
幼保連携型認定北なごや中部こども園への移管及び運営案に関するＱ＆Ａ  

（令和２年１０月７日作成）  

 

 本Ｑ＆Ａは、鹿田南保育園在園児保護者の皆様からいただいたご意見・ご質問への回答です。「幼保連携型

認定北なごや中部こども園  運営書（２・３号）」と併せてご覧ください。  

◆市の回答  

№  ご意見・ご質問（原文ママ）  回答  

1 

中部こども園に子供を預ける場合、両親の就労証

明書は再度提出しないといけませんか？  

もし必要でしたら何時頃に提出しないといけない

でしょうか？  

毎年必要なのでしょうか？  

就労証明書等の提出は、必要です。来年度も引き

続き保育を希望する場合、市内の他の保育所等と

同様にご提出いただきます。なお、提出は、１０

月に現況届と一緒の提出をお願いする予定です。  

2 

育児休暇明け（子どもが１歳の誕生日に必ず保育

園に申し込みをします。その時の事です。）は、

１歳児クラスになりますか？  

４月１日時点で０歳の場合、０歳児クラスの入所

になります。  

3 

鹿田南保育園の先生（聖英会以外の方）は中部こ

ども園に来ていただけるのでしょうか？先生がが

らっと変わるのが子供のストレスにもなると思う

ので、なるべく同じ先生が多くみえるといいなぁ

と思っています。  

現在、本市の先生が幼保連携型認定北なごや中部

こども園に移行する予定はありません。  

ただし、現在鹿田南保育園で保育に携わっている

聖英会保育士は、そのまま幼保連携型認定北なご

や中部こども園に移行します。  

 



4 

鹿田北保育園の在園児が、園舎の改修計画に伴い

鹿田南保育園に移るという話を聞きましたが、そ

れはいつ頃になりますか。  

鹿田北保育園の改修計画案はありますが、具体的

な改修時期等については、決まっていません。  

 

◆社会福祉法人聖英会の回答  

№  ご意見・ご質問（原文ママ）  回答  

1 名称について  

 ⑴「北なごや中部こども園」という名称は、子ども

が言いにくいと思うので、親しみがもてるような

通称があると良いと思う。  

⑵「くまっこ」のような愛称があるともっと親しみ

が湧くと思いますが  候補はあるのでしょうか？  

⑴⑵通称、愛称は検討していません。  

地域（北名古屋市）に根差し、愛されるこども

園を目指しているため、この名前を考えまし

た。ご理解のほどよろしくお願いします。  

 

2 保育課程について  

 ⑴保育課程の中の、「子どもの最善の利益を守りま

す。」とあるが、「子どもの最善の利益」とは？な

んですか。  

⑵先生のスキルについては心配しておらず、現在同

様子供の利益を守って行っていただけたら良いの

で、運営については、私立の特性を生かしたいと

は思うが、できる限り働く親に寄り沿った内容に

していただくようご検討願います。  

⑴⑵子どもには、様々な法で守られる権利を持っ

ています。子どもの最善の利益とは、こども園

の「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」

に基づき、子どもたちのために質の高い教育・

保育を提供することです。  

 園と保護者との約束事があることも、子どもを

守るためにあります。集団の中で、生活する上

で子どもたちに必要な事とご理解ください。  



3 認定について  

 ⑴ 1 号認定の子と 2 号認定は一緒のクラスになりま

すか？上の子が小学校に入った時、これまで不満

を言うことのなかった「他の子は早く帰る」  

「夏休みが自分だけ短い」ことに不満を持って、少

し不安定になっていた時期がありました。同じく

クラスに 1 号 2 号が混ざるとそういった「ナゼ？」

が生じて不満を抱くのではと思っています。出来

たら分けて、クラス全体で１６時までは安定して

過ごしてもらいたいです。  

⑵ 1 号認定と 2 号 3 号認定では、主活動の内容に違

いがありますか？  

⑶ 2・ 3 号認定でも、 16： 30～ 17： 30 にしか迎えに

行けない場合は 1 日当たり 100 円料金がかかるの

でしょうか？  

⑷ 1 号認定と 2 号認定のクラス、一日の流れが別々

ですが、日常的に交流はあったりするのでしょう

か？面識のないまま卒園するのでしょうか？  

⑸仕事の都合で突発的に残業で延長保育を利用する

ことがあり得るのですが、当日の延長でも利用可

能ですか？この場合、標準時間設定＋延長 200 円

⑴応募状況にもよりますが、現在 1 号認定と 2 号

認定はクラスを分ける予定です。  

 

