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このロゴは、設計監修の名古屋大学太幡研究室 

により作成されました 

建築計画における３重のリングのコンセプト 

街から園庭につながる地形をつくる等高線 

円形劇場などの点在する円形のモチーフ 

コーナーで地域に開き、街に接する三角形敷地 

長く伸びる太平洋ロングビーチと砂浜 

渥美半島に広がるキャベツ畑の風景 

園舎が連続する片流れによる街並みを 

あかばね(a/ka/ba/ne)の頭文字４文字のなかに 

こども園らしい楽しさとともに表現した。 

着彩は海の色をもとに、優しい色合いで表した。 

 

Kanako ISHIHARA, Eisuke TABATA 
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第 1章 基本情報 

基本情報 

設置者 学校法人正円寺学園  

代表 理事長 金仙 宗哲 

所在地 〒440-0016 豊橋市牛川町字浪ノ上 10番地  

電話番号 0532-54-7967 

ファックス 0532-54-7968 

 

園の概要 

園名 あかばねこども園 

施設区分 幼保連携型認定こども園 

園長 金仙直宏 

教職員 園長、保育教諭、事務、調理員、パート、体操講師（週１回）１名 

課外 体操教室 

保護者との連絡 園だより、クラスだより、送迎時の口頭連絡、連絡帳、一斉メール など 

非常時の対策  「火災報知器、火災通報装置、緊急地震速報受信装置、AED」の設備を利用しながら、園児を含

めた毎月の避難訓練、教職員の研修・訓練を行い、万が一に備えます。 

 

幼保連携型認定こども園とは 

幼保連携型認定こども園は、幼稚園的機能と保育所的機能の両方を合わせて持ち、教育・保育・子育て支援を一

体的に提供する施設です。 

１号・２号・３号認定とは 

各ご家庭の状況を、田原市が下表のように認定します。認定は「教育・保育給付認定申請書」で行います。 

支給認定区分 対象となるこども 

 １号認定 

（幼児教育認定） 

・満３歳以上 

・満 3歳児は、3歳の誕生日を迎えた次の月からご利用いただけます 

・保育認定の条件を満たしていても、1号認定としての利用は可能です 

 ２号認定 

（保育認定） 

・３歳児（年度開始時に 3歳）以上（年少～年長児） 

・保育を必要とすること（就労等）が条件 

 ３号認定 

（保育認定） 

・0～2歳児で、保育を必要とすること（就労等）が条件 

・本園では、生後 10 ヵ月以降より受け入れます 

※さらに２・３号認定の方は、保育の必要量に応じて上記の標準時間と保育短時間に区分認定されます。 

 ・保育短時間は、月に 56時間以上の就労（目安：週 14時間以上） 

 ・保育標準時間は、月に 120時間以上の就労（目安：週 30時間以上）   

 

認定変更、途中退園、住所変更等について 

・ 認定変更等（例：1号→2号、短時間→標準時間、就労→妊娠出産など）は月途中の変更はできませんので、

変更したい月の前月までに申請してください。 

・ 退園する場合は、2週間前までに退所届を園へ提出してください。 

・ 就労先を変更した場合や家族構成が変わった場合は、速やかに園に申し出て必要な書類を提出してくださ

い。 

  

が対象となります。 
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第 2章 保育について 

自分を発揮できる肯定的な雰囲気の中、子ども達がかけがえのない「今」を充実して幸せに過ごすとともに、主体

的に人生を歩む基礎を育むように、一人ひとりに合わせた丁寧な保育をしていきたいと考えています。 

基本理念 

全ての人は本質的に「善」であり、それぞれの命を真剣に生きている。その事を尊び、認め合い、より良い明日に

つながる「今」を共に歩んでいく。 

 

保育方針 

保育者は子ども達の持つ「自ら育つ力」を信じ、それが発揮できる環境を構成する。そのような環境の中で、子ど

も達一人ひとりが充実感を持って生活し、自然や文化に触れ、人と関わり、生きる力の基礎を育む。 

教育・保育目標 

• 自分の存在が肯定される温かい雰囲気の中で子ども達は充実感を持って生活し、基本的な生活習慣を養い、

健康な心身を育む。 

• 豊かな自然や季節の行事、身近な社会の文化を味わい、豊かな情操を養い表現する事を楽しむ。 

• 人と関わり、心を通わせ、共感する心を養い、協同する楽しさを十分に味わう。 

• 体験から学び、それを基に自分で考え、試し、表現する経験を重ねていき、自分で明日を切り開く力の基礎を

育む。 

 

