
2021 年度 第 1 回「文京区保育のあり方協議会」議事録 
 

日時：2021 年 9月 12 日（日）10時～11時半 

場所：web開催（zoom） 

 

配信資料： 

2021保育のあり方協議会議題 

2021保育のあり方協議会議題に対する事前回答 

【別紙１】R3.4.1園児数と保育士配置 

【別紙２】R3.8.1会計年度任用職員配置実績 

【別紙３】令和 3年度保育園等入園状況（認可・認証保育所定員数の変化含む） 

【別紙４】令和 3年度 4月保育園等入園児の応募状況について 

 

文京区からの参加者（敬称略）： 

文京区子ども家庭部 

幼児保育課長 中川 景司（なかがわ けいじ） 

子ども施設担当課長 佐藤 武大（さとう たけひろ） 

幼児保育係長 阪本 晋一（さかもと しんいち） 

 

加盟園からの参加者、個人会員 ：30 名 

父母連運営委員：7名 

 

 
1.新型コロナウイルス感染症関連 
①新型コロナウイルス感染症の予防への取り組みについて 

・with コロナの生活も 1 年以上経過しましたが、その中で新型コロナウイルス感染症

予防について、現状と問題点や今後の展望をお聞かせください。 

【事前回答】 

 認可保育園は、保育を必要とする児童を保護者に代わって預かり保育する児童福祉

施設です。保育を必要とする様々なご事情のお子さまを預かりしております。乳児か

ら幼児まで多様な成長段階の児童が集団で生活しており、３対１から３０対１までの

保育体制で、あそび、食事、午睡等の生活をおくる中、できうる限りの感染症対策を

講じているところです。 

 具体的には、手指消毒の徹底、施設内の定期的な換気、物品の消毒などの基本的な

感染症対策を講じているほか、保育の単位を小さくし、できる限り子どもたちが密集

する状態を作らない工夫をするなど、様々な感染症対策を実施しております。 

 乳幼児が集団で生活する園における感染症対策には限界があるものと考えますが、

保護者の方のご協力を得ながら、職員一同、できる限りの感染症対策を講じてまいり

ます。 

 
・園内で感染者が発生した場合の対処方法と実例を教えてください。 

【事前回答】 

 まず、園内で陽性者が確認された場合は、保健所が疫学調査を実施します。保健所

の疫学調査による濃厚接触の特定が終わるまでは保育園を臨時休園とし、臨時休園期



間内に消毒を行います。 

 濃厚接触者に特定された方は、保健所の指示によりＰＣＲ検査を受検し、健康観察

期間は保育園でのお預かりができなくなります。検査で新たな陽性者が判明した場合

は、その方を起点とした疫学調査が改めて実施されることとなるため、場合によって

は臨時休園の期間を延長する場合もございます。濃厚接触者に特定されなかった園児

のうち、任意のＰＣＲ検査の受検を希望する発熱やせき等の症状が無い方に対して、

幼児保育課がＰＣＲ検査を実施します。 

 なお、最近では感染者数の増加に伴い、保健所が実施する疫学調査やＰＣＲ検査が

遅れる傾向にあります。そのため、保健所からの指示を待つことなく、幼児保育課が

任意の PCR 検査を先行して実施する場合がございます。 

 8 月以降については、任意の PCR 検査において陽性が判明し、臨時休園が延長され

るケースも見られます。 

 

・コロナ禍前後で運営面について変更したことはありますか？現在行っていること

は？手洗いうがいの徹底、アルコール噴霧器の設置、定期的な換気といった一般的な

ものではなく、例えば、組の異なる職員や子供の交差をなくす、組内で高リスクグル

ープと低リスクグループを分けて保育する（兄弟の有無等）といった、感染予防の観

点で取り組んでいることを指します。していないのであれば、していない理由を教え

てください。 

【事前回答】 

 まず、昨年度から、クラス単位での保育を原則とし、可能な限り保育の単位が小さ

くなるよう対応しております。 

 また、他の園児との交流を極力減らすため、これまで複数園が合同で行っていた芋

ほりも、バスを園毎に分ける等の対応を行っております。このように、可能な限り保

育の単位が小さくなるよう分散保育に努めておりますが、保育園は集団保育を前提に

人員配置を行っており、保育士が複数のグループに分かれることによって、これまで

よりも少ない人数で保育を行うこととなり、お散歩等の活動を制限する必要が生じる

等、従前どおりの保育を行うことへの影響もございます。 

 なお、園で発熱した児童等の対応については、可能な限り、別保育を行っておりま

す。 

 