 

 

 

⑵ 1 号認定は、主活動の中にカリキュラム等が入

ります。  

⑶ 2・3 号認定の短時間認定の方は、午後４時３０

分以降延長料金が発生します。  

標準時間認定の方は、午後６時３０分以降延長

料金が発生します。  

⑷ 1 号認定、 2 号認定の園児は、同じ園庭を使用

し、自由時間、行事も一緒に参加します。また、

課外教室も合同で行います。  

 

 

⑸当日でも、標準時間認定の場合、標準時間内に

本こども園までご連絡をいただければ、延長保

育を日額 200 円でご利用できます。  



で有料？それとも、無償化の範囲内ですか？早朝・

延長保育の利用可能範囲（私事都合でも利用可？）

と有料・無償のあたりを詳しく教えてほしいです。 

  早朝保育・延長保育の利用に関しては、保護者

の就労状況によってご利用できます。（私事で

は、利用できません。）  

 （市回答）  

 延長保育料は、無償化の対象外です。  

 そのため、短時間認定の場合、早朝保育及び午後

４時３０分以降の延長保育料が、実費負担になり

ます。また、標準時間認定の場合、午後６時３０

分以降の延長保育料のみ実費負担になります。  

4 ICT 導入について  

 ⑴ ICT 化の必要性が理解できません。登降園時間を

記録する意味がわかりません。家に忘れた場合取

りに戻ることを考えると不要に思えます。遅刻し

ます。園のお知らせ等、今まで通りのモノで活用

できないでしょうか。￥ 200/month とることもち

ょっと理解できません。  

⑵ ICT 関連費が毎月約 200 円かかる予定となってい

ますが、そんなに費用がかかるものなのでしょう

か？ ICT 関連の予算の内訳が分かれば教えて下さ

い。（機械の維持費？クラウドの費用？）  

⑶事前に IC カード等を準備するとあるが、どのよ

⑴クラウド型の ICT サービスの導入を予定して

います。  

ICT による業務支援サービスを使用すること

で、保護者の方の負担を削減することができま

す。例えば、欠席や遅刻の連絡を電話ではなく、

専用アプリで行えます。その他にも、園からの

緊急連絡や一斉連絡もアプリで行うことが可

能です。また、 ICT の導入により、延長保育料

の管理を行うことも予定しています。  

⑵ ICT 関連費の内訳は、使用する情報機器の導入

費用や維持費及び、クラウドサービスの利用料



うなカード？アプリで管理してもらえるのは、先

生、保護者双方の負担軽減になるので良いと思い

ます。  

⑷ IC カードを準備との事ですが、どういうことです

か？カードを購入などですか？アプリをスマホに

ダウンロードとは別ですか？  

⑸登降園時に IC カードにて記録するとありますが、

その時間は延長保育料の算出に使用するのでしょ

うか？  

 

 

 

 

 

 

 

 

が月額約 30,000 円、インターネット環境の維

持にも約 5,000 円掛かる予定です。  

⑶⑷何名かの方から、大変ありがたいことに職員

の業務負担までご心配の声をいただきました

が、 ICT の業務支援サービスを利用すること

で、職員の業務軽減にも繋がります。何卒ご協

力のほどよろしくお願いいたします。  

⑸登降園時刻は、アプリではなく、IC カード、画

面タッチ等の方法で打刻することにより、延長

保育などの時間計算を正確に、かつ簡単に算出

することができます。  

使用可能な IC カードは、「Suica」、「manaca」、

「nanaco」、「WAON」等の Felica です。また、

アプリならおサイフケータイ等の利用も可能

で、カードを忘れても、タッチパネルで操作が

可能です。  

IC カード等をお持ちでない場合はタッチパネ

ルで操作ができますので、別途費用が掛かるこ

とはありません。  

 

 



