
保育所（園）・幼稚園の紹介

市街地に所在する保育所等市街地に所在する保育所等
●認可保育所　対象年齢 ： 満６か月～小学校就学前

東４条５丁目２番地 ℡ ６２−２６８８ 定員２００名めむろかしわ保育園

西２条南６丁目１番地 ℡ ６２−２２４９ 定員１２０名めむろてつなん保育所

●小規模保育事業所　対象年齢 ： 満６か月～２歳児　（３歳に達する日以後の最初の３月３１日までの入所が可能）

西１条南４丁目２番地 ℡ ６７−６９５５ 定員１９名家庭保育園トムテのいえ

本通３丁目４番地１ ℡ ６６−４９２０ 定員１３名りとる・ちっぷす芽室

●認定こども園　対象年齢 ： （幼稚園部分） 満３歳～小学校就学前　 （保育所部分） １歳児～小学校就学前

東６条３丁目２番地 ℡ ６２−２０４９
幼稚園部分 ： 定員１２５名

芽室幼稚園
保育所部分 ： 定員７５名

定員５０名

農村地域に所在する保育所等農村地域に所在する保育所等
●認可保育所　対象年齢 ： 満６か月～小学校就学前

新生南６線２５番地 ℡ ６２−９９３０ひだまり保育所

定員５０名上美生４線３４番地 ℡ ６６−２４３４上美生保育所

●認可外（町立）保育所　対象年齢 ： 満２歳～小学校就学前

定員１５０名北明西７線１８番地 ℡ ６２−５０２６北明やまざと幼稚園

●幼稚園　対象年齢 ： ３歳児～小学校就学前

認可保育所とは
　保護者が就労などにより、 家
庭で保育できない保護者に代わ
り保育する施設です。

小規模事業保育所とは
　少人数 （６～１９人） の０～２
歳児を対象に、 保育を行います。

認定こども園とは
　幼稚園と保育所の機能や特徴
を併せ持ち、 どのお子さんも教
育 ・ 保育を一緒に受けます。

※りとる ・ ちっぷすのみ満２か月から受入しています。
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　日 ・祝日及び年末年始を除き、 保育を行います。 ただし、 幼稚園や認定こども園の
「幼稚園部分」 については、 土曜日と春 ・夏 ・冬休みの長期休業、 振替休業日、
その他園が定める休園日があります。

●利用できる時間
　保育認定を受ける場合、町が認定する 「保育を必要とする時間」 に応じて、保育標準時間 （１１時間） と保育短時間 （８
時間） の２つに区分しています。 保育短時間の場合は、 保育時間を前後１５分単位で変更することができます。 （りとる ・
ちっぷす芽室は３０分単位。）
　なお、幼稚園や認定こども園の「幼稚園部分（１号認定）」に通う場合は、教育時間が９：００～１４：００（※芽室幼
稚園の場合。施設によって異なります。）までとなりますのでご注意ください。（開所時間内は預かり保育の利用により、教育時
間の前後に幼稚園にお子様を預けることは可能です。）

●延長保育の利用者負担額
　決定した保育時間を超えて保育を利用する場合は、 延長保育となり、 ３０分１００円の利用者負担額が発生します。

※生活保護世帯及び市町村民税が非課税でひとり親世帯にあっては、 延長保育の利用者負担額は無料となります。
※芽室幼稚園、 りとるちっぷす芽室については、 保育の開始時間は 9時が限度となります。

例：平日・認可保育所の場合

９時～１７時 １８時 １９時８時７時時間

開
所
時
間

平

　日

土

　曜

開所時間　７ ： ３０～１９ ： ００ （りとる ・ ちっぷす芽室）

開所時間　７ ： ３０～１８ ： ３０ （家庭保育園トムテのいえ）

開所時間　７ ： ３０～１８ ： ００ （かしわ保育園、 てつなん保育所、
芽室幼稚園 （２ ・ ３号認定）、 ひだまり保育所、 上美生保育所）

開所時間　７ ： ３０～１９ ： ３０ （家庭保育園トムテのいえ）

開所時間　７ ： ３０～１９ ： ００ （かしわ保育園、 てつなん保育所、
芽室幼稚園 （２・３号認定）、りとる・ちっぷす芽室、ひだまり保育所、上美生保育所）

９時～１６時 １８時１７時 １９時８時７時時間

例①　保育時間　７ ： ３０～１８ ： ３０
保育

標準時間
（１１時間）

保育
短時間

（８時間）

ー ー ー

ー ー

ー ー

ー ー

ー

ー

ー

100 円

100 円

100 円

100 円

100 円

100 円

100 円 例②　保育時間
９ ： ００～１７ ： ００の場合

例③　保育時間
８ ： ３０～１６ ： ３０の場合

100 円 100 円

100 円

100 円100 円100 円 100 円

100 円100 円100 円100 円 100 円

100 円100 円 100
円

100 円例④　保育時間
９:１５～１７:１５の場合

開所日・時間について開所日・時間について

保
育
を
受
け
る
と
こ
ろ
は
？
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●教育・保育給付認定について
　幼稚園 ・認定こども園 ・保育所等の利用にあたっては、 教育 ・保育の必要性に応じた 「教育 ・保育給付認定」 を受
けていただく必要があります。
　保育所等の利用（認定）を希望する場合は、子育て支援課児童係へ申請書等を提出してください。 申請書等の様式は、
各保育所 ・子育て支援課児童係窓口 ・子育て支援センターに備え付けてあります。 また、 町ホームページからダウンロ
ードすることもできます。

