
入園に際しまして、以下の事項をよくお読みいただいてご参加下さい。  

① 入園児の持ち物として次のものを入園式当時またはそれ以降早い目にお持ち下さい。（この持ち物につい

ては名前はいりません。昨年度より引き続き参加される子どもについても再度ご持参下さい） 

フェースタオル約 80×33（２枚、未使用に限る）、スーパーの袋（３枚）、トイレットペーパー（２ロール）、

石けん（１個）ぞうきん（２枚）、ティッシュペーパーの箱入り（2 箱）ポケットティッシュ（２個） 

② 毎日の持ち物として以下のものをお持ち下さい。 

（持ち物にはすべて名前を記入してください。記名がないとなくす原因になります。） 

お弁当、水筒（ひも付き お茶か水のみ）、おやつ（記名、袋またはｹｰｽ入り）、おしぼりタオル（個人個人

で手を拭いたりします）着替え（季節に応じた着替え特に下着、靴下）スーパーの袋、キラキラノート（ご

家庭との連絡帳）（必要に応じて、ハンカチ、ティッシュ） 

お弁当 幼児の食生活は心と体を育てるといわれます。子どもたちは、お母さんが作ってくれたお弁当を、

朝からとても楽しみにしています。また、入園当初は「食べられた」という達成感からはじめたることが子ど

もの自信につながりますので、お弁当の量や内容はおうちの方が子どもの状態に合わせて下さい。 

おやつ お弁当と同様、おやつも子どもたちの楽しみのひとつです。内容、量など親子で話し合ってご用意

下さい。おやつを一回の食事として消化吸収のよいもの、またスナック菓子等の内容も見直して下さい。 

③ 保育日と送迎時間及び保育料金  

●週 1 日または週 2 日の保育日です。保育曜日を選んで下さい。週２日以上はチケットを購入して下さい。 

●保育日は水木金です。年間計画による保育時間９時 30 分～14 時（14 時以降の保育は延長保育とします） 

●保育利用予定表を前月に渡しますので前月末に翌月予定表を提出して下さい。 

●提出後、変更の場合はメモ書きと口頭で連絡して下さい。 

④ 入園金  8,000 円（入園時支払い。傷害保険加入費・入園諸費用）ただし昨年度より引き続き参加す

る児童に関して、3,000 円の傷害保険加入費・入園諸費用として納金していただきます。 

⑤ 保育料（消費税、保育費、施設費、教材費を含む）  

●保育集金袋をわたします。集金金額が書いてます。保育料は学齢年齢になります。 

●保育料は帰りのお迎え時に持って来て下さい。（朝の送り時は集金できません） 

●週１日コース２才児月額１４，０００円 ３才児１３，０００円 ４才児以上１１，０００円 月４日基本 

●週２日コース２才児月額２７，０００円 ３才児２５，０００円 ４才児以上２１，０００円 月８日基本 

●4 月 7 月 12 月 3 月は週 1 コースしか選べません。 

●集金はお迎え時でお願いします。 

●早朝保育 8:30～9:30 から延長保育 14:00～15:00 迄  

（料金一時間 1,000 円、１５分単位の利用可 当日払いでお願いします。） 

※保育料はこちらから月末に納入袋をお渡ししますので、納入金額に従って月初めに納めてください。 

8 月分は入りません。 

※兄弟割引があります。2 人目から 20%引き

※お休みした場合振り替え保育ができます。 

 ただし兄弟同等の参加日の場合のみ適用させていただきます。 

※お休みの日から 1 カ月経過した場合は消滅となりますのでお気をつけ下さい。 

※4 月入会は 2 才半からの入会できますが途中入会は 3 才からとなります。※定員に空きが有る場合のみ 

⑥チケット保育 ●入会されて 3 ヶ月以内の場合や月極保育との併用としてご希望の保育参加日に使用でき

ます。                   1 

天気村 

保育ルーム

に連れてき

て下さい。 