・変異株による感染が増える中、今後取り組むことを教えてください。 

【事前回答】 

 これまで、手指消毒の徹底、施設内の定期的な換気、物品の消毒などの基本的な感

染症対策に加えて、子どもたちが密集する状態を作らない工夫や保育の単位が小さく

なるような取り組みを行っております。さらに、園に感染を持ち込まないよう、保育

士も体調が良くない場合や家族に体調不良者がいる場合は、保育に携わらないように

するか、お休みが可能であればお休みすることによって、感染の拡大防止に取り組ん



でおります。 

 保護者の皆さまにおかれましても、お子さまの体調が良くない場合は登園をお控え

いただく、発熱時は早めにお迎えにきていただくなど、改めて各ご家庭のご協力も得

ながら、園に感染を持ち込まないようにすることで感染の拡大防止に取り組んでいく

必要があると考えております。 

 

･感染症予防の観点からの各園及びクラスの評価・管理を、誰がどのように行ってい

るのでしょうか？その評価結果は保護者に共有されていますか？されていないのであ

ればその理由を教えてください。また、その評価結果に基づきどのように改善が図ら

れているでしょうか？これについての区としての役割をどのようにお考えでしょう

か？ 

【事前回答】 

 現在、感染症対策に関する外部機関等の評価を受ける機会はございませんが、常日

頃から、保健所等からの助言を踏まえて、幼児保育課及び各保育園長が中心となって

感染症対策に取り組んでいるところです。 

 外部との関わりということでは、感染症の制御に関する専門委員の保育園視察及び

助言をもとに、園の体制や施設環境に応じた感染症対策を講じております。 

 また、保健所が保育園に出向き感染症対策について指導を受けるケースもございま

す。保護者の方との直接的な共有ではございませんが、それらの助言や指導を踏まえ

た保育の進め方を、保護者の皆様にもお伝えするという形でご理解を得ていきたいと

考えております。 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

〈質疑応答〉 

(運営委員) 

家族の体調不良で保育士の方が休まれることは実際あるか。 

(区からの回答) 

実際にあり、例年より増えている。 

 

(運営委員) 

感染症予防について、昨年度は順天堂大の先生から助言を受けているとのことだった

が今年度はどうか。他の自治体の対応等は把握しているのか。 

(区からの回答) 

改めて視察等は行われていないが、昨年度同様、順天堂大学の堀先生からいただいた

アドバイスにもとづき感染症対策を実施している。他の自治体の状況については保育

園で陽性者が出たときにどういった対応をしているかなど、他の自治体の保育を所管

する部署に確認をしている。 

 



(個人会員) 

医師の指導・研修は区立園のみ対象か。認可園は対象外か。 

(区からの回答) 

研修は区立園ではなく職員が対象。内容は認可園にもフィードバックしている。 

 

(向丘)  

コロナ対策についてアルコール消毒が求められているが、アルコールアレルギーの園

児や保護者に対してはどのように対応されているか。区では把握しているか。 

(区からの回答) 

区では把握していない。園で個別に対応している。 

 

(本駒込南) 

コロナ以前は、保育園から散歩も兼ねて近所の区立図書館へ行き、好きな本を借りた

りしていた。感染予防対策で団体での図書館利用が難しいのであれば、図書館と園が

連携して貸出サービスなどやってもらえないか。 

(区からの回答) 

