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こども園説明会で多かった質問・意見 

平成２６年１０月 幼児教育課 
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質問 15 幼児コースの子どもには、おやつはないのですか？ 

質問 16 上の子どもを幼児コース、下の子ども（３歳未満）を保育コースに預けたいと思っていま

す。上の子どもを迎えに来た 14 時に、保育コースの下の子どもも一緒に連れて帰っていいで

すか？ 

質問 17 幼稚園の家庭教育学級は、こども園になっても継続できますか？ 

質問 18 こども園になったら、保育園から小学校へのスムーズな連携が進むと聞きましたが、具体

的にはどんなことですか？ 
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質問 22 入園手続きの際に、各コース別の中間集計を出して欲しいです。 
質問 23 夏休み中、休んでいる幼児コースの子どもと通園している幼保コースの子どもに格差は生

じないのですか？幼児コースの子どもは夏休み中の行事に参加できないのですか？ 

質問 24 幼児コースと幼保コースで保育時間の差が生じることにより子どもの成長に影響がでてく

るのではないでしょうか？ 

質問 25 もっと遊びたいのに、幼児コースを選択したことによって、早く帰る子どもが疎外感を感 

じたり、友だち関係に悪影響が出てしまうのではないでしょうか？ 

質問 26 各コース別々で、子ども同士が友だちになれないのではないでしょうか？ 

 
【保育内容について】 
質問 27 保育カリキュラムはどうなるのでしょうか？ 

質問 28 母国語もまだしっかり話せない年齢の子どもに英語教育は必要ですか？ 

他に（意見１） 英語に力を入れていただけるとよいです。 

（意見２） ＡＬＴの先生が来園する回数を増やしてください。 

 

【保育認定について】 
質問 29 今までどおり農業従事者でも保育認定されるのですか？ 

質問 30 保育短時間認定と保育標準時間認定は就労時間だけで判断されるのでしょうか？ 

質問 31 両親共にフルタイム勤務をしているので保育標準時間認定（11H）になると思いますが、 

保育園のお迎えは 16 時に祖母にお願いしています。その場合、保育短時間認定（8H）を 

してもらえますか？ 

 
【特別保育について】 
質問32  7：30からの早朝保育は料金がかかりますか？保育短時間（8H）認定と保育標準時間（11H）

認定の保育時間の始まりは 8：30 からと統一できませんか？ 

質問 33 延長保育は何時からですか？料金がかかりますか？ 

質問 34 預かり保育と延長保育の違いは何ですか？ 

質問 35 預かり保育では、おやつが出るのですか？その場合、おやつ代を別途徴収するのですか？ 

質問 36 土曜日も保育してもらえますか？一日中できますか？ 

 

【給食について】 
質問 37 二葉・大井・東野こども園の幼保コースには夏休み中の給食はありますか？ 

質問 38 現在、幼稚園の子どもの給食は、時々ご飯を持っていくだけですが、保育園の子どもは毎

日ご飯を持って行くと聞きました。こども園になると、同じ園でも、幼保コースの子ども

はご飯持参で、幼児コースの子どもは持参しないのですか？ 

質問 39 現在、自園給食の園は、こども園になるとどうなりますか？ 
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【保育料について】 
質問 40 新制度では、保育料はどのように算定されるのですか？ 

質問 41 今年度まであった幼稚園の就園奨励費はなくなるのですか？ 

質問 42 保育料金の階層を決める世帯収入は、祖父母同居（世帯同一）でも、両親の収入だけが対 

象となるのですか？ 

質問 43 年度途中に就職した場合、その時点から保育料が変わるのですか？ 

質問 44 ２人目、３人目の子どもの保育料はどうなりますか？ 

質問 45 療育手帳を持っている子どもの保育料は、減免措置がされますか？ 

 

【保育士について】 
質問 46 保育士は足りているのでしょうか？ 

質問 47 保育士の資格しかない先生に、特例措置等で幼稚園教諭の資格を与えて幼稚園教諭とする 

のですか？ 

 

【入園申し込みについて】 
質問 48 入園申込書はどこで配付されるのですか？ 

質問 49 定員以上に入園の申込みがあった場合は、抽選になるのですか？ 
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【こども園の目的、ニーズ、経緯について】 

