
平成 30 年度「若杉幼稚園預かり保育実施要項」 

 

1. 実施日 

(1) 土曜日・日曜日・祝日・年末年始・お盆休みを除く日。 

(2) その月の実施日等は、預かり保育だよりでお知らせします。 

2. 実施時間 

早朝預かり保育(保育実施日のみ) 8 時 00 分～ 8 時 30 分 

平常預かり保育 
平常保育 14 時 00 分～18 時 00 分 

半日保育 11 時 30 分～18 時 00 分 

春季、夏季、冬季休業日預かり 8 時 00 分～18 時 00 分 

 

3. 預かり保育料 

＜随時預かりコース＞  

預かり保育全実施日の 8 時～18 時の時間帯内(保育実施日は保育終了後から) 

(1) 保育実施日 初回 1 時間 300 円 以降 1 時間ごと 200 円 

(2) 休園日 初回 1 時間 300 円 以降 1 時間ごと 200 円 

※ 預かり保育時間は、1 時間単位の申し込みになります。30 分不可  

＜A コース＞ 

 早朝預かり保育(保育実施日のみ)  

 利用時間帯に関係なく 1 回に付き 300 円 

＜B コース＞ 

 常時早朝預かり保育(保育実施日のみ) 

 月額 2,500 円 

＜C コース＞ 

 休園日 1 日預かり保育 

 1 日プラン 1,500 円(8 時～18 時) 

 



＜D コース＞  

 平常預かり保育(2 月・5 月・6 月・9 月・10 月・11 月) 

 

 

 

 

 

 

 

 ※D2～D4 コースは、おやつ代も含みます。 

＜E コース＞  

 春季・冬季休業日預かり保育(1 月・3 月・4 月・7 月・12 月) 

 

 

 

 

 

 

 

 ※E2～E4 コースは、おやつ代も含みます。 

＜F コース＞  

 夏季休業日預かり保育(8 月) 

 

 

 

 

 ※F2～F4 コースは、おやつ代も含みます。 

 

D1 コース 15 時まで常時預かり 月額 3,000 円 

D1早コース 15 時まで常時預かり+常時早朝預かり 月額 4,500 円 

D2 コース 16 時まで常時預かり 月額 5,000 円 

D2早コース 16 時まで常時預かり+常時早朝預かり 月額 6,500 円 

D3 コース 17 時まで常時預かり 月額 7,500 円 

D3早コース 17 時まで常時預かり+常時早朝預かり 月額 9,000 円 

D4 コース 18 時まで常時預かり 月額 10,000 円 

D4早コース 18 時まで常時預かり+常時早朝預かり 月額 11,000 円 

E1 コース 15 時まで常時預かり 月額 5,500 円 

E1 早コース 15 時まで常時預かり+常時早朝預かり 月額 7,000 円 

E2 コース 16 時まで常時預かり 月額 7,500 円 

E2 早コース 16 時まで常時預かり+常時早朝預かり 月額 9,000 円 

E3 コース 17 時まで常時預かり 月額 9,500 円 

E3 早コース 17 時まで常時預かり+常時早朝預かり 月額 11,000 円 

E4 コース 18 時まで常時預かり 月額 11,500 円 

E4 早コース 18 時まで常時預かり+常時早朝預かり 月額 13,000 円 

F1 早コース 8 時から 15 時まで常時預かり 月額 9,000 円 

F2 早コース 8 時から 16 時まで常時預かり 月額 10,000 円 

F3 早コース 8 時から 17 時まで常時預かり 月額 12,000 円 

F4 早コース 8 時から 18 時まで常時預かり 月額 14,000 円 



4. 18 時以降の預かり保育料 

(1) 18 時 00 分～18 時 05 分まで 500 円 

(2) 18 時 05 分以降は 5 分単位で 100 円 

 

5. お迎え遅れの預かり保育料 

(1) 10 分以上のお迎え遅れは、1 時間延長分の預かり保育料(200 円)をいただきます。 

 

6. 利用方法 

(1) 随時預かり保育コース利用者は、随時預かり保育申込書に預かり月日、時間、金額、組、

園児名を記入し、保育料を添えて当日の朝までに、バス・車・門の職員に直接提出してく

ださい。また、行き違いを防ぐため、預かり実施内容を連絡帳にて担任までお知らせくだ

さい。緊急の場合は、電話での申し込みも可能です。 

(2) 常時預かり保育コース利用者は、常時預かり保育申込書に利用月、希望するコース名、金

額、組、園児名を記入し、一週間前までに、月額預かり保育料を添えて提出してください。 

(3) 早朝預かり保育利用者は、随時預かりコース申込書をご利用ください。 

(4) 随時(常時)預かり保育申込書は、お手持ちの封筒の表側に申込書を貼付して提出してくだ

さい。また、申込書がなくなった時は、担任までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

7. その他 

(1) 保育は、当園の本務教員及び預かり保育専任教諭が行います。 

(2) 帰りの通園バスは、運行しません。 

(3) 半日保育及び休園日は、お弁当と水筒を持参させてください。 

(4) 返金のないよう、申込時間どおりにお迎えに来てください。 

(5) 常に連絡が取れる状態にしておいてください。 

(6) 台風、積雪等の時は、預かり園児の安全確保のため、休園する場合があります。 

封筒 

４  20   14  00    16  00 

500 

 

いちご      若杉 太郎 

封筒 

いちご      若杉 太郎 

４        E2 早 

9,000 

〔随時預かり申込書記入例〕 〔常時預かり申込書記入例〕 

記入箇所 


