
壬生町の教育･保育施設

令 和 ３ 年 度

壬 生 町 こ ど も 未 来 課

入　所　案　内



子ども・子育て支援新制度

～すべての子どもたちがすこやかに成長していくために～
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令和２年度壬生町利用者負担額

利用者負担額（保育料）について

よくある質問（Ｑ＆Ａ）

各施設紹介

メリーランド保育園

やすづか幼稚園

くにや幼稚園

おもちゃのまち幼稚園

たちばな幼稚園

　子ども・子育て関連３法の制定に基づき、幼児期の学校教育や
保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく「子
ども･子育て支援新制度」が、平成２７年４月に本格スタートし
ました。
　壬生町では、平成２８年１月に小規模保育施設1箇所、平成２
９年４月に認定こども園３箇所、平成３１年４月に統廃合により
保育所１箇所の拡充をいたしました。今後も、教育・保育や子育
て支援の選択肢を増やし、量の拡充を図っていきます。

ステラ獨協前保育園

森の子保育園

ありんこ保育園

壬生寺保育園・壬生寺第二保育園

壬生町立とおりまち保育園

認定について

入所の申込みについて

壬生町の教育・保育施設一覧
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≪認定について≫
保育所や幼稚園、認定こども園などの入所を希望する場合は、壬生町から認定を受
ける必要があります。

●認定って？
　  認定は以下の3種類に区分されます。

　　１号認定　教育標準時間認定

　　　お子さんが満３歳以上で、教育を希望される場合

　　２号認定　満３歳以上・保育認定

　　　お子さんが満３歳以上で、「保育を必要とする事由」に該当し、
　　　保育所・認定こども園等での教育・保育を希望される場合

　　３号認定　満３歳未満・保育認定

　　　お子さんが0・1・2歳で、「保育を必要とする事由」に該当し、
　　　保育所・認定こども園等での教育・保育を希望される場合

●保育認定(2・3号認定)の「保育を必要とする事由」って？
　  保護者のいずれもが以下のいずれかに該当していれば、保育認定を受けられます。

    １．保護者が月に６４時間以上労働することを常態としていること。

　　　　　　　　　　　　(例：1日4時間かつ週4日以上)

    ２．妊娠中であるか又は出産後間もないこと。

        （認定期間は産前は６週間、産後は８週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで）

    ３．病気や怪我または心身に障がいがあること。

    ４．同居の親族（長期間入院等をしている親族を含む。）を常時介護又は看護していること。

    ５．震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

　 ６．求職活動（起業の準備を含む。）を継続的に行っていること。

　     （認定期間は入園日から９０日を経過する日が属する月の末日まで）

    ７．就学（職業訓練学校等における職業訓練を含む）していること。

    ８．育児休業をする場合で、育児休業に係る子ども以外の兄弟が保育園を利用しており、
           育児休業の間に保育園を引き続き利用することが必要である場合。

　　  （認定期間は育児休業に係る子どもの生後１年を経過する日が属する年度の末日まで）

●保育認定(2・3号認定)になったら・・
　　保育を必要とする事由や保護者の就労時間等に応じ、町が基準に基づき、次の
　　どちらかの保育の必要量に決定します。

　ａ　「保育標準時間」認定・・フルタイム就労を想定（最長１１時間）

　ｂ　「保育短時間」認定・・パートタイム就労を想定（最長８時間）

　　～保育必要量決定の基準《就労の場合》～　　

●月120時間以上就労している場合

　「保育標準時間」認定…７：00～18：00または7：30～18：30の間で最長11時間

●月64時間から月120時間未満で就労している場合

　「保育短時間」認定…8：30～16：30の間で最長8時間

　※ 上記の時間を超えて保育が必要な場合は、延長保育となります。延長保育の実施時間・料金は
　園により異なります。

　※ 認定は在職証明書などをもとに町が決定します。
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【２号・３号認定を受けた場合に通常保育として利用できる時間】

●月120時間以上就労している場合

保育標準時間利用・・・最大11時間（例：７：00～18：00）
●月64時間以上、120時間未満で就労している場合

保育短時間利用・・・最大8時間（例：8：30～16：30）

申込みできる施設

両親ともに働いてい
るまたはひとり親家

庭

申込みできる施設

６４時間未満

とおりまち保育園
壬生寺保育園
ありんこ保育園
森の子保育園
ステラ獨協前保育園
壬生寺第二保育園
おもちゃのまち幼稚園
くにや幼稚園
やすづか幼稚園
メリーランド保育園

※町外の園を利用する
場合も、認定が必要で
す。

子育て支援センター
児童館
ファミリーサポートセンター
児童家庭支援センター
子育て支援グループ
未就園児親子教室
一時預かり（一般型）
ショートステイ
なかよし相談
おっぱい相談
利用者支援事業
など

とおりまち保育園
壬生寺保育園
ありんこ保育園
森の子保育園
ステラ獨協前保育園
壬生寺第二保育園
おもちゃのまち幼稚園
くにや幼稚園
やすづか幼稚園
メリーランド保育園
森の子保育園おひさま
（1歳まで）

※町外の園を利用する
場合も、認定が必要で
す。

たちばな幼稚園
おもちゃのまち幼稚園
くにや幼稚園
やすづか幼稚園
メリーランド保育園

※町外の幼稚園を利用
する場合も、認定が必要
です。（新制度に移行を
していない幼稚園の場合
は、必要ありません）

３号認定

今までの幼稚園と同
じように利用できま
す。14時（基本の教育
時間）以降の一時預
かりも可能です。

申込みできる施設

６４時間未満

選択できます

２号認定

就労時間に合わせ
て、夕方までの保育
を受けられます。
※月の就労時間により
預けられる時間が異な
ります

１号認定

あなたの認定区分は？申込みできる壬生町の施設は？

両親ともに働いてい
るまたはひとり親家庭

両親のどちらか一方
のみが働いている

ひと月の就労時間

就労時間に合わせ
て、夕方までの保育
を受けられます。
※月の就労時間により
預けられる時間が異なり
ます

就労を理由に認定を申請する場合・・・

両親のどちらか一方の
みが働いている

ひと月の就労時間

６４時間以上６４時間以上

認定はできません。
認定がなくても
利用可能な施設や
子育て支援をご活用
ください。詳しくは、こ
ども未来課までお気
軽にご相談ください。

お子さんの年齢は？

０～２歳 ３～５歳

働き方は？ 働き方は？
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≪入所の申込みについて≫

希望する認定区分によって入園までの流れ、提出書類が異なります。

※ ３歳のお誕生日を迎えている方
※ 壬生町に住所がある方

～入園までの流れ～

★１号認定の申込みはすべて、施設を通しての手続きになります。

～１号認定の場合の提出書類～

①入所申込書　兼　施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書
　→壬生町の指定の書類です。

②令和２年度住民税決定証明書等（住民税額・所得額・控除額の記載があるもの）

　→令和２年１月１日時点で壬生町に住所がなかった方のみ必要になります。

　　１月１日時点の住所地の市区役所・町村役場などで発行できます。

※①②の他に、施設ごとに指定の提出書類がある場合もあります。必ず希望する施設で書類を

　受け取ってください。また、提出も各施設にしてください。
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入園

９月～
入所を希望する施設に行き、直接申込み書類や案内など
を受け取ります。

９月１日～
随時受付

入所を希望する施設に書類を提出します。

施設から入所の内定を受けます。
町による入所選考・内定通知などはありません。

随時

４月初旬・支給認定証交付
・利用者負担額
　(保育料)の決定

「支給認定証」、４月～８月分の「利用者負担額決定通
知」を施設を通してお渡しします。

※支給認定証の交付は、提出から３０日以内に交付すること
になっていますが、事務処理の関係でこの時期に交付いたし
ます。
※９月～翌年3月分までの利用者負担額は９月にお知らせし
ます。

入所までに
各施設にて実施します。
詳細は、各施設にお問い合わせください。

書類配布

支給認定申請
入所申込

入所の内定

１日入園



～入園までの流れ～
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２月～３月
入所内定した施設にて実施します。
詳細は、各施設にお問い合わせください。

入園

書類配布
８月中旬頃

から
町こども未来課または各保育所・認定こども園等にて、
案内や申込書類を受け取ります。

支給認定申請
入所申込

受付期間

８/24～9/18

期間内に第一希望施設（私立保育所のみ町こども未来
課も可）に申込書類を提出します。
 ※先着順ではありません。
 ※現在妊娠中の場合、令和３年度中に復職する方は申込可能
です。

受付期間以降は町こども未来課でのみ随時受付します
が、
入所可能な枠のみのご案内となります。

面接 10月
お子さんと一緒に来ていただき、役場または公立保育所
にて面接をします。提出いただいた書類の内容等につい
てお伺いします。

利用調整（選考） １１月～１月

基準に基づき、保育の必要性の高い順から入所先を決定
します。希望者多数の場合、希望する施設にご案内でき
ないことがあります。また、希望される月にご案内でき
ず、お待ちいただく場合もあります。事前に複数の施設
をご検討ください。

入所内定
支給認定証の交付

１～２月

入所内定通知をお送りします。
併せて、支給認定証を交付いたします。
 ※支給認定証の交付は、提出から３０日以内に交付すること
になっていますが、事務処理の関係で内定通知と併せてお送
りいたします。