認定区分 対象児童 利用できる施設

１号認定 満３歳以上の就学前児童 （２号認定除く） 幼稚園 ・認定こども園 （教育）

２号認定 満３歳以上で保護者の就労等の理由により、
保育を必要とする就学前児童 保育所 ・認定こども園 （保育）

３号認定 満３歳未満で保護者の就労等の理由により、
保育を必要とする就学前児童

保育所 ・認定こども園 （保育）
小規模保育等

家庭保育園　トムテのいえ 保護者会費 ： ５００円／年

りとる・ちっぷす芽室 行事 ・教材 ・衛生費 ： ３， ０００円／月

（１号認定） 給食費 ： ７００円／月　※主食代

めむろかしわ保育園
めむろてつなん保育所

芽室幼稚園

実費徴収なし
※ただし、３歳以上児 （４/１時点）については、主食の持参をお願いしています。

（２号認定） 給食費 ： １， ０００円／月　※主食代
※３歳以上児 （４/１時点） のみ。 ３号認定 （３歳未満児） の徴収はありません。

（共通）
・ＰＴＡ会費 ： ５００円／月 （予定）
・ 通園バス （利用者のみ） ： ３， ０００円／月
・保育用品 ・園服 ・園帽子 ・通園カバン ：実費負担 （約１万円）※
※１歳、 ２歳、 満３歳児は購入不要です。

ひだまり保育所
上美生保育所

実費徴収なし
※ただし、３歳以上児（４/1 時点）については、主食の持参をお願いしています。

北明やまざと幼稚園
・ 保護者会費 ： ７００円／月　　　 ・給食費 ： ６５０円／月　※主食代
・バス維持費 ： ４， ０００円／月
※物価上昇に伴い、 適正な価格へと変更する可能性があります。

●利用者負担額（保育料）以外の実費徴収について
　日用品・文房具等の購入に要する費用、遠足等の行事への参加に要する費用等について、町で定める利用者負担額 （保
育料） とは別に、 各施設等が実費徴収を行います。

副食費（給食費の一部）の無償化　※芽室町独自
　令和元年１０月からの無償化に合わせ、 保護者の経済的負担軽減を図るため、
３歳児から５歳児（幼稚園は満３歳児）の副食費にかかる実質負担分を助成します。
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１　保育標準時間 （１１時間）
（１） 対　象　

　ア　保護者のいずれもが１か月当たり１２０時間以上就労している方
　イ　妊娠中、 出産後間もない方
　ウ　災害復旧に当たる必要がある方
　エ　虐待 ・ 虐待のおそれがあると認められる方

（２） 保育時間
　ア　平　日　７時３０分から１８時３０分まで
　イ　土曜日　７時３０分から１８時３０分まで （※ただし、 １８時まで開所の施設は１８時）

（３） 延長保育
　ア　平　日　１８時３１分から１９時まで
　イ　土曜日　１８時３１分から１９時まで （※ただし、 １８時まで開所の施設は延長保育なし）

２　保育短時間 （８時間）
（１） 対　象

　ア　保護者のいずれかが１か月当たり４８時間以上１２０時間未満就労している方
　イ　求職活動を継続的に行う方
　ウ　育児休業中で児童を継続入所させている方

（２） 保育時間
　ア　平　日　７時３０分から１８時３０分までの間で保育を必要とする時間帯 （８時間）
　イ　土曜日　７時３０分から１８時３０分 （※ただし、 １８時まで開所の施設は１８時） までの間で保育を必要と
 　　　　　　する時間帯 （８時間）

（３） 延長保育
　開所時間の間で （２） で決定した保育時間を超えて利用した全ての時間

※原則として上記のとおりの認定となります。 ただし、 次のような場合は、 区分を変更できる場合がありますので、
子育て支援課児童係まで御相談ください。

・ 保育短時間 （就労時間が月１２０時間未満） だが、 通勤時間の都合で利用時間が恒常的に８時間を超える場合
・ 保育標準時間 （就労時間が月１２０時間以上） だが、 祖父母等の送迎の協力により利用時間が恒常的に８時間

以内となる場合

●保育の必要量（保育時間）
　保育を必要とする時間に応じて、 保育標準時間 （１１時間） と保育短時間 （８時間） の２つに区分しています。
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●次年度入所（園）児童募集期間

認可保育所、認定こども園（保育所部分）、小規模保育事業所　共通事項

　１０月中旬から１０月末までとなります。
　※広報誌 ・ チラシ （新聞）、 町ホームページ、 Facebook でお知らせします。

●入所（園）要件について
　保護者が次のいずれかに該当し、 保育を必要とする場合に入所申込ができます。
１ 就労時間が月４８時間以上である方
２ 妊娠中、 出産後間がない方
 ※産前 （入所期間２か月） ・ 産後 （入所期間２か月）
３ 疾病 ・ 障害を有する方
４ 同居親族の看護が必要である方
５　 災害復旧に当たる必要がある方
６ 求職活動を継続的に行う方 （入所期間９０日）
７ 通学している方
８ 虐待 ・ 虐待のおそれがあると認められる方

