
令和5年以降の 
法人運営について

学校法人　田澤学園 
東一の江幼稚園・東一の江保育園こすもす



令和5年以降の法人運営について

•今後、変更の可能性が生じる部分があります。 
•第2回説明会は9月6日に 
　　　　　　　　オンラインで行います。 
•令和6年度以降の変更可能性もあります。



現在の学校法人田澤学園の運営

東一の江保育園 
こすもす 

（0,1,2歳児） 
小規模保育事業

東一の江幼稚園 

（満3,3,4,5歳児） 
幼稚園



保育・幼児教育の現状

•江戸川区の待機児童が昨年度0になりました。 

• 幼稚園の応募人数が徐々に減少傾向にあります。 

• 社会的に働き方が多様になってきています。 

• 幼稚園が利用できる補助金などが少なくなってきています。 

• 保育者の「働き方改革」は欠かせません。 

• 保育の質の向上をさらに目指していきたい。



認定こども園　東一の江こども園（仮称）

•多様な社会的ニーズに対応した園の運営 
•持続可能な経営・運営の実現 
•より充実した保育の質の向上を目指して

＋

令和5（2023）年度より

現小規模保育所 
012こすもす 
（0,1,2歳児）

現幼稚園 
345名称未定 

（満3,3,4,5歳児）



認定こども園について
•幼保連携型認定こども園 
•幼稚園型認定こども園 
•保育所型認定こども園 
•地方裁量型認定こども園

今までの幼稚園教育とこすもすで培った 
乳幼児期の教育をさらに充実するために



認定こども園　東一の江こども園（仮称）

現小規模保育所 
012こすもす 
（0,1,2歳児）

現幼稚園 
345名称未定 

（満3,3,4,5歳児）

3号 
※保育認定

1号（満3,3,4,5歳児） 
※教育標準時間認定

2号（3,4,5歳児） 
※保育認定

特に変更なし

＋



1号（満3,3,4,5歳児） 
※教育標準時間認定

・預かり保育を継続的に利用していない 
　　　　　　　　ご家庭のお子様が主に対象 
・保育時間などは今と変わりません。 
・預かり保育の利用も可能です（満3歳除く） 
・就労型預かり保育の利用は引き続き可能です。 
　（定員上限あり。人数未定）



2号（3,4,5歳児） 
※保育認定

・預かり保育を継続的に利用する 
　　　　　　　　　　ご家庭のお子様が主に対象 
•原則「保育を必要とする事由」に 
　　　　　該当する時間が保育時間になります。



「保育を必要とする事由」
•就労（フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など） 
•妊娠、出産 
•保護者の疾病、障害 
•同居又は長期入院等している親族の介護・看護 
•災害復旧 
•求職活動（起業準備を含む） 
•就学（職業訓練校等における職業訓練を含む） 
•虐待やＤＶのおそれがあること 
•育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて 
継続利用が必要であること 
•その他、上記に類する状態として市町村が認める場合

これらを踏まえて、区役所が利用調整



2号（3,4,5歳児） 
※保育認定

・預かり保育を継続的に利用する 
　　　　　　　　　　ご家庭のお子様が主に対象 
•原則「保育を必要とする事由」に 
　　　　　該当する時間が保育時間になります。

・現幼稚園の「2号」とは異なります。  
・在園児が2号移行を希望する場合 
　　　　　区が利用調整をする可能性があります。 
・幼稚園満3歳児クラスは対象外です。