入所承諾通知書

「利用者負担決定通知書」を施設を通してお渡ししま
す。
　※8月までの利用者負担額（保育料）が記載されていま
す。９月以降は金額が変わる可能性があります。

１日入園等

３歳未満のお子さんについては、慣らし保育がありま
す。入園から一定期間、生活に慣れるまで通常よりも短
い時間での保育となります。

４月初旬以降



～２号・３号認定の場合の提出書類～

①入所申込書　兼　施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書

　→できる限り複数の希望施設をご記入ください。

②保育を必要とする状況を証明する書類

④令和２年度住民税決定証明書等（住民税額・所得額・控除額の記載があるもの）

　→令和２年１月１日時点で壬生町に住所がなかった方のみ必要になります。

　　１月１日時点の住所地の市区役所・町村役場などで発行できます。

※申込書類の受け取りは施設でも役場でもできます。

※提出先は以下の通りです。

　・第一希望が公立保育所･･･施設へ提出

　・第一希望が私立保育所･･･施設または町へ提出

　・第一希望が認定こども園･･･施設へ提出

　㊟住所が町外の方は壬生町に直接申込むことはできません。

　　　お住まいの自治体にご提出ください。
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妊娠・出産

保護者の疾病・障害
「申立書」
「医師の診断書（保育が困難なことがわかるもの）・障害者手帳・療育手
帳等の写し」

同居家族の介護
・看護

「申立書」
「医師の診断書（保育が困難なことがわかるもの）・障害者手帳・療育手
帳等の写し」

　→父・母および同居の祖父母（入園予定日時点で６５歳未満の場合のみ）の
　　書類が必要です。

③家庭状況調査票
　（裏面：お子様の健康や発育について）

保育を
必要とする事由

必要な書類

求職活動
「申立書」
「ハローワークカード等の写し」
　※求職活動をしていることがわかるもの

就学

就労

お勤めの方：「在職証明書」勤務先で記入・証明（社判押印）を受けて
　　　　　　ください。
産休・育休中の方：「在職証明書」勤務先で記入・証明（社判押印）を
　　　　　　　　　受けてください。要育休期間・復職日等。
自営業・農業の方：「在職証明書（兼就労申立書）」

「申立書」
「学生証（在学証明書）のコピー、受講の証明ができるもの」
「カリキュラム等受講状況がわかるもの」

「申立書」
「母子手帳（表紙・分娩予定日記載ページ）の写し」
　※表紙と分娩予定を記載したページの写しを提出してください。



≪利用者負担額（保育料）について≫

〔基準〕 ⇒ 前年度分の町民税所得割課税額

⇒ 当該年度分の町民税所得割課税額

（毎年国の改定があるため、令和３年度も現在の表から変更になる可能性があります。）

　お子さん１人あたりの保育にかかる経費は、国・県・町の負担と保護者の方に
納めていただく保育料で賄っています。
　保育料は、原則として入園児童の保護者の税額に応じて計算されます。

☆認定区分や保護者の所得（町民税所得割課税額等）に応じて、壬生
町が利用者負担額（保育料）を決定します。⇒　ｐ.8

９月

　　※兄弟で通園する施設が異なる（認定区分が異なる）場合も、兄・姉の数え方は同じです。

　※父母ともに非課税の場合は、同居の祖父母（世帯の同異は問わない）の
　　課税額を算定の対象とします。
　※父・母の収入が100万円未満である場合は、同居の祖父母（世帯の同異
　　は問わない）若しくは同居の世帯員の課税額を算定の対象とします。

４月～８月分の保育料

９月分からの保育料

●父・母それぞれに課税がある場合は、2人分の課税額を合算して算定します。

●兄・姉がいる場合、基本的に最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目
　以降は無料となります。（詳細はｐ.８参照）

●施設によって、基本となる保育料のほかに、バス代などの実費負担や各施設
　が独自に質の向上を図る上で必要となる追加の負担額が生じる場合がありま
　す。事前に見学を行い、確認の上、お申込みください。
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【全世帯】

基準

生活保護

非課税または所得割額非課税

４８，５００円以下

４８，５０１円以上７７，１００円以下

７７，１０１円以上２１１，２００円以下

２１１，２０１円以上

　　　　　　　　
【一般世帯】

標準 短時間 標準 短時間 標準 短時間

生活保護 0 0

非課税 0 0

４８，６００円未満 12,300 12,000

a ４８，６００円～５７，６９９円

b ５７，７００円～７７，１００円

７７，１０１円～９６，９９９円 20,100 19,700

９７，０００円～１６８，９９９円 28,600 28,100

１６９，０００円～３００，９９９円 37,000 36,300

３０１，０００円以上 57,600 56,600

※町民税所得割額が５７，６９９円以下の世帯(第４階層のaまで)の場合、第何子かを決定する際に、算定対象と

　 なる子どもの年齢制限を撤廃した上で、第２子を半額とする。

※町民税所得割額が５７，７００円以上の世帯（第４階層のbから）については、 小学校就学前の範囲の中で、最

　 年長の子どもから数えて２人目は半額とする。

　 また、上記階層は問わず第３子以降については無償とする。

【ひとり親世帯、在宅障害者のいる世帯】

標準 短時間 標準 短時間 標準 短時間

生活保護 0 0

非課税 0 0

４８，６００円未満 5,500 5,000

４８，６００円～７７，１００円 5,500 5,000

７７，１０１円～９６，９９９円 20,100 19,700

９７，０００円～１６８，９９９円 28,600 28,100

１６９，０００円～３００，９９９円 37,000 36,300

３０１，０００円以上 57,600 56,600

※第３階層、第４階層の世帯の場合、第何子かを決定する際に算定対象となる子どもの年齢制限を撤廃した上

　 で、第２子以降を無償とする。

※第５階層以上の世帯については、小学校就学前の範囲の中で最年長の子どもから順に２人目は半額とする。

　 また、第３子以降については無償とする。

第７階層

３歳児未満 ３歳児

３歳児未満 ３歳児

第１階層

第６階層

第４階層

第８階層

19,700 0
（令和元年１０月より無償）

第２階層

基準

第１階層

第２階層

第３階層

第４階層

第５階層

第５階層

第６階層

４歳児以上

第１階層

0
（令和元年１０月より無償）

第２階層

第３階層

第８階層

利用者負担額

0
（令和元年１０月より

無償）

基準

≪令和２年度壬生町利用者負担額教育認定（１号認定）≫

≪令和２年度壬生町利用者負担額保育認定（２号・３号認定）≫

第５階層

第６階層

第７階層

第３階層

第４階層 20,100

４歳児以上
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【対象者・利用料】

○ 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する３歳児から５歳児
までの全ての子供たちの利用料は無償となります。

○ ０歳児から２歳児までの子供たちについては、住民税非課税世
帯を対象として利用料が無償となります。

（注）同居の祖父母（世帯の同異は問わない）も住民税非課税世帯である必要があります。

● さらに、子供が２人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所
等を利用する最年長の子供を第１子とカウントして、０歳から２歳までの第２子は半額、
第３子以降は無償となります。

（注）第４階層以下の世帯については、第１子の年齢は問いません。

【対象となる施設・事業】

○ 幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導
型保育事業（標準的な利用料）も同様に無償化の対象とされます。

（注）地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。

３歳児から５歳児までの幼稚園、保育所、認定こども園

などを利用する子供たちの利用料は、2019年10月１日

より無償となっております。

保育料無償化について

● 幼稚園については、月額上限2.57万円です。

● 無償化の期間は、満３歳になった後の４月１日から小学校入学前までの３年間です。

（注）幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満３歳から無償。

● 通園送迎費、食材料費、行事費などは、保護者の負担になります。
ただし、利用者負担の階層区分が第４階層以下の子供たちと、全ての世帯の第３子以
降の子供たちについては、副食（おかず・おやつ等）の費用が免除されます。

● 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園（町内にはありません）については、
無償化となるための認定や市町村によって償還払いの手続きが必要な場合があります。

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子供たち

９



【対象者・利用料】

○ 無償化の対象となるためには、お住いの市町村から「施設等利
用給付認定（保育の必要性の認定）」を受ける必要があります。

（注）原則、通われている幼稚園を経由しての申請となります。「保育の必要性の認定」の要件については、
就労（月６４時間以上勤務を常態としていること）等の要件（認可保育所の利用と同等の要件）があります。

○ 上記認定を受けた方は、幼稚園の利用に加え、利用日数に応じ
て、最大月額1.13万円 までの範囲で預かり保育の利用料が無償
化されます。

幼稚園の預かり保育を利用する子供たち

認可外保育施設等を利用する子供たち

【対象者・利用料】

○ 無償化の対象となるためには、お住いの市町村から「施設等利
用給付認定（保育の必要性の認定）」を受ける必要があります。

（注１）保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。

（注２）「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件（認可保育所の利用と同等の要件）
があります。

○ ３歳児から５歳児までの子供たちは月額3.7万円まで、０歳児か
ら２歳児までの住民税非課税世帯の子供たちは月額4.2万円までの
利用料が無償となります。

（注）同居の祖父母（世帯の同異は問わない）も住民税非課税世帯である必要があります。

【対象となる施設・事業】

○ 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、
ファミリー・サポート・センター事業が対象です。

（注１）認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、
認可外の事業所内保育等を指します。

◎問い合わせ先 壬生町民生部こども未来課 ☎０２８２－８１－１８３１

10



5歳児

4歳児

3歳児

2歳児

1歳児

0歳児
短時間認定

標準時間認定

短時間認定

標準時間認定

＜特別な保育内容について＞

●延長保育（入所している児童が対象です）

●一時預かり保育<一般型>

●病児・病後児保育
☆入所していない児童も対象の事業

　○病児保育
　　病気の回復期に至らない場合で当面の症状の急変が認められない場合
　実施場所：済生会宇都宮病院（西側） 病児保育施設「おはなほいくえん」（℡　028－678－6900)
　利用料：１日2,500円（町民税非課税世帯は500円）

　○病後児保育
　　病気の回復期で集団保育が困難な場合
　実施場所：ステラ獨協前保育園内病後児専用室（℡　0282－85－1010）
　利用料：１日2,000円（町民税非課税世帯は500円）

☆入所中の児童のみ対象の事業
　○体調不良児保育
　　保育中に微熱を出すなど、体調不良となった場合に、保護者が迎えにくるまで看護師が対応します。
　実施園：メリーランド保育園、森の子保育園

　専業主婦家庭等の育児疲れの解消や保護者の急病、入院等に伴い、一時的に保育が必要になった就
学前児童を保育園で保育する「一時預かり」を実施しています。直接実施している園にお申込みください。

　就労等の都合により家庭で保育できない場合に、お預かりします。利用には、利用申請書と医療機関の診断
情報提供書が必要です。書類は、施設または町公式ウェブサイトにあります。直接施設にお申込みください。

