
令和5年度　 
認定こども園東一の江こども園 
入園説明会



•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。



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

＋



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も可能です。 
　（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、長時間の保育を利用可能 

• 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

• 2号希望者多数の場合は 
　　　　　区で利用調整します（定員各学年9名） 
• 幼稚園満3歳児クラスは対象外です。 
• 在園児から2号移行希望者が多く 
　　　　新規の募集をしない可能性が高いです。 
• 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）



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。 
　　　　　 3号希望の場合は見学が必ず必要です。 

保育内容や環境は見学の時にご覧ください。
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同じクラスで一緒に過ごします 
9時～14時
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※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）



東一の江幼稚園の一日（1号認定） 
（満3歳児は降園時間が15分早くなります。また預かり保育の利用はできません） 

8:00～8:30　早朝預かり保育（希望者のみ　※預かり保育参照） 

8:30～9:00　登　園　（バスコースは8:00園出発　※通園バス参照） 

　　　　　　あそびのじかん 
　　　　　　片付け・みんなのじかん 
　　　　　　お弁当・希望給食 
　　　　　　あそびのじかん 
　　13:30　1番バス園出発 

　　14:00　　歩きコース降園 

～　17:00　　預かり保育（希望者のみ　※預かり保育参照） 

～　18:00　　延長預かり保育（希望者のみ　※預かり保育参照） 

※第２･第４水曜日が午前保育（1番バス11:00園出発・歩きコース11:30降園。また必要に応じて・・・） 



• 遊びこむ中での学びを大切にする  

• 様々な関係の中で  

　　　　遊ぶ・学ぶ・生活する  
• 受容的・応答的、対話的な関わり  
• 東一の江こども園の環境  
• 生活を豊かにする行事  
• 家庭との連携を考えて



あそび  
の  

じかん
みんな  
の  

じかん

子どもの学びが深まるために



友達との距離感の近づきや  

クラスの中での安心できるような  

雰囲気がとっても素敵



「遊んでばかりで  
小学校大丈夫ですか？」





世界文化社 
『幼児教育から小学校教育への接続』2020



特に、小学校入学当初においては、 

幼児期において自発的な活動としての遊びを通
して育まれてきたことが、 

各教科等における学習に円滑に接続されるよ
う、生活科を中心に、合科的・関連的な指導や
弾力的な時間割の設定など、 

指導の工夫や指導計画の作成を行うこと。

小学校学習指導要領　第1章　総則より



　学校の臨時休業中，子供たちは，
学校や教師からの指示・発信がない
と，「何をして良いか分からず」学び
を止めてしまうという実態が見られ
たことから，これまでの学校教育で
は，自立した学習者を十分育てられ
ていなかったのではないかという指
摘もある。  

文部科学省「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して」（中教審答申）,2022



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（予定）　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



1号　預かり保育利用料について
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）　 
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

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）



3歳児年少組　1号認定児　募集要項

•募集人数 

　３歳児：46名 
　　　　　一　般：男子 12名　女子15名　計27名 
　　　　　弟妹他：男子13名　女子  6名　計19名　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　（事前登録者のみ） 

※満3歳児20名が進級及び2号認定児9名を合わせて 

　学年園児数は75名になります。



満3歳　1号認定児　募集要項

•募集人数 

　定員：20名

生まれ月 選考日 入園開始日

第1期 4月～5月生
令和4年 

11月1日(火)

4月生：令和5年5月1日（予定） 

5月生：令和5年6月1日（予定）

第2期 6月～10月生
4月上旬より配布 

（選考：5月予定） 誕生月翌日の1日 
（園休園日の場合は翌保育日）第3期 11月～3月生 未　定



満3歳児（1期）・3歳児　1号認定児  
募集要項
•入園願書配布（無料・枚数制限なし） 
配布日時・・・10月15日(土)～31日(月)　8時30分～17時 
・  土日除く。ただし10月15日(土)園庭開放の時間のみ配布 
・  幼稚園職員室にて配布。郵送等はいたしません。 

  

•入園願書提出・新入園児選考 
日　時・・・１１月１日(火) 
※「一般枠」の入園願書提出者超過の場合は、男女別の抽選になります。 
 選考方法・・・お子様の遊び観察・保護者面接・親子面接 
 合格発表・・・親子面接後発表 
・抽選時間、方法ほか詳細は10月15日から配布する入園願書同封書類をご覧ください。 
・園側がお子様にとって入園時期が早いなど判断した場合は入園をお断りすることもございます。 
  

※東一の江幼稚園では、様々な子どもたちが関わり合いながら育つことも大切にしたいと考え、 
　特別支援のお子様の受け入れも条件に応じてお受けしております。 
　しかし、現在の受け入れ者数が多く、来年度は障がいや発達に遅れなどを感じるお子様の 
　受け入れできない可能性があります。ご了承ください。



2号認定児募集要項

保護者が「保育を必要とする事由」に該当する 

3歳児・4歳児・5歳児　それぞれ9名（予定） 

※現こすもす、幼稚園の在園児の希望者で定員に達する 

　見込みのため新規募集しない可能性が高いです。 

※詳しくは江戸川区と園のホームページをご覧下さい。 

　10月中旬に募集の有無が掲載される予定です。 

※募集する場合は江戸川区に保育の必要性の認定申請手続き等 

　の申請お願いいたします。



3号認定児募集要項

保護者が「保育を必要とする事由」に該当する 
0歳児3名・1歳児6名（予定） 

※保護者が「保育を必要とする事由」に該当する場合のみ対象です。 

※2歳児は退園者がいなければ募集はありません。 

  
募 集 方 法 

江戸川区に保育の必要性の認定申請手続き等の申請お願いいたします。 
詳しくは江戸川区ホームページなどをご覧下さい。 

※3号希望の場合は見学が必ず必要です。 

　03-5879-5252（担当：安富）に電話にて予約をお願いします。



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

入園時納付金

選考料 3,000円 該当なし

入園事務手数料 該当なし 3,000円

入園料 120,000円

施設設備費 15,000円

※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

教育・保育充実費 次年度満3,小～4,500円 次年度満3,小～4,500円

特定職員人件費 該当なし 3,000円
父母会費 300円 300円

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
卒園積立金 
（年長組のみ） 1,050円×11ヶ月

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）



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。

10月8日(土) 運動会 松江第四中学校にて実施 
（在園児の競技のみ実施予定）

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 
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　※郵送等はいたしません

11月1日(火)
1号認定児 
願書提出・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。



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 
1号・2号希望者：info@hik.ed.jp 
3号希望者：cosmos@hik.ed.jp 

にお願いいたします。


