認定こども園に関する Q＆A
A

Q
認定こども園ってなんですか？

一つの園の中で、幼稚園と保育園の両方の機能を持った総合的な施設で
す。（幼保連携型）
・１号とは、これまで幼稚園に入園していた子ども達のことで、満３歳以上か

１号子ども、２号子ども、３号子ども
ってなんですか？

ら年長児までを指します。
・２号とは、満３歳以上で保育所に預ける必要がある子どものことです。
・３号とは、０歳～２歳までの子で保育所に預ける必要がある子どものことで
す。
保育を必要とする子どもは、教育標準時間と短時間利用と保育標準時間
利用（長時間）に分かれます。

教育標準時間、短時間保育児、

・教育標準時間：１号認定の子どもが対象 9：00～14：00（予定）

長時間保育児ってなんですか？

・短時間利用：月の就労が６４時間を最低として市が決めます。

（通常保育時間帯）

最長８時間までの利用が可能。9：00～17：00
・長時間利用：フルタイムに相当する方
最長１１時間までの利用が可能。7：00～18：00

認定こども園に通わせると、幼稚
園就園奨励費はもらえ るのです
か？
2 号認定児もバスを利用できます
か？
宇都宮市外に在住で、宇都宮市内
の教育・保育施設等を希望できま
すか？

認定こども園を利用する場合、子ども・子育て支援法に基づく認定を受け
ることになりますので、施設型給付費が給付されることとなり、幼稚園就
園奨励費補助の対象にはなりません。
但し、収入に応じてが毎月の保育料に補助されます。
原則利用できません。送り迎えになります。
市外から宇都宮市内の教育・保育施設等を希望するには下記のいずれか
に該当していることが必要です。
①宇都宮市内に転入予定

②保護者の勤務先が宇都宮市内

③里帰り出産

④宇都宮市内が通勤経路

行います。但し、時間帯と料金設定が変わります。
延長保育はどうなるの？

１号認定：

早朝 7：00～ 8：30（ｽｸｰﾙﾊﾞｽ利用者は該当しません）
午後 14：00～18：00

２号認定、３号認定：18：00～19：00（別料金）
１号認定から２号認定へ変更は
できますか？

はい できます。下記の要件を満たすことが必須です。
・２号枠に空きがある場合
・園に勤務証明書の提出→園から市に書類を提出します。

２号認定から１号認定へ変更は

はい できます。所定の用紙に記入して、園に提出してください。

できますか？

・園が市役所に書類を提出しします。

工事の騒音等は保育に支障はな

ご不便をお掛けして申し訳ありません。数年前に隣に保育園を建築しましたが

いですか？

気になりませんでした。大きな音が出る時は、臨機応変に対応します。既に工
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事が始まっていますが工事現場を近くで見る経験は子どもたちにとってめ
ったにない機会です。工事の状況が良く見える部屋で、重機が動く姿や職人さ
んが働く様子を眺めて子どもなりに楽しみにしている様子です。身近で建物が
造られていく様子を眺める経験はなかなかありません。マイナスではなくプラス
でとらえていただければと考えます。

建物が建ったときの圧迫感や安全
性は？

西側は道路ギリギリではなく、少し距離をとり車の通行の見通しをよくするため、
職員専用駐車場とします。また北側も安全面を考慮押し、敷地内に通路を設
けます。圧迫感のないよう植栽なども配慮して考えます。
公園での遊具は低年齢児用で安全すぎる遊具が設置されています。当園の

園庭が使えない代わりに、公園等
で遊ばせる時の安全性は？

園庭遊具で遊んでいる子たちには物足りない位で問題はないと考えます。ま
た、担任だけではなく、バスの先生や他の職員も引率し、しっかり計画と緊急時
の対応を話し合っています。近くの公園や森に保育園児がよく散歩に行ってい
ますが、近隣の皆さんが声をかけてくれて一緒に見守ってくれています。