5 スモックについて  

 ⑴スモック導入の件ですが、説明会当初はそういっ

た類のことは「北名古屋市に準ずる」ということ

でした。北名古屋市全ての保育園で導入すること

になった訳ではないと思いますが、なぜ方針が変

更になったのでしょうか？決して安価な物ではな

いですし、夏は着ていると暑い、洗濯ものが増え

る、アイロンが必要等、働いている親のためのこ

ども園でもあるのに負担が増えると思います。令

和 3 年度は、希望者のみで令和 4 年度からは強制

的に購入しなければいけないというのは、少し乱

暴な気がします。FAQ も読みましたが、今までな

くても何の不便がなかった物をわざわざ購入した

いとは思いません。希望者のみの購入でお願いし

ます。  

⑵スモックは不要です。現在、洋服を遊具に引っ掛

けての事故事例など聞いた事がありません。汚れ

に関しても、汚れを気にする様な服を着せた事も

ありません。せめて、導入を考えるのであれば、

現鹿田南保育園を利用している園児が卒園してか

らでお願いできませんか。使用したい人が希望購

⑴～⑷スモックは、希望者のみの購入に変更致し

ます。  

スモック導入の経緯は、以下の通りです。  

まず、私たちは、スモックを使用することで子

どもに良い影響があると考えて、スモック導入

を検討しました。  

私たちが考える良い影響とは、大きく 3 点あり

ます。  

①衣服の着脱の練習につながる  

②園児の衣服を汚れから守ることができる  

③保育で使用することを考えて作られている

ため、安全性や動きやすさ、利便性を考慮した

作りになっていることで、子どもたちが園生活

を快適に過ごすことができる  

 

また、近隣市立保育園の多くがスモックを採用

していることから、スモックの利用を考えてお

りました。  

しかし、鹿田南保育園からの民間移管である点

と左記のご意見を尊重し、希望者の方のみ購入



入するだけで良いと考えます。一律の強制購入は

賛成できません。子供が「どうして同じ服を着な

くてはいけないの？」と言っています。  

⑶半袖のスモックは必要ないように感じる。私服の

T シャツの方が通気性がよく汗かきの子どもにも

よいと思う。スモックにボタンがついたものは遊

具にひっかかる可能性がある。ボタンの着脱はよ

い機会だが、えのぐや汚れる活動時だけでもよい

のではないか。  

⑷スモック、暑くないですか？今現在、T シャツ 1

枚で夏を過ごしています。スモック＋T シャツと

なると、暑い時期の外遊び、不安です。よく鼻血

を暑いと出すので、スモックの洗い物に毎日追わ

れるのは苦痛です。肌着＋スモックだとしても、

肌着を買いそろえる必要があるので出費です。希

望する方のみに変更してほしいです。（もしくは、

1 号認定さんのみ）  

⑸スモックの使用方法について、もう少し具体的に

知りたいです。  

⑹スモックは１日中（登園時から）着ていくもので

すか？ 1 日中着るものであればスモックの中は下

に変更致しました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑸⑹園内の遊び着として考えており、登園時から

着用のお願いを検討しています。夏は、スモッ

クの中に下着を着ている子が多いです。  

汗などで着替える必要があると思われる場合

は、替えの下着をご準備ください。  

 

 

 



着で良いですか？夏は暑いと思うのですが、汗な

どで着替えたりしますか？  

⑺スモックはワンサイズですか？  

⑻スモックは何枚持つのが理想ですか？  

 

 

 

 

⑺サイズは、 100～ 130 まであります。  

⑻ご家庭の洗濯をする回数にもよりますが、 2 枚

あれば洗濯の回数が減ります。  

6 教材費について  

 ⑴教材費の内訳を教えて下さい。  

⑵教材費は具体的にどのようなものですか？  

⑴⑵保育業者が販売をしているワークや普段使

用する描画用品、造形・制作素材等の材料費で

す。  

7 課外活動について  

 ⑴課外授業すごく期待してます。  

⑵園内の課外教育は具体的にどのようなことをやる

のでしょうか。  

⑶保育園になかった課外教室について、詳しく知り

ません。どこまで（送迎等も？）やっていただけ

るのか、取り扱いについて教えてほしい。また、

スイミングも検討教室に加えてほしい。  

⑷どのような活動を予定しているか知りたい。やっ

てもらえることがとてもうれしいので、ぜひお願

いしたいです。月謝についても知りたいです。  

⑴～⑷「体操」、「サッカー」、「英語」、「学研幼児

教室」などを予定しています。しかし、募集人

数が少ない場合、開室できない可能性がありま

す。まずは、体験教室を開きますので、ご参加

ください。  

 月謝等に関しては、入園決定後にご案内致しま

す。  

 