図書館から園にまとめて本を貸す事業は現在も継続している。本が足りないという事

であれば直接園に相談してほしい。 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

②自宅保育要請に応じた家庭に対する対応について保育料の日割り還付以外に園や区

から何らかのケアがされていましたか？ 

【事前回答】 

 まず、多くの保育園において陽性者が確認されている状況下において、ご自宅での

保育にご協力いただいているご家庭に御礼申し上げます。 

 現在、ご自宅での保育にご協力いただいているご家庭に対しては、保育料の日割り

還付とご不安なことがあった場合の電話相談が主なケアの内容となっているのが現状

です。そのため、通常保育に影響がない範囲において、自宅保育にご協力いただけて

いる方への支援の方法について検討してまいります。 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

〈質疑応答〉 

（運営委員） 

自宅保育中で園だよりの電子化が進みありがたいが、その他の園からのお知らせにつ

いて情報が届いていない場合がある。 

(区からの回答) 

必要な情報が届くよう注意喚起する。 

 



③職員のマスク着用について 

コロナ禍で保育する職員のマスクの着用については、感染防止、熱中症防止、感情表

現や意思疎通、言語の発育に対する影響等、様々な観点があり、それらのメリット、

デメリットの両方について区の認識、これらを踏まえた上での具体的な着用ルールと

その根拠をお聞かせください。 

【事前回答】 

 マスクは感染拡大防止に有効な手段であると考えられていることから、区では各保

育園に不織布マスクを配付しております。保育士が使用するマスクについては、内閣

官房から提供されている「感染リスクが高まる「５つの場面」」では、話し手は布又

は不織布マスクの着用で一定の効果が得られるとのことから、不織布マスクに限定す

るのではなく、状況に応じて布又は不織布マスクを着用することとしております。 

 ただし、保育中に熱中症の症状がみられた報告もあることから、夏期等において

は、スポーツマスク等の着用を制限しておりません。 

 また、保育活動の内容によっては、保育士の口元が子どもたちに見えることが望ま

しい場合もあることから、そのような時は、マウスシールドを着用することもござい

ます。 

 なお、幼児期は他者との関わりによって社会生活に必要な力を身に着けていく時期

でもあり、職員のマスク着用による弊害も懸念されることから、今後の国等から示さ

れる方針等も踏まえ、慎重に対応を検討することとしております。 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

〈質疑応答〉 

(個人会員) 

マウスシールドはどういうときに使用しているか。 

(区からの回答) 

低年齢で口元を見せる必要があると判断した場合に使用している。 

 

(個人会員) 

口元が見えるように加工されているマスクの取り入れなどは検討されているか。 

(区からの回答) 

情報としては認識している。費用対効果を考えながら今後も検討していく。 

 

(運営委員) 

不織布と布のマスク素材の使い分けはどのようにしているのか。 

(区からの回答) 

保育士も日中かなり動くので苦しいという意見が上がっている。現場の判断で使い分

けをしている。ワクチンを接種したらマスク不要、などはまだ国から指針が出ていな

いので独自のルールは検討していない。 



(向丘) 

マスクの種類、着用方法についてどのように指導しているか。不織布でないマスクを

着用している、着用時にマスクから鼻が出ているなどが見受けられる。 

(区からの回答) 

基本的には不織布または布マスクを推奨している。スポーツマスクも使用するシーン

があるとの報告は受けていて、種類について指定はしていない。マスクの正しい着用

方法については周知する。 

 

(運営委員) 

3・4・5歳児クラスが混合する夕方の保育時に、紙芝居を読む先生がマスクを外して

読み聞かせを行うケースが複数回あった。発声する場合はマスク着用を徹底していた

だきたい。 

(区からの回答) 

紙芝居の件については園に確認し、マスク着用をお願いする。 

 

(運営委員) 

感染予防のために、保育士の休憩時間をずらす、黙食(食事中は会話しない)を徹底す

るなどの取り組みはされているか。 

(区からの回答) 

休憩時間の調整及び黙食についてはすでに実施しており定着していると考えている

が、より徹底できるよう周知する。 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

④園児の運動不足解消について 

長期化するコロナ禍の中で、子ども達の運動不足は一時的なものでなく、慢性的なも

のになっています。常態化した運動不足の解消に向けての展望について教えてくださ

い。 

【事前回答】 

 保育園では、新型コロナウイルス感染症対策として、公共交通機関を利用した園外

保育や他のクラスとの合同保育、他園との交流保育等、普段接触が無い方との交わり

は極力減らすよう取り組んでおりますが、通常保育においては、遊びを通じた運動や

お散歩等をこれまでどおり行っております。 

 様々な制限が課せられる状況ではありますが、各ご家庭においても、感染症対策を

とりながら、ご家族で近隣を散策する等、お子さまとの運動機会を設けるなどして運

動不足解消に取り組んでいただければと存じます。 

 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
〈質疑応答〉 

(本駒込南)  

