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１．幼保一体施設

番号 質問 回答

1－1 幼保一体施設とはどのような

施設ですか。 

幼稚園と保育園のそれぞれの培ったメリットを融合さ

せ、就学前までの乳幼児期に一貫した保育・教育を行

う品川区独自の施設です。公設公営の幼保一体施設は

区内に 6つあります。 

1－2 幼保一体施設になるメリット

は何ですか。 

保育園と幼稚園が同じ敷地内にあるため、今まで以上

に幼稚園児・保育園児の交流を活発に行うことができ

ます。また、幼稚園教諭、保育士のノウハウを幼稚園

と保育園の園運営に生かすことができ、子育てに関す

る相談体制も充実できると考えています。 

他の幼保一体施設は、移行する際、幼稚園の預かり保

育時間を延長しています。 

1－3 幼保一体施設になると、保育

園と幼稚園が同じクラスにな

るのですか。それぞれの教育・

保育内容はどのように変わる

のですか。 

施設面では、幼稚園と保育園が同一施設内にあり、幼

稚園教諭と保育士の人数や施設面積についても、幼稚

園・保育園それぞれの基準を満たしたものとなります。

そのため、保育室も別々にあり、原則は幼稚園・保育

園別々の活動が基本となります。それに加え、同一施

設内にある利点を生かして積極的に幼保の交流を図

り、それぞれの良いところを活かした運営を行います。

公設公営の幼保一体施設は区内に 6か所あり、それぞ

れの特色を生かした園運営をしています。 

1－4 幼保一体施設の 4・5歳児は、

保育園児と幼稚園児がずっと

一緒に同じ部屋で活動するの

ですか。 

幼稚園・保育園は登降園時間や活動内容も違うため、

原則はそれぞれの部屋で別々の活動になりますが、同

一施設内にあるという利点を生かし、一緒に活動でき

る行事やイベント等、お互いに交流する機会も多くあ

ります。どのような交流を行っていくかは、保護者の

皆様のご意見を聞きながら今後の運営方針を検討して

いきます。 
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1－5 幼保一体施設になると保育園

児でも幼稚園での教育を受け

られるということなのです

か。 

園児・職員同士の交流を通じて、保育園、幼稚園それ

ぞれの良さを生かした運営を行うのが幼保一体施設

のメリットですが、保育園児が、幼稚園と同様の活動

や教育を受けられるということではありません。 

他の幼保一体施設では、行事・イベントや通常の活動

において共同でできるもの、それぞれの良さを生かし

たものを日々提案・実施しています。保育園と幼稚園、

園児や職員含めて日常の中で総合的に幅広く交流し、

お互いが良い刺激を受けることによって、より良い環

境づくりや園児の健やかな成長に役立てたいと考えて

います。 

1－6 幼保一体施設の定員はどうな

るのですか。 

幼稚園、保育園それぞれに定員を設定します。施設上

の制限や地域・保護者要望を考慮した上で設計を行い、

定員を決定していきます。 

1－7 幼保一体施設移転時に定員が

減少する場合、その後の入園

可能数が減少する可能性はあ

るのですか。 

移転後の定員数によっては、その後の入園可能数を一

部制限する可能性があります。 

1－8 幼保一体施設になると、園行

事は一緒に行うのですか。 

幼保一体施設ごとに職員体制や園児の年齢構成、施設

条件等も違うため、園行事をどのように行うかについ

て統一した基準はありません。一緒に行う行事もあれ

ば、別々に行うものもありますので、今後の運営方針

の検討の中で決めていきます。 

1－9 幼稚園と保育園は登降園時間

が違いますが、幼保一体施設

ではどうなるのですか。 

幼保一体施設になっても、幼稚園・保育園の登降園時

間に変更はありません。 

1－10 幼稚園はお弁当の持参や、園

服がありますが、こういった

点は保育園も変わるのです

か。 

給食の提供ですが、幼保一体施設に移行した後も、保

育園部門については、現在と同様に給食を提供します。

幼稚園部門は、給食設備の規模や広さによって一部提

供できる可能性もありますが、原則はお弁当となりま

す。園服について明確な基準はありませんが、区内の

すべての幼保一体施設では園服があります。幼稚園・

保育園それぞれの保護者の意見を聞きながら、園服の

取扱いを含めた園運営の詳細を検討していきます。 
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1－11 幼保一体施設になると、卒園

