Ｑ.1 0 歳児は 18 人が一緒に生活するのですか？
Ａ．0 歳児は月齢により食事や睡眠の時間帯が異なりますので、18 名の園児
を 12 名と 6 名の 2 つのクラスに分けて別々の保育室で生活しております。
月齢の高いお子さん 12 名は「はな組」、低いお子さん 6 名が「つぼみ組」
です。朝夕など時間帯によっては一緒に過ごすこともあります。

はな組

食事の様子です

Ｑ.2 0 歳児を担当する保育士は何人いますか？
Ａ．国の基準どおり 3 名の児童につき 1 名の保育士が担当しますが、他に看
護師も常勤で配置しております。また、授乳や離乳食の介助には、1 人の保
育士が 3 人のお子さんを相手にするのでは十分行き届きませんので、クラ
ス担当外の保育士も保育にあたります。
Ｑ.3 1 歳児での入園を考えていますが 3 月生まれなので、4 月の入園の時には
まだ歩けないと思うし、離乳食のままかもしれないので、他の 4 月生まれの
ような大きいお子さんと一緒の生活が不安です。
Ａ．ご安心ください。0 歳児同様に 1 歳児も、月齢により 2 つのクラスに分け
て 2 部屋で保育しております。4 月生まれのお子さんと 3 月生まれのお子
さんでは成長発達で大きな差がありますので、無理のないように分けてお
ります。1 歳児だから幼児食をお出しするということではなく、お子さんの
その時点で最も適した離乳食段階でお出ししております。参考までに離乳
食の献立表もご覧になってください。
Ｑ.4 お昼寝布団は毎週持ち帰りですか？
Ａ．送迎時の荷物の負担を軽減するため、0 歳児はレンタルの布団、1 歳児よ
り上のクラスは簡易ベッド（コット）を保育園で用意し、専用シーツと共に
お貸ししております。
（使用料は「入園のしおり」をご覧ください。）上掛け
タオルはご家庭でご用意ください。シーツと上掛けタオルは毎週持ち帰り、
洗濯していただきます。
０歳児が使用している布団は水で丸洗いができる素材なので、汚れた場

合はすぐに洗い、常に清潔に保っています。1 年に 1 回は新品と交換して
います。また簡易ベッド(コット)も水洗いが可能で、使用後は日々保育士が
丁寧に消毒しております。
Ｑ.5 土曜日に布団のシーツ交換に行く必要がありますか？
Ａ．シーツ交換だけでなく、着替え衣類の整理などは保育士が行いますので、
保護者の方にお手を煩わせることはございません。大きいクラスになると、
お子さんが自分でするようになります。

Ｑ.6 汚れたおむつは毎日持ち帰るのですか？
Ａ．布団同様に送迎時の荷物の負担を軽減するため、紙おむつと紙パンツを保
育園で一括購入し、使用料をいただいております。料金は入園のしおりをご
参照ください。お尻拭きの購入費用とおむつの処分代金も使用料に含まれ
ておりますので、汚れたおむつの持ち帰りはございません。
おむつは数種類用意していますので、かぶれの心配などにも個別に対応
いたします。
Ｑ.7

連絡ノートはありますか？

Ａ．0～2 歳児は連絡ノートを使用し、日々の様子を詳しく記入いたします。
3 歳より上のクラスになると連絡ノートはなくなりますが、その日の出来事
はスマートフォンを利用した保育園システムでお知らせしております。
Ｑ.8

薬は飲ませてもらえますか？

Ａ．原則として薬は預かりませんが、溶連菌感染症が治癒した後の抗菌薬は飲
ませます。また、慢性疾患等により与薬が必要な場合は相談に応じます。
Ｑ.9

熱があっても預けられますか?