　就労や急な用事等のために通常保育時間内では送り迎えが困難な場合に、時間を延長して保育する
「延長保育」を実施しています。利用料金は保育園によって異なりますので、各園にお問い合わせください。

●7：00～7：30  100円
●7：30～8：30　100円

　 ●16：30～18：00　200円
　※上限額　1,000円/月

月額登録　2,500円

給食費 ・２号…4,500円（ご飯は持参）　　・３号…0円

延長保育

短時間認定

標準時間認定
18：00～19：00

1回250円※上限額　2,500円/月

土曜保育

施設名

施設区分

8：30～16：30

8：30～16：30

公立保育所

通町16-9

82-0330

90名

9

7：00～18：00

通常保育

1

とおりまち保育園

－

7：00～18：00

3

1

≪壬生町の教育・保育施設一覧≫

住所

電話

定員

３年度
募集
人数

1
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壬生寺保育園 ありんこ保育園 森の子保育園
森の子保育園

おひさま
ステラ獨協前

保育園
壬生寺第二

保育園

私立保育所 私立保育所 私立保育所
小規模

保育施設 私立保育所 私立保育所

大師町53-15 壬生丁75-14 安塚39-1
おもちゃのまち

2-12-11 北小林1075-12 北小林468番地

82-0811 82-3137 85-1010 21-7858

140名 130名 143名 9名 170名 90名

５歳児 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

４歳児 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

３歳児 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

２歳児 - 8 - ‐ -

１歳児 10 10 5 2 ‐ 3

０歳児 15 10 23 4 25 10

短時間
認定

標準時間
認定

短時間
認定

標準時間
認定

7：30～17：00 7:00～17：00 7：00～18：00
（行事の場合休園あり）

7：30～17：00

おやつ
代

込み 込み 込み 込み

平日

３歳児未満
　3,000円/日
３歳児以上
　2,500円/日
全年齢
　1,500円/４時間

０歳児
　2,700円/日
１歳児
　2,500円/日
２歳児
　2,000円/日
３歳～５歳児
　1,500円/日

なし

３歳児未満
　3,000円/日
３歳児以上
　2,500円/日
全年齢
　1,500円/４時間

土日
祝日

実施なし 実施なし 実施なし 実施なし

あり なし
体操着のみ
（2歳児以上）

なし
スモックのみ
（2歳児以上）

検討中

・２号…7,500円
・３号…0円

・２号…7,000円
・３号…0円

・２号…7,000円
・３号…0円

・３号･･･0円
・２号…6,500円
・３号…0円

・２号…7,500円
・３号…0円

あり なし あり
あり（森の子保育
園で実施）

なし あり

85－0301

●18：00～19：00
   300円/15分
　 ３歳児未満
　　4,000円/月
　 ３歳児以上
　　3,000円/月

●7：00～8：30
●16：30～19：00
　 300円/15分
　 ３歳児未満
　　4,000円/月
　 ３歳児以上
　　3,000円/月

●7：00～8：30
●16：30～18：00
　 200円/１回

標準時間
認定

●18：00～19：00
   350円/１回
   3,000円/月
●19：00～20：00
   550円/１回
   5,000円/月

●18：00～19：00
   300円/15分
   2,500円/月

●18：00～19：00
   200円/30分
　 3,000円/月
●19：00～20：00
   400円/30分
●18：00～20：00
   8,000円/月

8：00～17：30
（森の子保育園で実施）

短時間
認定

定員

●18：00～19：00
   300円/15分
　 ３歳児未満
　　4,000円/月
　 ３歳児以上
　　3,000円/月

8：30～16：30

7：00～18：00

8：30～16：30

通常
保育

施設名

施設区分

住所

電話

３年度募
集人数

●8:30～16:30
　３歳児未満
　　3,000円/日
　３歳児以上
　　2,500円/日
●7:00～8:30、16:30～18:00
　　200円/30分

実施なし

休日保育

制服

一時
預かり
保育

給食費

土曜
保育

●7：00～8：30
●16：30～18：00
　 200円/30分

●7：00～8：30
●16：30～19：00
　 300円/15分
　 ３歳児未満
　　4,000円/月
　 ３歳児以上
　　3,000円/月

●7：00～8：30
●16：30～18：00
  100円/15分

延長
保育

込み

    12



たちばな幼稚園 おもちゃのまち幼稚園 くにや幼稚園 やすづか幼稚園
メリーランド

保育園

幼稚園（新制度） 認定こども園（幼稚園型） 認定こども園（幼保連携型） 認定こども園（幼保連携型） 認定こども園（幼保連携型）

上田１００２－３ 安塚７５３－２ 国谷８４０－１ 安塚１６４１－１ 下稲葉３４３-１

86－0006 86－5551 82－1200 86－1009 82-5921

教育 45名 135名 129名 95名 15名

保育 － 70名 71名 69名 170名

5歳児 － 若干名 － 若干名 3（教育認定）

4歳児 － 若干名 若干名 若干名 3（教育認定）

3歳児 38 21 30 ー

満3歳児 12（教育認定） 12（教育認定） 8（教育認定） 3（教育認定）

2歳児 3 3 5

1歳児 5 4 8

0歳児 4
（11ヶ月/離乳後から）

3
（10ヶ月以上で離乳
できているお子さま）

3
(6ヶ月を過ぎてから)

20

1号

＜保育標準時間認定＞
7：15～18：15

1号
認
定

●15：00～18：00
 　　300円/１回
　　（平日）
●8：00～18：00
 　　500円/１日
　（長期休暇中）

● 7：15～ 8：30
　17：30～18：15
　　80円/15分
● 8：30～ 9：00
　16：00～17：30
　　80円/30分
●14：00～16：00
　　80円/60分
（満3歳児は別設定）

●7：00～8：30
　 200円/１回
●15：00～16：30
   300円/１回
(おやつ代含む)
●16：30～19：00
   100円/30分

●7：30～8：30
   100円/15分
●14：30～17：30
   400円/１回
(おやつ代含む)
●17：30～18：00
   100円/15分

●14:00～18:00
　 １回 450円

短時間
認定

● 7：15～ 8：30
　17：30～18：15
　  80円/15分
●16：30～17：30
    80円/30分
（3号は別設定）

●7：00.～8：30
   300円/15分
●16：30～19：00
   300円/15分

●7：00～8：30
  100円/15分
●16：30～18：00
  100円/15分
●18：00～18：30
  300円/15分

●7：00～8：30
●16：30～18：00
　 300円/30分

標準時間
認定

18:15～18:30
300円/15分

 18：00～19：00
 300円/15分

 18：00～18：30
 300円/15分

●18：00～19：00
   300円/15分
   2,500円/月
●19：00～20：00
   500円/15分
●18:00～20:00
   7,000円/月
　　(夕食付)

短時間
認定 8：30～16：30

標準時間
認定 8：00～17：30

うさちゃんクラブ こばとクラブ
キディルーム

木曜日10：00～12：00
なかよしクラブ
よちよちクラブ

なし

あり
あり

（0～2歳なし）

・満3歳以上　あり
・2歳児　体操着・遊び着
･0・1歳児　なし

・年少以上　あり
・満3歳、2歳児　スモック
・0、1歳児　なし

あり

月額4.570円(R2年度実
績)
※副食費免除の人は
　月額560円

・１号…6,350円（8月除く）
・２号…6,800円
・３号…0円

・１号…7,000円
・２号…8,200円
・３号…0円

・1号…6,000円（8月徴収

なし）

・2号…6,900円
・3号…0円

・１号…6,500円
・２号…7,000円
・３号…0円

※預かり保育とは・・・

14：00 まで

＜保育短時間認定＞　　　8：30～16：30

＜保育標準時間認定＞　　7：00～18：00

幼稚園または認定こども園等に１号認定として通園している場合に、通常の教育時間（約4時間）の前後、または長期休業日等に必要に応じて保
育を受けることができる制度です。料金は園により異なります。

定員

15

通常保育2・3
号

10

預かり保育※

2・3
号
認
定

延
長
保
育

土
曜
保
育

施設名

施設区分

住所

電話

３年度
募集人

数

給食費

　実施なし 8：30～16：30  8：30～16：30

未就園児
親子教室

制服
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◎デイリープログラム

◎年間行事（★は保護者参加）

月

４月

５月

６月 ○

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

壬生町施設マップURL： http://www.town.mibu.tochigi.jp/bunya/map.html

毎月１回：誕生会・体重測定
　　　　　避難訓練☆交通安全教室☆健康診断☆園外保育(バス利用)

★保育参観★春の遠足（３歳以上児）

☆豆まき★一日入園（来年度入園児）

☆ひな祭り☆お別れ会★卒園式☆修了式

☆健康診断★運動会

☆園外保育（バス利用）

☆防災訓練

★クリスマス発表会☆もちつき

18:00 延長保育 延長保育

☆プール開き☆七夕★縁日ごっこ

19:00 閉園 閉園

○

○
リトミック・世代間交流
一日保育士体験・菜園活動
（野菜、草花）・クッキング

毎週１回：絵本の貸し出し

☆プール遊び

☆交流事業

行　事　名 その他

☆進級式★入園式★保護者会総会

16:00 降園準備、視診 降園準備、視診

お集まり、順次降園 お集まり、順次降園

13:00 午睡 午睡

15:00 起床、排泄、おやつ 起床、排泄、おやつ

11:15 昼食、歯磨き 片付け、昼食準備

午睡準備、おむつ交換 昼食、歯磨き

クラス別保育、異年齢児保育 クラス別保育、異年齢児保育

11:00 おむつ交換、排泄、

8:00 順次登園、検温、視診、自由遊び 順次登園、検温、視診、持ち物整理、自由遊び

9:30 おむつ交換、排泄、おやつ お集まり、体操、排泄

7:00 開園 開園

≪各施設紹介≫

時間 ０・１・２歳児 ３歳児以上

壬生町立とおりまち保育園
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☆☆その他、定期的に保育園で行っていること☆☆ 

