
第2回認定こども園化 
説明会（9月6日）

学校法人　田澤学園 
東一の江保育園こすもす・東一の江幼稚園

説明会でお話ししましたが、 
資料に間違えがありました。 

赤で示してあります。 
申し訳ございません。



•現在、区への申請作業中です。 

•現在、江戸川区他と調整中の部分 
もあり、今後、変更となる場合があります。 

•変更はホームページなどでお知らせします。 

•令和6年度以降の変更の可能性もあります。 

•詳細は別途配信する資料をご覧下さい。



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

•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おおきな木」 
（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

現小規模保育所 
「012こすもす」 
（0,1,2歳児）

現幼稚園 
「345おおきな木」 
（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。15名を予定）



2号（3,4,5歳児） 
※保育認定

• 保護者が「保育を必要とする事由」に 
　　　　　　　　　　該当する必要があります。 

• 3歳以上児で、日常的に教育標準時間 
（9時～14時）に加え、長時間の保育を原則毎日利用 

• 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 
詳しい条件は江戸川区ホームページで確認してください



2号（3,4,5歳児） 
※保育認定

• 現幼稚園の「2号」とは異なります。  
• 在園児の2号移行希望者多数の場合は 
　　　　　　　区で利用調整します（定員9名） 
• 幼稚園満3歳児クラスは対象外です。 
• こすもす、満3歳児から2号移行希望の状況により 
　新規の募集をしない可能性があります。 
• 年度途中の1号＞2号は定員に空きがなければ 
　　できません（江戸川区の利用調整が必要です）



2号（3,4,5歳児） 
※保育認定

• 3号→2号への変更時に改めて利用調整が 
行われることはありません。 
後日改めて配布する区の 
「教育・保育給付認定申請書兼保育施設入園申込書」 
を10月7日頃までに提出してください。 
　※こすもす入園時に区で審査しているため 
　※「事由」に該当しなくなった場合を除く



3号（0,1,2歳児） 
※保育認定

•0,1,2歳児で保護者が 
「保育を必要とする事由」 
に該当し、保育を必要とする場合 

•2歳児は退園者が出た場合のみ 
募集となります。 
　　　　　



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



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 
※預かり保育
の給食検討中

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

※バスは教育標準時間の登降園のみ運行また1号認定児の休園日は運行しません。

登降園※



利用定員・クラス

012こすもす（0～2歳児）3号

学　年 0歳児 1歳児 2歳児 合　計

3号園児数 3人 9人 9人 21人

クラス数 1クラス 1クラス 1クラス 3クラス

345おおきな木（満3歳児～5歳児）1号2号

学年 満3歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合　計

1号園児数 20人 66人 66人 66人 218人

2号園児数 9人 9人 9人 27人

合　計 20人 75人 75人 75人 245人

クラス数 1クラス 3クラス 3クラス 3クラス 10クラス

東一の江こども園：総園児数　266人（13クラス）

※満3歳児は1号認定のみになります。



保育者等について
東一の江こども園（1～3号）
園長 １名

事務長 1名 事務員 1名

栄養士 1名※3-1 調理員 4名※3-1

園医 1名※3-2 園歯科医 1名※3-2

345おおきな木（満3歳児～5歳児）1号・2号
施設リーダー 
（副園長） 1名 主任 1名

保育者 25名（常勤：19名　非常勤：6名）

バス運転手 3名※3-3

012こすもす（0～2歳児）3号
施設リーダー 
（副園長） 1名

保育士 １２名※3-4（常勤：７名　　非常勤：５名）

※3-1：外部委託、非常勤を含む　　　　　　　　※3-2：嘱託 
※3-3：1名常勤、2名外部委託　　　　　　　　※3-4：1名　主任兼務を含む



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 
※満3歳児は定員の関係で預かり保育の利用はできません。

3号 7時30分開園　　　　　　　　　　　　　18時30分　閉園 
保育短時間（8時30分～16時30分）

保育短時間（8時30分～16時30分）

1号預かり:20～25名　2号:27名 
（現在：預かり保育:40名）



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、 
教育標準時間外の時間は実施場所を固定するなど 
安心できる環境作りを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

利用者負担額 
（保育料） 江戸川区が定める利用料

延長保育料
（保育短時間認定） 
・午前７時３０分から午前８時３０分まで　　金額１００円/３０分 
・午後４時３０分から午後６時３０分まで　　金額１００円/３０分