●育児休業中の保育所継続入所について
　お子さんが保育所入所中に下のお子さんが生まれ、 勤め先から育児休業を取得された場合、 下のお子さんが３歳にな
るまでは、 保育所入所を継続できます。

●求職活動中の在所児の保育所継続入所について
　求職活動期間中の入所中のお子さんの継続入所期間は９０日です。 ９０日経過後も就労等証明書の提出がない場合は
退所となります。

●休日保育について

ひだまり保育所、上美生保育所　共通事項

　農繁期の大型連休中 （５月 ・ ９月） に２日ずつ、 休日保育を行います。

区　分

保育標準時間

利用者負担額

２， ２００円

保育短時間 １， ６００円

保育所のお問合せは、 子育て支援課児童係まで
☎　６２−９７３３　FAX６２−０１２１　E-mail:k−jidou@memuro.net
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利用者負担額（保育料）表利用者負担額（保育料）表

階　層 区　分

●認可保育所、小規模保育事業所、認定こども園（保育）、上美生保育所

３歳未満児（４/１時点） ３歳以上児（４/１時点）

保育標準時間
（１１時間）

保育短時間
（８時間）

保育標準時間
（１１時間）

保育短時間
（８時間）

生活保護法による被保護世帯 0 0

無　　料

第１

市町村民税非課税世帯 0 0第２

市町村民税均等割のみの世帯 １３， ６５０
（0）

９， ９２０
（0）第３

４８， ６００円未満 １６， ５７０
（0）

１２， ０５０
（0）第４

４８， ６００円以上
６９， ０００円未満

２４， ０００
（0）

１７， ４５０
（0）第５

６９， ０００円以上
７７， １０１円未満

２７， ０００
（0）

１９， ６３０
（0）

７７， １０１円以上
８４， ０００円未満 ２７， ０００ １９， ６３０

第６

８４， ０００円以上
１１４， ０００円未満 ２８， ５００ ２０， ７２０第７

１１４， ０００円以上
１４６， ０００円未満 ３０， ０００ ２１， ８１０第８

１４６， ０００円以上
１９３， ０００円未満 ３７， ８２０ ２７， ５００第９

１９３， ０００円以上
２２９， ０００円未満 ４４， ５００ ３２， ３６０第１０

２２９， ０００円以上
３３１， ０００円未満 ６１， ０００ ４４， ３６０第１１

３３１， ０００円以上 ８０， ０００ ５８， １８０第１２

※（　） 内の金額は、 ひとり親世帯、 在宅障がい児 （者） のいる世帯の場合です。
※第２子の３歳未満児が入所 （園） した場合の保育料は半額となり、 第３子以降の３歳未満児が入所 （園） した場合は
無料となります。

※市町村民税所得割額１６９，０００円未満 （年収約６４０万円未満相当） の世帯で、第２子以降の３歳未満児が入所 （園）
した場合の保育料は無料となります。

※新制度移行幼稚園、 認定こども園 （教育）
　令和元年１０月から保育料は無償となりました。

令和元年１０月１日から適用／単位 ：円

市
町
村
民
税
の
所
得
割
額
が
い
ず
れ
か
の
区
分
に
該
当
す
る
世
帯
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社会福祉法人　十勝立正福祉事業会

芽室町東４条５丁目２番地　Tel　６２−８２６３

めむろかしわ保育園
芽室町東４条５丁目２番地

Tel ６２−２６８８ ・ Fax ６２−２６６２
Ｅ-mail ： memuro.kashiwa＠fork.ocn.ne.jp

定員　２００名
保育内容／乳児保育 （６ヵ月より） ・ 延長保育
　　　　　障がい児保育 ・ 一時預かり保育

めむろてつなん保育所
芽室町西２条南６丁目１番地

Tel ６２−２２４９ ・ Fax ６２−９７９７
Ｅ-mail ： memuro-tetsunan.ns＠road.ocn.ne.jp

定員　120 名
保育内容／乳児保育 （６ヵ月より）・延長保育・
　　　　　障がい児保育 ・ 病後児保育

・ 個人情報保護に関する方針
   （プライバシーポリシー） の設置
・ 苦情処理体制
・ 保護者会活動

保育理念　《生命尊重》
１、 人との信頼関係の基礎を培う保育 （愛情 ・ やさしさ）
２、 自立の心を育てる保育 （心身の健康 ・ 基本的生活習慣）
３、 生きる力の基礎を培う保育 （自ら育つ力 ・ 学ぶ力 ・ 創造する力）
４、 三位一体の保育 （子ども、 保護者、 保育者の協力と信頼関係 ・ 向上）

病後児保育
「利用するのはこんなとき」

●薬の投与が複雑な場合 （２時間ごとの点眼、食間投与など）
●休息が必要で、 外遊び ・ 水遊びを控えたいとき
●嘔吐、 下痢の後で食事の配慮が必要なとき
●体力が回復期であり、 集団生活に配慮が必要なとき