     ・発達相談（臨床心理士 秋場美智子先生）  

     ・内科検診、歯科検診、ぎょう虫、尿検査（年 2回）    ・足紋とり（年 4回）                        

月     月 内         容 月 内         容 

４ 

入園式 保護者会総会 親子会食会  

◎誕生会 ◎身体測定 ◎避難訓練 

◎おべんとうの日 ◎座禅会  ◎体操教室  

◎エアロビクス ※ ◎は毎月行っています 

10 
運動会 さつまいもほり  

ハロウィンパーティー  

ちゅうりっぷ球根植えつけ  

５ 
遠足 子供の日お祝い会おすもう大会  花まつり 

いちごつみ  夏野菜植え付け 
11 年長児おわかれ遠足（壬生寺保育園のみ）   

６ 虫歯予防デー 時の記念日  じゃがいもほり 12 
もちつき大会 おさとりの日 人形劇鑑賞会 

クリスマス会 和太鼓フェスティバル 

７ 
七夕まつり プール開き 納涼地蔵まつり  

夏野菜収穫 
１ お正月 お正月のあそび 

８ プールあそび 夏野菜収穫 お盆 夕涼み会 ２ 節分会 ねはん会 音楽鑑賞会 新入園児面接 

９ 
お月見  お彼岸  親子お楽しみ会 

入園説明会及び保育園見学会 
３ 

ひなまつり 祖父母参観 生活発表会 おわかれ会 

卒園式 

壬生寺保育園 
○住所〒321-0228 栃木県下都賀郡壬生町大師町 53―15 

TEL：0282-82-0811  FAX：0282-82-8575 

壬生寺第二保育園 
○住所〒321-0207 栃木県下都賀郡壬生町大字北小林 468番地 

     TEL：0282-21-7858  FAX：0282-21-7859 
 

～子どもの可能性を可能にする保育を実践～ 

 

○保育園の名称   社会福祉法人慈覚大師会 壬生寺保育園  壬生寺第二保育園 

                     E-mail  mibuji@vega.ocn.ne.jp 

                     http://www.mibuji-yoiko.com/ 

○保育時間      平 日 午前 7：00～午後 7：00（延長保育を含む） 

           土曜日 午前 7：30～午後 5：00 

○特別保育事業    延長保育 乳児保育（産休あけから）一時預かり保育 休日保育  

           保育所体験特別事業「なかよしひろば」 

本園の保育方針と目標 

《３つの柱》子どもが自立をするために必要な 3 つの力を育てる 

        年 間 行 事 

間行事 

 

 

 

① 体の力を育てる 

かけっこ、ブリッジ歩き、逆立ち歩き、

側転、跳び箱など卒園までに全園児が

できるようになること。 

② 学ぶ力を育てる 

読み、書き、計算の基礎学力をつける

ことで、自分で学べる力が育つこと。 

③ 心の力を育てる 

体の力、学ぶ力を生かしてどんなこと

に出会っても自ら乗り越えていこうと

する心の力を育てる。 

mailto:mibuji@vega.ocn.ne.jp
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ヨコミネ式保育を導入しています 

これまでの保育をさらに深める目的で横峯式保育を導入しています。横峯式保育を学び、 

『ダメな子なんて一人もいない！子どもはみんな天才だ！』の理念のもとに、体の力、学ぶ力、

心の力をつけるために、職員一丸となって、明確な目標をもち、子どもたちと学び合い、そし

て運動能力も高めあっています。 

 

         絵画制作 

          創造性の芽をのばす 

4つ切りの大きな紙にマジック、水彩、クレヨン、 

クレパスなどで、毎日絵をかいています。 

 

和 太 鼓（壬生寺保育園のみ） 

   日本古来の伝統ある楽器、和太鼓を通して、 

   子どもたちの心の安定、集中力を育てます。 

   円仁太鼓として、地域のおまつりにも貢献して 

   います。毎年、壬生町中央公民館の大ホールで 

     和太鼓フェスティバルを開催しています。 

知   育 

    大脳と指先の発達を十分促してから学習に 

意欲的に取り組みます。また、英語指導もあり、 

外人の先生と楽しみながら英語で遊びます。 

      秋にはハロウィンパーティーも行っています。 

      外国からのお客様が来園したとき、英会話 

 を楽しみます。 

            。 

絵本の読み聞かせ 

        ゆたかな情操を育てます 

  毎日必ず絵本、紙芝居、童話、昔話などを読んで 

聞かせています。園文庫の貸し出しを週 1回行って 

います。卒園までに 1500冊以上の本を自分 

   から読むことを目標としています。 

食   育 

   毎年、子ども達が野菜の苗を植え、育て、収穫 

しています。どろんこ遊びの延長です。収穫した野菜

は給食や家庭の食卓でおいしくいただいています。 
  

リトミック（リズムあそび） 

         体力と自主性を養う 

保育士の弾くピアノのリズムに合わせて体を動かすことに 

より、音感、集中力、調整力、瞬発力を養います。 

（運動会には殆ど CDを使用せず、保育士 

のピアノの音が心地よく流れます。） 

    保育室内は、床板は国産ヒノキの 

縁甲板、柱はスギ材、腰壁はスギ板で作ら 

れています。人にやさしい環境の中で 

子育てをしています。 

保 育 内 容 

 江戸時代に創建された壬生寺御本

堂を会場に座禅会や瞑想をとり入

れ、心の安定と脳波の安定した発達

を育みます。日本の歴史と伝統を 

 肌で感じることができます。 
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     保  育  園  案  内 

    自分で考え 自分で遊べ 子どもたち 

＊保育園の名 称    社会福祉法人 博愛会   ありんこ保育園 

 

＊保育園の所在地   壬生町大字壬生丁７５－１４ 電話８２－３１３７ 

＊保育時間 

月曜日から金曜日  午前 8時 30 分～午後 6時 00 分まで 

土曜日       午前 8時 30 分～午後 5時 00 分まで 

短時間       午前 8時 30 分～午後 4時 30 分まで 

  保育時間の延長について 

 保護者の都合により時間延長ができます。 

平日  午前 7時 00 分～午後 7時 00 分まで 

土曜日 午前 7時 00 分～午後 5時 30 分まで 

 

＊保育内容・保育方針など 

 子どもたちが、生き生きと仲間とともに育つ保育園に！ 

 働く父母が安心して預けられる保育園に！ 

 職員にとって働きがいのある保育園に！ 

 子ども 24 時間の生活を保育者と父母が分担し、力をあわせて子どもが育てられるように！ 

 子どもの発達と成長を保障する保育・教育の環境条件向上をめざし、地域住民と関係者が力を

あわせて活動する子育てセンターに！ 

 

＊やりたいことがいっぱい              [子どもらしい子どもをつくろう] 

 今日は何して遊ぼうか。何にでも挑戦して      早起き早寝、たっぷり食べる朝食、 

できたときの喜び大きいのです。            朝の排便で健康な子どもに！ 

＊今日はどこへ行くの                しなやかな身体と 

 お天気がよければどんどん外へ飛び出します。     豊かな心をもった子どもに！ 

園バスもフルに使って、いろんな所へ遠出もします。  仲間と楽しく遊び、元気に笑う 

＊はだし と どろんこ                         子どもに！ 

 園には制服がありません。冬でもソックスをはき   子どもたちのだれもが、 

ません。子どもたちは園庭を元気にかけまわり、服     生き生きと生活でき、 

は泥だらけにして遊びます。               全面発達を保障できる場に！ 

＊動物の世話 

 園には、犬をはじめいろいろな動物がいます。 

子どもたちが世話をしながら生き物の命の大切さを 

身をもって体験していきます。 

＊通園方法 

 保護者が園まで送迎 

 朝と帰り、生の園の姿、子どもの姿が自分の目で見られます。 
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                     ☆★☆夜の眠りはなぜ大切なのでしょうか？☆★☆ 

人間発達と生体・生活リズム生活を理解するために 

１．６時きげんよく起きる 

２．着替える 

３．冷水で顔・手足洗い 

４．毎朝楽しく散歩(降っても照っても) 

５．食事は１日３回、間食１回(朝７時半、昼 12 時、夕

18時～19時、間食は１回午後３時) 

６．食事前小便 

７．朝食後大便の習慣 

８．朝のうち体を使い表現する遊び 

９．幼い子は昼寝(幼い子は２時間、６歳で２、３０分) 

10．広い場所で遊び 

11．雨天☂でもいきいきと遊び 

12．手伝い 

13．夕食後、はいはい遊び 

14．就寝少し前入浴 

15．就寝前落ち着いた時間をもつ 乳児の場合→ 

幼児の場合→語りかけ、本読み聞かせ 

16．八時 寝つきよく寝かす 

17．激しい刺激(ストレス)加えない乗り物・テレビ・ステ

レオ・カセットなど器機音は極力避ける。 

   自分の意思で歩き、いろいろな操作もし、対話も

できるようになるまでは、厳重すぎるほどの注意

と警戒がほしい。 

18．ほめ方や叱り方は態度によって示す。 

 子どもの夜の眠りの中でのホルモンの分泌 

20 時 暗く静かにして入眠します 

  

21 時 成長ホルモンの分泌が高まります 

     ・筋肉や骨を育てからだ全体を成長させる働きをします 

22 時 

    ・大脳のミエリン化やシナプスの形成などの頭の働きの 

23 時    育ちも促進します 

    メゾプレッシン(下垂体ホルモン)を分泌し、夜尿を防ぎます 

24 時 メラトニンの分泌が高まります 

      ・視床の働きを調整します 

１時     ィ、性の成熟をコントロールします 

       ロ、情緒の安定を促します 

２時   ＡＣＴＨ(下垂体ホルモン)の分泌が高まりはじめます 

      ・集中力、意欲、学習力などを高めます 

３時   コルチゾール(副腎皮質ホルモン)の分泌が高まり始めます 

      ・エネルギー代謝を支える働きをします 

４時    ・体温を高める作用があります 

      ・目覚める働きがあります 

     β―エンドルフィンの分泌を導きます 

      ・気持ちがさわやかになります 

５時  体温が上昇してきます 

  

６時  一人で目覚めます(自律起床) 

 

毎日の子育てのポイント 

（人間の特徴を大切に） 

人間としての力を育てる 

 