こども園の目的は、市内の全ての地域で、幼稚園と保育園の両方のよさを合わせた保育を提供

することです。 

① 幼稚園・保育園がある地域とない地域の解消 

② 就業形態が多様化する中での、保護者の就労の有無とその変化への対応 

③ 保護者のライフスタイルにあわせた保育時間の選択を可能とし、家庭での養育を支援 

このようなメリットを具現するためこども園を実施します。 

 

 下記の３つの調査結果があります。 

 

① 平成 24 年 12 月実施 「公立保育園幼稚園保護者アンケート」より 

            対象者・・・公立保育園 16 園、幼稚園 3 園の全園児の保護者  

1,205 世帯配付 935 件回答（回答率 77.6％） 

●「保育園入園児だが短時間部に変わりたい」4.9％（保育園保護者 780 人中 38 人） 

主な理由：保育料が安い、夏期休暇中は家で子どもをみたい、 

家で子どもをみることができる人が居る、など。 

●「幼稚園入園児だが長時間部に変わりたい」21.9％（幼稚園保護者 155 人中 34 人） 

主な理由：母親が働きたい、夏期休暇中も子どもを預かって欲しい、 

平日の保育時間が長いのは助かる、など 

 

② 平成 25 年 11 月実施 「子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査」より 

対象者・・・市内の未就学と小学生の保護者  

無作為抽出による 1,649 世帯配付 914 件回答（回答率 55.4％） 

●「利用したい事業について」（複数回答可能 回答者 914 人中）  

   保育園 567 人（62％） 

幼稚園 306 人（33.5％） 

こども園 161 人（17.6％） 

その他事業（預かり保育、ファミサポなど）577 人（63％） 

 

 

 

 

 

質問１ なぜ、こども園にするのですか？（こども園にしなくても今の保育園・幼稚園でいいの
では？） 

質問２ こども園のニーズはどのくらいあるのでしょうか？ 
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③ 平成 26 年 8～9月実施 「こども園説明会会場アンケート」より 

●「来年度の 3歳以上児の希望コース」 

日時 説明会会場 幼児コース 

人 （％） 

幼保コース 

（人）（％） 

8/21  串原保育園 1 （12） 7 （88） 

8/22  東野幼稚園 1 （17） 5 （83） 

8/25  中野方保育園 1 （4） 25 （96） 

8/26  飯地保育園 0 （0） 9 （100） 

8/27  岩村保育園 3 （9） 32 （91） 

8/28  長島保育園 1 （4） 24 （96） 

8/29  城ヶ丘保育園 2 （7） 26 （93） 

9/ 1  山岡保育園 1 （3） 30 （97） 

9/ 2  明智保育園 1 （3） 34 （97） 

9/ 3  武並保育園 1 （2） 40 （98） 

9/ 4  二葉幼稚園 30 （79） 8 （21） 

9/ 5  上矢作保育園 2 （11） 16 （89） 

9/ 8  やまびこ保育園 2 （6） 30 （94） 

9/ 9  みさと保育園 2 （6） 31 （94） 

9/10  大井幼稚園 9 （75） 3 （25） 

9/11  岩村コミセン 3 （25） 9 （75） 

9/12  中央コミセン昼の部 7 （47） 8 （53） 

9/12  中央コミセン夜の部 4 （50） 4 （50） 

9/16  吉田保育園 0 （0） 17 （100） 

全  体 71 （17） 358 （83） 

 

 

こども園化の研究や準備は急いでいるわけではなく、平成 18 年度から、順次計画的に幼保一 

元化を進めてきました。具体的には、下記のとおりです。 

しかし、その経緯の報告が十分になされて来なかったため、地域・保護者の方々には急いで見

える結果になったことは、大変反省しています。今後は、丁寧な説明・連絡を行い、これまでの

説明不足を埋めていきたいと考えています。 

 

 

質問３ なぜ急いでこども園とするのでしょうか？ 
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平成 18 年 5 月  恵那市総合計画に幼保一元化を位置付け 