1号？　2号？
現　在（幼稚園）
預かり 
利用なし

預かり 
多利用

認定こども園化

1　号 2号

ここの人が 
移行を迷う



利用定員・クラス
こ 
す 
も 
す

3号（012歳児）※変更なし
3号合計

学年 0歳児 1歳児 2歳児
学年園児数 3 9 9 21
クラス数 1 1 1 3

幼 
稚 
園 

機 
能 
部 
分

1号＋2号（現行同様）※1クラス25名（満3歳児20名）
1＋2合計

学年 満3歳児 3歳児 4歳児 5歳児
学年園児数 20 75 75 75 245
クラス数 1 3 3 3 10
内訳：1号（教育標準時間・預かり）

1号合計
学年 満3歳児 3歳児 4歳児 5歳児
学年園児数 20 66 66 66 218
内訳：2号（保育認定）

2号合計
学年 3歳児 4歳児 5歳児
学年園児数 9 9 9 27

• 3号及び教育標準時間の保育者等数は変わりません。 
• ２号担当保育者が加わります。



保育時間 
（教育標準時間）

預かり保育 保育実施日 昼食 バス

1号 
認定

現在同様 
8時30分～14時

現在同様 
8時～8時30分 
保育後～17時 
延長～18時 
※利用方法 
現在同様 
※現在検討中

現在同様 
春･夏･冬休み有 
行事代休等あり 

預かり保育も現在同様

現在同様 
希望給食 
※現在検討中

現在同様 
登降園 
利用可 

2号 
認定

開園時間 
7時30分～18時30分 

※原則「保育を必要とする事由」 
該当の時間のみ 

※教育標準時間は1号・2号同一クラス

土曜保育利用可 
年末年始以外保育有 
日曜祝日お休み 

※「保育を必要とする事由」 
該当の時間のみ

原則給食

登園時のみ 
利用可 
土・ 
1号長期 
休暇期間 
なし

・教育標準時間は１号・２号同一クラス。預かり保育も一部同一クラス 
・預かり保育は１号定員20名～25名・２号２７（１学年９）名程度を予定 
・預かり保育は喜三記念館またはホールでの実施を想定



延長 
～18時

一日の生活

早朝 
預かり 
8時～

7時30分 
開園

教育標準時間 
1号と2号の子どもが 

同じクラスで一緒に過ごします 
9時～14時

預かり保育 
～17時

18時30分 
閉園

1号

2号

登
　
園
　
時
間
帯

※2号・3号は原則「保育を必要とする事由」に該当する日、時間のみ利用可 
※こすもすの延長保育(~19時30分）は原則廃止になります

3号 7時30分開園　　　　　　　　　　　　　18時30分　閉園



保育内容について
•３号・教育標準時間は今と変わらず、さらに保育の
質の向上を目指します。（１号は今と大きく変わらない） 

•２号は長時間保育になるので、 
実施場所を固定するなど安心できる環境作りを 
預かり保育を基盤に検討をしていきます。 

•保育者の負担増となり保育に支障が出ないよう 
労働基準法に則った勤務態勢を構築します。



利用料について
入園料 保育料他

1号
120,000円 

（8万円補助有り）

現在の保育料、諸経費合算した金額 
（バス、給食、預かり保育は利用者のみ徴収） 

※現在の無償化部分は変わらない

2号 現在、調整中 
（区の基準＋園が定めた金額）

3号 なし 現在と変更なし

※こすもすから進級時も入園料有り 
※在園児は認定こども園化にあたり新たな入園料の支払いはありません。 
※1号は選考時に入園選考料・2号は区役所の利用調整後に入園事務手数料がそれぞれ3,000円が別途必要です。 
※バス、給食、預かり保育の費用は現在同様の予定です（今後の物価高騰に対する変更の可能性あり）。 
※入園希望者は別途園内見学資料をご覧ください



今後の予定（在園児）

8月25日(木)～ 
9月1日(木)

在園児・こすもす在園児 
1号2号希望調査（園内）

在園児の移行（概数）調査 
その後変更可能です

9月6日(火) 第2回認定こども園化　説明会 オンライン予定

9月下旬～ 
10月上旬頃予定

江戸川区2号変更書類 
提出期間

2号に変更を希望する 
保護者のみ提出

※これ以降の予定に関しては9月の説明会以降お知らせします。



今後の日程（入園児）
このほか入園に関する予定は園内見学の資料をご覧下さい

9月6日(火) 第2回認定こども園化　説明会 オンライン予定

11月1日(火) 1号入園願書提出　選考 幼稚園にて

11月初旬 
（第1回） 2号新規申し込み

江戸川区または園に提出 
（こすもす在園児を除く） 
江戸川区が利用調整

12月20日頃 
（第1回） 2号利用結果発表 江戸川区より通知

※これ以降の予定に関しては9月の説明会以降お知らせします。 
※こすもす在園児には後日に入園方法についてお知らせします（別途説明会を実施します）。 
※2号の2回目以降の募集状況については1回目の状況により区から公表されます。 
※2号の入園に関しては江戸川区ホームページもご参照ください



2号認定　希望者　注意事項

•新入園児に関しては江戸川区の利用調整で内定者を決めますが、 
第１希望で「東一の江幼稚園2号認定」に 
内定できなかったときは、 
他の希望園（第2希望以下）で利用調整を行います。 
ただし、選ぶ園によっては第2希望以下の園にも 
入園できない可能性はあります。 

•在園児の場合も2号移行者が多い場合は 
江戸川区による利用調整があります 
（「入所不承諾」の場合は1号在籍に変更は可能です）



ご質問・お問い合わせは 
info@hik.ed.jp 

にお願いいたします。

mailto:info@hik.ed.jp