１ 

直立できる力・姿勢の良さ 

体全体をよく動かし、力強い運動、遊びをする 

(歩く、這う、木登り、相撲などをして、抗重力筋を育てる) 育
ち
の
弱
い
心
配
な
子
ど
も
の
例 

○背中ぐにゃり、体グラグラ 

○朝礼でバタン、床にゴロゴロ 

○脚・足・腰の育ちが弱い 

粗
大
運
動 

体 

制 

神 

経 

 

２ 

直立状二足歩行の力強さ 

はいはい運動や、坂道を登ったり、階段を下りたりする 

(力強く、正しくあおり動作で動き、平行機能も育てる) 

○内股歩き、外股歩き 

○つまづいてよく転ぶ、Ｘ脚,Ｏ脚 

○転んでも手が出ない 
微
細
運
動 

 

３ 

力強く器用な手・指 

年齢、発達に見合ったよい玩具、道具をよく使う 

(遊び、手伝いなどで、しっかり手・指をよく使って育てる) 

○雑巾やタオルを固く絞れない 

○小刀や針などをうまく使えない 

○目覚めが悪い○朝からあくび、昼に

目がとろん○夜の寝つきが悪い○朝

食がおいしくない○便秘・下痢、低体

温、夜尿などが激しい 

ホ
ル
モ
ン 

自
律
神
経 

 

４ 

基本的な生活習慣の自律 

眠り、目覚め、食事などを、生活リズムに添うようにする 

(リズミカルで、豊かで、快適な生活ができる自律を育てる) 

 

５ 

人と人との交流の豊かさ 

人と対話したり、仲間同士、楽しく交流する 

(親しい人と楽しく向かい合い、快の情緒を育てる) 

○無気力・無反応・無感動○ことばの

遅れ、発音がはっきりしない 

○友達とうまく遊べない、笑わない 

 

情 

緒 
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森の子保育園 
森の子保育園は大きなおうち！！ 

森の子保育園では、従来の年齢別保育の役割のよいところを取り入れ、 

「きょうだい・グループ保育」とし、たてわり保育(2～5 歳児)を行います。 

大きい子は小さい子とかかわることでやさしさが生まれ、小さい子は大きい子との触れ合

いを通して成長する、兄弟のような環境で育て、土いじりに親しみ、そして、旬の物を自

分たちの手で育て食べる事を経験して欲しいと考えます。乳幼児期は、人間の一生のどん

な時代にもまして、体と心の基礎育ての重要な時代であり人間らしい感情の土壌を育てる

時代です。 

一人一人違う子ども達が互いの違いを認め合いながら、慕い慕われる関係を築けるよう

な生活が大切です。また、けんかしたり、悩んだりの感情体験を大人たちに受けとめられ、

安心して育ちあえる生活が必要と考えます。そしていつでもきらきらと輝いている子ども

達であってほしいと思います。日本の伝統文化である茶道、音楽の楽しさを知る打楽器演

奏(リズムドラム)、他の国の言語を楽しむ英語教室を取り入れています。礼儀を知ったり、

表現力の豊かさを感じ取ってほしいと思います。 

子ども達を大切にし、子ども達自身が本当に大切にされていると思えること。 

「あー今日も楽しかった！」と思えるような保育園を目指しています。 

そしてそこは「ぼくの家」「わたしの家」になれるように！ 

◇◆ 保育園の概要 ◆◇ 
   名  称  森の子保育園 

設置主体  社会福祉法人一期一会の会 

   所 在 地  下都賀郡壬生町大字安塚３９番地１ 

   Ｔ Ｅ Ｌ  ０２８２－８５－０３０１ 

   Ｆ Ａ Ｘ  ０２８２－８６－１３０１ 

   建物の構造  木造一階建て(ログハウス) 

   定  員   １４３名 

   保育時間  平日 ７：００～２０：００（１８：００～２０：００は延長保育） 

         土曜 ８：００～１７：３０ 

※森の子保育園おひさま(小規模保育園)、森の子児童クラブを併設しています。 

〒321-020２ 下都賀郡壬生町おもちゃのまち２－１２－１１ 

 

◇◆ 保育目標 ◆◇ 
    ・豊かな感性と想像力・創造力のある子 

    ・みんなと仲良く遊べる子、思いやりのある子 

    ・丈夫な体と健やかな心 
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◇◆ 保育の基本方針 ◆◇ 
・誰もが安心して子どもを産み、育て、働きたいという願いに応え、ほっとできる保育園 

・一人一人の子どもを大切にし、子どもの成長を共に喜び育ちあえる保育園 

・「食べることは生きること」給食、おやつを手作りします 

 また、子どもたちと一緒に野菜等を育てます 

・職員一人一人を大切にし、明るい職場集団を目指します 

◇◆ 保育園の一日 ◆◇ 
時間 にじ(０歳児)・かぜ(１歳児) はな・やま・そら(２～５歳児) 

７：００ 順次登園開始 

視診 

自由遊び 

９：００ 朝の会・読み聞かせ 

９：３０ ラジオ体操 

おやつ 

年齢、発達に応じての 

保育活動 

ラジオ体操・マラソン 

おやつ 

異年齢グループや、年齢、

発達に応じての保育活動 

 １１：００ 昼食 

１１：３０ 昼食 

１２：００ お昼寝 

 

起床・着替え 

１３：００ 

１４：００ 

お昼寝 

 

起床・着替え １４：３０ おやつ 

１５：００                   おやつ 

帰りの会 

自由遊び 

１８：０1 延長保育開始 

 水分補給 

自由遊び（室内） 

１９：０１ 夕食 

自由遊び(室内) 

２０：００ 降園 

・英語教室(2～5 歳児)、茶道教室(3～5 歳児)、リズムドラム(4・5 歳児)を取り入れています 

・年間 8 回、「あそぼう会」という園解放を実施 

・保護者を対象とした「一日保育士体験」を実施     森の子保育園への入園をお考えの方は 

・年長児を対象とした「もりのほいくえん」を実施   必ず見学にお越しください。何度でも様子 

・病後児保育(体調不良児型)を実施          をご覧いただき、大切なお子さんにとって 

・一時預かり保育、休日保育を実施          本当に良いものであるか見極めてください 

  



所 在 地 壬生町北小林１０７５－１２

設 置 者 社会福祉法人　星風会

定 員 １７０名

構 造 鉄骨造２階建

面 積 敷地面積：４２７３㎡

建物面積：１９７４㎡

設 備 冷暖房完備・床暖房・EV・１１０番通報

ランチルーム・太陽光発電・防犯カメラ
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社会福祉法人
星風会 ステラ獨協前保育園

保育内容

１７０人の保育ではなく、１７０分の１の保育に心がけ、多くの可能性を
秘めた子どもたちの個々の個性を偏りなく伸ばしていけるよう心がけます。
食べることは生きること…子ども１人ひとりの”食べる力”を豊かに育てます。

☆ 開 園 時 間 ＜平日＞午前 ７時 ００分～午後 ８時 ００分
＜土曜＞午前 ７時 ００分～午後 ６時 ００分

☆ 延 長 保 育 午後 ６時 ００分～午後 ８時 ００分
（土・日・祝日・お盆合同保育期間は除く）

☆ 給 食 完全給食の実施（月～土 ※行事日を除く）
（離乳食やアレルギーの子どもへの除去食、
代替食に配慮をいたします。）

☆ そ の 他 月４回 英語レッスン（正課）
課外英語レッスン（幼児組対象）
送迎用駐車場完備
病後児保育
一時保育（自主事業）
子育て相談
地域交流



月 月

4 10

5 11

6 12

7 1

8 2

9 3

☆毎　月　誕生会、身体測定、英語（月４回全園児対象 ・ 課外レッスン入会有り＜幼児＞）

☆年２回　定期健康診断、尿検査、保育参観

☆随　時　園外保育

午睡の準備
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２０：００

１１：３０

順次登園

健康視診

自由遊び

延長保育

１５：００

１６：００

１８：００

午睡の準備

午睡

健康視診

おやつ

９：００

昼食

１３：００

８：３０

１日の過ごし方

朝の会・おやつ

保育活動

７：００

１１：１５

健康視診

自由遊び

（３歳以上児）

朝の会

＊＊＊年　間　行　事＊＊＊

内　　容

発表会・施設訪問
クリスマス会・もちつき

お正月あそび

内　　容

順次降園

定期健康診断（歯科・内科）
七五三

帰りの会

入園式・進級式

プール納め 節分集会・お別れ遠足

ひなまつり集会・お別れ会
卒園式・修了式

運動会・ハロウィン

夏まつり・プール開き・七夕集会

♪デイリープログラム♪

順次登園

（３歳未満児）

こいのぼり集会

定期健康診断（歯科・内科）
親子遠足

老人ホーム訪問・お泊り保育

順次降園

延長保育

保育活動

昼食

午睡

おやつ

健康視診

帰りの会

お
も
ち
ゃ
の
ま
ち

獨協医科
大学病院

栃
木
街
道

保育園マップ

宇都宮

栃木

保育園

ホスピタルイン獨
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学校法人横山学園 たちばな幼稚園 

〒321-0231 下都賀郡壬生町上田 1002-3 

ＴＥＬ 0282-86-0006 / FAX 0282-86-0300 

ホームページ http://tachibana-y.com/ 
1《たちばな幼稚園について》 

1号認定(教育標準時間認定)の幼稚園児のみを対象とした幼稚園です。 

2号・3号認定(保育認定)の園児は在籍しておりません。 

たちばな幼稚園は静かで恵まれた環境のもと、一人一人の特性と、 

発達段階を尊重しながら豊かな心と丈夫な身体、そして創造力を伸ばす 

ことを目指して保育しております。 

２《幼稚園の重点教育目標について》 

  （ア）豊かな心を育てる：情操を豊かにして、優しい心を育てます。 

  （イ）丈夫な身体を作る：元気よく、頑張れる身体を作ります。 

  （ウ）創造力を伸ばす ：持っている能力、創造力を伸ばします。 

３歳児、４歳児、５歳児と年齢別の教育課程を編成することを基本にして、 

月別カリキュラム、指導月案、指導日案を編集しております。園児の発達 

段階に対応した保育をしております。 

３《園児の状況について・令和２年度》 

 