9 月  幼保一元化プロジェクトチーム（内部組織）を設置 

目的：市内全ての子どもに幼児教育と保育の機会を保障する 

平成 20 年 6 月   こども園導入に向けて、認定こども園プロジェクトチーム（内部組織）を設置      

8 月  幼稚園・保育園職員代表等で組織する「こども園作業部会」を設置 

平成 21 年 6 月  豊田市こども園の視察 

平成 22 年 1 月  「恵那市公立保育園指定管理者制度導入等検討委員会」から 4 つの提言の１つと

して、次のことに留意しながら「こども園への移行」をすることが必要と提言を

受ける。 

① 公立保育園・公立幼稚園を全園幼保一元化施設にすること 

② 幼稚園教育要領と保育所保育指針を統一したカリキュラムを早急に策定す

ること 

③ 小学校との連携を強化し、一貫した教育の展開を図る体制づくりを進める

こと 

④ 幼稚園と保育園の所管課を早急に統一すること 

平成 22 年 12 月～23 年 1 月 各園において保護者説明会を実施 

平成 23 年 3 月  保護者アンケートを実施 

平成 24 年 4 月   幼稚園教諭、保育士の合同研修会の実施  

    10 月 瑞浪幼児園の視察 

幼稚園保育園合同園長会の実施 

平成 25 年 4 月  市教育委員会教育研究所に幼児教育担当主事を配置 

10 月  こども園カリキュラム、こども園教育・保育課程の作成 

平成 26 年 4 月  市教育委員会幼児教育課の設置 

  

 
【こども園の制度について】 

幼保コースは、各年齢や季節に応じて、必要な昼寝が適切に取れるよう、時間配分、保育士の

配置、使用する部屋の工夫を行なっていきます。 

幼児コースは、基本的に昼寝はありません。季節や必要に応じて、適宜休息を取ります。 

 

岩村、山岡、上矢作の各園では、これまで同様、通園バスが利用できます。登園は、幼児コー

スも幼保コースもこれまでと同じ時間にバスで登園します。幼児コースの降園は、お迎えが必要

となります。 

質問４ 昼寝はしっかりできるのでしょうか？途中で起こされることはないでしょうか？ 

質問５ 通園バスによる通園は、こども園になることでどう変わるのでしょうか？ 
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旧幼稚園(二葉、大井、東野)は、26 年度の 3～5 歳児の在園児に限り、経過措置として、14:45

降園とします。27 年度から入園する幼児コースの子どもは、全園、降園時間を 14:00 に統一し

ます。 

※旧 3 幼稚園の年度別の降園時間は下記のとおりです。 

 H27 H28 H29 

3 歳児 14:00 14:00 14:00 

4 歳児 14:45 14:00 14:00 

5 歳児 14:45 14:45 14:00 

 

こども園では、原則、新入園児は、４日間の慣らし保育を行います。 

 

 土・日、祭日に運動会や参観などの行事を行ったときの振替休日は設けません。 

 

夏季休業は、幼児コース 7/21～8/31 

 幼保コースには夏季休業はありません（ただし、8/15 前後は希望保育となります） 

冬季休業は、幼児コース 12/25～1/7 

幼保コース 12/29～1/3 

（ただし、冬季休業中の 12/25～12/28 と 1/4～1/7 は希望保育となります） 

春季休業は、幼児コース 3/28～4/4  

幼保コースには春季休業はありません 

（ただし、春季休業中の 3/28～4/4 は希望保育となります） 

 

幼児コースの子どもは、夏季休業中でもプール登園があります。 

 

質問７ 慣らし保育はどうなりますか？ 

質問８ 土・日、祭日に行事を行った場合の振替休日はありますか？ 

質問９ 幼児コースの長期休業の期間はいつからいつまでになりますか？ 

質問 10 幼児コースの夏休みのプールはあるのですか？ 

質問６ 4～5 歳児の旧幼稚園の幼児コースの降園時間について 14:00 ではなく、現状の 14：45

または 15：00 降園となりませんか？ 
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プール代金は要りません。幼稚園教育要領には、「教育課程に係る教育時間外の教育活動は、

通常の教育時間の前後や長期休業期間中などに、地域の実態や保護者の要請に応じて、幼稚園が

当該幼稚園の園児のうち希望者を対象に行なう教育活動である」と書かれています。こども園の

幼児コースも同じように、長期休業期間中のプールなどは教育活動であり、その料金はすでに

月々の保育料に入っていますので、別途徴収はいたしません。 

 