保育ルームには 9:15 から入室できます。 

朝送り 9:30～ 

※早朝保育 8:30～9:30 迄（早朝延長料金一

時間８００円、１５分単位の利用可） 

お迎えは 13:30 からできます。 

帰りお迎え 14:00 

※延長保育 14:00～15:00 迄 

一時間８００円、１５分単位の利用可） 



チケット保育のみは入会後３ヶ月以内の使用です。それ以降は月極保育（週 1 日以上）になります。 

●有効期限があります。（２０２1 年４月～２０２2 年３月中） 

●３枚綴りチケットになっています。２歳児用 14,000 円（3 日分）3 歳児用 13,000 円（3 日分） 

4 歳児用 11,000 円（3 日分）チケット購入の場合は保育参加予定表の備考欄でお知らせ下さい。 

⑦親により送迎ができな場合はファミリーサポートセンターの送迎保育をご利用下さい。 

お問い合わせ：草津市ファミリー・サポート・センターＴＥＬ０７７－５６４－７８９５  

⑧休園日（月火土日祝祭日・夏休み・冬休み・春休み）※年間計画に準じます。 

※年間 90 日開園別紙年間計画参照。休園日については、一部変更する場合があります。 

⑨ 入会および登降園に関して 

●保育日は曜日変更、振り替え等による変動が多いため、毎月保育参加予定表を提出していただきます。 

●入会金納入後スポーツ安全保険に加入します。保育中に事故などについては、加入の保険適用範囲内での対

応をさせていただきます。 

●登園は、９時１５分以降でお願いします。9；15 以前は、早朝保育として早朝料金が発生します。 

●降園は 14 時です。1４時以降はこんぺいとう保育ルーム内・外周辺及び堤防周辺等は放課後デイサービス

開所ため、完全降園、全員帰着となりますのでご了承下さい。延長保育は保育ルームでの保育となります。 

●諸事情で迎えが遅れる場合は必ず連絡して下さい。 

●欠席の場合は必ず連絡して下さい。お休みの日から 1 カ月以上経過した振り替え保育日は消滅します。 

●保育参加時には緊急連絡先に連絡をいれる場合がありますので、保育中は必ず連絡がつく状態にして下さい。 

●園内駐車場を車で送迎の場合は安全運転、事故防止を徹底し、園児は親の管理下でお願いします。 

⑩ 伝染病に関すること・・・法定伝染病およびインフルエンザその他の伝染病（はしか、百日咳、結核、流 

行性結膜炎、手足口病、流行性耳下腺炎、水痘、とびひ等）にかかった時は、登園停止となります。 

期間は感染の恐れがなく、集団生活が可能なまで回復したと主治医が診断

保育スタッフによる投薬、医療行為はできません。 

するまでです。 

⑪健康・生活に気をつけていただきたいこと 

● 朝食は必ず摂り、登園前にできるだけ排便を済ませましょう。 

● 衣服・帽子は決められたものはありませんが、特にトイレトレーニング中はゴム式のズボンをはかせて

下さい。 

● 登園時の靴は履き慣れた運動靴

● 帽子の着用は夏や暑い日は熱中症予防のため必ず着用して下さい。 

で参加して下さい。（夏期も運動靴で登園、サンダル不可） 

● すべての持ち物に名前を書いて下さい。記名していない場合はこちらで書かせていただく場合がありま

すのでご了承下さい。 

⑫その他 ●入園式は入園を希望された方にお知らせします。日程は未定です。 

● ４月中は週１日の参加になります。週１日以上はチケット保育をご利用下さい。 

● 

● 天気村保育ルームへへの登園時間９：15 から帰りのお迎え 13：15 からです。 

4 月中はならし保育になります。お迎えは 13：15 から 13：30 までにお願いします。 

● 持ち物はお弁当、水筒（ひも付き）おやつ、おしぼりタオル、着替え（パンツ靴下シャツズボン等）、

必要に応じて替えオムツ）スーパ－の袋など 

 

 
 
 
 