「利用対象児」

町の保育認定を受けている児童
利用無料　定員４名

保育時間
※標準時間と短時間があります。　詳しくは、１７ページをご覧ください。

月曜日～金曜日 ７ ： ３０～１９ ： ００
（１８ ： ３１～延長保育）

土曜日 　７ ： ３０～１８ ： ００
（１２ ： ００～残児保育）

休　日 日曜日 ・ 祝日 ・ 年末年始

年間行事
●入園 （所） 式
●子どもの日
●運動会
●年長児お泊まり保育
●発表会
●クリスマス会
●お餅つき
●節分
●ひなまつり
●卒園修了式
●３才以上児プール
●避難訓練・誕生会 （毎月）
●参加週間 ・ 給食試食会
●その他、 季節の行事 等

保育目標： たくましく心豊かな子どもに育てよう

子ども像： やさしい心・丈夫な身体・考える力
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安全安心
地元の食材で

手作りの給食とおやつ

０歳から小学生まで
小規模のような・・
大家族のような・・・

父母会行事がおもしろい

こどもがいるからできること

保育内容は…
・外遊び・散歩 ～自然の中で満足ゆくまで遊ぶ ・カプラ  クレヨン  ハサミなど指を使った遊び
・からだの基礎をつくるリズム遊び ・料理のお手伝いや雑巾がけなど生活遊び
・「食」に重点。減農薬、無添加の食材を使用したアレルギー対応の給食

少人数で異なった年齢のお子さんたちが過ごせる環境。アレルギー対応の食事。
日焼け対策をしっかりおこなって毎日の外遊び。
お子さんは責任をもちお預かりいたします。お父さんお母さんはお仕事を頑張ってください。

０・１・２小規模事業所と認可外保育園
家庭保育園　トムテのいえ

代表　遠藤五月

〒０８２－００６１　芽室町西１条南４丁目２番地 -１

Tel・Fax　０１５５－６７－６９５５
ホームページ　https://tomute-no-ie.com/

０・１・２小規模事業所は…認可保育園

●定員・対象年齢
定員は１９名で、０歳児（満６か月）・１歳児・２歳児のお子さんをお預かりします。

●保育時間（※詳細：１５・１７ページ）
（１）　月～金曜日　午前７時３０分～午後７時３０分までの間で町が定める認定時間内
（２）　土曜日　午前７時３０分～午後６時３０分までの間で町が定める認定時間内

●延長保育（※詳細：１５ページ）
町が定める認定時間を超えて利用する場合、延長保育の利用者負担額を３０分毎に１００円徴収します。

●利用者負担額　（※利用者負担額表：１９ページ）
町が定める利用者負担額です。

芽室町以外にお住まいの方も利用できます

●対象年齢
０歳（２か月）からお預かりします。幼稚園、小学校の放課後、長期休み
年通常保育・短期間、短時間（一時）の保育・指定曜日保育・病児保育（自宅訪問あり）里帰り出産など

●預かり料金は？

●預かる時間帯は？
月曜日～金曜日 ７：３０～１８：３０　土曜日 ８：００～１８：３０ 最長１９時半まで対応可能です。
※日曜、祝日はお休みです。　　※年末休暇は１２月３０日～１月３日です。
※上記時間以外の時間をご希望される方は、ご相談ください。

年　齢 一ヶ月単位（通年預かり）

０歳児 ６０，０００円

１時間単位（一時預かり）

８００円

食　費

昼食（離乳食） ２００円

おやつ １００円

１・２歳児 ５０，０００円 ７００円

３歳以上 ４０，０００円 ５００円

小学生 要応談 ４００円

認可外保育園は…

保
育
を
受
け
る
と
こ
ろ
は
？
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小規模保育事業所

りとる・ちっぷす芽室

施設長　１名　　保育士　３名　　調理員　２名　　事務員　１名　　看護師　１名職　員

月曜日～土曜日は自園調理による給食です。給　食

株式会社　ChipS運営主体

１３名

月曜日～土曜日（祝日、年末年始除く） 午前７時３０分～午後６時３０分までの間で
 町が定める認定時間内 （※詳細 ： １5 ページ）
月曜日～土曜日（祝日、年末年始除く）　午前７時３０分～午後７時００分
町が定める認定時間を超えて利用する場合、 延長保育の利用者負担額を３０分毎に１００円徴
収します。 （※詳細 ： １５ページ、※月末締め、 翌月始請求、 １０日払）

定　員 生後２カ月～２歳児保育年齢

保育時間

開所時間
延長保育

　子ども ・ 子育て支援新制度の開始に伴い、 生後２ヵ月過ぎから３歳未満 （６～１９人） を対象に家庭的保育に近い雰囲
気のもと、 きめ細やかな保育を実施できることになりました。 保育所 ・ 認定保育園 ・ 地域型保育の中の地域型保育に属
する芽室町が認可した施設です。
当園は、「楽々登園」が特徴です！
╋荷物なしの手ぶら登園　【バスタオル ・ 手拭きタオル ・ エプロンは園で用意しています】
╋完全手作り給食 （主食持参なし）
╋学びカリキュラム充実 （英語 ・ 音楽 ・ 体育 ・ ベビーマッサージ ・ 知育を行っています）
※町が定める利用者負担額のほか、 行事 ・ 教材 ・ 衛生費等に係る費用として　月 /３,０００円　かかります。