 
 

 

 

幼稚園としては小規模です。経験が豊富で優秀な教職員を配置しております。 

少人数の良さを最大限に発揮し、保育内容の豊かさや深さに重点を置いております。 

そして、園児一人一人が楽しく充実した幼稚園生活を過ごせるように日々努力して 

おります。教職員も気持ちよく、朗らかに一緒に過ごしています。 

４《幼稚園の主な行事について・令和２年度》 
より多くの保護者の方が出席できるように、土曜日、日曜日に行事を計画しています。 

４月 入園式、始業式、PTA 総会、 １０月 運動会、お店屋さん、 

５月 花祭り、遠足、ピクニック 11 月 生活発表会 

６月 保育参観、内科検診、歯科健診 １２月 益子手形、終業式 

７月 夕涼み会、終業式、お泊り保育 1 月 始業式 

8 月 夏季保育 ２月 豆まき、作品展 

9 月 始業式、梨狩り、 ３月 お会食、卒園式、修了式 

年 齢 クラス名 利用定員 

満 3、３歳児（年少） すみれ組 15 名 

４歳児（年中） さくら組 15 名 

５歳児（年長） ばら組 15 名 

花いっぱい 

緑いっぱい 

笑顔いっぱい 

http://tachibana-y.com/
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5、《幼稚園の沿革について》 

1、昭和 32年、宗教法人たちばな幼稚園が開園しました。 

2、昭和 53年、学校法人たちばな幼稚園となりました。 

3、平成 29年、私学助成から施設給付(新制度)の幼稚園になりました。 

４、西園舎（Ｈ２０年）木造と、東園舎（Ｈ２９）木造新園舎です。 

6、《預かり保育について》 
 １、平日は、放課後から 6：00まで実施しています。 

 ２、春休み、夏休み、冬休みの長期休暇におきましても６：００まで実施しています。 

 ３、預かり保育は、土日祝祭日、年末年始、お盆期間中を除きます。 

７、《特色ある教育について》 
 １、モンテッソーリ教育 

イタリアの教育者、女医のマリア・モンテッソーリにより開発された教育理論です。モンテッソ

ーリ教育を、年少クラスから、年中クラス、年長クラスまでカリキュラムを組んで実施していま

す。モンテッソーリ教育に 1番の重点を置いております。 

  ２、リトミック教育 

スイス人の音楽家、教育者エミール・ジャック・ダルクローズにより確立された教育理論で

す。通常保育に取り入れております。 

３、体育教室 

通常の保育の中で体育教室を実施しています。 

また毎週水曜日の放課後には、希望者及び小学生 

を対象にカワイ体育教室を実施しています。 

４、英会話教室 

希望者及び小学生を対象に実施しています。講師は英

国人です。EEKAのマシュー先生です。 

８、《給食について》 

月曜日から木曜日までは、外注方式の給食です。 

金曜日はご家庭から持参したお弁当になります。 

９、《駐車場について》 

行事には約 60台以上が駐車できる駐車場が東側に

ありますので安心して駐車できます。 

通常は、西側駐車場を使用しております。 

１０、《入園時の諸費用について》ご入園につき

ましては、入園手数料 5,000円と給与向上費

30,000円の納入をお願い致します。  

 

 

  

幼稚園周辺の地図です 

 

Ｐ 

たちばな 
幼稚園 

上田寺 

 

上田交差点 

ファミリーマート 

壬生上田店 

国道１２１号 

鹿沼インター 

羽生田・中泉 

安塚・淀

橋 

北
小
林
・
助
谷 

国道１２１号 

看
板 

小平運輸 

フェンス 
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学校法人壬生学園おもちゃのまち幼稚園 
おもちゃのまち幼稚園は『幼稚園型認定こども園』です。学校教育法第一条に規定される“学校”と

して、教育を最優先にした運営を行ってまいります。 

 

おもちゃのまち幼稚園が大切に考えていること 

 

良い教育を受けて幸せになってほしい 

（＊）幼稚園の教育は、人間の一生の土台となる、心身の基本的な成長を確かなものにする大切なもの

です。ですから、幼稚園はひとり一人の心身の成長の必要に合わせて環境と遊び（活動）を計画し、準

備し、またこれを援助します。 

好奇心に満ちた、自主的・自発的なのびのびした遊びを軸にした生活で全心身をはたらかせ、考え、

工夫し、創り、表現して、友達と協力することや、時には争い、泣き、耐え、いたわりあう関係のなか

で、（＊）社会性や理性が育ち、同時に、話すこと、考えること、試すこと、失敗をのりこえることなど、

（＊）学力の基礎となる力も少しずつ着実に身につけていきます。 

  おもちゃのまち幼稚園では、この本当の教育をするために、施設を工夫して整え、教員の研修にも力

を入れ、お預かりした時間いっぱいに本当の教育、基本的な教育を展開するようにしております。 

  応募されるにあたっては、上記の教育方針をご理解いただき、幼稚園とご家庭が信頼関係に結ばれて、

十分に教育活動が展開できるようご協力をお願い申し上げる次第です。また、私どもも最善の努力をお

約束いたします。 

園長 小野塚 聡 

 

（＊）近年の研究で、幼児教育への「投資効果」がきわめて大きいことが指摘されるようになってきました。幼児期に良質な教 

育を受けた人は、経済的な成功も含めて幸せな人生を送る確率が高くなるというのです。ＯＥＣＤ（経済協力開発機構） 

は、「Ｓｔａｒｔｉｎｇ Ｓｔｒｏｎｇ（人生の始まりこそ力強く）」というスローガンを掲げ、幼児教育の推進を各国に 

呼びかけています。 

（＊）感情を適切に抑えて、相手の気持ちをくみ、自分の置かれた状況を正しく認識する能力。ヒトを人たらしめているといわれる脳

の前頭連合野のはたらきが関係しています。ＴＶゲームやビデオ、教科学習的なＩＱ教育では育ちません。近年多発する青少年

の暴力事件や反社会的行為の原因のひとつに、前頭連合野のはたらきが弱まっていることがあると指摘されています。 

（＊）幼稚園においては、「国語」「算数」といった系統的な教科学習ではなく、より大きな知性フレームである「言語的知性」「論理数

学的知性」などを、目標に向かって我慢強くやり抜こうとするような非認知的な心の力とともに育てます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多様な経験が豊かに計画された「環境による教育」により、人生を肯定的に生きる力を育てます。 

広い園庭では木登りができるトムソーヤの冒険の森など、子どもがワクワクする遊具を多数設置。

体を動かしてのびのび遊びながら、自然とルールを守ることを学びます。 

ダイナミックな縦割りの自由活動や季節の行事、美術館見学遠足など、さまざまな活動を通して

子どもの世界を広げます。健康な生活のベースとなる食の活動など、心身の成長と発達に必要な

活動にも力を入れています。 
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バランスのとれたおもちゃのまち幼稚園の教育 

身体をのびのびと動かして遊ぶことや、食育などによる健康な生活をベースに、成長と発達に必要な知的な

活動をはじめ多様な経験が、豊かに計画された「環境による教育」です。 

人生を肯定的に生きる力（ＰＱ；Prefrontal Ｑｕｏｔｉｅｎｔ）を育てます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親子遠足   おべんとう遠足 

誕生会    美術館見学（対話型鑑賞） 

運動会   かがやき発表会  

おわかれ遠足 

 

教育の充実のための特定負担額等について 

・入園申込金（申込時 5,000 円）・施設維持教育充実費（月 2,000 円）をご負担いただきます。 

・学年により指定の園服及び個人教材が必要です。月刊絵本を配本しています。 

・月に２回程度「愛情♡弁当の日」があります。 

 

学年や 

たてわりの 

自由な活動 

計画されたあそびの 

環境で取り組む 

クラスの活動 

花の植付・七夕飾りづくり・プール 

ｸﾘｽﾏｽオーナメントづくり 

酒井式描画・豆まき etc 

絵本の読

み聞かせ 

 

食  育 

よもぎだんご・家族でマイクッキー 

魔法のラタトゥイユ・魔法のカレー 

魔法のスープ・きのこのタパス 

マイ❤ケーキ 

 

園庭での

自由遊び 

 

異年齢 

交流 

小・中学生 

 

 

音楽指導 

(メロディオン) 

 

教育行事 

もじと 

かず 

 

季節を感じ

る活動 

 

 

体育正課 

（年中対象） 

 

 

Ecc ｼﾞｭﾆｱ 

英語正課 

（年長対象） 



⚪ 認定こども園　くにや幼稚園

⚪ 〒321-0211 栃木県下都賀郡壬生町国谷840-1

⚪  : 0282-82-1200

: 0282-81-0018

: http://kuniyakinder.wix.com/kuniya

⚪ ９，０００㎡

認定こども園 園舎 ： 木造二階建て（栃木県産材ログハウス）

木造平屋建て（１・２歳保育室）

⚪ ２００名

⚪ ８時３０分 〜 １４時４５分 （ 早朝保育：　７時００分 〜 　８時３０分 ）

（ 延長保育：１５時００分 〜 １９時００分 ）

⚪ ・床暖房 ・冷暖房 ・１１０番通報システム ・給食室完備

・防犯カメラ ・A E D ・室内温水プール

⑴ 　健康で明るく活力にみち、がんばりのきく子ども

⑵  「ありがとう」「ごめんなさい」が素直にいえ、まわりの人や物に対して思いやりのある子ども

⑶ 　旺盛な意欲をもって、人にたよらず自分の生活が自立できる子ども

⑷ 　積極的な表現のできる子ども

　幼児を取り巻く環境の変化により、間接情報による断片的な知識や社会性に富む子が多いが、

他方素朴な子どもらしさや、思いやる心に欠け、依頼心が強く基本的生活習慣の形成が不十分な

面がある。そのため、仏教的情操環境の中で、様々なひとやものと出会い、土や水・太陽・生き

ものなどの自然環境に親しみ、直接的な体験を通して生命の尊さに気付き、豊かな感性を育て、

思考したり、表現する意欲および創造性を育み、心身の発達を助長する。

⑴ 　健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。

⑵ 　集団生活を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとともに家族や身近な人への信頼感を深め、

