
〒965－0131

福島県会津若松市北会津町中荒井山道４番地の１

電話：0242－23－8585　

幼　保　園　

学校法人　白梅

幼保連携型 認定こども園

北会津　こどもの村



  ２０２３年度　入園募集要項

　　　　　　学校法人　白梅

　　　幼保連携型　認定こども園

　　　　北会津こどもの村幼保園

　当園は平成２７年度から施行された「子ども・子育て支援制度」による施設給付を受ける幼保連携型認定

　こども園です。保育を受けるに当たって、幼稚園か保育園かではなく1号から3号までの支給認定を受け

　て利用することになります。

　　保育の基本理念である建学の精神に基づいて、0歳から就学前の6歳までのお子さんの連続した成長を

　支えていく教育・保育施設です。

　　　
①1号認定：　お子様が満3歳以上で、教育を希望し保育時間が8:30～14：00の方です。

　　　　　　　　　満3歳以上の方は、全ての方が1号認定を受ける事が出来ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※１号認定児＋預かり（保育の必要性の認定）の給付申請を行うと（利用回数×450円）最大11,300円まで

　　減免があります。園での利用金額は、（利用回数×650円）です。後日差額を返金します。

②2号認定：　お子様が満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し教育・保育を希望する方です。

③3号認定：　お子様が満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し教育・保育を希望する方です。
　　　　　　入園の基準及び保育料（両親の所得に応じた金額）は市の基準通りです。　

　　　　　　　　

※2号認定、3号認定は保育の必要量（就労条件等）により保育時間は保育標準時間（7：00～18：00）　　　　　　　　　　　

　　と保育短時間（8:30～16:30）があります。

　【園の生活】

①　保育日・休園日について

　1号認定（3～5歳児） 　　    2号認定（3～5歳児）及び3号認定（0～2歳児）

 保育日 　　　　月～金  保育日        月～土曜日

土・日曜日、国民の休日、 　日曜日、国民の休日、

夏、冬、春休み

 休園日 お盆休み（8/13～8/15)  休園日 　年末年始（12/29～1/3）

年末年始（12/29～1/3）

※希望する方には、日極め 　※土曜日・お盆・年度末などは保育の必要性

月極の保育（預かり保育）を受け 　が有る方を対象とし保育を提供します。

ることができます。 　※家庭協力日等、ご協力いただく日があります。

②　保育時間（登降園の時間及び毎月の保育料以外の料金について）

1号認定（3～5歳児） 　　　            　2号認定(3～5歳児）及び3号認定（0～2歳児）

　　　　　 （満３歳児） 　　  　保育短時間 　          　保育標準時間

  早朝保育(有料）    7:00～8:30  早朝保育（有料） 　7:00～8:30

  通常保育時間   8:30～14：00  通常保育時間   8:30～16:30 　　　通常保育時間 　7:00～18:00

  預かり保育(有料）   14:00～18:00  延長保育(有料）  16:30～18:00

  延長保育(有料）   18:00～19:00  延長保育(有料）  18:00～19：00 　　　延長保育(有料）  18:00～19:00

※延長保育(18：00～19：00）は0～5歳のお子さんが子育て支援室で一緒に過ごします。保育者の配置の

都合上、早期保育と延長保育については事前の申し込みをお願いします。

※1･2号認定（3～5歳児）はバス通園（希望者）があります。(２号は朝のみ)運行は北会津地域内です。

※２号認定と満３歳１号認定の土曜日の保育（7:00～18:00）は、原則両親共に就労の日のみ利用できます。

　土曜日の18:00～19:00の延長保育はありません。
※有料部分の料金については、別紙を参照して下さい。

　　　　　　長時間保育を希望する場合は預かり保育料金が別途発生します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