式は一緒にやるのですか。 

幼保一体施設では、別々に行っている園が多いですが、

保護者の意見を聞きながら保育園と幼稚園が協議し

て、今後の園運営の中で検討していきます。 

1－12 お昼寝（午睡）の時間は、保育

園にあって幼稚園にないと思

うのですが、どのような取り

扱いになるのですか。 

保育園のお昼寝ですが、現在 5歳児は小学校入学後を

見据えて午睡を控えています。午睡しない児童も一日

中ずっと外で活発に活動しているわけではなく、昼食

後はしばらくクールダウンの時間として本を読んだ

り、絵を描いたりする等、静かに活動する時間帯を設

けています。室内の活動でも部屋を分けて扉を閉める

等、そういった運営上の工夫をしながら他の園児の午

睡に支障がないような園運営を行っていきます。 

1－13 幼保一体施設になると、ＰＴ

Ａ活動はどうなるのですか。

幼保一体施設では、幼稚園・保育園それぞれのＰＴＡ

があり、通常は別々に活動していることが多く、主に

幼稚園は日中の昼間の時間、保育園は土曜日や平日の

夜間に活動していますが、行事や内容に応じて一緒に

活動することもあります。ＰＴＡとして一緒に行う活

動については、幼稚園・保育園のＰＴＡとも双方の事

情や状況もわかっておりますので、どのようにして一

緒に活動していくか、話し合いで決めていくことにな

ります。ＰＴＡ活動について統一的なルールはありま

せんので、皆様で話し合って活動方法を決めていただ

ければと思います。 

他の幼保一体施設でのＰＴＡ活動の概略については、

別途お知らせいたします。 

1－14 幼稚園の降園時、お迎えに来

た保護者の声が気になるので

すが、幼保一体施設になって

人数が増え、開園時間も延び

てくると、そういった声が大

きくなってしまうことはない

ですか。 

幼保一体施設になると、園児やお迎えの保護者が増え

ますが、速やかにお迎えを済ませ、不要な会話等は極

力控えていただくよう保護者に周知・徹底していきま

すのでご理解のほどよろしくお願いいたします。 

1－15 幼保一体施設に移転する際、

保育園の職員は変わるのです

か。 

新年度 4月の通常の人事異動はありますが、それ以外

の職員はすべて在園児と一緒に幼保一体施設の新園舎

に移る予定です。 
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1－16 幼保一体施設になると、申込

方法はどうなるのですか。 

申込方法は、通常の幼稚園、保育園と変わりません。

幼稚園部門の 4月入園を希望される場合は、前年の 10

月～11 月にかけて募集を行い、申込者多数の場合は抽

選となります。幼稚園の申し込みは、保育園と違って

保護者の就労といった条件はありませんが、幼稚園の

基本時間以外にも、園によって時間設定は違いますが

預かり保育を実施していますので、就労している保護

者の方も申し込むことができます。保育園部門につい

ても、通常の保育園と同様、4月入園希望の場合、前年

の 12 月上旬が申込締切で、2月が第一次審査の結果発

表となっています。 

1－17 幼保一体施設の幼稚園・保育

園両方に申し込むことは可能

ですか。 

両方を申し込むことは可能です。一般的な例として、

4 月から幼稚園・保育園のどちらかに通いたいという

ケースでは、それぞれの申し込む時期が異なります。

幼稚園の申込みの方が早いため、まず前年の 10月頃に

幼稚園の申し込みをして、その結果を見て保育園を希

望する場合は 12 月の締切日までに保育園の申し込み

をする手順になります。 

通園したい時期が違う場合は、様々なケースが想定さ

れますので個別にご相談下さい。 

1－18 幼保一体施設に移った後も保

育園児童はそのまま在籍し

て、卒園できるのですか。何か

必要な手続きがありますか。

移転時保育園に在園している児童は、新園舎（幼保一

体施設）に全員通園可能の予定であり、移転後も引き

続き保育園部門に通園する場合は手続き不要です。た

だ、幼保一体施設になったことにより、新たに幼稚園

に移りたいといった場合は、別途新たに幼稚園の申込

手続きが必要になります。 

1－19 幼保一体施設になると、幼稚

園・保育園の名称は変わるの

ですか。 

幼稚園・保育園の名称は変わりません。ただ、品川区

の幼保一体施設では、それぞれの幼稚園、保育園の総

称として、例えば、「二葉すこやか園」や「のびっこ園

台場」といった名称を別途付けています。 
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２．八潮地区保育園の大規模改修

