
 

 

 

 

 

 

 

 

中止となった『ちょうどいい町内めぐり第１弾』資料について 

 

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、様々な行事が中止となり、子育

てコンシェルジュが携わる企画が軒並み中止となりました。そのひとつ『ちょ

うどいい町内めぐり』は、町立の子育て支援施設２か所と町立保育施設３か所

を廻る計画でした。その際に用意した資料を、掲載します。ご参考になりました

ら幸いです。 

 

 

※以下の資料に記載の『子育て支援センター みかんちゃん』や『子ども交流セ

ンター パルながいずみ』の開所状況は、8 月の資料作成時のものですのでご注

意ください。 

 

 

資料の内容 

○ 町立の子育て支援施設の紹介 

○ 町立保育園・認定こども園の紹介 

○ 町立園のいろいろ 

  ・教育・保育方針 

・保育日・保育時間 

・町立園の一日 

・給食 

・職員 

・よくある質問 

・園舎内写真 

 

 

 

令和 3年９月のおせっかい② 
 

 



 

 

 

 

 

 

子育て支援センターみかんちゃん 

  町立竹原保育園 

町立中央保育園   

町立北こども園  

こども交流センターパルながいずみ   

 

 

 

 

 

 

 

 

ちょうどいい 

町内めぐり

家族でドライブ♪ 

町立施設を見に行こう 

第１弾 

 

 

 

 

こども未来課 

あわてないで、 

安全運転で行くよ。 

 

水分補給は、大丈夫かな？ 

のどが渇く前に、水を飲もう。 



町立の子育て支援施設の紹介 

子育て支援センター みかんちゃん 

・未就園児とその保護者が安心して遊べる施設です。 

・どこかの園に在籍している子どもさんは、利用できません。 

・保育士が常勤し、子育ての相談などもお受けしています。 

・開所時間・・・９：００～１２：００ １３：００～１６：００ 

※現在は、新型コロナウィルス感染拡大防止対策のため、開所時間を短縮しています。 

（９：００～１１：３０  １３：３０～１５：３０） 

※同様に、１０組までの入場制限をしています。 

・園庭開放・・・平日１１：３０～１３：２０（竹原保育園の園庭で遊べます。） 

・休所日・・・・土日・祝祭日・年末年始（12/28～1/4） 

・各種イベントも行なっています。 

・各種警報が出た場合は、閉所となります。 

 

こども交流センター パルながいずみ 

・子育て支援センターと児童館の機能を併せ持つ、長泉町の子育て支援拠点施設です。 

・開所時間・・・９：００～１６：４５ 

※現在は、新型コロナウィルス感染拡大予防のため、開所時間を短縮しています。 

（９：００～１１：３０  １３：００～１６：００） 

※同様に４０組までの入場制限を行なっています 

・休所日・・・火曜日(祝日を除く)・年末年始(12/28～1/4) 

・遊具やおもちゃがいっぱいのプレイホールで遊べます 

・保育士が常勤し、子育ての相談などもお受けしています 

・一時保育を利用することもできます（最大３時間まで） 

・各種イベントも行なっています 

 

 

※両施設とも、緊急事態宣言を受けて８月８日以降閉館して

います。再開については、町ホームページなどでご確認く

ださい。 

 



町立保育園・認定こども園の紹介 

保育園（２園） 

竹原保育園  (園目標)太陽とともだち ぼくらは たけのこ 

定員１２０名 １１か月～小学校就学前まで 

 

中央保育園  (園目標)拡げよう なかよしのわ 

定員９０名  １１か月～小学校就学前まで 

 

認定こども園（２園） 

・２園とも、幼保連携型の認定こども園で、保育園と幼稚園の機能を

併せ持つ、教育・保育施設です 

・保育園児と幼稚園児が一緒に過ごしています 

・保育園児と幼稚園児は、申し込みの仕方も時期も違います 

・幼稚園児には園区があります 

北こども園 （園目標）青空に輝く太陽の子 

定員２１６名（内２・３号定員９１名） １１か月～小学校就学前まで 

平成 29年 4月に、町立北幼稚園から北こども園に移行しました 

 

南こども園 （園目標）ひとりだちできる子 

定員１４４名（内２号定員７２名）   ３歳児～小学校就学前まで 

令和 3年 4月に、町立南幼稚園から南こども園に移行しました 

 

 

 



町立園のいろいろ 

町立園の教育・保育方針 

３歳児以上の教育については、保育園・認定こども園・幼稚園が、同じ『幼児教育カリキュ

ラム』に基づいて行なっています。（ホームページで閲覧できます。） 

 

町立園の保育日・保育時間 

 

平日の保育時間・７：１５～１８：１５（延長保育１８：１５～１９：００） 

        ※延長保育は有料です。（１回２００円） 

土曜日保育時間・７：３０～１７：３０（両親とも勤務のある方のみで、平日より短い。） 

 

休園日・・・・・日曜日・祝祭日・年末年始（12/29～1/3） 

 

町立園の一日 

 