③　食事について

　　　　 0歳児  　　　　　　月齢に合わせ離乳食～給食

　　1～5歳児 　  給食 　  給食 　  給食 　  給食 　  給食

※　0歳児のミルク・離乳食は園で用意します。離乳食はご家庭と連携をとりながら進めます。

※　低年齢児につきましては、きざみ食の対応をしています。

※　天然のだしを使用し、素材の味のおいしさを体験できるような薄味の味付けです。

※　アレルギーのお子さんには個別で対応します。

※　土曜日は「にこにこ弁当日」です。土曜日以外にも行事等でお弁当の日があります。

※　給食アプリとしてＫＩＤＳ　ＭＥＡＬを利用しています。給食の写真や食育・献立などの

     ヒント情報が満載です。

　【課外スクール】
・　体操教室、英語スクール、カワイ音楽教室、絵画教室を開催します。

・　入園される4～5歳児のお子さんは、別途インターナショナルスイミングスクール

　　に申込みスイミングを行う事が出来ます。

　【保育料金】
①　 １・２号は保育料が無償になります。

　　３号認定児は、市民税非課税世帯、第2子半額、第3子以降のお子さんの保育料は無償です。

　　　 ※第１子は、小学生のお子様がいる家庭の場合、３年生から第１子と数えます。

　　(無償となるのは保育料のみです。毎月の費用については対象となりません。）

②　月額の保育料は、全てお子様名義の郵便局口座からの振替となっています。

③　毎月の保育料以外の費用について　

入園手数料

　【１．２号認定】

制服　上着（ﾘｰｽもあります） 9,000円

        (リースは年間 2,000円） 保護者会費（全世帯）

各 5,600円 保護者会総会で決定

半パンツ、スモック、カラー帽 計 5,500円

帽子・カバン 計 8,400円

教材(学年によって異なります) 4,000円～6,000円程度

　【３号認定】

ｽﾓｯｸ 1,700円

カラー帽子   900円

教材費 1,200円程度

※バス乗車を希望される方は、往復５,０００円、片道３，０００円かかります

　【その他】
・個人情報保護のため緊急連絡網を作成していません。

専用アプリを導入しお子様の欠席や緊急連絡をクラス、バスコース、学年、

保護の方へ発信できる体制にしています。
・写真の販売について

「みんなの思い出ドットｺﾑ」を利用してインターネット上での業者販売や園の写真販売をしています。

園に来なくても自宅等で写真を購入して頂けるようにします。

全ての料金は、社会情勢により料金が変動する事があります。

500
下　パンツ、スカート

火月

   〈入園時にかかる費用〉       〈毎月の費用〉

にこにこ

弁当日

土金木水

円

保育料
0～2歳児は 会津若松市で決定される金

額

３～５歳児は保育料がかかりません。

5,000円

教育充実費(全園児)

主食費

副食費

２,５００円

４,５００円

主食費

副食費

２,５００円

５,５００円

給食費（1号認定）

給食主食費（2号認定）

施設設等備維持費(全園児)

0歳1000円　1歳2000円

2歳3000円　3-5歳3500円

1号認定3500円

2・３号認定4000円



園生活について

一日の生活の流れ 　　　　　※３～５歳児１･2号認定のお子さん対象にバス通園（希望者）があります。

  時間の流れ 　7:00 　　　　9:00　　　　11:00　　　　　　　                　　　　　　　　18:1515:00 　 　   　　　　  18:00 19:00

　順次登園　　あそび　　　　　昼食　　午睡　　　　　めざめ　おやつ　　あそび　順次降園

　水分補給　 延長保育

　月～金：完全給食　　土：お弁当 (月～金)

  時間の流れ 　7：00 8：30 10:00 　　　　　　　　　　　11：30　13：30　14:00  　　　　   18:00

　順次登園　遊び～クラス活動など～昼食　  遊び　　　降園（お迎え・バス） 子育て支援室

　7:00-8:30 　　　　　　　　長時間保育（1号の預かり保育） で合同保育

月～金：完全給食

14:00    15:00　　15:30(降園バス)