制服、体操服、かばんは、これまでのその園の形態がそのまま引き継がれます。 

 

入園式、卒園式は幼児コースの子どもも幼保コースの子どもも一緒に同じ会場で行います。 

 

幼児コースの子どもと幼保コースの子どもが同じクラスでこども園共通の幼児教育時間を過

ごすことになります。 

 

幼児コースには、基本的におやつはありません。しかし、誕生会などの特別な行事に出される

おやつは、どちらのコースの子どもも共に食べることができるよう、午前中に出したり、給食の

デザートとして出したりするなどの工夫を行います。また、幼児コースの預かり保育には、おや

つがあります。 

 

ご家庭の事情、状況を勘案したうえでされることであれば、下の子を一緒に連れて帰られても

よろしいかと思います。 

質問 11 幼児コースの子どもが夏休みにプールを使用する場合は、料金が必要ですか？ 

質問 12 こども園になると、園服や体操服、かばんなどはどう変わりますか？ 

質問 13 入園式は、コース別に行うのですか？ 

質問 14 クラス分けはどうなりますか？幼児コースのクラスと、幼保コースのクラスが別々に

できるのですか？ 

質問 15 幼児コースの子どもには、おやつはないのですか？ 

質問 16 上の子どもを幼児コース、下の子ども（３歳未満）を保育コースに預けたいと思って

います。上の子どもを迎えに来た 14 時に、保育コースの下の子どもも一緒に連れて帰っ

ていいですか？ 
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幼児期の家庭教育学級は大変重要なものです。こども園になっても家庭教育学級は推進して

いきます。 

※ 家庭教育学級は、親同士が子育てやしつけについて悩みを話し合ったり、家庭教育のあり方に

ついて学んだりする「親育ち」の場で、１年を通して計画的・継続的に活動しています。 

 

こども園では、園児の発達や学びの連続性を確保するために、小学校への円滑な接続をめざし 

ます。具体的には、園児と小学生との交流、職員の合同研修、指導方針の共通理解を図る話し合

い、相互の授業・活動参観、配慮事項の引継ぎなどを進めていきます。 

 

【幼児・幼保・保育各コースについて】 

幼児コースの子どものご家族で病人が出てしまい、いつもどおり子どもを迎えに行けないなど

の非日常的な事由がある場合は、預かり保育を利用できます。この事由には、ご兄弟の授業参観

や地域の公的行事の事由も含みます。詳細は園にご相談ください。利用される場合は、申請書の

提出、別途料金が必要です。 

日常的に 14：00 までの保育時間終了後に迎えに行くことができない場合は、保育短時間認定

（8H 認定）を申し込みいただくことをお勧めします。 

 

就労状況など保育の必要性の事由に変化があった場合は、可能です。できるだけ、２週間前ま

でにご連絡ください。 

＜保育の必要性の事由＞ 

・就労（昼間、夜間、フルタイム、パートタイム、自営業、在宅勤務等） 

・妊娠中、出産後間がない 

・保護者の疾病、負傷、障がい 

・同居または長期入院中の親族の介護 

・災害復旧 

・求職活動 

・就学（職業訓練校等） 

・虐待や DV のおそれ 

質問 17 幼稚園の家庭教育学級は、こども園になっても継続できますか？ 

質問 18 こども園になったら、保育園から小学校へのスムーズな連携が進むと聞きましたが、

具体的にはどんなことですか？ 

質問 19 幼児コースの預かり保育（月～金）はどのようなときに使えますか？ 

質問 20 コースの変更（幼児コース⇔幼保コース）は月の途中でも可能ですか？ 
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・育児休業中の保育の継続利用 

・その他（上記に類する状態） 

 

コースの変更は、保育の必要性の事由に変化があった場合のみです。単に夏休みの間のみ預か

ってもらいたいという理由で、幼保コースを希望することはできません。 

 

コース選択の参考にしていただくため、11 月の入園申し込み以降、幼児コースと幼保コース

の希望状況を園からの文書や恵那市公式ホームページに提示することを考えています。 

 