番号 質問 回答

2－1 大規模改修が必要な理由を教

えてください。また、八潮地区

保育園の大規模改修工事の計

画を教えてください。 

八潮地区における保育園については、建設から 30年以

上が経過しています。適宜、改修工事を行ってきまし

たが、施設内の老朽化が進んでおります。このため、

大規模改修を行うこととしました。 

八潮南保育園は大規模改修工事を行った八潮わかば幼

稚園内に移転し、並列型の幼保一体施設として運営し

ています。八潮南保育園が八潮わかば幼稚園に移転し

た事によって空いた旧八潮南保育園を仮設用園舎とし

て活用し、八潮北保育園、八潮西保育園、八潮中央保

育園の順番で、八潮地区保育園の大規模改修を行いま

す。 

令和 4 年度現在、八潮北保育園および八潮西保育園の

大規模改修は完了し、令和 4年 8 月より八潮中央保育

園の大規模改修が開始しております。 

2－2 新たに仮設園舎を設置する改

修ではないのですか。 

八潮地区内に仮設園舎を設置することは不可能ではあ

りませんが、近隣住民への配慮（工事の騒音等）や設

置経費等を考慮し、現行施設を有効活用する本案を採

用しました。 

2－3 明晴学園・マイスクール八潮

（旧八潮北小）を仮設園舎と

することはできないのでしょ

うか。 

校舎内はほぼ使われているため、全ての園児を保育で

きるスペースが確保できません。 

2－4 こみゅにてぃぷらざ八潮に仮

設園舎を設置できないのでし

ょうか。 

施設利用者や協働推進室が利用している関係から、園

児を保育できるスペースが確保できません。 

2－5 しおじ公園に仮設園舎は設置

できないのでしょうか。 

しおじ公園は地下に埋設物があるため、園舎の設置は

困難です。 

2－6 大規模改修は、概ねどのよう

な工事になるのですか。 

改修工事は、基本的には老朽化した部分のみを改修す

るのが原則ですが、八潮地区保育園の場合、園運営を

行いながら同時に工事をすることが困難な施設が多い

ため、今回の大規模改修では、今後しばらくは改修工
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事等で在園児童および保護者の皆様にご迷惑をするこ

