

 

① 事故時の保険内容について詳細を教えて

ください。 

 

 

賠償責任保険に加入する予定です。現在検討している内容は、下記の

とおりですが、変更となる場合もありますのでご了承ください。 

 対人 １名２億円  １事故１０億円 

 対物 １事故 ２００万円 

病児保育 
① 病児保育は設置されますか？ 病児保育の実施は考えておりません。 
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