行事の縮小はやむを得ないが天気の影響もあり外遊びの機会が少ないのではないか。 

(区からの回答) 

長雨、暑さ指数などにより例年より外遊びが難しかった。外遊びの実施は各園での判

断になるがご意見については各園と共有する。 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

個人会員より追加質問 

・学校の先生・保育園の先生達にワクチンの優先接種は進んでいるのでしょうか？ 
【事前回答】 

（１）東京都が設置する新型コロナウイルスワクチン大規模接種会場において、教育関

係、保育関係等職員を対象にワクチン接種を実施しており、各保育施設に通知を送付して

います。 

（２）文京区が設置する新型コロナウイルスワクチン集団接種会場において、キャンセル

等で余剰ワクチンが発生した場合に、保育園等施設の職員に優先的に接種が受けられるよ

う、保育園等から希望者のリストを提出してもらい、接種を実施しております。 

（３）民間事業者等から職域接種等案内があった場合は、保育園等から希望を募り、積極

的に活用し、接種を実施しております。 

 

・コロナにより休園している園に対して回数や期間などを保育課は認識されているのでし

ょうか? 認可園に通っていますが、休園になる事がこれまで数回あり、現在も職員に陽性

者が出て休園中で再開未定です。職場でも肩身が狭い思いをしています。 

【事前回答】 

   認可保育園（地域型保育事業を含む）の臨時休園を決定する際は、休園期間を含め、 

区が園と協議の上で決定していますので、幼児保育課も把握しております。 

   区では、園において可能な限りの感染予防対策を行っているところですが、都内におけ 

る感染者数の増加に伴い、文京区においても複数回休園している保育園が複数園発生し 

ているのが現状です。 

   今後とも、新型コロナウイルス感染症対策において、国等の最新の動向を注視し、関係 

機関と緊密に連携を取りながら園運営を進めてまいりますので、引き続き、ご理解ご協力 

をお願いいたします。 

 

 

 

 

 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

〈質疑応答〉 

(千石西) 

他の区では保育士や職員のワクチンの優先接種を実施しているところもあるが、文京

区では行われているか。 

(区からの回答) 

任意接種のため強制にならないように注意しているが、接種希望がある職員には接種

会場でワクチンの余剰が出た場合は接種の案内を即行うなどして、受けたくても受け

られない人は減らせるようにしている。正確な数字ではないが 7割程度が 1回目の接

種を完了している。 

 

(個人会員) 

専門家、保健所の指導は保育園に直接行われているのか。 

(区からの回答) 

基本的には直接指導しているが、各園共通事項については幼児保育課から行う場合も

ある。現在、保健所の業務が逼迫しており、園へ訪問するレベルの指導は保健所が落

ち着いてから実施可能となると思う。8 月は複数の園で複数回休園という状況があ

り、保健所も幼児保育課も園もかなり業務が逼迫していた。9 月は落ち着き始めた傾

向にある。 

 

(運営委員) 

コロナ発生で臨時休園となった場合、その園に通う健常児が病児保育を利用できるよ

うにするなど検討する事は可能か。 

(区からの回答) 

病児保育はもともとの定員が少なく、事業の趣旨としても受け入れが難しい。また複

数園で休園が発生しているため、対応はより難しくなっている。 

 