とのないよう、構造壁や柱など躯体以外の全面改修を

行います。 

2－7 工期の変更や、延長の可能性

はありますか。 

現段階で施設の詳細な調査を行っていないため明確な

回答はできませんが、過去の事例から判断して 1年間

で終了するものと考えています。万一、想定外の不具

合等が判明し、工期の変更や延長の可能性が生じた場

合は、わかり次第お知らせいたします。 

2－8 八潮中央保育園の仮設園舎移

転時期は、いつからですか。

仮設園舎への移転は、令和 4年 5 月に実施し、翌年の

3月末までに大規模改修後の新園舎に戻る計画です。

2－9 大規模改修後に、定員は増え

ますか。 

変更の予定はありません。 

2－10 本園舎工事期間が短縮された

場合、3月末より前に本園舎に

戻れる可能性はあるのです

か。卒園式はどこで行うので

すか。 

出来るだけ工期を短縮し、仮設園舎で保育する期間を

短くすることで、在園児童や保護者の負担軽減を図り

たいと考えています。また、卒園式についても、本園

舎で卒園式ができるよう調整していきます。 

2－11 仮設園舎での送り迎えが厳し

い場合、転園を検討したいの

ですが、優先的な配慮はあり

ますか。 

同じ八潮地区内での仮設園舎になりますので、加点は

検討しておりません。 

2－12 転園申請は、いつからできま

すか。 

転園申請は、通常の入園申請同様、随時申し込みを受

け付けております。

クラス年齢や希望月日によって内定状況も変わってき

ますので、転園を検討される場合は保育課入園相談担

当までご相談下さい。 

2－13 旧八潮南保育園園舎は、仮設

園舎として使用した後はどう

するのですか。 

旧八潮南保育園園舎の活用については、現段階では決

まっていません。 
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３．三ツ木保育園の改築

番号 質問 回答

3－1 改築が必要な理由を教えてく

ださい。 

三ツ木保育園は、昭和 48 年度の建設から 40 年以上が

経過しています。適宜、改修工事を行ってきましたが、

施設や設備の老朽化が進んでおります。このため、今

回、改築を行うこととしました。 

3－2 改築工事はいつですか。 令和 3年度から 4年度の 2年間を予定しています。令

和 4年度に在籍するお子様は、改築工事と重なります

ので、仮設園舎における保育をする期間があります。

ご理解・ご協力をお願いいたします。 

3－3 仮設園舎はなぜ戸越公園なの

ですか。近隣に建てることは

できないのですか。 

三ツ木保育園の敷地では、仮設園舎の整備と改築工事

を同時に、かつ安全に行えるだけのスペースが確保で

きません。また、近隣に仮設園舎を設置できる適地が

なく、三ツ木保育園周辺は住宅地であることも考慮し、

仮設園舎の整備における騒音等による影響も踏まえて

戸越公園としました。 

3-4 仮設園舎の時の運動会はどこ

で実施するのですか。 

運動会の開催場所については、小学校行事との日程調

整も必要ですが、現在実施している三ツ木小学校や、

仮設園舎隣地の戸越小学校等を候補に、在園児保護者

のご意見を聞きながら決めていきたいと考えていま

す。 

3－5 仮設園舎の園庭やプールはど

うなるのですか。 

園庭や幼児用プールを置くスペースは確保いたしま

す。 

3－6 在園児童が転園を希望する場

合、優先的な配慮はあります

か。 

本園舎から 10 分程度の徒歩圏内の仮設園舎になりま

すので、優先的な配慮（加点）については検討してい

ません。また、運営業務委託を行う 6 年前（1 歳児園

は 5年前）に対象園を周知しているため、こちらにつ

いても優先的な配慮は検討していません。 
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４．一本橋保育園の改築