７：１５  開所（園内に入れる時刻） 

       早番保育開始（合同保育） 

       (認定こども園では、幼稚園児の早朝預かり保育もやっています。) 

       人数によって年齢別に他の部屋へ分かれていくこともあります。 

 

８：３０  早番保育終了 

早番の部屋から各クラスへの移動 

短時間認定保育開始 

（保育短時間認定の方の早番利用には延長保育料がかかります。） 

       認定こども園では、ここから幼稚園（１号認定）の園児が登園してきます。 

 

９：００  クラスでの通常保育開始 

      ０～２歳児は午前のおやつ 

       散歩・外遊び・季節の活動など 

       ３歳児以上のクラスは、幼児教育カリキュラムに沿った活動 

        

１１：００  給食 

１１：１５  ・年齢によって食べ始めの時間が違います。 

１１：３０  ・竹原保育園・中央保育園・北こども園は、園内の厨房で調理しています。 

       ・南こども園は、給食業者による外部搬入です。 



１２：３０  午睡 

１３：００  ・年齢によって寝る時間が違います。 

       ・午睡用のベッド(コット)で寝ます。（使用料 月１００円） 

       ・睡眠中は、ブレスチェックを行ないます。 

       ・うつぶせ寝の 0～2歳児は仰向けに体位を変えます。 

         

(１４：００  幼稚園降園時刻 認定こども園の幼稚園児が帰ります。) 

１４：３０   午睡終わり 

１５：００   おやつ 

         

１５：３０   午後の遊び 

１６：００   降園準備 

クラスでの保育終了 

１６：３０   短時間認定保育終了  

・保育短時間認定の方は、ここから延長保育料が発生します。 

遅番保育 

・人数により、少しずつ合同になっていきます。 

(１７：００  認定こども園 幼稚園児の預かり保育終了) 

１８：１５   通常保育終了 

        延長保育開始 

        ・標準保育時間認定の方も延長保育料が掛かります。 

        ・甘くない飲み物と袋菓子がおやつとして出されます。 

       （夕食に響かないよう配慮しています。） 

１９：００   閉所（園が閉まります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



町立園の給食 

・保育園と北こども園では、園内に厨房があり、そこで給食を作っています。保育園２園に

1名、北こども園に 1名の栄養士がおり、献立を作成します。 

・保育園と北こども園では３園の園長・栄養士・厨房の責任者が集まって給食会議を行なっ

ています。 

・町立園では、離乳食の対応はしていません。刻み食での提供になります。 

・０～２歳児クラスは、完全給食です。コップやスプーン・フォークなどもいりません。給

食費は、保育料に含まれています。 

・３歳児以上は、副食のみの提供です。主食(白いご飯)を持参します。副食費が掛かります。

（令和３年度は、月４，５００円。おやつ代も含まれています。） 

・食物アレルギーの対応もしています。除去食の提供には、医師の診断が必要です。 

① 医師を受診し、生活管理指導票を作成してもらい、園に提出します。 

② 園長・栄養士が保護者と面談をし、具体的な対応を決めていきます。 

③ 給食に除去食が提供されます。 

・南こども園では、給食業者から給食が搬入されます。 

・南こども園の給食は、主食も入ったお弁当タイプの給食です。給食費が掛かります。 

（令和３年度は、月５，５００円。おやつ代も含まれています。） 

・どの園も、月１回程度の『お弁当の日』があります。お家の方が作ってくださるお弁当は、

子どもさんにとって格別のようです。大きい子ども達は、園外保育に出かけてお弁当を食べ

ることもあります。また、年度初めや年度末、お盆の時期などは、お弁当になります。 

 

 

町立園の職員 

園長・主任・担任・特別支援員・早番パート・遅番パート(全員が有資格者です。) 

看護師・栄養士・用務員 

 

 

町立園 よくある質問 

 

Q1・慣らし保育はどのくらいですか？ 

A1・通常 2週間をかけて行ないます。入園してからの、慣らし保育になります。 

 ０歳～２歳歳までの子どもさんは、保護者がしばらく一緒に保育室で過ごしたり、初めて

給食を食べる日には、保護者に来ていただき食べさせてもらったりします。 

 

Q2・保護者が参加する行事はありますか？ 

A2・あります。 



入園式（入園進級式）、運動会、参観会、個人面談、園児引き渡し訓練、卒園式など。 

保護者の皆様とともに子どもさんの成長を喜び合ったり、親子で楽しんだり、時には命を

守るための大切な訓練であったりします。どの行事も、意義あるもので、大切にしていま

す。保護者に対しては、年間計画や月の行事予定などで、早めのお知らせを心がけて、ご

都合がつけやすいようにしています。 

現在は、コロナ禍のため行なっていませんが、３歳児以上は親子遠足を実施する園もあり

ます。 

 