0・１歳：１部屋、2 歳：２部屋、3 歳：４部屋、４・５歳：各 4 部屋です。保育室一
部屋数・広さは？

部屋辺りの広さは、常設のコーナー遊びのできるスペースなどがとれるよう、現
在の保育室より広く計画しています。

一時預かりはいつから？
制服は変わりますか？

新規採用の職員数が確定していないので今の段階では、わかりません。
分かり次第、お知らせします。
1 号・2 号は変わらず制服です。０～２歳児（満 3 歳児）は私服です。
行事の数・内容などを見直しています。現時点では行事の数を減らし、より子
ども達にあった内容にしていく方向です。行事の数・内容の見直しをしながら係

PTA の係はどうなりますか？

りの在り方も考えていきます。
仕事をしている、していないに関わらず、それぞれができることを、できる時間で
やれる形にしていく事を考えています。

行事等の振替休園は？

2 号認定児・3 号認定児はお預かりします。
1 号認定児は振替休園となります。
設計は SAI+建築設計事務所、朝倉孝博氏です。乳幼児施設設計実績多数
のスペシャリストです。つながるほいくえん釜井台と御幸が原の設計をお願い

設計・工事業者は？

し、キッズデザイン賞毎年受賞するなど数々の受賞歴があります。ちなみに今
年も受賞しました。施工業者は、成常建設。つながるほいくえん 御幸が原の
工事を担当しました。
8 月下旬現在、基礎工事を行っています。基礎完成後鉄骨が建ちますが、鉄
骨の製造が遅れているため、1 期工事完成が 3 月上旬予定です。1 期工事

工 事 の 進 捗 状 況 は ？ 完 成 予 定 完成後、在園児が引越しをします。引越し後、現園舎を取り壊し、2 期工事が
は？

始まります。2 期工事完成予定は 8 月上旬の予定です。
安全に配慮しながら工事を進めてまいります。ご不便をお掛けしますが、ご理
解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

園庭はどうなりますか？

現在、園庭設計会社コト葉 LAB さんに、園庭レイアウトや遊具設計・植栽計画
をお願いしています。以前からあった遊具を移設し、今まで以上に子ども達の
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興味関心に出会う庭、チャレンジできる庭、好奇心・試行錯誤が育まれる庭、
自然と触れ合える庭をコンセプトにしています。

2 号認定こどもであっても、課外教
室を利用できますか？
親が参加する行事を教えてくださ
い。

利用できます。
現在、行事の数と内容を見直しています。その中で取りやめたり、参加の方法
を変えるなど様々な検討を重ねています。年度末に確定して年間行事予定表
でお知らせします。
平成 31 年 4 月以降に入所したお子様が対象になります。
お子様にとって家庭を離れ園に入所することは、劇的な環境の変化であり、大
きなストレスがかかります。例えば、いきなり飛行機に乗せられ、どこだかわから
ない、知り合いもいない、言葉も通じない外国につれていかれたようなもの。

2 号・3 号認定の子どもは慣らし保

当園では、お子様の状況で判断しますが、０・１・２歳児は長くて１カ月程度で

育があると聞いたのですが、それ す。お仕事復帰と入所が同時でどうしても難しい方でも 2 週間程度はいただい
はどういったものですか？

ております。3 歳以上児は 1 週間を目安とし、お子様の様子を見ながら判断さ
せて頂きます。そのため職場復帰の１ヶ月前に園に入園し、ゆっくり慣らし保育
をしてから、職場復帰することをオススメします。なお、慣らし保育が完了する
までは延長保育は利用できません。また 0・１歳児クラスのお子様の 5 時以降
の利用を希望する際は、早めにご相談ください。
38 度を目安にご連絡します。但し、熱性けいれんのあるお子様や平熱が低か
ったり高かったりするお子様につきましては、異なる対応となりますので、ご相

熱や体調不良時のお迎えの目安
を教えてください。

談ください。また、インフルエンザなどの流行性感染症が疑われる場合は、38
度以下でもお迎えをお願いすることがあります。
発熱がない場合でも、嘔吐・下痢等の症状で、全身状態が悪くぐったりしてい
たり、顔色が青白くなるような時には、連絡をして相談の上迎えに来ていただく
こともあります。特に、年齢の低いお子様ほど急変しますのでご了承下さい。
土曜保育は、通常の職員体制とは異なりますので、次の条件を満たされてい
る方のみの利用となります。
・2 号、3 号認定のお子様。
・両親共働きで、尚且つ近隣に祖父母等がおらず支援を受けられない方。