夏休み中は、幼保コースの子どもは園の活動を通して、幼児コースの子どもは家庭や地域での

活動を通して、どちらもそれぞれに成長します。保育教諭は、おたよりによって夏休み中の活動

の概要を各家庭に伝えたり、夏休み中に製作・展示した掲示物は夏休み明けにはリニューアルし

て雰囲気を新しくしたりするなど、両方のコースの子どもの気持ちに配慮します。 

また、夏季休業中の行事は、幼児・幼保コースにかかわらず、一緒に行えるように計画しま 

す。保育の場の違いはあっても、それぞれの場で得られる子どもの成長や満足に格差は生じま 

せんので、ご家庭の保育の必要性や教育方針に応じてご選択ください。 

 

こども園では、家庭で補いにくい社会的な経験や、文化・自然との出会いに重点を置いて活動

を展開しますが、このような活動は、主に共通時間（14：00 まで）を中心に、一日の中に計画

的に、めりはりをもって調和的に組み込むため、どちらのコースの子どもにもその機会は設定さ

れます。 

また、子どもの保育は、園と家庭の生活全体で行なわれるものです。幼保コースの子どもは園

で保育される時間が長く、幼児コースの子どもは家庭で保育される時間が長くなるというよう

に保育の「場」の違いはありますが、総合的な保育時間に違いはありません。子どもの生活や成

長は、一瞬一瞬が単独で存在するのでも「つぎはぎ」でもなく、一日の流れ全体の中で促される

ため、活動の組み合わせや保育の場の違いが成長の差を生むことはありません。 

質問 23 夏休み中、休んでいる幼児コースの子どもと通園している幼保コースの子どもに格差 

は生じないのですか？幼児コースの子どもは夏休み中の行事に参加できないのです 

か？ 

質問 24 幼児コースと幼保コースで保育時間の差が生じることにより子どもの成長に影響がで

てくるのではないでしょうか？ 

質問 21 年度当初は幼児コースで、夏季休業中のみ幼保コースに変更できますか？ 

質問 22 入園手続きの際に、各コース別の中間集計を出して欲しいです。 
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在園中は、保育時間の長短に配慮し、子どもが集中して遊ぶ場と家庭的な雰囲気の中でくつ 

ろぐ場との調和に工夫しながら保育を進めます。また、保育教諭は、午後の遊びや明日の遊び 

の相談、午後の活動の雰囲気づくり、声かけの工夫などを通して、早く帰る子ども、園に残る 

子ども、両コースの子どもの気持ちや友だち関係に配慮します。 

園で生活する時間と同様、ご家庭での時間も子どもの心と体の成長を育む大切な時間です。 

ご家庭のライフスタイルや教育方針に合わせてご選択ください。 

 

 コースが別でも、子ども達は同じ部屋で一緒に生活をします。これまでの幼稚園・保育園の時 

と同じように一緒に活動しますので、これまで同様、友だちをつくっていくことができます。 

 

【保育内容について】 

現在、保育園は「保育所保育指針」、幼稚園は「幼稚園教育要領」に基づいて、各園で年間指

導計画、月案、週案をつくり、保育を行なっています。 

こども園については、平成 23 年度から 26 年度にかけて、幼稚園・保育園合同の園長会や副

園長会で「恵那市こども園カリキュラム」「恵那市こども園教育・保育課程」の策定について検

討してきました。平成 26 年度は、これらと、4 月に国から示された「認定こども園教育・保育

要領」を基にして、各園の月案を作成しています。 

 

恵那市の幼児教育４本柱の１つである「英語あそび」は、単語を覚えたり、話す練習をする英

語教育ではありません。幼い頃から自然に色々な国の人と出会い、遊びながら英語に触れ、世界

の多様さを感じる時間です。保育所保育指針にある「保育の内容」には、人間関係の領域におい

て「⑭外国人など、自分とは異なる文化を持った人に親しみを持つ」とあり、その大切さが明記

されています。 

 