Q3・病気の時のお迎えの基準はどうなっていますか？ 

A3・発熱 37.5℃で、お迎えのお願いをしています。また、38℃以上の発熱の場合は、熱が下

がって 24時間が経過してからの登園になります。 

 ※「解熱した(熱が下がった)」とは、単にさっき出ていた熱が下がったということではな

く、24時間平熱が続いてはじめて「解熱した」といいます。 

 他に水様便(下痢)が出たり、嘔吐したりした場合も、お迎えをお願いしています。 

 （園の感染症対策は、「ここまでやるのか！」ということも・・・） 

 園では、常に「これが最悪のケースだったら・・・」と想定して対応しています。例えば

嘔吐があった場合、その原因が万一ノロウィルスによるものであっても感染が広がらな

いように慎重に対応します。給食を食べているときに園児が嘔吐した場合は、嘔吐した園

児のケアを行ない、同室の園児達を別室に移動させ、そのクラスの食べかけの給食はすべ

て廃棄して室内を消毒します。そして、廃棄した給食の代わりを急いで作り、別の部屋で

園児に提供します。 

 すべては、園児全員の健康を守り、安心して園に子どもさんを預けていただくためです。  

 

Q4・布団はいりますか？ 

A4・午睡用のベッド（コット）を使用しますので、布団はいりません。（使用料月１００円）

ベッドに合った専用のシーツを用意していただきます。（園でも購入できます。）上掛けは

タオルケットや子ども用毛布など、お家にあるものを持ってきています。 

 

Q5・午睡用のパジャマは、いりますか？ 

A5・パジャマは使っていません。災害時に避難することを考えて、普通の服で寝ます。午睡

用の着替えを毎日用意していただいています。 

 

Q6・オムツは持ってきますか？使用後の処分はどうなりますか？ 

A6・オムツは、ご家庭で用意していただきます。使用した後のオムツは、園で処分します。 

 

 



竹原保・中央保・北こども園共通 

給食（副食）出汁と素材の味を大切にしています。 

 

3歳児以上のクラスは、主食（ごはん）と 

コップ・ナフキン・箸などを持ってきま 

す。 

０～２歳児クラスは、スプーン・コップなども園で用意され、主食（ごはん）も出ます。 

誕生会の日には、全園児に主食が出ます。 

 

１歳児の給食。エプロンは、園のものを使います。 

 
誕生会のお祝いメニュー 



着替えやオムツを、何組か園に置きます 

 

 

 

衣類やオムツなど、不足が出ないように、補充をお願いしています。 

足りなくなってしまった場合、衣類は園のものを貸し洗濯をして返してもらいます。園のオ

ムツを使った際は、同じサイズのオムツを持ってきていただきます。 

パンツが足りなくなってしまった時は、新品のパンツをお子様にはかせてそのまま差し上

げ、新品を園に返してもらっています。 



水分補給用の水筒。毎日持ってきます。 

職員がまとめてカゴで運ぶことが多いので、上から見てわかるように名前をつけます。 

 

 

 

 



午睡用ベッド（コット） 

専用のシーツを保護者に用意していただきます。 

園で購入したり、同じサイズのものを市販品の中から探したり、規格に合わせて手作りする

人もいます。 

 

 

令和 3年度から、 

町立園に導入され 

ました。 

 

保護者は、 

週明けに、 

シーツと上掛けを 

持ってきます。 

週末に、 

持ち帰ります。 

 

 

 

 

 

 



竹原保育園  

5歳児保育室 

 

 

子ども用トイレ 

 

 

          室内で 

好きな遊びをする時間 

     思い思いの遊びが 

広がっています。 

 



０・１歳児の保育室 

の穴は、保護者が子どもに気づかれないように参観するためののぞき穴。 

 

 

 

子どもの動線が考慮された、楽しい遊びのコーナー 

くぐったり、のぞいたり・・・。保育士手作りの“食材”で、ままごともできます。 



中央保育園 

遊戯室  

 

 

０・１歳児保育室 遊びの場所と食事などの場所をサークルで区切っています 

 

天井は、青空に雲がふわふわ

浮かんでいるイメージです。 

 

廊下側から見たところ 

園庭にすぐ出られます 



園庭 

ちょうどいい広さの園庭。藤棚やさくらんぼが実る木、ぶどう樹もあります。園舎の裏には

夏みかんの木もあります。歴史の長い園ならではの季節の恵みです。また、小さな畑もあり、

園児が野菜を栽培しています。 

 

各保育室から園庭に出られます。中央保育園では、登降園の玄関と園庭への出入り口が違い

ます。園で遊ぶための靴を週明けに持ってきて１週間園に置いておきます。週末は持ち帰り

ます。 

 

← 園庭用の靴箱。 

１週間置きっぱなしなので、 

夜の雨などで濡れたりしないように、 

シャッターがついています。 



北こども園 

0.1歳児の保育室・・・給食の準備中 

 

 

 

 

 

窓側には、 

お昼寝の準備が 

されています。 

食べるとすぐに眠

くなってしまう子

どももいます。 



   

 

  ０・１歳児保育室２歳児保育室の間に 

       子ども用トイレがあります。 

    冬場には、便座が温かくなり 

     トイレトレーニングを助けます。 

 

２歳児保育室のロッカー 

 

 