保育のねらい・内容 

乳児 

・ 生理的欲求が満たされた安心できる環境の中で伸び伸びと生活し、体を動かす事を楽しみ、生活リズムの感覚

が芽生える。 

・ 身近な環境に親しみ、興味関心を持って自分から関わり、五感で感じる経験を通して感覚の働きを豊かにす

る。 

・ 身近な人と過ごす喜びを感じ、気持ちを通わせ、関わる楽しさを味わう。 

・ 言葉遊びや言葉で表現する楽しさを感じ、言葉で思ったことを伝えようとする。 

・ 身近な環境に興味関心を持ち、五感を使って様々な感覚を味わい、活動を楽しむ体験を通して、イメージや感

性が豊かになる。 

幼児 

・ 自己を発揮できる環境の中で、伸び伸びと活動して充実感を味わい、健康で安全な生活を自ら作り出す。 

・ 身近な人との触れ合いの中で自分の存在感や充実感を味わい、関わったり協力したりして一緒に活動する楽

しさを味わい、愛情や信頼感を持つ。 

・ 身近な環境に親しみ、関心を持ち、自ら関わっていく中で考えたり工夫したりする経験をし、物の性質や数量、

文字などに対する感覚を豊かにする。 

・ 自分の気持ちを言葉で表現する楽しさを味わっていくとともに、人の言葉や考えを受けとめて他人に共感す

る気持ちを豊かにしていく。 

・ 自然環境などの直接体験や、絵本や物語の世界を楽しむ事から豊かな感性を育み、感じたことや考えたことを

表現して楽しむ。 
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保育の特長 

五感で感じる直接体験「感性を豊かに」  
人間は、「五感」という 5つのセンサーを使って自分

の外側を知り、脳で計算し、反応する、この繰り返しを

行なっています。その繰り返しの中で、認識が生まれ、

感覚が養われ、考えが生まれていきます。 

現代社会は視覚・聴覚ばかりを頼りに過ごしています

が、自然に近い子ども達は、もっと五感を使って感じ

ていく事が必要です。 

自然の中でたくさん感じ、気づき、発見し、驚き、感動

する、そして豊かな感性が育まれていきます。 

生活の中の育ちを大切にします 
「保育」という言葉には、「養護」と「教育」の両方が含

まれています。私たちは、園で行う「保育」という日常

の中に、心の安定や身体の健康を維持するだけでな

く、一人ひとりの育ちや学びを保障していく役割を担

っています。 

幼児教育は、子どもの主体的な活動である「遊び」を

通して行います。生活の中にある「やりたい」という気

持ちを大切にし、そこから始まる活動を深めていきた

いと思います。 

子どもの想像や発想を大事にします 
自分を受けとめ共感してくれる温かい人間関係の中

で、子ども達は自分の思いや考えを素直に伝えたり表

現したりします。子ども達の想像力やアイデアには本当

に驚かされます。 

保育室や特別な部屋に、特定の活動に特化して遊び

こめるスペースを作り、自分で考えたことややってみた

いことができる環境を整えます。 

結果よりもプロセスを大切にします 
保育者の定めたゴールに到達するために活動するの

ではなく、自分たちでアイデアをだしたり調整したりし

て活動を進めていきます。子ども達が主体となってテ

ーマを決め、継続的に展開していく保育を「プロジェク

ト型保育」といいます。その活動では、「何を行ったか」

も大事でないわけではありませんが、それ以上に「どう

やって行ったか」が大切になります。 

「食」を通して学びます 
「食」には様々な側面があります。「食べる」事は生活

の基本である事、他の命をいただいて自分の命・健康

を維持している事、食事という文化、身近な人と一緒

に営む楽しい時間、多くの人のおかげでいただけると

いう事、野菜作りや料理などで自分も役に立てる事、

などなど。 

子どもの園生活に「食」があるように、定期的な全園

児の自園調理を通して、食育を行っていきます。 

体を動かす楽しさをもっと 
子どもは、遊びの中で思いのままに体を動かすこと

で心と体の両面が育っていきます。 

特長ある園庭で自発的に活動する中で多様な体の使

い方を体験し、身体が育っていきます。 

また、週に一度の体操の時間では、普段の遊びでは

しない身体の動きを経験したり、一人ではできない事

に挑戦したりして、体を動かす楽しさや挑戦する楽し

さ、失敗や成功の気持ちをたくさん味わいます。 

 