番号 質問 回答

4－1 改築が必要な理由を教えてく

ださい。また、仮設園舎はなぜ

旧荏原四中跡地なのですか。

一本橋保育園は、昭和 43 年度の建設から 50 年以上が経

過しています。適宜、改修工事を行ってきましたが、施

設や設備の老朽化が進んでおります。このため、今回、

改築を行うこととしました。 

また、一本橋保育園の敷地では、仮設園舎の整備と改築

工事を同時に、かつ安全に行えるだけのスペースが確保

できません。 

近隣に仮設園舎を設置できる適地がなく、一本橋保育園

周辺は住宅地であることなどを考慮し、仮設園舎の整備

における騒音・振動等による影響も踏まえ、旧荏原四中

跡地としました。 

4－2 改築工事はいつですか。 令和 4 年度から令和 5 年度の 2 年間を予定しています。

上記期間中に在籍するお子様は、改築工事と重なります

ので、仮設園舎における保育をする期間があります。

ご理解・ご協力をお願いいたします。 

4－3 改築のスケジュールに関し

て、工事期間が前倒しになっ

たり、後ろに延びたりとかの

可能性はありますか。 

改築のスケジュールにつきましては、過去の事例から

判断して、令和 4 年度, 令和 5 年度の 2 年間で終了す

ると考えています。万一、想定外の不具合等が判明し、

工期の変更や延長の可能性が生じた場合は、わかり次

第お知らせいたします。 

4－4 移転先が今の自宅から遠くな

ってしまって、送り迎えに時

間がかかってしまいます。移

転することによって、何か考

慮してもらうことは可能です

か。 

現在の保育時間(基本時間:7時 30分から 18時 30分ま

で、延長保育時間 18 時 30 分から 20 時 30 分まで)の

間での時間延長であれば、通勤時間等に応じて対応い

たします。 
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５．旧荏原四中跡地

番号 質問 回答

5－1 旧荏原四中跡地の校庭は園庭

として利用できますか。また、

校庭は一般開放にするのです

か。 

平日および土曜日の午前中は、保育園の園庭として使

う予定です。土曜日の午後、日曜日につきましては、

地域への開放になります。 

5－2 保育園は旧荏原第四中学校を

他の施設と共有で使うことに

なるのですか。 

旧荏原第四中学校跡地の全てを保育園で利用できるわ

けではありません。地域開放スペース等もあり、共有

して建物を使うことになります。保育園とそれ以外の

利用でセキュリティ面での問題が生じないようにして

まいります。 

5－3 旧荏原第四中学校を仮設園舎

として使うにあたり、今のま

まの状態で使うのですか。 

柱や骨組みは残して、保育園として機能させるため、

避難経路の確保や教室を保育室として使えるように整

備工事を行いました。 

5－4 旧荏原第四中学校もだいぶ古

いと思いますが、仮設園舎と

して利用するのに安全性は大

丈夫ですか。 

旧荏原第四中学校は耐震工事も終わっておりますの

で、建物の安全性につきましては問題ないと考えてお

ります。 

5－5 仮設園舎は、しっかりとした

建物ですか。 

通常の保育園と同じで、必要な保育室等の設備を整備

しており、耐火性等の建築基準をクリアした建物にな

ります。 

5－6 仮設園舎に移転している時期

の給食はどうなるのですか。

仮設園舎の調理室にて、給食をお子様に提供しており

ます。 

5－7 旧荏原四中跡地は学校だった

ため、出入り口が何箇所もあ

り、保育園利用者以外の立ち入

り等は大丈夫ですか。

不特定多数の人が出入りするのではないかという不安に

つきましては、保育園以外の用途の出入り口と分けるこ

とや、建物内でも保育園スペースには通常行き来できな

いように対応してまいります。
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６．大井保育園の改築 

番号 質問 回答

6-1 改築が必要な理由を教えてく

ださい。 

大井保育園は、昭和 35 年の建築から 60 年以上が経過

しています。適宜、耐震補強・改修工事などを行って

きましたが、施設や設備の老朽化が著しく進んでいる

ため、改築工事を行うことといたしました。

6-2 改築工事はいつですか。 令和 5 年 4 月から令和 6 年 12 月頃までの約 2 年間を

予定しています。 

令和 5年 3月から令和 6年 12 月に在籍するお子様は、

改築工事と重なりますので、仮設園舎における保育を

する期間があります。 

ご理解・ご協力をお願いいたします。 

6-3 仮設園舎はなぜ東大井公園な

のですか。 

現在の大井保育園の敷地内で

仮設園舎を設置することはで

きないのですか。 

大井保育園の敷地では、仮設園舎の設置や本園舎の改

築工事を同時に、かつ安全に行えるだけのスペースが

確保できません。 

また、令和 2～4年度の間は、東大井保育園が仮設園舎

を利用するため、大井・東大井保育園双方から比較的

近くに仮設園舎を設置できる東大井公園といたしまし

た。 

大井保育園の利用は、令和 5 年度・6 年度を予定して

おります。 

6-4 仮設園舎へ送り迎えが難しい

場合、転園を希望する際に、優

先的な配慮はありますか。 

本園舎から 8分程度の徒歩圏内の仮設園舎になります
ので、優先的な配慮（加点）については検討しており

ません。

6-5 転園申請は、いつからできま

すか。

転園申請は、通常の入園申請同様、随時申し込みを受

け付けております。

クラス年齢や希望月日によって内定状況も変わってき

ますので、転園を検討される場合は保育課入園相談担

当までご相談下さい。

6-6 仮設園舎だとお迎えに時間が

かかってしまうので、保育時

間延長には対応してもらえる

のですか。 

現在の保育時間(基本時間:7時 30分から18時 30分ま

で、延長保育時間 18 時 30 分から 19 時 30 分まで)の

間での時間延長であれば、通勤時間等に応じて対応い

たします。 