2.情報伝達・電子化について → 2 月の議題へ変更 

3.園行事について 
①卒園式の平日開催について 

卒園式の平日開催について既にご説明いただいておりますが、納得感が得られていない保

護者がいます。複数の選択肢の中から「平日開催でなければならない理由」を今一度ご教

示ください。 

【事前回答】 

 土曜日に大きなイベントを実施する場合は、その前後の平日を含めて職員の勤務調整を

行うこととなります。年度末については、卒園式以外にも新年度の準備等で繁忙を極める



時期であり、通常の保育もあわせて、安全な保育を確保するという視点で平日開催とさせ

ていただいております。就労要件で保育園に預けている方が多くいるため、保護者の皆さ

まのお気持ちを考えると大変恐縮ですが、幼児保育課及び園において、様々な検討を重ね

た結果となりますため、ご理解賜りますようお願いいたします。 

 なお、保護者の方からは、土曜出勤の職員規模で実施できるようなコンパクトな卒園式

の開催を望む声も届いておりますが、人生の節目を記念する卒園式は、少しでも多くの職

員でお祝いできればと考えております。 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

〈質疑応答〉 

(運営委員) 

土曜日から平日になったときの区の説明では、子どもが疲れるから平日に実施した方が良

いという理由だった。職員の大変さとは異なる理由を説明していたと思うが、そのときと

理由が変わったのか。 

(区からの回答) 

以前のご説明に追加して、今回の観点について回答した。 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

②コロナ禍におけるイベント開催について 

コロナ禍でイベント中止が増えていますが、新型コロナウイルス感染症の収束のめどが立

たない中、子ども達にとってイベントは貴重な経験の場と考えます。 

中止ではなくコロナ禍に対応した代わりのイベント実施についてもご検討いただいている

かと思いますが、検討内容や結果、今後の見通しについて教えてください。 

【事前回答】 

 各種イベントにつきましては、感染症対策を行いながら、基本的には実施すること

としております。昨年度の卒園式では、観覧人数の制限や会話の制限、消毒や健康観

察等、保護者の皆様にも多大なるご協力をいただき無事に実施することができまし

た。参観された後で、「直接、園における子どもを見ることができて良かった」と、

園へのお礼の連絡が幼児保育課にも多く寄せられました。 

 以前のように、みんなで笑ったり、泣いたり、保護者の方にも多くのご参加いただ

いたりしながらのイベントを直ちに行うことは難しいものと考えておりますが、今後

も子どもたちが様々な体験ができるよう、試行錯誤を繰り返しながらとはなります

が、引き続き取り組んでまいります。 

 なお、今後の感染状況等によっては、縮小又は中止させていただく場合がございま

すことを御理解いただければと存じます。 

 
 
 
 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

〈質疑応答〉 

(千石西) 

政府はワクチン接種の進展等を鑑み、大規模イベントの方針に関して、来月以降（又

は１１月以降）変更することが検討されている。区でもそれに合わせて変更する事は

検討しているか。 

(区からの回答) 

政府の方針が変わればそれに合わせてやっていきたい。 

 

(運営委員) 

運動会は近隣の学校の校庭など広い場所で開催することはできないのか。屋内でマス

クを外して実施する場合は感染リスクが高いのではと感じるが、各園での実施方法を

区は把握しているのか。 

(区からの回答) 

開催場所について今年度はこれからの変更は難しい。保護者の方にはマスクを着用し

てもらうことになるが、園児がマスクを外して屋内で活動するのは通常の保育と同様

と考える。各園での実施方法を確認する。 

 

(運営委員) 

運動会が保護者は各家庭 1 名の参加となり、双子でも各家庭 1 名に制限されている。

参加者を減らすという観点は大事だと思うが、屋外を利用して各家庭 2 名参加できる

など、検討の余地はないのか。 

(区からの回答) 

今年度については各家庭 1名の参加でご理解いただきたい。 

 
 

③イベントのオンライン配信について 

卒園式や運動会等のイベントについて、新型コロナウイルス等の問題で保護者の不参加や

1 名に制限されるケースが続いていますが、オンライン配信も選択肢として検討していた

だけないか、教えてください。 

【事前回答】 

 保育園は、ご事情を抱えるご家庭や様々なお子さまが登園しており、イベントで撮影を

行う場合に、お休みせざるを得ない方もいるため、区としてオンラインで配信する予定に

ついては、現在のところございません。イベント開催時に人数制限を設けた場合、ご家族

やご親族の間で「子どもの様子を見て共有したい」というお気持ちには共感いたします

が、できるだけ子どもたちがイベントや活動に参加しやすいようにしていきたいと考えて

おりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。 



 なお、イベントの様子を保育園職員が撮影し、オンライン配信を求める要望もいただい

ておりますが、上記の理由に加え、通常保育への影響も懸念されるため、実施する予定は

ございません。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

〈質疑応答〉 

特になし 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
4.保育園定員・待機児童等（9 月の定番質問） 
①令和 3 年 4 月の時点での、認可保育園と認証保育園の定員数、またその前年度からの変