施設の特長 

 

 

 

 

 

  

東棟 西棟 北棟 設備 

・ 0，1歳児保育室 

・ 2歳児保育室 

・ 調理室 

・ 子どもの台所 

・ 3，4，5歳児保育室 

・ アトリエなど特長ある保

育のためのスペース 

・ 組み立てプール 

・ 子育て支援室 

・ 職員室 

・ 遊戯室 

・ 父母室 

・ 相談室 

・ トンカチ小屋 

・ 防犯カメラ 

・ 緊急地震速報受信装置 

・ 火災報知器 

・ 火災通報装置 

・ 太陽光発電設備（屋根） 

• 皆がすぐに広場に出られる、園

庭を囲んだ平屋の園舎 

• 木の温もりを感じる国産材の木

造建築 

 

• 子ども達の気持ちや活動内容に合

わせて使える施設 

• 遊び、食事、昼寝、生活のながれが

スムーズな保育室 

 

• 多彩な体験ができる「お気に入

りの場所」がある園庭 

• 高いところや低いところ、ワク

ワクする高低差のある園庭 
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このような施設を活かし、次のような保育を行っていきます 

 

プロジェクト型保育 

子ども達が主体となって継続的に展開していく「プロジェクト型保育」がより充実していくためには、やりたい事が

見つかり、展開していきやすい環境を整える事が大切です。 

そのために、新しい園では、園庭や施設に、豊かな感覚刺激・気づきや発想、体験を生み出す場、活動を展開しや

すい環境を作っていきます。 

プロジェクト型保育では、その内容で得られる様々な経験に加え、自分の考えを試してみる事、意見を言う事、他

人の気持ちを聞く事、友だちと協同する事、探求する事、などの楽しさややりがいなどを経験します。 

 

クッキングデー 

≪内容≫ 

・ 全園児の給食を自園で調理する日を設けます。 

・ 定期的に、子どもたちが使える台所で幼児が料理に関わる「クッキングデー」を設定し、食に関する学びを深めま

す。 

 

≪経験すること≫ 

・ 保育者と一緒に「野菜を洗う、皮を剥く、切る」などを行います。 

・ 自分たちの食べる米を研ぎます。 

・ 自宅から持参した弁当箱・どんぶりなどによそって食べ、食後は自分で食器を洗って持ち帰ります。 

・ 時には、自分でにぎったおにぎりを持って、気持ちの良い園庭で食べたりもします。 

・ 子どもたちが育てた野菜を使うこともあります。 

◎衛生面には十分に配慮し、食材は火を通して調理します。 

◎初年度は、年 24回（平均すると月に２回）程度から始めていきたいと考えています。 

 

体操の日 

週に１度、体操の講師に来てもらい、幼

児に体操の活動を取り入れます。体操の

指導を通して、普段しないような動きを経

験したり、自分なりの目標を見つけたりし

ながら、より充実した保育を目指します。 

また、希望者には、体操教室（課外）も有

料で行います。 

  

  

令和 4年度の予定 

保育時間中（幼児全員） 保育終了後（希望者） 有料 

・ 木曜日  

・ 9:30～11:30 

・ 1学年 40分ずつ 

体操講師と担任で安全に配

慮して指導します。 

・ 木曜日 

・ 15：30～16：20 年少・年中 

・ 16：30～17：20 年長 

・ 17：30～18：20 小学生 

令和 4年度は、4月に体験をし、5

月から始まります 

 子どもたちは体を動かすことが大好きです。自分の思いから楽しんで体を動かすことでさらに運動が好きに

なり、運動能力が発達します。 

運動能力には、自分の身体を巧みにコントロールする力「運動コントロール能力」と、筋力・瞬発力・持久力とい

った「運動体力」とがありますが、運動コントロール能力は神経系が急速に発達する乳幼児期から児童期にかけ

て発達し、運動体力は児童期後期から青年期にかけて発達します。発達の時期から考えると、運動コントロール

能力が発達する乳幼児期は、いろいろな体の動きを経験していくことが大切であるといえます。 

 子どもの運動コントロール能力は、「自発性×運動の多様性」により健全に発達します。遊びが学びである子

どもたちは、もともと遊びの中で様々な動きをして自ら育っていきます。 

 あかばねこども園では、起伏のある園庭で様々な動きをして身体が育つことに加え、幼児については体操講

師による体操の時間を設け、より豊かな育ちの場を作っていきます。 
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保育の流れ 

 

