
7:30 10:30 14:30 15:30 17:30 19:00
特別サークル 通常サークル 特別サークル 特別サークル

登園・送迎 保育指導 降園送迎（早朝） 各課外教室 （延長） （夜間）
7:30 12:30 14:30 17:30 19:00
特別サークル 土曜サークル 特別サークル 特別サークル 特別サークル
（早朝） （昼食無） (昼食有) （延長） (夜間)
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【１号認定】
《開設主旨》

園からかえってから近所に遊べる子が少なく、危険な所も多く場所がない。また、社会のため

に持っている能力を生かして働いてみたい…。など、このような社会的情勢を受け止め、子育

て支援の一環として、“あずまキッズ・サークル”(預かり保育、延長保育)を開設しています。

“あずまキッズ・サークル”をとおして、縦割保育の中で遊びの充実をはかり、子どもたちの

成長をさらに援助していきたいと願っています。あくまで、子どもたちの健全育成のための支

援ですので、大人(親)の都合のみにならぬようご理解ご協力をお願いいたします。

《登録条件(資格)》

①在園児(１号認定児)を対象といたします。

②１ヶ月単位にご契約ください。但し、止むを得ぬ急な事情が生じた場合、週または日単位で

受付けます。(おやつ等の手配もありますので、早めのご連絡をお願いします。)

③月１回以上登録される方はＩＣカードを購入していただきます｡

《開設日時・サークル費(預かり料金)》

①通常サークル…平常 17:30まで(月､火､水､木､金曜日の平常保育日(短縮保育含む)

また原則として保育のある日)

１ヶ月…12,000円、 １回… 800円（おやつ代含む）

②特別サークル…早朝 7:30から

１ヶ月… 2,500円、 １回… 200円

延長 19:00まで

１ヶ月…17,500円、 １回…1,200円（おやつ代含む）

③併 用…通常サークルと特別サークル（早朝・延長）を併用することもできます。

但し、延長のみの利用はできません。

④臨時サークル…午前保育日及び夏休み、冬休み、春休み中、行事等による振替休園日は臨時

サークルとして15:30まで、17:30まで、19:00までと土曜日は12:30まで、

14:30まで、17:30まで、19:00までの利用となります（祝祭日、年末年始な

ど一部休業日は休みです）。

・15:30まで800円17:30まで1,200円、19:00まで1,600円

プラス給食１食200円

・土曜日12:30まで1,000円（昼食無）

14:30まで1,500円＋給食２００円

17:30まで2,600円(おやつ代含む)＋給食２００円

19:00まで3,600円(おやつ代含む)＋給食２００円

・土曜日(行事日)※例：運動会、おさとり発表会、もちつき会、作品展等

14:30まで 500円＋給食２００円

17:30まで1,600円(おやつ代含む)＋給食２００円

19:00まで2,600円(おやつ代含む)＋給食２００円

※月登録での利用はありません｡(定員40名､当日の受付は行いません｡前日までに申し込みください｡)

※当日キャンセルの場合、給食費200円・おやつ代100円はいただきます。

【月曜日～金曜日】

【土曜日】

平成30年度あずまキッズ・サークル(預かり保育)のご案内
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＋ ＝

《活動の部屋》
子育て支援センターキッズサークル室及び園庭等
《サークル・カリキュラム》
縦割保育（年長、年中、年少合同）でのかかわり合いを大切にし、生活のなかでの遊びの充実
をはかることを重点といたします。日によって、ことば遊び（言語教育）・パソコンなど、さ
まざまな活動を行います。

あずまキッズ･サークル(預かり保育)料金表

【１号認定】
〈月曜日～金曜日〉

早朝※1 通常 臨時※2 延長※1 夜間※1

7:30～ 14:30～17:30 ～15:30 ～17:30 ～19:00

(特別ｻｰｸﾙ) (13:30～17:30) (特別)ｻｰｸﾙ) (特別)ｻｰｸﾙ)

月曜日～金曜日

平常保育日 200 800 — — 1,200
(短縮保育日)

臨時サークル

午前保育日・振替休園日 200 — 800 1,200 1,600
長期休園日(夏･冬･春休み)

１ヶ月(月登録) 2,500 12,000 — — 17,500

〈土曜日 通常〉※給食代(200円)はプラス料金となります。

早朝※1 昼食無 昼食有 延長(昼食有) 夜間(昼食有)

7:30～(特別ｻｰｸﾙ) ～12:30 ～14:30 ～17:30 ～19:00

200 1,000 1,500 2,600 3,600

〈土曜日 行事日〉※例：運動会、おさとり発表会、もちつき会、作品展等

※給食代(200円)はプラス料金となります。

早朝※1 昼食無 昼食有 延長(昼食有) 夜間(昼食有)

7:30～(特別ｻｰｸﾙ) ～12:30 ～14:30 ～17:30 ～19:00

200 — 500 1,600 2,600

※1 通常又は臨時と特別サークル(早朝、延長、夜間)を併用することができます。
但し、延長、夜間のみの利用は実施しておりません。

※2 臨時サークルですが、祝祭日、年末年始など一部休業日があります。
○臨時サークル日並びに土曜日は月登録には含みません。

昼食(給食)を必要とするキッズサークル日について

臨時サークル(午前保育、振替休園日、夏・冬・春休み)、土曜日(通常、行事日)の給

食につきましては、キッズサークル料金とは別で、１食２００円追加となります。

※該当日の計算方法

預かり料金 給食 請求料金

○○○円 ２００円 ○○○円
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【１号認定】就労支援
《開設主旨》