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6-7 仮設園舎となることで定員は

減少するのですか。

定員を減らすことは考えておりません。在園児全員が

移れるよう計画しております。

6-8 仮設園舎では給食の提供はあ

るのですか。

仮設園舎内にて調理室を設け、お子様に提供いたしま

す。

6-9 仮設園舎の耐震性は問題ない

のですか。

法律に基づき設計しているため、問題ありませんので

ご安心ください。

6-10 公園の中のどの場所に仮設園

舎ができるのですか。

公園内大井町駅寄り、元芝アパートの裏に建設をいた

します。選定理由は、給食材料の搬入時および清掃車

の出入り等の安全面を考慮した広い道路（道路のクラ

ンクがなく直線道路であるため）に面しているためで

す。

6-11 仮設園舎へ移転する時、保育

士は変わるのですか。 

令和 5年 4 月に通常の人事異動はありますが、それ以

外の職員はすべて在園児と一緒に仮設園舎に移る予定

です。 
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７．中原保育園の改築 

番号 質問 回答

7-1 改築が必要な理由を教えてく

ださい。 

中原保育園は、昭和 47 年の建築から 40 年以上が経過

しています。適宜、耐震補強・改修工事などを行って

きましたが、施設や設備の老朽化が進んでいるため、

改築工事を行うことといたしました。 

7-2 改築工事はいつですか。 令和 5 年の夏頃から令和 7年の夏頃までの 2年間を予

定しています。 

令和 5 年 7 月から令和 7 年の夏頃に在籍するお子様

は、改築工事と重なりますので、仮設園舎における保

育をする期間があります。 

ご理解・ご協力をお願いいたします。 

7-3 仮設園舎はなぜ旧第一日野小

学校跡地なのですか。 

現在の保育園の敷地内で仮設

園舎を設置することはできな

いのですか。 

保育園の敷地では、仮設園舎の設置や本園舎の改築工

事を同時に、かつ安全に行えるだけのスペースが確保

できません。また、近隣に仮設園舎を設置できる適地

がなく、中原保育園から徒歩約７分の距離の立地であ

ることを総合的に判断して、旧第一日野小学校跡地が

適地であると判断いたしました。 

7-4 仮設園舎の園庭やプールはど

うなるのですか。 

仮設園舎にも、組立式のプールが園庭内に収まる程度

の園庭を検討いたします。 

7-5 仮設園舎や本園舎の施設概要

はいつ頃決まるのですか。 

仮設園舎・本園舎共に、令和３年度から令和４年度に

設計を策定する予定です。設計の内容が固まり次第、

施設概要、工事スケジュールや移転の時期・方法等を

保護者会等でお知らせいたします。 

7-6 転園申請は、いつからできま

すか。

転園申請は、通常の入園申請同様、随時申し込みを受

け付けております。

クラス年齢や希望月日によって内定状況も変わってき

ますので、転園を検討される場合は保育課入園相談担

当までご相談下さい。

7-7 保育園の改築後や仮設園舎に

移った時に定員はどうなるの

ですか。 

定員の変更は行わない予定です。 

7-8 仮設園舎に駐輪場はあるので

すか。

一定程度駐輪できるスペースを確保するよう計画いた

します。
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7-9 もう少し早く周知できなかっ

たのですか。

保育園の仮設園舎を旧第一日野小学校跡地へ設置する

ことに急遽決まりましたので、今回周知に至った次第

です。令和 2年 12月 4日（金）が令和 3年 4月入園
の転園申請の締切日でしたので、令和 2 年 11 月の上
旬に改築のお知らせをしました。 

7-10 敷地のどの場所に仮設園舎が

できるのですか。

当該敷地は保育園仮設園舎の他に児童センター、荏原

複合施設、オアシスルーム等が利用する予定です。ど

の場所に設置されるかは全体の調整の中で今後検討し

てまいります。配置が決まりましたら園を通してお知

らせいたします。

7-11 仮設園舎へ送り迎えが難しい

場合、転園を希望する際に、優

先的な配慮はありますか。 

本園舎から 7分程度の徒歩圏内の仮設園舎になる
ので、優先的な配慮（加点）については検討しており

ません。

7-12 新しく建てる保育園は、現園

舎と比べてどうなりますか。

開設時と現在では、法律の基準は異なっており、現在

の建築関係の法律の下で設計を行うので、現園舎より

広くなる予定です。

7-13 仮設園舎だとお迎えに時間が

かかってしまうので、保育時

間の延長には対応してもらえ

るのですか。 

現在の保育時間(基本時間:7時 30分から 18時 30分ま

で、延長保育時間 18 時 30 分から 20 時 30 分まで)の

間での時間延長であれば、通勤時間等に応じて対応い

たします。 

7-14 仮設園舎だとお迎えに時間が

かかってしまいますが、延長

保育料は保護者負担になって

しまうのですか。 

仮設園舎利用のために追加にかかる延長保育料を区が

負担することについては、考えておりません。 

7-15 他の工事が同時に行われます

か。

園児の安全を考え、園児に危険が及ばないよう最大限

に配慮いたします。

7-16 仮設園舎では給食の提供はあ

るのですか。

仮設園舎内にて調理室を設け、お子様に提供できるよ

う考えております。

7-17 仮設園舎の耐震性は問題ない

のですか。

法律に基づき設計しているため、問題ありませんので

ご安心ください。

7-18 工事のスケジュールについ

て、今後大きく変わることは

あるのですか。

お示ししているスケジュールから大きく変わることは

基本的にありません。

なお、スケジュールに変更が生じた際には、保護者会

等で順次報告いたします。
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7-19 他に改築計画はありますか。 中原保育園の後に旧第一日野小学校跡地を利用する東