                        ２ 

保育中の連絡・電話及び欠席・変更等の連絡は必ず事務局に連絡して下さい。 

事務局電話 ０７７－５６４－７８６８    ＦＡＸ０７７－５６４－７９１８ 

やむを得ず緊急連絡をする場合は緊急連絡先をご利用下さい。 

緊急の場合のみ ０９０－１９０４－７４８４（山田）） 



2０21 年度こんぺいとう自然保育園保育Ｑ＆A 
*****保育説明会でよくでる質問について**** 

●規模は？ 

Q:現在何人くらいの児童数でやっておられるのですか？ 

A:2021 年２月現在、登録園児数は 22 名です。（2/１現在)1 日の参加人数は 10～15 名程度です。 

●途中入園やブランク 

Q:月極保育は年度の途中からでもお願いできるのでしょうか？また保育料の変更は誕生月か学齢年か？  

A: 入会は年度の途中からでも可能です年度途中の入園は 3 才になってからでお願いしています。但し欠員があ

る場合です。 

A:保育料は学齢年齢になります。保育集金袋にて集金します。 

●入園の時期 

Q: 4 月で 2 才 6 ヶ月になっていないと入園できないのか？ 

A:  年度途中の入園は 3 才になってからでお願いしています。2 才 6 ヶ月以下の場合はご相談ください。 

●曜日や回数の変更 

Q:「曜日の変更は、月の途中からは出来ません」ということですが、月ごとであれば、回数曜日は変えられるの

でしょうか？ 

A：前月に当月の保育請求袋と次月の保育参加予定表を記入して提出していただきます。保育請求に従っておし

ら杯下さい。保育参加回数の変更も保育参加予定表で確認させていただきます。 

●排泄のこと 

Q: 現在は紙オムツを使用しています。トレーニングは夏から始める予定なので、それまでは先生にの方にオム

ツ替えをしてもらえるのか？ 

A:オムツでの参加も可能です。替えのオムツ、または着替えを充分に用意して下さい。トレーニング中でしたら

申し出て下さい。時間を決めてトイレにつれていくようにしています。 

●チケット保育 

Q :チケットの使い方と他人に譲ったり譲られたりできますか？ 

A: できます。チケット保育は入会されて間もない場合や月極保育との併用としてご希望の保育参加日に使用でき

ます。チケット保育のみは入会後３ヶ月以内の使用になり、それ以降は月極保育に移行して下さい。 

Q:チケット制保育の場合、希望の保育日はいつくらい前までに伝えればよいですか？ 

A:前日までにはご連絡下さい。欠席や変更の場合は当日でもかまいません。 

●保育日の振り替え 

Q: 欠席による振り替えはできますか？  

A:できます。原則 1 カ月以内の振り替え保育日でお願いします。 1 ヶ月を超えての振り替え保育は、無効とな

りますので注意して下さい。 

●親も一緒に 

Q :親も一緒に１日体験できますか？ 

A:野外保育の参加（参観）はできませんが、学期に１回程度“親子バス遠足”を開催しています。普段の野外保

育でいっているところを親子バスで参加できます。 

A:天気村ホームページのこんぺいとうブログ等で保育の様子をお知らせします。 

●保育内容について 

Q 冬の野外活動はどんなことをされますか？  

Q 保育ルームでの保育内容は？ Q 雨天の過ごし方を教えて下さい。 
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A:雨天でも雪の日もバスが運行できる場合は、基本的にバスで出かけます。その場合屋内施設例えば琵琶湖博物

館や県立の施設を利用します。保育ルームの過ごし方は、おもちゃで遊んだり季節に応じたプログラムを行います。。 

Q:親と離れて過ごしたことがないので心配です。 

A:たぶんこんぺいとう保育園にこられるのが、子どもにとって始めての親と離れて過ごす経験と思います。こち

らは泣かれるのは当たり前と思っていますのでご安心下さい。また遊ぶことが楽しくなると段々と笑顔も出てきま

すし、慣れることが一番です。 

Q:保育中のけがや事故の対応はどうなっているのですか？ 

Q 小さなケガ等は遊びの中ではつきものですが、今までに何か事故や大ケガといったアクシデントは起きていま

せんか？ 

Q 木の棒等でも自由に遊ばせるとのことですが、よく長い棒で友達と戦いごっこする事もあります。友達にケガ

をさせないように、先生がきちんと見ていただけるのでしょうか？ 

A:子どもは小さなケガをくり返し体験して、大きなケガを防ぐ力をつけてあげたいと思います。大きなケガに対

しては、保育園児及び保育スタッフ全員傷害保険に加入していまし、入院または通院については傷害保険の適用範

囲で対応させていただきます。 

●お弁当・おやつについて 

Q:アレルギーをもっていますがおやつの時など交換する場合はありますか。 

A:原則おやつの交換は禁止です。保育中もスタッフかた子どもたちに伝えていますが、親から交換しないように

言い伝えて下さい。また、どの物質や食品に対してアレルギーがあるのか、子どもの状態をスタッフ側にもお伝え

下さい。 

●体験参加について 

Q 体験入園はいつでも受け付けてもらえるのですか？ 

Q10 月頃の入園を考えているのですが可能でしょうか？ その場合、保育体験やならし保育もしていただける

のでしょうか？                   

A 年度途中の入園は欠員がある場合のみ受け付けます。欠員があり、3 才以上であれば体験参加または入会し

ていただけます。ただし年度途中の 3 才未満である場合はおことわりしています。 

●その他 

Q:保育スタッフは全員有資格ですか？ 

A:県の指導により保育士の有資格者の定員は満たしています。他は保育士または教員資格者等です。 

Q:体調の微妙な時（悪くはないけど外で遊ぶ元気のないときなど）施設内保育に切り替えはできませんか？ 

例えばかぜ気味やぜん息がでそうな場合。 

早朝保育と延長保育は何時まで可能ですか？ 

A:こんぺいとう自然保育園は野外保育が主体ですので、体調がすぐれないときやなんとなく元気がないときはお

休みしていただき、ご遠慮なく振り替え保育をご利用下さい。 

早朝は 9：00 から、延長の場合は１５：００までです。（別途料金） 

●入園に際しての注意事項 

【１】キラキラノートについて 

②  キラキラノートをお渡ししますので、朝の様子を必ず記入の上、提出して下さい。 

② キラキラノートは保育スタッフからの連絡も記入をします。保育の様子は保育中心に考えていますので天気村 

【２】持ち物について 

① すべての持ち物には必ず名前を書いてください。もし、記入がない場合は園で記入する場合がありますのでご

了承下さい。 

② 汚れ物等（汚物も含め）感染症予防のためそのまま持ち帰りますのでご了承下さい。 
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子育ちブログ 