質問 26 各コース別々で、子ども同士が友だちになれないのではないでしょうか？ 

質問 27 保育カリキュラムはどうなるのでしょうか？ 

質問 25 もっと遊びたいのに、幼児コースを選択したことによって、早く帰るこどもが疎外感 

を感じたり、友だち関係に悪影響が出てしまうのではないでしょうか？ 

質問 28 母国語もまだしっかり話せない年齢の子どもに英語教育は必要ですか？ 

他に（意見１） 英語に力を入れていただけるとよいです。 

（意見２） ＡＬＴの先生が来園する回数を増やしてください。 
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【保育認定について】 

従事する時間によって保育短時間認定と保育標準時間認定の違いはありますが、今までどおり

保育認定されます。ただし、入園申込書に実労時間を明記してください。 

 

保育時間の認定は主に就労時間で判断します。通勤時間、1 日の就労時間帯が保育時間と異な

る、季節によって定められた労働時間（保育短時間認定（8H）は 1 ヶ月 48 時間以上、保育標準

時間認定（11H）は 1 ヶ月 120 時間以上）に達する月と達しない月があるなどご家庭によって保

育を必要とする時間帯が異なる場合は、幼児教育課に個別にご相談ください。 

 

   ご希望通り、保育短時間認定（8H）になります。 

 

【特別保育について】 

    7：30 からの早朝保育に延長料金はかかりません。利用される場合は、就労証明書が必要で 

す。また、保育時間の始まりは 8：30 からに統一します。 

 

幼保コースと保育コースの保育短時間（8H）認定の保育時間は、8：30 から 16：30 までの 

8 時間とし、16：30 以後の延長保育には延長料金がかかります。保育標準時間（11H）認定の保

育時間は、8：30 から各園の閉園時間までのため、延長保育はありません。 

 

預かり保育は、幼児コースにおいて、一時的な理由により、14：00 以後の保育が必要なとき 

に行う保育です。利用される場合は、延長料金（1 人 1 日 380 円）と申請書が必要です。 

延長保育は、幼保コースと保育コースの保育短時間（8H）認定において、16：30 以後の保育

質問 29 今まで通り農業従事者でも保育認定されるのですか？ 

質問 33 延長保育は何時からですか？料金がかかりますか？ 

質問 34 預かり保育と延長保育の違いは何ですか？ 

質問 30 保育短時間認定（8H）と保育標準時間認定（11H）は就労時間だけで判断されるので

しょうか？ 

質問 31 両親共にフルタイム勤務をしているので保育標準時間認定（11H）になると思います 

が、保育園のお迎えは 16 時に祖母にお願いしています。その場合、保育短時間認定（8H）

をしてもらえますか？ 

質問 32 7：30 からの早朝保育は料金がかかりますか？保育短時間（8H）認定と保育標準時間

（11H）認定の保育時間の始まりは 8：30 からと統一できませんか？ 
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が必要なときに行う保育です。利用される場合は、延長料金（1 人 1 日 200 円）と就労証明が

必要です。 

 

預かり保育にはおやつが出ます。おやつ代金を含んだ 380 円で 1 回ご利用できます。 

 

土曜一日保育は、城ヶ丘、長島、武並、岩村、山岡、明智にて実施します。それ以外の旧保育

園では、半日の保育が利用できます。土曜保育を利用される場合は、勤務証明が必要となります。

（旧幼稚園では土曜保育は対応していません。） 

 

【給食について】 

あります。元幼稚園の３園（二葉、大井、東野）には、夏休み期間中のみ、岩村給食センター

から届けます。 

 

3 歳以上児について、同じこども園内で、ご飯を持参する子どもと持参しない子どもという二

つのパターンになることはありません。これまでは、旧市の保育園は、毎日、旧市幼稚園は、月

に 5～6 回、旧恵南保育園は、月に 10～12 回分の主食を持参していました。こども園になって

も、その園の 3歳以上児の給食の形態はそのまま引き継がれます。 

 

自園給食の園は、27 年度のこども園スタート時は今までどおり自園給食となります。28 年度

以降の給食は、市の新しい総合計画で位置づけていきたいと考えています。 

 