五反田保育園までは改築計画が決まっていますが、そ

れ以外は決まっていません。
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８.東五反田保育園の改築 

番号 質問 回答

8-1 改築が必要な理由を教えてく

ださい。 

東五反田保育園は、昭和 44 年の建築から 50 年以上が

経過しています。適宜、耐震補強・改修工事などを行

ってきましたが、施設や設備の老朽化が進んでいるた

め、改築工事を行うことといたしました。 

8-2 改築工事はいつですか。 令和 8 年の夏頃から令和 10 年の夏頃までの 2 年間を

予定しています。 

令和 8 年の夏頃から令和 10 年の夏頃に在籍するお子

様は、改築工事と重なりますので、仮設園舎における

保育をする期間があります。 

8-3 仮設園舎はなぜ旧第一日野小

学校跡地なのですか。 

現在の保育園の敷地内で仮設

園舎を設置することはできな

いのですか。 

保育園の敷地では、仮設園舎の設置や本園舎の改築工

事を同時に、かつ安全に行えるだけのスペースが確保

できません。また、近隣に仮設園舎を設置できる適地

がなく、東五反田保育園から徒歩約 11 分の距離の立地

であることを総合的に判断して、旧第一日野小学校跡

地が適地であると判断いたしました。 

8-4 仮設園舎へ送り迎えが難しい

場合、転園を希望する際に、優

先的な配慮はありますか。 

本園舎から 11分程度の徒歩圏内の仮設園舎になりま
すので、優先的な配慮（加点）については検討してお

りません。

8-5 転園申請は、いつからできま

すか。 

転園申請は、通常の入園申請同様、随時申し込みを受

け付けております。

クラス年齢や希望月日によって内定状況も変わってき

ますので、転園を検討される場合は保育課入園相談担

当までご相談下さい。

8-6 仮設園舎だとお迎えに時間が

かかってしまうので、保育時

間の延長には対応してもらえ

るのですか。 

現在の保育時間(基本時間:7時 30分から 18時 30分ま

で、延長保育時間 18 時 30 分から 22 時 00 分まで)の

間での時間延長であれば、通勤時間等に応じて対応い

たします。 

8-7 保育園の改築後や仮設園舎に

移った時に定員はどうなるの

定員の変更は行わない予定です。 
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ですか。 

8-8 仮設園舎では給食の提供はあ

るのですか。 

仮設園舎内にて調理室を設け、お子様に提供できるよ

う考えております。 

8-9 仮設園舎の耐震性は問題ない

のですか。 

法律に基づき設計しているため、問題ありませんので

ご安心ください。
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9．運営業務委託

番号 質問 回答

9－1 品川区が行う運営業務委託と

は、どのようなものですか。

区が作成した委託仕様書に基づき民間事業者が保育を

行います。定期的に運営事業者と連携をとり、区が責

任をもって保育の質を確保いたします。 

9－2 区の保育園で運営業務委託を

行うのは初めてですか。 

既存の公立保育園を運営業務委託するのは初めてです

が、開設当初から公設民営である保育園は 3 園ありま

す。 

9－3 運営業務委託によるメリット

は何がありますか。 

民間事業者ならではの特色ある保育サービスの提供が

最大の魅力と考えております。 

9－4 保育園の選定理由は何です

か。 

改築や大規模改修を行う保育園の中で、地域のバラン

スを総合的に判断して選定しました。 

9－5 運営業務委託後は配属する職

員の基準は変わりますか。 

認可保育園は、区立、私立、公設民営にかかわらず、

児童福祉法に定める基準に基づき職員配置を行います

ので、変更はありません。 

9－6 運営業務を委託すると保育料

は変わりますか。 

認可保育園在園児の保育料は区が算定しますので、運

営業務委託後も保育料は変わりません。 

9－7 保育園に係る手続きは変わり

ますか。 

変更ありません。これまでどおり、区の保育課及び各

保育園で手続きいたします。 

9－8 保育時間が短縮されることは

ありますか。 

事業者選定の際には、現在と同じ保育内容の実施を条

件としますので、保育時間が短縮されることはありま

せん。 

9－9 運営業務を委託すると保育内

容が変わることはあります

か。 