 乳児 幼児 

7:30 

 

登園（3号標準時間） 

保育室までお送りください 

登園（2号標準時間） 

長時間保育室（職員室となり）で過ごします 

8:30 登園（9時くらいまでに） 

登園後、保育室や静かな庭で遊びます 

登園（9時くらいまでに） 

登園後、園庭で遊びます 

クッキングデーは、9:00～9:30に食材の準備・米

研ぎの手伝い（年齢に応じて） 

9:30頃 おやつ 

散歩 

外遊び 

コーナー遊び など 

朝の会 

クラス・学年での活動 

コーナー保育・プロジェクト型保育・散歩 

体操の日は、各学年 40分ずつ体操の時間 

11:30頃 給食 給食準備・給食・給食後の清掃 

年齢に合わせて、できる事を当番制などで関わって

いきます 

 午睡 

 

 

 

おやつ 

 

 

短時間認定 お迎え（16:00～16:30） 

午睡が必要な子はその子に合わせて 

コーナー保育・プロジェクト型保育 

クラス・学年での活動 

 

おやつ 

帰りの会 

1号認定 お迎え（15:15～15:30） 

2号短時間認定 お迎え（16:00～16:30） 

16:30 保育室で過ごします 長時間保育室で過ごします 

17:30 夕方おやつ 夕方おやつ 

18:30 

19:00 

延長保育 延長保育 

 

 

 

 

 

年間行事予定 

 

 

 

★保育の内容・予定などは、現時点での予定です。若干の変更がある可能性があります 

  

4月  入園式 個人懇談 10月  運動会 遠足  

5月 花まつり 遠足 引き渡し訓練 11月  防火パレード 焼きいも会 

6月  保育参観 水遊び開始 12月  餅つき会 クリスマスパーティー 

7月  七夕祭り 夕涼み会 1月  お正月遊び 個人懇談 

8月   2月  豆まき 生活発表会 

9月  お月見会 祖父母会 3月  雛祭り お別れ遠足 お別れ会 卒園式 

毎月 誕生会 身体測定 避難訓練 
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第３章 運営 

保育時間について 

通常保育 月～金曜日 9：00 頃までに登園してください 

【平日】 

 1号認定 2・３号短時間認定 2・3号標準時間 

7:30 

 

❶預かり保育 ❷延長保育 1 7:30  

 

 

9:00 

 

 

 

 

 

 

 

 18:30 

8:30 8:30    

9:00 

 

 

15：15   

15：30 

8:30  

9:00 

 

 

 

 

16:00   

16:30 

15:30 ❶預かり保育 

 

 16:30 ❷延長保育 1 

18:30 

19:00 

 ❸延長保育 2 

 

※新入園児は入園してから１週間ほど、ならし保育があり、降園時間が早くなりますが、ご協力をよろしくお願いい

たします。 

 

【土曜日】必要な方のみ 

 

長期休暇と長期休暇中の保育について（予定） 

  夏期保育 長期休暇 希望保育 

夏休み 

小学校の夏休み

に準ずる 

1号認定 
❹夏期保育 

10日間程度（無料） 
❺預かり保育（有料） 休み※ 

2・3号認定 通常保育 ❻お盆周辺 8日間程度 

冬休み 

小学校の夏休み

に準ずる 

1号認定  ❺預かり保育（有料） 休み※ 

2・3号認定  通常保育 ❻12/28 , 1/4  

春休み 

3/28〜 

入園式前日 

1号認定   休み※ 

2・3号認定   ❻3/28〜入園式前日 

 

 1号認定 2・３号短時間認定 2・3号標準時間 

7:30 

 

休み（どうしても必要な場合

はご相談ください） 

❷延長保育 1 7:30 登園 

 

 

 

 

 

12:30 降園 

8:30 

 

 

 

12:30 

8:30 登園 

 

 

 

12:30 降園 

保育が必要な範囲内で 

ご利用ください 

]登園 ]登園 

]降園 

 

登園 

]降園  

降園 
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通常保育以外の保育（予定） 

1号認定 

❶預かり保育 通常保育時、早朝（7:30～8:30）、保育終了後（15:30～18:00）に保育を必要とするお子さ

んの保育をおこないます。 

❹夏期保育 夏休み中に 10日間程度保育を行います。無料です。 

❺長期休暇中の預かり保育 を必要とする方はご利用ください。有料です。 

2・３号認定 

❷延長保育１ 保育短時間認定の方で保育が必要な方はご利用ください。（要申込） 

❸延長保育２ 保育が必要な方はご利用ください。（要申込） 

❻希望保育 保育が必要でない方は家庭保育をお願いします（要申込） 給食費は別です。 

その他 

休日や病後、一時保育が必要な場合は、田原市の子育て支援サービスをご利用ください。 

 