Ｑ.10 下痢をしている時は休まなければいけませんか？
Ａ．37.5 度以上の熱、下痢、嘔吐、その他体調が悪いときはご家庭で様子を
見てください。なお現在は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、解熱
後 24 時間は様子を見ていただいております。
Ｑ.11 熱が出た時は呼び出されますか？
Ａ．発熱の場合だけでなく、保育中に体調が悪くなった時はご連絡いたします。

都合をつけて早めにお迎えください。無理をさせると回復が遅くなること
が多いです。
Ｑ.12 外遊びの時間はありますか？
Ｑ.13 砂遊びはしますか？
Ａ．晴れた日は毎日外で遊びます。国の基準面積を上回る広い園庭に大きな砂
場もありますので、毎日元気一杯のびのびと思い切り遊んでいます。

Ｑ.14 散歩に行くことはありますか?
Ａ．園庭での遊びだけでなく、北浦和公園や大戸公園などにも時々でかけます。
往復路の危険度や遊具の程度を事前に調査した園外散歩マップを作成し、
クラス担当保育士の他に主任や担当外保育士を配置し、安全に十分配慮し
たうえで出かけます。
0 歳の歩行がままならないお子さんは散歩車に乗り、四季の花々が豊かな
遊歩道や公園で自然に親しんだり、ガードレールのついた安全な歩道で大
好きな自動車を眺めたりすることもあります。
Ｑ.15 外に出る時に注意していることは？
Ａ．園外保育マニュアルを作成し、職員に周知させております。子ども達は頭
部の保護と識別のため、クラスごとに異なる色の帽子(紫外線防止の垂れ付)
をかぶります。万が一に備え、その帽子には保育園名と電話番号を記してい
ます。そして出発前に安心見守りカメラに向かい、その日の服装や靴を録画
しておきます。
職員は日頃より携帯しているホイッスルの他に、簡易救急用品・携帯電話・
補給用の水分・着がえ用衣類・おむつなどを持参します。
Ｑ.16 慣らし保育は 1 か月くらいかかりますか？
Ａ．当保育園では「受け入れ保育」と称しております。育児休業後の復帰日に

合わせ、お子さんに負担がかからない方法を提案いたします。個人差もあり
ますので、一概に 1 か月と限定はしておりません。どうぞご相談ください。
Ｑ.17 駐車場の利用料金は一律ですか？
Ａ．保育園の敷地内に 6 台分 送迎用の駐車場を設けております。駐車料金の
負担は全くございません。
Ｑ.18 自転車で送迎する場合、道路に自転車を置いておくのですか？ 盗難が心
配ですが・・・
Ａ．送迎時に自転車を停める場所を屋根付きで玄関横に設けております。路上
でお子さんを乗せたり降ろしたりをするのは大変危険なので、駐輪場の利
用をお願いしております。
Ｑ.19 ベビーカーを置いて出かけることはできますか？
Ａ．玄関横に屋根付きでベビーカー置き場を設けております。ただし同じ機種
をご利用の方が間違えてしまうことが多いので、名札を付けていただいて
おります。
Ｑ.20 保護者会の役員決めは抽選ですか？
Ａ．保護者会組織は設置しておりません。運営方法にもよりますが、役員の方
のご負担は決して少なくないですし、会合の時間をお子さんと過ごす時間に
あてていただきたいと考えるからです。
Ｑ.21 お願いや意見がある時は、どのような方法で受けてもらえますか？
Ａ．保護者の方からのご意見やご要望は、これまで忌憚なく連絡ノートやメー
ルで頂いているほかに、匿名をご希望の方からはご意見箱への投函もござい
ました。日頃より保護者の方からのご意見には、耳を傾ける努力をし、いた
だいたご意見やご要望については、検討した結果を掲示することで回答して
おります。なお、ご意見箱は監視カメラの映らない場所に設置しております。
Ｑ.22 保護者が参加できる行事はありますか？
Ａ．今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、残念ながらあらゆる行
事が規模を縮小、または中止となっておりますが、昨年度までの運動会と発
表会は、お爺さまやお婆さまも含めご家族の皆様が観覧できました。 また、
毎月の誕生日会は保育参観ができました。大きいお子さんのクラスでは、