●小規模保育事業所とは

●本園の概要

入園式４

年間行事内容月

こどもの日　内科 ・ 歯科検診
誕生会
身体測定
避難訓練
英語 （月４回）
音楽 （月４回）
バレエ （月２回）
HIP　HOP （月２回）
体育 （月２回）
ベビーマッサージ
学研幼児教育
※その他…個人面談を年２回
　　　　　行っています。

毎月行事

５

春の遠足　交通安全教室６

親子遠足７

七夕　音の和鑑賞会８

お月見９

ハロウィン　親子交通安全教室１０

運動会１１

クリスマス会　内科健診１２

新年の儀　参観週間１

節分２

ひなまつり　お別れ会　卒園式　修了式３

●一年間は楽しいことがいっぱいあるよ

※入園の申し込みについては、 芽室町子育て支援課 （０１５５−６２−９７３３） にて認定を受けて下さい。
※詳細については　りとる ・ ちっぷす芽室 （０１５５−６６−４９２０） までお問い合わせ下さい。

株式会社 Chips  りとる・ちっぷす芽室
住所　芽室町本通３丁目４番地１　TEL　６６−４９２０
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学校法人　十勝立正学園
幼稚園型認定こども園　芽室幼稚園

園長　太田　久惠
〒082－0016　芽室町東６条３丁目２番地　℡ ６２－２０４９

定員　２００人

✿教育目標
●たくましく心豊かな子どもに育てよう

✿目指す子ども像
●仏教的情操を持ったやさしい子ども
●健康でいきいきした子ども
●主体性を持って生活できる子ども
●他者とのかかわりの中で自分を表現できる子ども

理念
●「智慧」（偏りのない見かた・考え方で正しきを見極める力）と「慈悲」（思いやり・慈しみの心）を生き方の指針とし、
「いのち」の尊重を保育の柱とする。
方針
●仏教的情操をもって「こころ」と「からだ」の両面を育てる。
●人間形成の基盤として調和の取れた子どもに育てる。

✿本園の方針

1日のおもなながれ1日のおもなながれ
時　間

７：３０

１５：３０

１８：３０
㈯１８：００

１１：３０

９：００

１０：００

１３：００

１４：００

早朝預かり保育…登園時間に
なるまで保育をします。

おやつ

※月２回程度、お弁当の日があります。

保育終了

昼食…園内調理での
　　　給食です。（月～金）

昼食…園内調理での
　　　給食です。（月～土）

登園…朝の挨拶、荷物整理をします。※希望される方は送迎バスが利用できます。（満３歳以上児のみ）
自由遊び…ゆったりとした時間の中で自分の活動を見つけ、発展していけるように援助します。

随時登園

保育終了

昼食…園内調理での
　　　給食です。（月～土）

昼食後午睡をします。

水分補給の時間
礼拝、朝の会

生活・遊び
戸外遊び、散歩、表現遊び

随時登園

保育終了

礼拝…心を落ち着け仏様に挨拶をします。
朝の会…スケジュールを確認し、見通しを持った一日が送れる
ようにします。
生活・遊び…幼稚園教育要領に則りながら、子ども達の主体的
活動を大切に活動します。

クラス別保育…絵本や紙芝居。
帰りの会…一日の振り返り、明日の予定を確認します。
降園準備…帰りの準備や帰りの挨拶をします。
降園…希望する方は送迎バ
スを利用できます。
預かり保育…降園時間以降、
必要のある時に利用できます。
随時降園

自由活動

３歳４歳５歳児は学年ごと
又は縦割りで過ごします。
随時降園

おやつ
帰りの会
残児保育
遊び、絵本など
１歳２歳合同で過ごします。
随時降園

１号認定
満３歳、３歳～５歳児

２号認定 ３号認定
１歳、２歳児

【午睡について】3・4・5歳児の午睡は希望されるお子さんのみです。
※1号認定預かり利用のお子さんも上記に同様です。尚、14：30までの利用の場合は午睡は取りません。
【慣らし保育について】慣らし保育は行っておりません。保護者の方のご希望に合わせ対応させていただきます。
【延長保育】18：30～19：00

ホームページ インスタ

http://www.memuro.ed.jp/
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１号認定（利用料は弟妹は半額）