【保育料について】 

   新制度では、保育料は、市民税額をもとに毎年決定されます。前年度の収入の変動に伴い、保

質問 40 新制度では、保育料はどのように算定されるのですか？ 

質問 35 預かり保育では、おやつが出るのですか？その場合、おやつ代を別途徴収するのです

か？ 

質問 36 土曜日も保育してもらえますか？一日中できますか？ 

質問 37 二葉・大井・東野こども園の幼保コースには夏休み中の給食はありますか？ 

質問 38 現在、幼稚園の子どもの給食は、時々ご飯を持っていくだけですが、保育園の子ども

は毎日ご飯を持って行くと聞きました。こども園になると、同じ園でも、幼保コースの子

どもはご飯持参で、幼児コースの子どもは持参しないのですか？ 

質問 39 現在、自園給食の園は、こども園になるとどうなりますか？ 
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育料の階層区分に変更が生じた場合は、保育料が変わります。なお、毎年の保育料は、4～8 月

分は前年度分の、9 月分以降は当年度分の市民税額により決定します。 

 

   保育料は、父母の市民税額をもとに決定し、入園している児童が父母のほかに祖父母等と同

居している世帯において、父母の収入によって生計が成り立っていないと認められる場合には、

祖父母等の市民税額を保育料の算定対象として決定します。 

 

   就園奨励費は、今まで幼稚園の保護者で該当する方に交付されていましたが、来年度以降は、

この制度がなくなります。ただし、来年度以降のこども園幼児コースの保護者が負担する保育

料金には、これまでの就園奨励費を加味した保育料が設定してあります。 

 

保育料は、4～8 月分までが前年度の市民税額によって、9 月以降分は当年度の市民税額によ

って決定されますので、その年度途中に就職されたことによって保育料が変わることはありま

せん。 

 

多子世帯の保育料の軽減については、従来どおり、こども園幼保・保育コース（現在の保育園）

は、0歳～就学児前の間で、そして、新しく、こども園幼児コース（現在の幼稚園）は、3 歳児

～小学校 3年生までの間で、2 人目は半額、3 人目は無料となります。 

療育手帳を持っている子どもが同居する世帯で、保育料の階層区分が第 2 階層に該当する場

合は月額 0円、第 3 階層に該当する場合は、月額 1,000 円安くなります。 

 

【保育士について】 

保育士の配置は、国の配置基準に加えて、支援を要する子どもへの配置も含めて、基準に沿っ

た配置をしています。しかし、増大する未満児保育のニーズに応えることや、園内での活動の充

実を考えると、現在よりも多くの保育士が必要と考えています。 

質問 42 今年度まであった幼稚園の就園奨励費は、新制度になるとなくなるのですか？ 

質問 41 保育料金の階層を決める世帯収入は、祖父母同居（世帯同一）でも、両親の収入だけが

対象となるのですか？ 

質問 43 年度途中に就職した場合、その時点から保育料が変わるのですか？ 

質問 44 ２人目、３人目の子どもの保育料はどうなりますか？ 

質問 45 療育手帳を持っている子どもの保育料は、減免措置がされますか？ 

質問 46 保育士は足りているのでしょうか？ 
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適切な環境の中で安全な園運営を行うため、保育士の充実に努めます。 

 

   こども園の先生は保育教諭と呼ばれ、保育士資格と幼稚園教諭免許の両方が必要です。恵那 

市では、これまで、保育士も、幼稚園教諭も、両方の資格と免許を取得するようにしてきまし 

たので、現在ほとんどの先生が両方取得できています。そのため、特例措置による急激な対応は 

しませんので、ご安心ください。 

 

【入園申し込みについて】 

11 月 4 日以降申し込みが可能となるように、入園申込書は、各園、教育委員会事務局幼児教

育課(岩村振興事務所）、こども子育て支援室（本庁２階）で配付します。 

 

3 歳以上児は、定員以上の申し込みがあれば適宜定員を変更していきます。未満児については、

特に市街地周辺では、保育需要の全てをまかなえるだけの保育士がここ数年不足していますの

で、次年度の募集について定員を超えることが想定されます。この場合は、保育の優先度の高い

園児から入園が決定していきますが、同点の場合は、抽選になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問 47 保育士の資格しかない先生に、特例措置等で幼稚園教諭の資格を与えて幼稚園教諭と 

するのですか？ 

質問 48 入園申込書はどこで配付されるのですか？ 

質問 49 定員以上に入園の申込みがあった場合は、抽選になるのですか？ 