化を教えてください。 

【事前回答】 
 別紙３のとおりです。 

②今年度の「待機児童数」「認可保育園入所申込数」「認可保育園入所不承諾数（2 次募

集も含めた最終的な不承諾数）」を教えてください。また、『待機児童』『認可保育園入

所不承諾』の定義について確認させてください。 

【事前回答】 

  今年度の「待機児童数」及び「認可保育園入所不承諾数（２次募集も含めた最終的な

不承諾数）」は別紙３（待機計）のとおりです。 

 「認可保育園入所申込数」は別紙４のとおりです。（ただし１次募集のみ）また、

『待機児童』の定義は、保育所入所不承諾者の内、保留通知希望、区民以外、転園希

望、特定教育保育施設（認証保育所等）利用者等を除外した方としています。 

 『認可保育園入所不承諾』の定義は、以下の文言を入所不承諾通知書に明記してお

り、いずれかに該当する場合としています。 

１入所基準に該当しますが、定員に比べ申込みが多く、今回審査の結果、

直ちに入所できないため 

２入所基準に該当しますが、希望の保育所に欠員がないため 

３入所基準に該当しないため 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

〈質疑応答〉 

特になし 

 

 

 

 

 

 

 



5.定員割れについて 

上記の定員に対する定員割れの状況とそれに対する認識を教えてください。特に定員割れ

の保育園の一部または全部を学童保育に切り替える可能性があるのかどうかについても教

えてください。 

【事前回答】 

 令和３年度の定員割れの状況は、待機児童対策のため、ここ数年において私立認可保育

園等の新規開設を推進したことにより、受け皿が増加したことに加え、新型コロナウイル

ス感染症により申し込みを見極めている方が一定数いること等が考えられます。 

 申込者数の減少については、現時点では新型コロナウイルス感染症の影響等による一過

性のものか、今後の新たな傾向として捉えていくべきものかを注視していく段階であると

考えています。 

 なお、保育園を学童保育に切り替える可能性についてですが、保育施設の認可基準上、

専用の動線の確保が求められていることから、保育施設を直ちに学童保育施設に転用する

ことは難しいと考えております。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

〈質疑応答〉 

特になし 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
6.保育士配置（9 月の定番質問） 
①今年度の各園（認可区立、認可私立）の園児数、常勤保育士数（定員と 4 月末現在の在

園児数）のデータを教えてください。 

【事前回答】 

別紙１のとおりです（4月 1日現在）。 

②前年度の保育士の採用・退職数についても、園ごとに教えてください。 

【事前回答】 

    区立保育園の令和３年４月１日付保育士の採用者は 25名で、令和２年度中の退職者

は 12 名（うち定年退職者 7名）です。 

    なお、園ごとの採用・退職者数については、個人が特定されてしまうため、公表し

ておりません。 

 

③常勤保育士を補助する職員（非常勤保育士や保育補助の先生）の配置状況を教えてくだ

さい。非常勤保育士数や、非常勤保育士全員の勤務時間数（保育課で把握されている形で

結構です）など、量的に把握・比較できるようなデータを教えてください。 

【事前回答】 

    別紙２のとおりです（8月 1日現在）。 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

〈質疑応答〉 

特になし 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
７．その他 

  時間超過のため、2の情報伝達・電子化についての議題に対する質疑応答は 2月に

開催される第 2回保育のあり方協議会で実施することした。 

    最後に新型コロナ対応で各園、幼児保育課も大変な状況であったにも関わらず本協議会

の開催にご尽力いただいたことについて、父母連会長 岸より謝辞が述べられた。中川幼児

保育課長からは、当日多くの保護者の方が参加されており、素晴らしい取り組みと感じた

旨コメントいただいた。                                                                                                            

以上 