項　目 内容、負担を求める理由及び目的 金　額

✿教育・保育の提供に要する実費に係る利用者負担金

通園バス利用料
登降園に係る園バス代
・利用者のみの費用
・満3歳児保育以上児が利用可

往復　月額　３，０００　円
・兄弟姉妹で利用の場合、弟妹は半額

給食費（１号認定） 給食に係る主食費 月額　　　  ７００　円

給食費（２号認定）

園服・園帽子・カバン・名札・
おたより袋・カラー帽子など

給食に係る主食費 月額　　１，０００　円

おたより袋 3号認定の子ども 実質負担

１号認定・２号認定の子ども 実費負担

※PTA会費　月額　５００円（金額は令和４年度PTA総会で決定します）
※完全給食のため主食（ごはん）の持ち込みは必要ありません。

※18：30までに迎えに来られない場合は特例として19：00まで一時預かり保育をします（30分未満切上げ100円）

分　　類

✿一時預かり保育の利用者負担金

１回　１００円

１時間　１００円
（１時間ごとに１００円加算）

新2号認定

１回　１００円

１時間　１００円
（１時間ごとに１００円加算）

１時間　１００円
（１時間ごとに１００円加算）
給食費1食あたり　 主食　40円
　　　　　　　　　副食 220円

（給食費は弟妹半額にはなりません）

１時間　１００円
（１時間ごとに１００円加算）
給食費1食あたり　主食　40円
　　　　　　　　　副食 220円

１時間　１００円
（１時間ごとに１００円加算）
給食費1食あたり　主食　40円
　　　　　　　　　副食　  0 円

１時間　１００円
（１時間ごとに１００円加算）
給食費1食あたり　主食　40円
　　　　　　　　　副食 220円

●１号認定・新2・新3号認定

●【２号・３号認定】延長保育の利用者負担金　※15ページをご覧下さい。

平　日

土　曜

振替休園日

長期休業日

７：３０～９：００

１４：００～１８：３０

７：３０～１８：００

７：３０～１８：３０

７：３０～１８：３０

※2号認定のお子さんが要件を満たさなくなった時にも退園せずに1号認定で登園を継続することができます。
要件を満たさなくなった時の例：
　お父さんまたはお母さんのどちらかが仕事を辞めた時。
　妊娠出産などで期間満了になった時等。

幼稚園型認定こども園としての子育て支援
　将来にわたる人間形成の大事な乳幼児期だからこそ、保護者の子育てを様々なかたちで
応援し、サポートをします。 未就園児クラブ
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　１歳児いちごクラブ、２歳児らっこクラブは親子の関わりや遊びを通して、親子のスキンシップや子育てのコツの
情報交換をしながら子育てを楽しむクラブです。
　クラブが終わってからは預り保育や子育てサロンを利用しながら保護者のリラックスタイムもあります。

✿その他　こんな子育て支援をしています　　どなたでもお気軽にご利用下さい。

✿未就園児クラブについて

●１歳児　いちごクラブ　　入会金・登録料：無料
　親子一緒のクラブです。自宅での子育ての時間を他の保護者や子どもと一緒にクラブで過ごしましょう。

定　　員：　１５組　
開設日時：　週２回　月曜日・水曜日　９：４５～１１：３０
クラブ費：　１，０００円（絵本代含）

●２歳児　らっこクラブ　　入会金・登録料：無料
　無理なく親子分離をはかりながら、希望児は誕生日の次の日から満３歳児のクラスに入園できます。

定　　員：　20名
開設日時：　週３回（火曜日・木曜日・金曜日）　９：３０～１１：３０
クラブ費：　２，０００円（絵本代含）

●地域開放
　専任の保育者に見守られながら、ゆったりしたスペースで親子で遊んだり、他の幼児と触れあいながら、小さな集
団を体験出来る場所としてご利用ください。

日　時：　第１土曜日・第４金曜日　１０：００～１１：１５
場　所：　幼稚園多目的ホール・幼稚園オープンルーム・くじらハウス

●子育てサロン
　お弁当をご持参いただければ、 保護者同士の交流や、 お子様が昼寝をしている時間 （１２：３０～１３：３０）に
趣味・運動などリフレッシュの場としてご利用頂けます。※１２：３０～１３：３０の趣味の時間のみの参加も可能です。

日　時：　年６回程度（日程は未定）　　１１：３０～１５：００
場　所：　幼稚園作法室

●電話相談

園の休園日や行事、新型コロナウイルス感染症対策等により中止になる場合がありますので、
事前にお問合わせ下さい。

　子どもの養育、育児の困難さなど様々な相談に応じ、保育者が助言や必要な援助
等をさせていただきます。来園されなくても電話で気楽にお話ください。

※毎週木曜日　　９：３０～１４：００
※電 話 番 号　　０１５５－６６－５７７２

　令和５年４月１日より放課後児童クラブ「アンジャリ」がオープンいたします。
　小学１年生～３年生対象　長期休み限定利用あり（条件あり）希望制給食ありおやつあり、
　充実したプログラム　アンジャリキッズ大募集中！　興味ある方は芽室幼稚園までご連絡ください。

✿放課後児童クラブ

保
育
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学校法人　帯広みどり学園

北明やまざと幼稚園
園長　村椿　武彦

〒082－0002　芽室町北明西7線18番地　℡　62－5026
定員　150 人

●特色
　国見山から北西へ約５km 入った閑静な山間に園舎や付属施設が設けられています。広大な敷地には、園舎・屋内遊
技場・芝生・広いグラウンドがあります。その他、牧場・畑・森や川など自然がとりまく最高の教育環境となっており、
牧場ではポニー、ヤギ、ウサギ、イヌ、クジャク、ニワトリが過ごし、子ども達が飼育に携わりながら、命との触れ合いを
行っています。