月～金：完全給食 短時間のみ16:30降園

　7:00-8:30 　　　土：お弁当 ※年齢や個別の発達に応じて、午睡・午後の遊び

　　　午睡　　おやつ　　あそび　順次降園

主な行事 ●プール遊び ●発表会

●サマースクール ●作品展

●入園式   　  なつ ●おとまりかい（5歳児） ●もちつき

●親子遠足 ●夏まつり ・ほたる祭り ●ひなまつり会

●個別懇談週間 　　　　●うんどうかい　●報恩講 ●おわかれかい

●内科健診・歯科検診 ●敬老会 ●卒園式

　 はる ●花まつり ●りんごがり

●いちごがり 　あき ※その他【毎月：誕生会、避難訓練、身体測定など】

子育て支援事業

※子育て支援「ぴかりんくらぶ」対象：１歳６ヶ月～就学前の未就園児及びその保護者です。

　※毎月の予定表をご覧になってご参加ください。

※内容は活動の参考例です

㋜すももくらぶ

※年４回程度自由解放日（めごキッズの部屋、園庭で自由にあそぶ）があります。

②子育て発達相談支援

③子育て電話相談（月～金9：00～16：00）

④園舎開放（月～金10：00～11：30）

※「すももくらぶ」

※毎月の予定表をご確認の上ご参加ください。（予約が必要な活動もあります）

➀曜日：木（10:00～11：00）

※一時預かり事業「わくわくランド」

園に在籍していないお子さんを一時的にお預かりします。

１．対象となるご家庭の状況

　①保護者の疾病、入院、出産、看護及び冠婚葬祭など、一時的に家庭でお子さんを保育する人がいない場合

　②育児の疲れなど保護者の心理的・肉体的な負担を軽減するため

２．利用要件

　１歳～２歳の乳幼児（６名程度）

３．利用日及び時間　※職員の配置数などによりお受けできない場合があることをご了承ください。

　月～金曜日、９：００～１７：００（１時間単位でもお預かりできます）

４．利用料金

　①１日（８時間）3,000円：給食代、おやつ代を含みます。

　②４時間（保育料：1,500円、給食代：380円、おやつ代：100円）

５．申し込み方法

　事前に「一時預かり利用登録」が必要です。

 早期預かり

短時間のみ

１号

２号

　 ３～５歳

児

 　0～２歳

児
３号

思い出を飾ろう　ひなまつりサロン

㋜思い出を飾ろう

①曜日：火（10：00～11：00）

水遊び用おもちゃを作ろう

あわあわあそび

㋜水遊び用おもちゃを作ろう

親子体験教室・どんぐりひろい遠足・ハ

ロウイーンパーティー

㋜バスでおでかけ・ベビーマッサージ

だんごさし・人形劇を見よう

㋜モジュールブロックであそぼう
１月

６月

１０月

園内ツアー＆園庭に行ってみよう

㋜ベビーマッサージ・園内外ツアー

 早期預かり

４月

７月

１１月

２月

５月

９月

１２月

好きな遊びをしよう

リトミック教室、プールごっこ

㋜お水でちゃぷちゃぷ

すくすくハウスにいってみよう

㋜すももサロン・アイアイプラスに

行こう

運動遊び

㋜いちご組のお友達と遊ぼう
３月

  ふゆ

体験入園

バスでおでかけ

㋜保健師さんのお話・離乳食教室

クリスマスの飾りを作ろう・もちつき

㋜離乳食講座

【適宜：園外保育・英語ｽｸｰﾙ、体操教室】

対象は、低年齢児の０～１歳６ヶ月の未就園児及びその保護者です。



学校法人　白梅 幼保連携型 認定こども園
北会津こどもの村幼保園
　

２号認定

若干名

若干名

５名

満３歳１号認定若干名

　　　　　　　　12名

　土、日曜日・国民の休日 日曜日・国民の休日

夏・冬・春の長期休み・園が指定する日 　１２/２９～１/３

　　７時００分～８時３０分 　　７時００分～８時３０分

　　　　　※　有料

　標準時間：７時００分～１８時００分

　短 時 間：８時３０分～１６時３０分

   　※有料 　　１６時３０分～１８時００分

月～金：１４時００分～１８時００分

土曜日は、下記参照

＊支給認定によって、保育利用時間について保育料以外の利用料金が変わります。（1号の満3歳児は、別記）

  ７：００  ８：３０  １４：００  １６：００

    ～１６：００   ～１８：００

（おやつ代別途１００円）

　長期休み期間

　（月～金） （おやつ代別途１００円）

※　満3歳児1号認定児　　「預り保育料金」

1号認定児+預かり（保育の必要性の認定）の減免は受けられません。ご注意ください。

※ 3号認定児が、3歳のお誕生日を迎えると認定区分が自動で2号認定に変更されます。
誕生日の翌月から1号認定に変更も可能になりますが、利用定員枠がありますので
お受けできない場合があります。

　　※長期休業中のみの月極めは行いません。

若干名

１０名

預り保育（有料） 14：00～18：00 1時間：600円
2時間月極め：13,000円

4時間月極め：16,000円

30分3５0円

土

１時間

５00円

30分3５0円
月極３,０００円

土 30分２５０円

延長保育（有料） 18：00～19：00
30分：300円

1時間：600円

1号認定（満3歳児）

早朝保育（有料） 7：00～8：30 1回：600円 月極め：3,500円

通常保育時間 8：30～14：00

2

.

3

号

保

育

短

時

間

月～金
30分２５０円

2号保育料無償

保育短時間

（８：３０～１６：３０）
保

育

標

準

時

間

月～金
2号保育料無償

標準保育時間（７：００～１８：００）

1

号

月～金

30分２５０円

無償内

１時間５００円

１時間５00円

30分２５０円
１時間５00円

　　　30分3５0円

  30分月極 3,000円

 1時間月極 ６,000円
月極３,０００円

２時間月極１２,０００円

４時間月極１５,０００円

 土 30分２５０円

　（利用回数×４５０円）最大11,300円まで減免があります。園では、（利用回数×650円）の差額の減免となります。

夏・冬・春の長期休園日については、その都度料金を設定しお知らせします。　　　

      支 給 認 定  １８：００ ～１９：００
～８：３０  ～１４：００

※　1号認定児+預かり（保育の必要性の認定）を受けた方は預り保育利用は、下記預り保育料金から

 保育時間 　　８時３０分～１４時００分

 預かり保育 　　　 　　※ 有料 短時間

 延長保育 １８時００分～１９時００分（有料）

 保育料金 1・2号無償、３号は会津若松市の決定する保育料

 園バス運行

認定区分 1号認定児 2号・3号認定児

  休園日

早期保育時間
　　　　　※　有料 短時間

０歳児（６年保育）　　令和４年４月２日～令和５年４月１日（2022～2023生)

　有（有料）

  クラス編成募

集人数

想定募集人数

年長５歳児（１年保育）平成２９年４月２日～平成３０年４月１日（2017～2019生)　

年中４歳児（２年保育）平成３０年４月２日～平成３１年４月１日（2018～2019生)　

年少３歳児（３年保育）平成３１年４月２日～令和２年４月１日（2019～2020生)

３号認定

２歳児（４年保育）　　令和２年４月２日～令和３年４月１日（2020～2021生)

１歳児（５年保育）　　令和３年４月２日～令和４年４月１日（2021～2022生) ９名

若干名

１号認定
学　年　　　　　　　　　　　　出生年齢

若干名

２０２３年度 想定募集人員