教材費他 カラー帽子(990円)　連絡帳（500円）

＜012こすもす＞



利用料について

＜345おおきな木＞

1号認定 2号認定 備考

入園時納付金

選考料 3,000円 該当なし ※13-1

入園事務手数料 該当なし 3,000円 ※13-2

入園料 120,000円 ※13-3

施設設備費 15,000円 ※13-4

※別紙、説明会資料をご確認ください。



利用料について
＜345おおきな木＞

※別紙、説明会資料をご確認ください。

月　　額
1号認定 2号認定

基本保育料 幼児教育・保育の無償化　該当 ※13-5

教育・保育充実費
在園進級児3,500円 

次年度満3,小～4,500円
在園進級児3,500円 

次年度満3,小～4,500円 ※13-6

特定職員人件費 該当なし 3,000円 ※13-7

父母会費 300円 300円 ※13-8

預かり保育利用料 「9.預かり保育」参照 該当なし 
短時間認定児は「9.預かり保育」参照

バス利用料 
（希望者のみ）

3,500円 ※13-9

卒園積立金 
（年長組のみ）

1,050円×11ヶ月 ※13-10

給食費（1食）
100円 

（お弁当・給食選択可能） 
※預かり保育の給食検討中

該当なし 
（完全給食） ※13-11



利用料について
在園児（現在） 
保育料支払額　：2,000円 
教材費　　　　：　700円 
空調設備維持費：　500円 
　　合計：3,200円

来年度より 
在園児　:3,500円 
次年度満3,小～:4,500円

＜教育・保育充実費＞

＜通園バス代＞

現　在：3,250円 来年度より：3,500円

バス代のみで燃料代、車両整備、維持費等に十分ではなかったところに、燃料代の高騰ほか重なり、 
利用用の変更をすることとします。

基準以上の園庭（畑含む）や園舎や屋外施設など維持、保全、更新、 
教育標準時間内の配置基準以上の保育者の維持、確保や研修や 
さらに質の高い教育保育の実践のための教材教具の購入等の費用に充てる特定負担額です。 
現状、財政面で様々な努力をし、上記料金の維持を検討しましたが、 
保育の質の確保及び向上のため、法定クラス定員（35名）以下のクラス園児数（25名）としていることや 
保育者の確保などのため、ここ数年、厳しい財務状況が続いており、さらに、近年の物価上昇や 
令和5年度よりさらなる質の向上のため保育者数を増加させることなどがあり、 
在園児ならびに令和5年度新入園児より金額をそれぞれ変更させていただきます。



1号　預かり保育利用料について 
（利用料等は今年度と変更ありません）
1日20～25名定員予定（就労型預かり保育　月15名定員（予定）を含む）※１　 
基本使用料 
入会金　2,000円　（在園中　有効）

一日保育後（１３時３０分～１７時）

1日

800円　

午前保育（１１時～１７時） 1,000円

延長預かり保育（１７時～１８時） 300円

早朝（８時～８時３０分） 200円

春、夏、冬の長期休み（９時～１７時） 1,500円※２

春、夏、冬の長期休み（９時～１４時） 700円

春、夏、冬の長期休み早朝（８時～9時） 200円

春、夏、冬の長期休み延長預かり保育 
（１７時～１８時） 300円



1号　預かり保育利用料について 
（利用料等は今年度と変更ありません）

就労型預かり保育について（1号認定のみ） 

○  就労などを理由に預かり保育の利用回数が多い方を優先して幼稚園で予約をおとりします。 
○  上限は15名です。（単年度認定） 
○  定額1ヵ月12,000円（8月のみ20,000円）（早朝、延長の金額を除く）となります。 
（定額料金を下回る月は基本使用料となります） 
○  両親の就業だけでなく、介護や病気なども対象になる場合があります。 
○  両親の就労など証明する資料の提出が必要です。 
○  早朝および延長はこの金額設定に含まれません。利用回数分の支払いになります。 
○  年度途中で就労条件が変更となった場合は対象外になります。 
○  定員に余裕ができた場合は年度途中に再募集をする場合があります。 

江戸川区の「保育の必要性認定」無償化対象について（1号認定のみ） 
　「幼稚園における預かり保育の無償化」に伴い、江戸川区から「預かり保育の必要性認定」を 
　受けた世帯については「日額単価450円」または「当日の預かり保育利用額」の 
　いずれか少ない金額×預かり保育利用日数の金額が後日江戸川区より返金されます。 
　なお、下記の「就労型預かり保育」に認定されなくても、 
　無償化対象になれば上記金額が返金されます（チャート図をご確認ください）。 
　江戸川区以外にお住まいの場合は、在住の市区町村にお聞きください。



1号　預かり保育利用料について 
（利用料等は今年度と変更ありません）

7時30分～８時３０分　：300円（1日） 

１6時30分～１８時30分：500円（1日）　

2号短時間利用児　延長保育利用料について 
（現在検討中）



今後の予定（在園児）

※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。

•1号認定希望の場合は、 
現状、特に提出書類等はありません。 

•2号認定希望の場合は「保育を必要とする事由」他、 
確認の上、該当をする場合は、 
区が指定した書類等を10月7日(金)までに 
各園に提出をしてください。 

※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号認定に変更は可能です）



今後の予定（入園希望者）

※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。

9月10日(土) 園庭開放 9時～12時　予定

9月12日(月) 
～16日(金)

1号認定児希望 
3歳児弟妹他等調査期間

幼稚園ホームページをご確認ください

9月27日(火) オンライン入園説明会 幼稚園ホームページ「入園案内」参照 
※説明会終了後に動画配信予定

10月8日(土) 運動会
松江第四中学校にて実施 
新型コロナウイルスの状況に応じて実施方法を検討
（在園児の競技のみ実施予定）します

10月15日(土) 園庭開放 9時～12時　予定

10月15日(土) 入園説明会 10時～11時30分　予定 
幼稚園ホール（申し込みの必要なし）

10月15日(土) 
～31日(月)

1号認定児対象・願書配布
8時30分～17時（土日除く） 
ただし15日(土)園庭開放の時間のみ配布 
 ※幼稚園職員室にて配布 

11月1日(火) 1号認定児 
入園願書提出・新入園児選考

時間等詳細は入園願書をご覧ください。

入園に関する詳しい内容は園ホームページ・入園説明会などを参考にしてください。

1,2,3号希望者対象

1,2,3号希望者対象



江戸川区の予定（2号3号入園希望）

※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。

9月 入園説明会の日程等を区HPに掲載 (9月上旬)

10月 「入園のご案内」配布開始(3日)

11月 私立1回目募集(1歳児以上)

12月
私立1回目入園者決定 
区立1回目募集 
私立2回目募集(0歳児1回目)

2月 区立1回目、私立2回目入園者決定 
最終申込受付

3月
最終入園者決定 
入園面接・健康診断実施 
重要事項説明

※詳細は江戸川区ホームページもしくは江戸川区にお問い合わせください 
※2号3歳児は在園児の希望状況により募集数が決まります（募集しない場合もあります） 
※3号2歳児は退園者が出た場合のみ募集となります。 



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