保育内容が大きく変わることはありません。委託契約

の中で区立に準じた保育内容の実施を規定します。事

業者の選定時や運営後についても保育内容の確認を厳

正に行います。 

9－10 運営の確認はどのように行う

のですか。 

保育園の設置基準に基づき、人員配置などの運営基準

や、面積などの整備基準が、適切に守られ運営されて

いるかどうか確認をしています。 

また、保護者代表・事業者・区の三者間で、定期的な

話し合いの場を設置し、園運営や保育について、より

よい保育の実現を目指します。 
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9－11 運営業務委託後に、保育士は

変わりますか。 

園長をはじめとした保育園職員は運営事業者の保育士

に変わります。このため、極力園児や保護者の皆様に

負担のないよう、運営業務委託前に一定期間引継ぎ保

育を行います。 

9－12 運営業務委託後に、区職員が

残ることはあるのですか。 

運営業務委託後に区職員が残ることは原則ありませ

ん。なお、運営業務委託前に、委託を予定している事

業者の保育士に対し、保育内容の十分な引継ぎができ

るよう、引継ぎ保育の期間や人数を決めていきます。

運営業務委託後は、運営業務委託前に区職員から引継

ぎ保育を受けた委託職員により、保育園の運営を行い

ます。 

9－13 引継ぎ保育について、期間や

体制などはどのように考えて

いますか。 

引継ぎ保育は、運営業務委託開始前の一定期間、委託

事業者の保育士が区保育士と一緒に保育を行い、スム

ーズな移行につなげることを目的としています。期間

は１年間を予定しており、引継ぎに係る保育士の配置

は園ごとに委託事業者と協議して決めていきます。4

月からは園長候補者等と行事の確認を主に行い、12 月

からは委託事業者と区の職員による合同保育を行う予

定です。 

9－14 運営事業者はどのように選定

するのですか。 

価格のみの競争ではなく、複数の事業者からの企画立

案に基づき、区が定めた審査基準（保育内容・運営体

制）などにより決定いたします。 

9－15 運営事業者はいつ頃決まるの

ですか。 

運営事業者の選定は、運営業務委託開始の 2～3年前か

ら準備し、遅くとも 1年前には決定する予定です。 

9－16 委託先が途中で変わることは

ありますか。 

事業者が運営していく中で、様々な理由により途中で

撤退する可能性が全くないわけではありません。万一

そのような事情が生じた場合は、運営業務委託開始時

と同様、十分な引継ぎ保育を実施した上で、在園児童

の影響を最小限にした形で移行ができるよう準備・調

整を行います。 
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9－17 運営業務委託がされた場合、

経験の浅い保育士が多くなっ

てしまうのではないでしょう

か。 

近年はどの自治体も待機児解消のため、保育園が増え

ておりますので、若年層の保育士が多くなっています。

そのため、運営業務委託をする際は、経験のある職員

が一定数配置できることを条件として募集し、その事

業者が行っている研修内容や人材育成、離職率等も含

めて審査しますので、安定して質の高い保育が提供で

きる事業者の選定に努めていきます。 

9－18 今後、運営業務委託の在園児

保護者向け説明はどのように

行うのですか。 

事業者選考後、決定事業者の公表や引継ぎ保育の詳細

について、順次周知・説明していきます。 

9－19 運営業務委託をした園で事

故・事件があった場合、品川区

が責任を持って対応してくれ

るのですか。 

設置者は品川区であり、公設民営保育園となるので、

保育に関する一般的な対応は運営事業者が行い、重大

な事故・事件が発生した場合には運営事業者と共に対

応します。 

9－20 運営業務委託後に保育園の定

員は変わりますか。 

原則、運営業務委託前と同じ定員で移行することを前

提に計画しております。 

9－21 運営業務委託をすると、入園

予約制度はどうなるのです

か。 

入園予約制度は、一部の園を除いた区立保育園で実施

しています。運営業務委託の場合も区立保育園に当た

るため、変わらず実施していきます。 

9－22 運営業務を委託する際に転園

を希望する場合、優先的な配

慮はありますか。

在籍園児が影響を受けないよう、在籍園児の卒園後に

運営業務委託を行うスケジュールで対象園を周知して

いるため、優先的な配慮は検討しておりません。