自主、自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養うこと。

⑶ 　身近な社会生活、生命及び自然に対する興味を養い、それらに対する正しい理解と態度及び思考力

の芽生えを養うこと。

⑷ 　日常の会話や、絵本、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導くとともに、相手の

話を理解しようとする態度を養うこと。

⑸ 　音楽、身体による表現、造形等に親しむことを通じて、豊かな感性と表現力の芽生えを養うこと。

⑹ 　快適な生活環境の実現及び子どもと保育教諭その他の職員との信頼関係の構築を通じて、心身の健

康の確保及び増進を図ること。

T E L

F A X

H　 P

敷地面積

◇ 教育方針 ◇

設　　　備

学 校 法 人　真 照 寺 学 園　認 定 こ ど も 園

く　に　や　幼　稚　園
〜ログハウスと自然が教室〜

◇ 教育目標 ◇

構　　　造

名　　　称

住　　　所

連   絡   先

◇ 教育内容 ◇

面　　　積

認 可 定 員

保 育 時 間

  2７



順次登園 順次登園

預かり保育 ・検温 ・視診

朝の活動

・身のまわりの整理整頓

・当番の仕事

おやつ

年齢発達に応じての保育活動

降園

・バスの時間まで自由活動

おやつ おやつ

預かり保育 自由遊び

・ ネイティブ講師と日本人講師による、子どもたちが主役の体験型レッス

ンです。

・ 体育講師による指導で、強い「からだ」と「心」が育ちます。

・ 音楽を通し、身体的・感覚的・知的に優れた子どたちを育てます。

・ 音楽活動を通して、団体行動を学び、連帯感を育てます。

・ 厳粛な雰囲気で日本の伝統的な文化を伝えます。

・ ピグマリオン 楽しみながら「考える力」を育てるメソッドです。

・ 英語教室（ ECC ） ・ サッカー教室 ・ パソコン教室

・ 体育教室 ・ ピグマリオン

・ 入園式 ・ 運動会

・ マーチングバンドフェスティバル

・ 花まつり（お釈迦さまの誕生日） ・ さつまいもほり

・ 保護者定期総会 ・ 保育参観

・ 父母参観（父の日） ・ いちご狩り ・ おゆうぎ発表会 ・ お餅つき

・ 遠足 ・ プール開き ・ 新入園児面接

・ 七夕祭り ・ 教育面談 ・ なわとび大会　（年長）

・ 年長、年中宿泊保育（お泊まり会） ・ カルタとり大会（年長）

・ 夕涼み会 ・ 豆まき（節分）

・ 夏期保育 ・ 保育参観

・ 園外保育 ・ お別れ会 ・ ひなまつり

・ 創立記念日（3/18） ・ 卒園式

⭐教育・保育充実のため、入園時に入園申込手数料５，０００円と施設拡充費６０，０００円の納入を

お願いいたします。

２月

１０月

5月 １１月

　８：３０〜

　７：００〜

１・２号認定のお子さま

３月９月

８月

◇ 園内活動 ◇

◇ 年間行事 ◇

◇ 課外活動 ◇

リトミック

体育活動

英語（ ECC ）

マーチング（ 年長 ）

茶道（ 年長 ）

１２月

１月

4月

６月

７月

３号認定のお子さま

◇ 1日の生活 ◇

　９：３０〜

１１：３０〜

１３：００〜 諸活動

昼食

諸活動

１８：００〜

１９：００　
預り保育

１５：００〜

１３：３０〜

１４：４５　

１６：３０〜 順次降園

　７：００〜

　８：３０〜

　９：３０〜

１１：００〜

１６：３０〜

自由遊び

１２：００〜 お昼寝

１５：００〜

１４：３０〜 起床

順次降園

１８：００〜
預り保育

１９：００　

昼食

 ２８
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学校法人大久保学園 認定こども園 やすづか幼稚園 
 

〒321‐0201栃木県下都賀郡壬生町安塚 1641-1 

Tel 0282‐86‐1009 

Fax 0282‐86‐2413  

  http://www.yasuzuka.ed.jp 

面積  敷地 5292㎡ 

建物 1297㎡ 

構造  鉄骨造 2階建 

定員  164名 

 

  
 

 

ドキドキしながら“発見” を求め 

驚いたり喜んだりしながら“感動”できる環境があってこそ、 

子ども達の心はスクスク育つものです。 
        

 本園では、子どもの〈発見〉や〈感動〉のキッカケを与え、 

    心の成長の芽にたっぷりと水を注ぎ、栄養をとらせてあげたいと考え、 

全職員で保育に取り組んでいます。 

 
 

 

教育・保育目標 

 

健やかな体 

豊かな心 

 

◎ 基本的生活習慣 

◎ 友達と元気に遊ぶ 

◎ 思考力の芽生えを培う 

 

 

 

健やかな体 

豊かな心 
 

◎ 基本的生活習慣 

◎ 友達と元気に遊ぶ 

◎ 思考力の芽生えを培う 

◎ 基

本

的

生

活

http://www.yasuzuka.ed.jp/
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教育・保育実践の特色 

※ 四季を彩る園庭や田んぼ、農園に囲まれた自然豊かな教育環境の中で  

 

 

 

◇一人遊びを満足いくまで遊ぶ    ◇友達と一緒が面白い 

◇考える・工夫する・挑戦する    ◇協力する 

◇全身で感じる           ◇言葉や体で表現する 
        

〇食育 

      ・園で野菜を育て収穫し食することをはじめ、クッキングや 

行事を通して食の有難さや大切さを感じる 

〇日々の活動 （クラス活動を中心に伸び伸びと遊ぶ） 

      ・体操教室（年中・年長） ・リトミック ・読み聞かせ ・縦割り保育   

〇課外教室 

・ピアノ教室 ・体操教室 ・サッカー教室  

・英語教室 ・新体操 ・まんてんキッズ 

〇子育て支援 

 ・預かり保育  ・子育て相談  ・子育て教室  ・未就園児教室 

 

 
 

年間行事予定 

 
＊教育・保育充実の為、 

入園時に入園申込手数料 5,000円と施設拡充費 60,000円の納入をお願いいたします。 

月 内 容 月 内 容 

4 
入園式 始業式 

10 
運動会 園外保育 保育参観 

内科・歯科検診 

5 

親子遠足 内科・歯科検診 
保育参観 親子給食 いちご摘み 
こどもの日クッキング 

11 

遠足（園児のみ） いもほり 
冬野菜収穫 収穫祭 

6 
親子ふれあい参観 じゃがいもほり 

プール開き（鱒のつかみ取り） 
12 

クリスマス会 もちつき大会 

お楽しみ会 終業式 

7 
七夕の集い お楽しみ会 

とうもろこし・すいか収穫 
終業式 夕涼み会 年長お泊り保育 

1 

始業式 たこあげ 

8 
 

2 
豆まき 作品展 マラソン大会 
お別れ遠足 

9 
始業式 お月見会 

3 
ひな祭りクッキング お別れ会 
カーパーティー お楽しみ会  
卒園式 修了式 

毎月  ・誕生会 ・身体測定 

遊ぶ   感じる    考える    学ぶ 

 



幼保連携型認定こども園 メリーランド保育園 

〜やってみて気付いたこと・感じたことを大切にしながら、 

人間の基礎力を育てていく、「体験重視型保育」を取り入れています〜 

保育園概要 

 ◇保育園名  社会福祉法人 共育会 幼保連携型認定こども園 メリーランド保育園 

 ◇所在地   壬生町下稲葉 343-1 

 ◇連絡先      TEL 0282-82-5921  FAX 0282-82-8052  HP  http://merryland.ed.jp 

  ◇構造    木造平屋 

 ◇定員    185名（1号認定 15名、2号認定 90名、3号認定 80名） 

 ◇保育時間  保育認定 平日  AM7:00~PM8:00   土曜日 AM8:00~PM5:30 

        教育認定 平日 AM9:00∼PM14:00 

※通園バスをご利用希望の方は、お申し出ください。 

 ◇特別保育  病児保育…軽度の体調不良時、または、保育途中での体調不良時にお迎えが来るまで 

看護師が対応させていただきます。 

        一時保育…諸事情に応じ、必要な日にお預かりします。（在園児以外） 

        預かり保育…教育認定児の保育時間以降の時間でお預かりします。 

≪保育目標≫― 子ども主体の保育を展開していく中で、子どもの自発性を促し、自ら選択していける環境を 

        用意することで、指示がなくても自ら考え、自ら決定し、自ら行動を選べる子を育てます。― 

≪保育方針≫― 子どもの自発性を育てる保育 ― 

保育内容 

1. ◆  英語で遊ぼう ◆  対象：年少〜年長児（無料） 

外国人教師によるレッスンを行っています。生きた英語を聞きながら、歌やゲーム・カードなどで遊ぶことに

より、聞き取る力をつけ、世界共通語に興味・関心を広げています。 

10月には、全園児・職員が仮装し、地域一体となってハロウィンパーティーを行っています。 

2. ◆   リトミック  ◆ 対象：全園児（無料） 

楽しい音楽に合わせ、リズミカルに走ったり、止まったり、跳んだり、跳ねたり、這ったり、舞ったり。 

子どもたちに親しみのある動物を模倣していく中で身体の骨や筋肉、関節、神経系の発達を促していきます。 

3. ◆   日本太鼓・エイサー ◆ 対象：年中・年長児（無料） 

日本の伝統を後世に伝えるべく、保育カリキュラムに取り入れています。子どもの脳に良い刺激を与える音域

のオリジナル楽曲で集中力を高めています。 

4. ◆  運動療育士による運動遊び ◆ 対象：年少〜年長（無料） 

運動遊びをすることで、体を動かす楽しさ、気持ち良さを全身で感じることのできる機会となっています。 

5. ◆  園外保育 ◆ 

自分らしくチャレンジできる場所 
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 愛情たっぷりのお弁当をもって、お散歩や園バス、電車を利用してお楽しみスポットへお出かけすることで社