 

給食について 

 

 年齢 平日 土曜日 希望保育 

給食 

0～満 3歳児 自園調理の給食 
業者の給食（有料） 

または弁当持参 
年少～年長 

給食センターの給食 

月 1～３回程度の自園調理 

おやつ 全員 
市販のお菓子 

手作りおやつ 
なし 市販のお菓子 

夕方おやつ 

(17:30) 
必要な園児 市販のお菓子 なし 市販のお菓子 

 

★0，1，2，満 3歳児は園の調理施設でつくるやさしい味付けの安心安全な給食です。 

★3～5歳児の普段の給食は、田原市給食センターで調理し配送される給食です。 

★月 1～3回、自園調理による給食を提供します。 

 ※食物アレルギーのある方はご相談ください。 

  

子育て支援ルームを併設します 

 

あかばねこども園の南側に、未就園児親子が集う子育て支援ルームを併設します。 

遊びに来てください！ 

 

平日 9：00～15：00 （12：00～13：00昼休憩） 
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第 4章 保護者負担について 

毎月かかる費用 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
認定 ❶保育料 ❷給食費 

❸教育充実

協力費 
❹利用者のみ 

0～2歳児 3号 市の定めによる 保育料に含まれる 500円 

※1 

延長保育代 

満 3歳児 1号 

無料 

4,300円  預かり保育代 

（通常保育・長期休暇） 
年少～年長 

1号 4,300円 1,000円 

※2 2号 4,700円 延長保育代 

❶保育料（公立園と同じです） 

・1・２号認定の保育料は、幼児教育・保

育無償化により無料です。 

・3号認定の保育料はご家庭の収入・

兄姉の人数等によります。 

❸教育充実協力費 

※１ 乳児が過ごしやすい環境づくり 

【質の高いおもちゃ、コット（お昼寝簡易ベッド）、床暖房（0,1

歳児）、おむつ用ビニール袋、おしり拭き、ウェブでの情報共

有にかかる費用など） 

※２ 特色のある保育にかかる費用 

【クッキングルーム、アトリエ等特別室の消耗品、備品など）、

体操講師にかかる費用、ウェブでの情報共有にかかる費用な

ど】 

❷給食費 

・ 給食費は定額で集金をします。 

・ 1年間分を 12で割った金額です。 

・ 自園調理（年 24回程度）、手作りお

やつ（週 1～2）にかかる費用を含み

ます。 

・ 希望保育（土曜日・長期休暇中）の給

食は別料金になります。 

・ お迎えが 17:30以降の子には夕方

のおやつを提供します。一月あたり

1,000円のご負担をお願いしま

す。 

❹利用者のみかかる費用 

2・3 号認定〔延長保育〕 

月単位でお申し込みください。月内は何度利用しても同額です。 

 時間 料金 

短時間認定 
7:30～ 8:30 

16:30～18:00 

30分につき 

250円 

標準・短時間

認定 
18:30～19:00 

30分につき 

500円 

 

1 号認定〔預かり保育〕 

利用時間分のご負担をお願いします。 

※希望保育期間は基本的に休みとなります。 

 時間 料金 

平日 
7:30～ 8:30 

15:30～18:00 
1時間につき 100円 

長期休暇 8:30～15:30 

1日につき 500円 

（＋給食費） 

※夏期保育 

（10日間程度）は無料 
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保育料・給食費・延長保育利用料の支払について 

 保育料、給食費は当月請求、延長保育利用料に関しては、翌月請求となります。 

 指定の金融機関は現在検討中です。 

 

服装などについて 

 0～2歳、満 3歳児 年少～年長 

服装［冬季］ ・帽子 0歳は指定なし 

1～満 3歳児はカラ

ー帽子で登園 

・服装は指定なし 

・カラー帽子で登園 

・園服 

・かばん 

服装［夏季］ 

 