⑶課外教室は、本こども園内で行います。基本的

には、朝登園をしていただき、課外教室、もし



⑸ 9 月以降に課外授業を予定しているとの事です

が、もう少し早い時期に開室になったりはしない

ですか？仕事が終わる時間が遅いため、なかなか

今の現状でこどもに習い事をさせてあげる時間が

ありません。ですので、とても課外授業がある事

にこどもも喜んでおります。こども園に年長組で

入るので、もうちょっと早めの開室を希望してお

ります。  

くは保育時間終了後にお迎えに来ていただき

ます。（例外もありますので、詳細については入

園決定後ご確認ください。）  

 

⑸園での生活が慣れる 9 月以降を予定していまし

たが、課外教室に関して大きなご期待に応える

ため、開室準備が整い次第、ご案内致します。 

8 持ち物について  

 ⑴着替え袋≠布団袋ですか？５０㎝×３０㎝の袋は

なかなか市販されてない気がします。列拳される

モノが入ればそれでいいのか。サイズは守らなけ

ればいけないのか、どちらですか？（作るとそれ

なりに手間なので）  

⑵布団の持参が大きな負担になっています。布団を

廃止することも検討していると FAQ にあるが、実

際どのような代替案が挙がっているのでしょう

か？  

⑶午睡時の布団の廃止を検討しているそうですが、

廃止後は、どこで寝るのでしょうか？（床の上に

バスタオル？）  

⑴サイズの規定は作らずに、全ての物が入る袋で

検討しています。  

 

 

⑵～⑸布団に代わるものとして、乳児組はベビー

ベッﾄﾞや午睡用ベッド、幼児組は、午睡用マッ

トの採用を検討しています。  

 ご不安のある方は、従来のお布団を使用して頂

くことも可能です。  

 

 

 



⑷敷布団が不要であったり、おむつの有料処理は大

変ありがたく、ぜひ取り入れてほしいです。  

⑸布団不要（バスタオル・ブランケットのみ）は大

変有難く思いますが、床（フローリング？）の上

に直接敷いて寝るのか、マットレス等用意がある

のか気になります。  

 

⑹布団袋（５０㎝×３０㎝）とありますが、今の布

団袋（手提げバッグ）の他に必要なのでしょうか？

５０×３０だと布団は何回か折りたたむ事になる

かと思いますが…。  

⑺布団欄に夏はバスタオル、冬はブランケットとあ

りますが、敷布団、かけ布団は不要なんでしょう

か。  

⑻持ち物に、手拭きタオルが１枚しかありませんが、

トイレも含めて１枚で対応ということでしょう

か？  

⑼ 2 才の子のカラー帽子は来年の色を購入させ、反

対にして白色で使ったらどうか。（来年で言えば、

年長緑、年中赤、年少黄、 2 才白（裏側緑）  

⑽乳児持ち物で、エプロン 3 枚とありますが、シリ

 

 

 

 

 

 

 

⑹サイズの規定はありませんので、布団が入るも

のをご用意ください。   

 

 

⑺敷布団は、必要ありません。冷暖房設備がある

ため、基本的には、掛け布団も必要ありません

が、必要に応じて掛け布団をお持ちください。 

⑻トイレ後の手拭きは、ハンカチの使用を検討し

ています。  

⑼ 4 年間使用する帽子なので、色を決めていきま

す。  

 

 

⑽シリコンエプロンを乳児全員分、衛生的に管



コンエプロン 1 枚を常時置いて、くり返し洗って

使っていただくことはできますか。今通っている

園が、そのスタイルで持ち物が少なく洗たく物も

少ないので助かっています。  

理・保管することが難しいため、保護者の方に

お持ち帰りいただきます。  

9 一日の流れについて  

 ⑴鹿田南では３歳児は、２月ごろからお昼寝を減ら

していましたが、９月頃からになり、早めること

の意味は何ですか？  

⑵主活動の中で、英語教室は行われますか？  

⑴聖英会が運営する他のこども園では、 9 月頃よ

りお昼寝を減らしているため、目安として 9 月

頃と記載しました。しかし、時期に関しては、

子どもの様子を見て決めていきます。  

 