会のルールを学んでいきます。四季折々の自然に触れながら感性も養っていきます。 

6. ◆  選択制保育 ◆ 対象：全園児 

 子どもたちが自ら選択、決定していく力を習得していくために、日常の活動から子どもたちが参画し、 

日中の活動や、やりたいことを自分で選べる環境を用意しています。 

7. ◆  課外学習 ◆  対象：年中〜学童の希望児（有料） 

お子さまをお預かりしている時間に希望でレッスンを選択し、個別教育を受けることができます。 

●サッカークラブ：ボールにたくさん触れ、「サッカーを楽しむこと、好きになること」がベースです。 

●運動クラブ：脳を育てる運動あそびとして、有酸素運動で脳を活性化させ、共動・共感する楽しい遊びを通

して、脳に刺激を与えることで、社会性や集中力の向上をねらいとしています。 

●スイミング：月に 2度、手・足・呼吸動作など、スムーズに連動した全身の動きをコントロールすることで

神経系が発達し、幼少期の「脳」を刺激しています。 

●英 会 話：外国人講師による英会話授業。「英語で遊ぼう」より深く学べる機会となっています。 

●ピ ア ノ：「相対音感」のより豊かな獲得も視野に入れつつ、音楽知識と技術の習得を図っています。 

●チアダンス：栃木ゴールデンブレーブスの専属チアダンスチームがチアダンスの楽しさを教えてくれます。

お友達と一緒に踊る楽しさやお披露目の機会（球場等）を多く用意しています。 

保育方法    【クラスは年齢別に 6クラスで編成されていますが、当園では乳幼児期の６年間を 

次の 3つの生活ステージに大きく分けて個々の子どもたちの発達を見守っています。】 

◇ ０〜１歳児クラス  《 安心は何よりの原動力 》 

この発達の段階では、愛着存在が重要な意味を持ちます。人は乳児に限らず、安心基地（帰属意識）があるか

らこそ外界への働きかけがあらわれて“自分でできる喜び”を見つけていきます。 

（発達の状態に応じて、０歳児クラスと１歳児クラスが連動して保育を行っていきます。） 

◇ ２歳児クラス    《 ルールの気付き 》 

“自分で”の気持ち（自我）を大切にして自分のことは自分でやってみるクラス。ソーシャルスキルの習得が著

しく、対人関係や集団行動を営んでいくために独立したお部屋で生活しています。 

その中で、自信をつけながら基本的な生活習慣をゆっくり丁寧に身につけていきます。 

◇ ３〜５歳児クラス  《 意思の尊重と自己決定 》 

3・4・5歳児で一緒に生活をしています。一人ひとりの発達段階を大切にしており、制作内容や散歩コース等

の活動を自分で選択して取り組んでいます。異年齢児が一緒に生活をしていくので、自然と上の子が下の子の

世話をしたり、下の子が上の子の真似をしたりという関わりの中で、思いやりの気持ちも育まれます。 

◆ 年長児クラス ◆ 

 小学校へ向けての準備段階として、個別で活動する機会も多くなります。 

日本太鼓・エイサーに取り組む中で、最後まで諦めずやり通す力を身につけ、自信へ繋げていきます。 

◆  ゾーン保育  ◆ 

 自由遊びの際に、好きな遊びをじっくり遊びこむ、「ゾーン体験」ができる環境構成を心がけています。好き

なことをやりこむからこそ、嫌でもやらなくてはいけない時に頑張れるのだと考えています。 

また、得手不得手・興味関心を自分で見極める大切な場所にもなっています。 
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Ｑ.就労状況が変わった場合など、年度途中に認定は変えられますか？

Ａ.事情により変えることも可能です。

○変更申請書の提出により、変更の希望を提出していただきます。

　ただし、月単位での変更になります。変更したい月の前月１５日までに

　役場こども未来課または園に提出してください。ただし、預け時間が延びる場合

Ｑ.兄弟姉妹で教育認定（１号）か保育認定（２・３号）か

違ってもよいのですか？

Ａ.違っていても申請可能です。

保育を必要とする事由（ｐ.２参照）に該当する場合は、

兄弟で異なる認定を申請することもできます。

Ｑ.
Ａ.

額をもとに算定します（ｐ.７～ｐ.８参照）。

保育所に通っている方は保育料を町に納め、幼稚園や認定こども園、小規模保育事業所

等に通っている方は施設に納めます。

Ｑ.

Ａ.
基本的には、ご自身でお住まいの市区町村の役所で書類をもらい、その役所に提出します。

ただし、1号認定を希望する場合は、幼稚園・認定こども園に提出してください。

お住まいの市区町村に書類を提出し、認定をうけます。

※変更したい内容や理由によっては添付書類が必要になります。
　　例）仕事を始めたので教育認定から保育認定に変更したい

　　　　⇒　在職証明書の添付が必要です。（月64時間以上の就労を証明するもの）

基本的にはお子さんのお父さん・お母さんの住民税額（町民税所得割額）を足した

保育料はどのように決まるのですか？

壬生町以外に住所があるのですが、どうすればいいですか？

　よくある質問（Ｑ＆Ａ）

　(教育⇒保育への変更など)については、人数の関係でご希望に沿えない場合もあります。

○もともと保育標準認定の方で、育児休業や退職など、標準時間の条件にあてはまらな

　くなった場合は、そのつど届出が必要になります。
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Ｑ.給食費は保育料と別にかかりますか？

Ａ.無償化に伴い、１号・２号認定は保育料（利用者負担額）とは別にかかり

ます。３号認定は、主食・副食とも保育料に含まれますのでかかりません。

Ｑ.２番目の子どもが認定こども園に通っています。

長男は小学校２年生です。保育料は半額になりますか？

Ａ.保育（２・３号）認定の場合は、半額になりません。

※ただし、保育料の階層によっては兄・姉が何歳であっても関係なく
　半額になる場合があります。（ｐ.７～ｐ.８参照）

保育認定の場合、年長さんまでに兄・姉がいれば、半額になります。

利用者支援員の渡邉です！

まだまだ、不安なこと、
分からないこと
たくさんあると思います。
心配なままにしないで

何でもお気軽に
お尋ねください！！
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番号 名　　称 住所(壬生町） ℡（0282） 休館日

① 壬生町役場 通町12-22 81-1806 窓　口

② 稲葉出張所 上稲葉933-1 82-1002

③ 南犬飼出張所 安塚1170-27 86-0004

保健福祉センター 土・日・祝日・年末年始

子育て支援センター「ひよこ」 82-3309 日・祝日・年末年始

歴史民俗資料館 82-8544

中央公民館 82-0108

壬生町総合公園 86-7117

おもちゃ博物館 86-7111

⑦ ふれあいプール 羽生田241 82-9479

⑨ 嘉陽が丘ふれあい広場 上稲葉1056-8 82-1014

⑩ わんぱく公園 国谷2273 86-5855

⑪ 児童館 壬生丁281 82-7388

⑫ ドリームキッズ 壬生丁232-3 81-0235

⑬ バンダイ　ミュージアム おもちゃのまち3-6-20 86-2310

⑭ 町立南犬飼中学校 北小林743 86-0134

⑮ 町立壬生中学校 壬生甲2770 82-6690

⑯ 町立稲葉小学校 上稲葉881 82-1004

⑰ 町立羽生田小学校 羽生田2139-1 82-1022

⑱ 町立藤井小学校 藤井1267 82-0102

⑲ 町立壬生北小学校 北小林190 86-0064

⑳ 町立壬生小学校 本丸2-3-7 82-0049

⑧ 町立壬生東小学校 落合3-5-21 82-0079

⑫ 町立睦小学校 壬生丁230-1 82-4824

町立安塚小学校 安塚2078 86-0034

おもちゃのまち幼稚園 安塚753-2 86-5551

くにや幼稚園 国谷840-1 82-1200

たちばな幼稚園 上田999 86-0006

やすづか幼稚園 安塚1641 86-1009

町立とおりまち保育園 通町16-9 82-0330

子育て支援センター「つばめ」

ファミリー・サポート・センター

壬生寺保育園 大師町11-16 82-0811

ありんこ保育園 壬生丁75-14 82-3137

メリーランド保育園 下稲葉343-1 82-5921

森の子保育園 安塚39-1 85-0301

㊱ 森の子保育園おひさま おもちゃのまち2-12-11 85-0301

ステラ獨協前保育園 北小林１０７５－１２ 85-1010

みらい館(道の駅みぶ） 国谷1870-2 82-3591

㊲ 壬生寺第二保育園 北小林468 21-7858

月曜日・祝日・年末年始
(夜間使用の場合：午後９時まで）

午前８時３０分～ 月曜(祝日の場合には翌日）・年末年始

午前８時３０分～午後６時（１０月～２月は午後５時まで）

午前９時30分～午後６時（４～９月）午前８時30分～午後５時（１０～３月）

③ 安塚1179-1 86-0132

毎月第３土曜日「ドリームタイム」午前９時～午前１１時３０分

一般公開日：土・日・祝日　午前１０時～午後４時３０分(入場は午後４時まで）　

⑧ 生涯学習館 落合3-5-3 82-8384
午前８時３０分～午後５時

⑥ 国谷2300
午前９時３０分～午後４時３０分

７月第２土曜日～８月末：午前９時～午後６時(入場は午後５時まで）

月曜日・年末年始
特別整理日※祝日もＯＫ。夏休み中は毎日開館！

午前９時～午後５時(火曜日は午後２時～） 月曜日・祝日
年末年始午前８時３０分～午後９時

⑤

図書館

本丸1-8-33

82-8543
午前９時～午後７時

④

町内施設一覧
ご利用時間など

※月曜日のみ・午後７時まで
土・日・祝日

年末年始午前８時３０分～午後５時１５分

総合運動場 壬生甲3828 82-2345 午前８時３０分～午後９時（受付）
第１月曜・祝日

年末年始

壬生甲3843-1
午前８時３０分～午後５時１５分

午前９時～午後４時３０分
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壬生町こども未来課
℡ 0282－81－1831