・カラー帽子で登園 

・服装は指定なし 

・かばん 

上靴 2歳児冬季から使用（予定） 使用する 

体操服  希望者のみ 

クレヨン・お便りばさみなど 
 現在使用しているものを継続してお使いくださ

い 

防災ずきん  園の備品をご利用ください 

 
・ カラー帽子は田原市の学年色と同じです。「1，2歳児・ピンク／年少・赤／年中・黄／年長・青」と進級に合わせて

変わります。園で斡旋しますが、田原市の用品店等で購入していただいても構いません。 

・ 園服は園で販売します。これまでのものでも結構です。 

・ 通園カバンはリュックを基本としますが、すでにお持ちの肩掛けカバンでも結構です。 

・ カバンの指定はありませんが、今後、園生活に合った物を紹介させていただくことを検討しています。 

・ 安全で動きやすい服装で活動するために、スカート、スカート付きのズボン、フード付きの服、などはお控えくださ

い。詳しくは開園前の説明会でお伝えします。 

・ 体操服は希望者のみです。 

・ 自分の持ち物がわかるよう、園服などにはワッペン等をつけていただいても構いませんが、華美になりすぎない

ようにご注意ください 

 

園で斡旋するもの 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0〜2歳児はキルトパッドを敷き、タオルケットをかけてお昼寝し

ます。 

キルトパッドは市販の物でも構いませんが、防水の物をご用意い

ただけるとありがたいです。 

2歳児・満 3歳児 130ｃｍ×60ｃｍ 四隅にゴム付き 

0，1歳児 100cm×60cm（2歳児のサイズを折り曲げてゴムを

つけてください 

幼児は午後に眠くなる子だけお昼寝ができるような環境を考えて

いきます。 

園服（若干変更の可能性あり） 

3,150円（予定） 

カラー帽子  950円 

これまでのものと同じ 

体操服 

（希望者のみ） 

シャツ  

2,000円 

ズボン 

1,600円 

 

防水キルトパッド 

（0〜満３歳児）  2,700円 

現在使用しているもので、使えるものはご利用ください 

（園服、カラー帽子、カバン など） 
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第 5章 入園までの流れ 

令和４年度募集人数 

 認定 クラス 定員 

０歳児（10ケ月～） 
３号認定 

（保育を必要とする家庭） 

1 

（3部屋） 

6 

1歳児 20 

2歳児 
２ 

（クラス数は人数による） 

30 

満 3歳児※ 

（誕生月の翌月より） 
１号認定（教育時間認定） 10 

年少 １号認定（教育時間認定） 

2号認定 

（保育を必要とする家族） 

2 50 

年中 2 50 

年長 2 50 

◎ 満 3歳児とは、年度 途中に 3歳になった幼児です。1号認定として 3歳になった翌月より入園可能です。

（公立園では受け入れをしていません） 

 

・ 一時保育の受け入れはありません。 

・ 職員の配置状況により、定員いっぱいまで受け入れることが困難な場合があります。 

・ 特別に支援が必要なお子様については、地域の方を優先して受け入れます。事前にご相談ください。 

 

入園までのながれ 

入園申込前説明会・質問受付 

 9月 1日（水）10：00、18：00 赤羽根市民館多目的ホール（7月の説明会と同程度の説明・主に新入園の

方向けの説明会です） 

 9月 1日（水）15：30～16：30 高松・赤羽根・若戸保育園で質問受付 

（学校法人正円寺学園職員が各園で待機） 

入園申込書類提出 

 ［在園児］ 

  10月 1日（金）〜11日（月） 登降園時に、現在通っている保育園にご提出ください 

 ［新入園児］お子様と一緒にお越しください（どの園でご提出いただいても結構です） 

  10月 6日 10:00 赤羽根保育園   

  10月 12日 10:00 高松保育園     13:15 若戸保育園 

  

提出書類 

・ 入園願書 

・ お子様に関するアンケート 

・ 教育・保育支給認定（現況）申請書（新入園児のみ） 

・ 就労証明書（新入園児のみ・在園児がいる場合はコピーで結構です） 

開園前保護者説明会 

2月頃、開園前に具体的な説明会を行います。日時が決まり次第お伝えいたします。 

 

★園服等のサイズ合わせ・注文の方法・日程については、決まり次第ご連絡します 
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第 6章 その他 

 

送迎時の駐車場について 

 

・ 赤羽根保育園のある所が令和 4年の秋頃に駐車場になります。それまでは、園の西に臨時駐車場を用意しま

す。 

・ 遠くから通われる方で職場が反対方向だったり遠かったりして時間がない方に対しての配慮を考えていきた

いと思います。 

・ 渋滞が起こらないよう、駐車場までのルートを決めさせていただいた場合にはご協力をお願いいたします。 

 

 

 