⑵ 2・ 3 号認定は、予定していません。  

10 その他  

 現在の合同保育に新園長や副園長が入っていないこ

とが、新園全体で市の保育方針を引き継いでいける

のか、不安が残ります。現場の先生だけではなく、

管理職の立場の方にも保育に入ってほしかったで

す。また、新園長の人となりに接する機会がなかっ

たのは残念です。今後、入園までにそのような機会

を少しでも作ってほしい。  

⑴ 4 月の園だよりでもお知らせいたしましたが、

現在鹿田南保育園主幹保育士の辻元由美子（聖

英会職員）が園長に就任します。  

  また、そのほかに 5 名の職員が合同保育に参加

しています。  

  某求人サイトで本園での採用「 10 名以上の募集」と

ありました。先生の定員に占めるその割合にもより

聖英会では、 1 園のこども園と 5 園の保育所を運

営していますが、すべて中途採用、新卒採用、法



ますが、未経験者や新規採用が多いとベテランの先

生の負担または児童への影響が心配ですがその点運

営される方の意見が聞きたいです。  

人内異動で新設園を開園しており、どの園も過去

に混乱はありませんでした。今回も今まで通り、

職員の研修等を実施し保育レベルを上げていき

ます。  

 先生の定員・配置予定  園長 1 名・副園長 1 名・保育教諭２０名程度・事

務員 1 名  

 こども園に変わるのでスモックや ICT 化などの事は

保育園と変わってしまうのは仕方がないと思います

が、幼稚園のように今後、親が園に行く行事などは

増やさないでほしいです。  

現在と行事は変わりません。  

 現在は、１人１人にマークがあって（ひこうき、く

るま…）子どもが自分のマークを気に入っているの

で、こども園でも継続してほしいです。  

現在のマークを引継ぎます。  

 案の感想は、だいぶ金銭的負担が増え、内容も幼稚

園化しすぎている印象。個人的にはそこまで便利さ

や教育を求めていないので、鹿田南の子がいる５～

6 年間はスモック希望制や ICT 化・教育の導入を見

送るか予算内ですますなどして、公立保育園レベル

を維持してほしい。  

ただ、 1 号の親は逆にスモック（制服）や教育をお

金を出してでも求めると思うので考え方が違うの

まず、保育園からこども園に変わるということ

は、基となる法律が変わりますので、保育だけで

なく、教育も合わせて提供する必要があります。

よって、本こども園でも教育を取り入れています

ので、ご理解のほどよろしくお願いします。  

 次に利便性についてですが、私立である以上存続

をする必要性がありますので、利便性はある程度

必要と考えています。ご理解のほどよろしくお願



で、折り合いがつかないと思う。大げさに言えば明

確に幼稚園と保育園としてクラス分けして、 1 号は

金額に見合ったカリキュラムを行い、2・3 号には過

度な負担を求めないようにしても良いと思う。（もち

ろん一緒にできることはやって交流はするが）  

いします。  

最後に、1 号認定と 2・3 号認定の園児は、カリキ

ュラム、教室が分かれています。  

  園の建物が変わり、先生方も変わってしまうので子

供が不安な気持ちになったりしないか心配です。現

在、聖英会の先生が来ていただいているのですが、

たぶん子供があまりかかわりがない先生の事はわか

っていないと思うのですが。  

合同保育にご理解ご協力いただき、ありがとうご

ざいます。  

聖英会職員、これからも引き続き子どもたちと信

頼関係を築いていきます。  

 コロナウイルス関連の対応でお忙しい中、ご案内、

情報共有の機会を頂きありがとうございます。  

他の方のご意見・ご質問等参考になるので、一覧に

して共有して頂けると嬉しいです。よろしくお願い

致します。（予算の関係があるかもしれませんが、掲

示だとゆっくり読む時間をとるのが難しいので、配

布物での共有を希望します）  

ご配慮いただきありがとうございます。  

今後とも、ご意見・ご質問がございましたら、お

気軽にお尋ねください。  

 

 