●行事
ひなまつり・遠足・運動会・お泊り会・夏祭り・バス遠足・汽車遠足・発表会・おもちつき・クリスマス会・スケート遊び・節分・
雪中運動会　　※２ヵ月に１度子ども劇場　※誕生会は毎月

●見学
電話連絡により可能です。（散歩の体験もできますのでお問い合わせください。）

　豊かな自然とふれあう中で、幼児の心身の発達に応じ、よりよい自然環境の中でのびのびとした遊びを中心に、たくまし
くがんばる意志と創造力・思いやりのあるあたたかい友情を培い、豊かな情操を養うことを目標とします。また、この恵ま
れた閑静な自然環境を活用し、教材等にも生かし、ひとりひとりのふれあいを多くしながら「人づくり」を目指しています。
　☆「人づくり」
　●自分のことは自分でできる子　●暑さ、寒さに負けない子
　●ぎもんをもち、たずねる子　　●やくそくをまもれる子
　●人にめいわくをかけない子　　●心のやさしい子

●教育方針

月～金曜日　９：３０～１４：００　　土曜日　休園保育時間

・入園料等、入園受付時に必要な経費はありません。

・給食費　4,500 円（主食費 650円　副食費 3,850 円）　・バス維持費　4,000 円

・保護者会費　500円　※新型コロナウィルスによる活動縮小の為 減額中（通常 700円）

・物価上昇に伴い、適正な価格へと変更する可能性があります。

おやつ毎　日給　食月1回お弁当
午前保育の
場合あり

送迎バス 有り

経　費

※園児募集　願書配布：９月１日　入園受付開始：１１月１日

●園児・教員数（令和４年度現在）

年少（３歳児）

こがら ２０人
ひばり ２０人

年中（４歳児）

つばめ １９人
やまばと ２０人

年長（５歳児）

かっこう １９人
きつつき ２０人

園長 １人
教諭 10 人
保育補助 ３人
技能員 ５人
栄養士 １人
給食係 ２人
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“北明やまざと幼稚園”ってこんなところ“北明やまざと幼稚園”ってこんなところ

●幼稚園の１日

・ 地域の方にも協力していただき、園舎周辺の自然をふんだんに使った環境保育です。
・ 自然の中で心を解放して遊ぶのはもちろんのこと、友達と助け合うことや、年齢差によるいたわり、思いやり、そしてあ
こがれが、子どもたちの心の中に生まれ育っていきます。

●保育内容の特徴

　戸外遊びの環境を整えると同様に、室内でも子ども達が「遊びたい」と感じられるような環境づくりを考えています。「ご
っこ遊び」「机上ゲーム遊び」「構造あそび」「製作あそび」「絵本」の５つのコーナーを基本とし、そこで子ども達が個々
の興味や関心に応じて遊べるようになっています。
☆週休 2日、および完全給食（月1回お弁当の日あり）となります。

●室内環境

登園

主に園外活動（散歩・探検）・絵画・造形・わらべあそび

給食（手作り給食です） 　月1回お弁当の日があります
※行事などで午前保育の場合、おやつがあります。

室内遊び
絵本・紙芝居・お話

降　園

９：３０
室内（コーナー）遊び

１０：３０
クラス 又は 学年の設定保育

１２：００
昼食

１３：００
コーナー遊び
自主活動

後片付け・降園準備

１４：００

日単位料金 月極料金

●延長保育
・一日保育終了後 １４：００～１７：００　（午前保育の場合 １１：３０～１７：００）
　１７時になったら２台のバスで所定のバス停まで送ります。保護者の方には最寄りのバス停まで迎えに来てもらいます。
　（１７時までに園に直接迎えにいらっしゃるのは自由です）

・ 長期休暇（春・夏・冬）については、幼稚園バスで所定のバス停まで送迎します。
　預かり時間は９時００分～１７時です。この期間はお弁当持参になります。

・ 早朝保育はありません。

・ 延長保育を行わない日

●土曜日　●入園式　●卒園式　●修了式の当日　●幼稚園の振替休園日　●卒園児同窓会（７月下旬）
●お盆特別休暇中（８月１３日～１６日）　●年末年始特別休暇中（１２月２７日～１月５日）　●親子遠足　●夏祭り当日
●運動会当日（延期日も含む）　●お泊まり会当日とその翌日　●発表会当日　●クリスマス会当日とその前日
●卒園式前日

音更コース

幼稚園発 ・・・・・・・・・・17：00
　　↓
ひびきの会館 ・・・・・・17：15 ～17：20
　　↓
ローソン鈴蘭店 ・・・・17：35 ～ 17：40

帯広・芽室コース

幼稚園発 ・・・・・・・・・・17：00
　　↓
帯広信金柏林台支店 ・・・17：15 ～ 17：20
　　↓
芽室あいあい駐車場・・・17：40 ～ 17：45