土曜保育はいつでも誰でも利用で
きますか？

・０～１歳児は、離乳食が完了されている方。
・勤務証明書の提出と園長（主任）との面接で必要とみなされた方。
・期日までに土曜日保育の申請書を出された方。
※ 土曜日にご両親どちらかの勤務がお休みの際は、特に事情が無い限りご
利用できません。
※ 平日勤務がお休みの際は、お子様と一緒に過ごしていただけるようお願い
しています。
早朝 7 時から 8 時 30 分までは、０～2 歳児は 2 歳児保育室、3 歳以上児は

早朝と夕方の預かり保育について ランチルームでのお預かりとなります。
教えてください。

午後の預かり保育は、2 号認定児は、ランチルームまたは 3 歳児保育室で行
う予定です。3 号認定児は、各保育室で過ごし、午後 5 時になりましたら、2 歳
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児保育室またはランチルームに移動します。

離乳食は、お子様の状態を見ながらご家庭と相談しながら進めてまいりま
す。まだ食べたことのない食材に関しては園では提供しません。事前に献立を

離乳食・アレルギー食について教 確認して、担任とご相談ください。
えてください。

使用する食材の中でアレルギーなどで食べられないものがありましたら、入所
時に必ずご相談下さい。医師の指示書に基づき除去食・類似食等の対応をい
たします。

認定区分別 園児募集・入所に関する Q＆A
A（１号認定）

Q
入園の申込はどう変わりま
すか？

入園の選考は、誰が、どのよ

A（２．３号認定）

１号認定の子どもは、

２．３号認定の子どもは、

直接園に申し込みます。

宇都宮市保育課に申し込みます。
12 月上旬までにお申込ください。

１号認定の子どもについては、園が行

２．３号認定の子どもについては、保育

います。

の必要の程度及び家族等の状況を勘
案し、保育を受ける必要性が高いと認

うに行うのですか？

められる子どもが優先的に利用できる
よう市が利用調整を行います。
市民税所得割課税額により、保育料 原則、父母の市民税所得割課税額の

保育料はどうなるの？

基準額が決定します。（別紙①参照）

合算額を基に決定します。
（別紙②参照）

ひとり親家庭の保育料は無
料ですか？

市民税所得割課税額により、保育料 市民税所得割課税額により、保育料
基準額が決定しますので、無料とは限 基準額が決定しますので、無料とは限
りません。

りません。

PTA 会費・月額施設費（バス利用者のみ） PTA 会費・月額施設費（バス利用者のみ）
その他の納入金はあります
か？

施設充実管理費年

36,000 円

施設充実管理費 年額 36,000 円

特別教育費

月額 4,000 円

特別教育費

給食費

月額

給食費 ２号認定 主食代 2,000 円

5,500 円

〃
通常保育時間帯を超えて、
子どもを預けることはできま
すか？

延長保育の利用になります。（別料
金）

延長保育の利用になります。（1 時間 300 円）

保育短時間

のお子様を第１子、その下のお子様を
第２子とカウントします。
例えば、第１子が小３、第２子が年長１
号認定、第３子が年中１号認定の場
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朝：7：00～8：30
夕：16：30～19：00

保育標準時間 夕：18：00～19：00

年少から小学校３年までの範囲内に 別紙③参照
お子様が２人以上いる場合、最年長

4,000 円

３号認定 保育料に含む

早朝：7：00～8：30
午後：14:00～18：00

月額

合第２子は半額、第３子は無料です。
同一世帯で３人以上児童がいる場合、

第３子以降保育料無料化

１号認定 幼稚園と同じ

児童の年齢にかかわらず、３人目以降
の保育料は無料になります。

世帯の所得割課税額が 77,100 円以
課税額による軽減

別紙③参照

下である場合、第 1 子の保育料を半
額、第 2 子以降の保育料を無料と
します。

利用負担金（保育料等）の

足利銀行の口座振替で納入

足利銀行の口座振替で納入

納入方法

○消費税引き上げに伴う利用料の無償化については別紙をご参照ください。
○上記の情報は、2018 年 11 月の時点でのものです。今後変更になる可能性もありま
すので、ご了承ください。
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