芋掘りや遠足など保護者の方にお手伝いをお願いすることもありました。
来年度以降の行事については、感染症の様子により検討いたします。
Ｑ.23 小学校入学までに字が書けるような指導はありますか？
Ａ．保育園は勉強する場ではなく、基本的には毎日楽しく遊び、それを通じて
様々なことを学ぶ、生活の場と考えております。保育中に一斉に字の練習を
することはございません。しかしながら、大きくなるにつれて字に興味を持
つお子さんも増え、ご家庭で覚えてくることが多いので、あいうえお表を保
育室内に掲示することはあります。自由時間にはお友達同士で教えあいなが
らお手紙を書いたり、絵本を読んだり、また、小さいお子さんのクラスに行
って読み聞かせをしてあげたりしています。
Ｑ.24 お稽古事のようなことは、どの程度していますか？
Ａ．今年度は実施を見合わせていますが、以下の内容をすべてボランティア
の方々に指導していただいております。
・茶道

5 歳児（年長）年に 8 回。2 月には近所の茶室（恭慶館）を借り、

おさらい会として保護者の方をお招きし、お茶をたてます。毎回静かに心
を落ち着かせることで自己を見つめ、自然と集中力が高まり、また、他人
への気配りを覚えます。小学校に入ってからも、続けてお稽古するお子さ
んも大勢います。
・手話ダンス

4・5 歳児（年中・年長）年に 10 回程度。1 月頃より 3 歳

児（年少）も参加。手話を覚えながら踊ります。発表会や卒園式でご披露
しています。卒園後も手話を習い続けるお子さんもいます。
・英語

5 歳児（年長）が年に 8 回。ゲームをしたり、歌ったり、遊びの

中で自然と覚えます。
上記の他にお稽古ではありませんが、5 歳児は外遊びの後で、玄関掃除を
します。箒使いや雑巾絞り、廊下の雑巾がけなど、とても上手にこなせる
ようになります。
Ｑ.25 防犯対策はどのようになっていますか？
Ａ．パンフレットや入園のしおりにも一部掲載しておりますが、以下の通り
です。
・安心見守りカメラ
・刺す又を 7 本設置

園舎内外に 20 台設置。事務室にて監視

・門 4 か所、保育室窓

常に施錠

・玄関 2 か所

電気錠にて施錠、モニター付きインターホン設置

・非常通報手段

警察直結通報装置を事務室他 2 か所に設置
園庭及び保育室に非常通報ブザー6 か所に設置
職員はホイッスルを常時携帯

＊駐車場、駐輪場、ベビーカー置き場には夜間照明と安心見守りカメラ
を設置しておりますので、車上荒らしや盗難の被害はこの 20 年ほど
1 件もございませんでした。
Ｑ.26 ベテランの保育士はいますか？
Ａ．大勢おります。保育士 33 名中、保育経験 10 年未満は若手の 1 名だけで
す。職員の平均勤続年数は 16 年を超えており、年齢層も 20 代から 60 代ま
で幅広いです。
何と言っても 0 歳児保育は経験が物を言いますので、長く勤めてもらうた
めに、勤務しやすい環境と労働条件を整えています。数回の産休・育休を経
て復帰し、自身の子どもを保育園に預けながら長く勤務している保育士も
10 人以上おります。また、2017 年には埼玉県の「多様な働きかた実践企業」
に認定され、現在に至っております。
Ｑ.27 保育園での写真を買えますか?

写真屋さんが写すのですか?

Ａ．日頃の保育の様子や誕生日会などの小規模な行事は、クラス担当の保育士
等が撮影します。運動会や発表会のような大きな行事は、専門の写真家が撮
影します。いずれの写真もウェブサイトに掲載しますので、ご家庭でゆっく
りと見て選び、インターネットを通じて購入できます。スライドショーも楽
しめますよ。