午前保育後
４００円

一日保育後

午前　　９：００～１３：００

午後　１３：００～１７：００

1日
長期休業中

４００円

４００円

８００円

●料金　金額は下記表参照のこと

月極め料金は
ございませんが
上限を

１１,３００円とします。

料　金

保
育
を
受
け
る
と
こ
ろ
は
？
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●未就園児保育（こざるクラブ）
　当園では、就園前のお子様を対象にこざるクラブを行っています。内容は、やまざと幼稚園の玩具を使って遊んだり、
わらべ遊びを親子で行い遊びます。また、やまざと幼稚園の周りにある自然を使った戸外遊びなど、親子クラブ活動を楽
しんでいます。
　通年で、参加していただける方、当園の入園を考えていらっしゃる方を募集いたします。
　また、このクラブでは、親子活動が基本です。『お母さんと一緒』（もちろんお父さんも！）を心掛けています。

●目　的
・やまざとの自然の中で、のびのびと戸外活動を楽しみ、親子の信頼関係を深める。
・わらべ歌やわらべ遊びを通して、親子のコミュニケーションを深める。
・遊びを通して他人との関わりを穏やかな気持ちの中で培っていく。
・親子で製作を楽しんだり、玩具で遊ぶ。
・やまざとの自然の中で、のびのびと戸外活動を楽しむ。
・やまざと自慢の給食を親子で楽しもう。（7・8・9・10・11・2月）
・二月の二回ほど、戸外活動での母子分離保育を行い、親子ともに４月からの園生活をより安心して迎えられるようにする。

●募集人数
１歳児～親子で各日１０組程度　２歳児～親子で各日１２組程度
※２年保育入園を希望している３歳児も参加可能です。
※２歳児は月齢を考慮し、曜日を分けています。

●日　時
１歳児（R３.４.２生まれ以降の方）　（毎週月・金曜日のいずれか）　　　　　　午前１０時～１１時３０分
２歳児（R２.４.２～ R３.４.１）　　  （毎週火・水・木曜日のいずれか） 　  週１回　月４回の活動です。

●場　所
やまざと幼稚園　こざるクラブの部屋

●会　費
月額　３，３００円（消費税込み）
※10月と11月に暖房費として各月1,000 円を徴収します。

●活動内容
親子で散歩（草花遊び　戸外遊び）　玩具遊び　製作遊び
わらべあそび　絵本の読み聞かせ　給食体験　バス遠足などの行事
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子育てのための施設等利用給付認定について子育てのための施設等利用給付認定について

　令和元年１０月からの幼児教育 ・ 保育の無償化に合わせて、 新たに 「子育てのための施設等利用給付 （いわゆる新１
号認定、 新２ ・ ３号認定）」 が創設されました。
　これにより、私学助成幼稚園の利用料や、新制度移行幼稚園・認定こども園の預かり保育、一時預かり事業、病児保育、
認可外保育施設などの利用料が、 町から認定を受けた場合、 上限額まで無償化されます。
　なお、 認定を受けていない状態で利用した施設やサービスは無償化の対象となりません。 必ず、 事前に認定を受けて
ください。

※町内に私学助成幼稚園はありません。 帯広市にある私学助成幼稚園に通う場合は対象となります。
※本制度開始に伴い、 幼稚園就園奨励費制度は廃止となりました。

保育の必要性
１　就労時間が月４８時間以上である方
２　妊娠中、 出産後間がない方
　　※産前 （認定期間２か月） ・ 産後 （認定期間２か月）
３　疾病 ・ 障害を有する方
４　同居親族の看護が必要である方
５　災害復旧に当たる必要がある方
６　求職活動を継続的に行う方 （認定期間９０日）
７　通学している方
８　虐待 ・ 虐待のおそれがあると認められる方

施設等利用給付認定のお問合せは、 子育て支援課児童係まで
☎　６２−９７３３　FAX６２−０１２１　E-mail:k-jidou@memuro.net

※預かり保育とは、 幼稚園の教育時間終了後や、
土曜日、 振替休園日、 夏休み ・ 冬休みなどの
長期休み期間に子どもを幼稚園に預けることが
できるものです。 （在園児が対象。 保育時間や
料金は各園によって異なります。）

●無償化になる施設とサービス

３～５歳児
クラス

教育時間

〇
（月額上限 25,700 円）

住民税課税世帯
の満３歳児

（３歳になった日から最初の３月
３１日までにある子ども）

〇
（月額上限 25,700 円）

住民税非課税世帯
の満３歳児

（３歳になった日から最初の３月
３１日までにある子ども）

〇
（月額上限 25,700 円）

住民税非課税世帯
の０～２歳児クラス

預かり保育

　　　 〇　（※）
（月額上限 11,300 円）

×

　　　 〇　（※）
（月額上限 16,300 円）

預かり保育

　　　 〇　（※）
（月額上限 11,300 円）

×

　　　 〇　（※）
（月額上限 16,300 円）

私学助成幼稚園 新制度移行幼稚園・
認定子ども園（教育）

認可外保育施設・
一時預かり事業・

病児保育・ファミサポ等

　　　 〇　（※）
（月額上限 37,000 円）

　　　 〇　（※）
（月額上限 42,000 円）

（※） …保育の必要性がある場合に限ります。
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