園からかえってから近所に遊べる子が少なく、危険な所も多く場所がない。また、社会のため

に持っている能力を生かして働いてみたい…。など、このような社会的情勢を受け止め、子育

て支援の一環として、“あずまキッズ・サークル”(預かり保育、延長保育)を開設しています。

“あずまキッズ・サークル”をとおして、縦割保育の中で遊びの充実をはかり、子どもたちの

成長をさらに援助していきたいと願っています。あくまで、子どもたちの健全育成のための支

援ですので、大人(親)の都合のみにならぬようご理解ご協力をお願いいたします。

《登録条件(資格)》

①在園児(１号認定児)で草加市幼稚園就労支援預かり保育に申込み・承認された児童を対象と

いたします。

②１ヶ月単位の登録(登録日は稼働証明書等に準ずる)となります。

※月途中からの利用開始又は利用中止でも該当月毎の扱いとなります。

③就労時間外・早朝・延長・夜間・土曜日は、草加市幼稚園就労支援預かり保育の対象外とな

ります。

④門扉解錠用のＩＣカードをご購入ください。

《開設日時・サークル費(預かり料金)》

①通常サークル…平常 18:00まで(月､火､水､木､金曜日の平常保育日(短縮保育含む)

また原則として保育のある日)

１ヶ月…6,000円（おやつ代は別 100円×回数）

②特別サークル…早朝 7:30から

１ヶ月…2,500円、 １回…200円

延長(後) 就労時間後から18:00まで

１ヶ月…8,000円、 １回…500円

夜間 18:00から19:00まで

１ヶ月…6,000円 １回…400円

③併 用…通常サークルと特別サークル（早朝・延長）を併用することもできます。

但し、延長のみの利用はできません。

④臨時サークル…午前保育日及び夏休み、冬休み、春休み中、行事等による振替休園日は臨時サークル

(祝祭日、年末年始など一部休業日は休みです)となりますが、就労支援での

利用の場合は通常日と同時間でのご利用となります。ただし給食費(200円)

おやつ代(100円)は利用回数分別途いただきますので予めご了承ください。

延長(前) 8:00から就労時間前まで

１ヶ月…8,000円 １回…500円

⑤土曜サークル 12:30まで1,000円（昼食無）

14:30まで1,500円＋給食２００円

17:30まで2,600円(おやつ代含む)＋給食２００円

19:00まで3,600円(おやつ代含む)＋給食２００円

(行事日)※例：運動会、おさとり発表会、もちつき会、作品展等

14:30まで 500円＋給食２００円

17:30まで1,600円(おやつ代含む)＋給食２００円

19:00まで2,600円(おやつ代含む)＋給食２００円

※月登録での利用はありません｡(定員40名､当日の受付は行いません｡前日までに申し込みください｡)

※当日キャンセルの場合、給食費200円・おやつ代100円はいただきます。

平成30年度あずまキッズ・サークル(預かり保育)のご案内



- 38 -

＋ ＝

預かり日・時間は
各自稼働状況に
よって異なります(稼
働証明等に準ずる)

《活動の部屋》
子育て支援センターキッズサークル室及び園庭等
《サークル・カリキュラム》
縦割保育（年長、年中、年少合同）でのかかわり合いを大切にし、生活のなかでの遊びの充実
をはかることを重点といたします。日によって、ことば遊び（言語教育）・パソコンなど、さ
まざまな活動を行います。

あずまキッズ･サークル(預かり保育)料金表

【１号認定】就労支援
〈月曜日～金曜日〉

早朝※1 延長(前)※1 通常 臨時※2 延長(後)※1 夜間※1

7:30～ 8:00～ 14:30～18:00 8:00～ 就労時間後～ 18:00～

(特別ｻｰｸﾙ) 就労時間前 (13:30～18:00) 18:00 18:00 19:00

(特別ｻ ｸーﾙ) (最長時間) (最長時間) (特別ｻｰｸﾙ) (特別ｻｰｸﾙ)

月曜日～金曜日

平常保育日 200 — — 500 400

(短縮保育日) —
午前保育日・振替休園日

200 500 — — 500 400
長期休園日(夏･冬･春休み)

１ヶ月(月登録) 2,500 8,000 6,000 8,000 6,000

〈土曜日 通常〉※給食代(200円)はプラス料金となります。

早朝※1 昼食無 昼食有 延長(昼食有) 夜間(昼食有)

7:30～(特別ｻｰｸﾙ) ～12:30 ～14:30 ～17:30 ～19:00

200 1,000 1,500 2,600 3,600

〈土曜日 行事日〉※例：運動会、おさとり発表会、もちつき会、作品展等

※給食代(200円)はプラス料金となります。

早朝※1 昼食無 昼食有 延長(昼食有) 夜間(昼食有)

7:30～(特別ｻｰｸﾙ) ～12:30 ～14:30 ～17:30 ～19:00

200 — 500 1,600 2,600

※1 通常又は臨時と特別サークル(早朝、延長、夜間)を併用することができます。
但し、延長、夜間のみの利用は実施しておりません。

※2 臨時サークルですが、祝祭日、年末年始など一部休業日があります。
○特別サークル(早朝・延長・夜間)並びに土曜日は就労支援の月額制には含みません。

昼食(給食)を必要とするキッズサークル日について

臨時サークル(午前保育、振替休園日、夏・冬・春休み)、土曜日(通常、行事日)の給

食につきましては、キッズサークル料金とは別で、１食２００円追加となります。

※該当日の計算方法

預かり料金 給食 請求料金

○○○円 ２００円 ○○○円


