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学校法人樹弘学園 

幼保連携型認定こども園 しもさかべ幼稚園 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ホームクラス 
幼稚園の教育・保育時間外にお預かりする「預かり保育」 

 

●対象児 

・ しもさかべ幼稚園 在園児 

・ しもさかべ幼稚園 卒園児（別料金になります。） 

 

●内容 

幼稚園での教育の時間とは異なり、基本的生活習慣を身につけ家庭的な雰囲気の中で子どもたちが 

リラックスして生活できるように配慮しています。 

 

●利用定員 

ご希望の方は認定区分に関わらず、利用いただけます。 

下記例のように、利用を控えていただく場合があります。 

※利用制限時には就労証明書や在園証明書等をご提出ください。 

・ 新入園児の4月春休みと午前保育期間。 

・ 年度途中入園の満3歳児の慣らし保育期間。 

・ 警報発令時：詳細は「警報発令時の対応」をご確認ください。 

・ 新型コロナウィルス感染症による緊急事態宣言に伴う休園期間。 

・ 兵庫県からの要請に基づき、受け入れを制限する場合。 

 

●開設日・時間 

＜月曜日～金曜日＞ 

７：３０から１９：００までの「預かり保育」を実施しています。 

通常ホーム、早朝ホーム、延長ホームがあり、認定区分によって、料金が発生する利用時間が異なります。 

詳しくは、この冊子の最終ページの「認定別ホームクラス利用・支払い」を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

＜土曜日＞ 

保護者全員が就労のため家庭保育できない場合に「預かり保育」を実施しています。 

 

 

 

 

 

●開設除外日 

日曜日・祝日・行事等（入園式、運動会、バザー、音楽会、卒園式）・お盆・年末年始・警報等に伴う休園日 

 

 

 

 

早朝ホーム 
７：３０～８：３０ 

延長ホーム 
１８：００～１９：００ 

通常ホーム 

通常保育日（午後保育）   １４：００～１８：００ 

午前保育          １１：３０～１８：００ 

代休日            ８：３０～１８：００ 

長期休園日（春・夏・冬休み） ８：３０～１８：００ 

 
 
 

早朝ホーム 
７：３０～８：３０ 

土曜日 延長ホーム 
１７：００～１９：００ 

土曜日ホーム ８：３０～１７：００ 

＜新入園児のご利用について＞ 
 午前保育期間中のホームクラスは、学年の異なる

たくさんの園児様がご利用になられます。 

 集団生活に慣れていない状況で、当初からの長時

間の利用や、連日利用はお子様の負担となります。 

 初めてのご利用から 1 週間程度は、お子様の負担

を避けるため、午前中のみなど最大半日程度の利用

におさえ、長時間の利用はおひかえください。 

 できるだけ短い時間からホームクラスの利用を始

められますようお願いいたします。 

 お子様の状況によっては、早めのお迎えをお願い

する場合もあります。 

 



●料金・代金 支払方法 

認定区分によって、料金が発生する利用時間や給食代が異なります。 

最終ページの「認定別ホームクラス利用・支払い」を参照してください。 

 料金・代金 支払方法 

通常ホーム  1時間 ２００円 ☆月極料金設定はありません。 ホームチケット 

早朝ホーム ７：３０～８：３０ １時間 ２５０円 

８：００～８：３０ ３０分 １２５円 

現金 

延長ホーム １８：００～１９：００ １時間 ３００円 現金 

土曜日ホーム 1時間 ２００円 ☆月極料金設定はありません。 ホームチケット 

おやつ代 1食 ５０円 おやつ券 

給食代 1食 ３８０円 翌月以降の保育料と共に引落 

 

●準備いただくもの 

（A）ジッパー付きのケース 

園からお渡しするお知らせばさみ（B6サイズ）に挟んで、チケットや現金を入れて使用します。 

サイズ目安は、最大で縦13ｃｍ×横18ｃｍ、最小で縦8ｃｍ×横10ｃｍ。A6やB7サイズ程度。 

ひらがなのフルネームを、油性マジックでご記入ください。クラスは記入しません。 

 

◎ ジッパー付ソフトビニールケース 

丈夫でおすすめ。ファスナーケース、メッシュケース等の商品名で販売。 

100円均一でも購入可能です。 

△ スライダーバッグ（スライドジッパー保存袋等） 

スライダー（ジッパー）部分が壊れやすいので、壊れたら交換してください。 

× チャック付収納袋（チャック付ポリ袋等） 

袋の口が開きやすく中身が出てしまうため、避けてください。 

 

（B）チケット（ホームチケット、おやつ券） 

・ 1時間利用につき ホームチケット1枚が必要です。 

（１０分、３０分単位はございません。） 

・ １５：００以降利用の場合、はおやつ券1枚が必要です。 

・ チケットは１セット単位（１０枚）での販売になります。 

・ 販売場所：職員室（販売は１６：３０まで） 

・ まとめ買いは、園児1人につき2セットまでとさせて頂きます。 

 

チケット枚数 例 １４：００～１５：００→ホームチケット1枚 

         １４：００～１６：００→ホームチケット2枚＋おやつ券1枚 

         １４：００～１７：００→ホームチケット３枚＋おやつ券1枚 

         １４：００～１８：００→ホームチケット４枚＋おやつ券1枚 

※課外教室の時間は含みません。《れんらくアプリ》でのホームクラス予約時に課外教室を選択してください。 

 

●申込方法 

① 携帯電話サービス《れんらくアプリ》より「預かり保育申込」をしてください。 

《れんらくアプリ》の操作は、下記をご参照ください。 

「資料《れんらくアプリ》操作方法」 

《れんらくアプリ》トップ画面下部の「よくある質問」 

② ジッパー付きのクリアケースに、利用時間に応じて必要なチケットや現金を 

当日利用分だけ入れてください。お釣りのないようご協力ください。 

③ ホームクラスを利用する日に、②をお知らせばさみに入れてください。 

ホームチケット1０枚  ２，０００円 

おやつ券   １０枚    ５００円 

販売場所：職員室（販売は１６：３０まで） 
 

※チケット購入とわかるメモに現金を添えて 

お知らせばさみに入れて頂いても購入できます。 

お な ま え 

当日利用分の 
チケット 
現金 

お知らせばさみ 



●ホームクラス（預かり保育）締切時間 

ホームクラス 《れんらくアプリ》機能 申込締切 備考 

通常ホーム 

【ホームクラス当日申込（通常保育後）】 

※18 時迄の利用申込ができます。19 時

迄の延長ホーム申込不可。 

《れんらくアプリ》 

当日10：00 
《れんらくアプリ》締め切り時間

後は、電話でご連絡ください。 

早朝ホーム 【早朝ホーム（平日）】 2日前17：00 バス通園児が、早朝ホームを申し

込むと、朝バスがキャンセルされ

ます。 

 

《れんらくアプリ》の締切時間後

の取消や変更は、電話やメモにて

お知らせください。 

 

【申込締切後の注意点】 

日程を追加する申込はできませ

ん。利用する可能性のある日は、

予約をおすすめします。 

申込済の予約日は、取消と時間変

更は可能です。 

延長ホーム 

【ホームクラス申込（通常保育後）】 

※１９時迄の延長ホームを含めて申込でき

ます。 

平日２日前 

17：00 

土曜日の申込不可 

月曜・火曜は金曜

締切 

通常ホーム 

午前保育、代休日、 

長期休園日 

みみずくつうしん（園だより）や手紙等に

て、別途お知らせします。 
 

土曜日ホーム 

※弁当持参 
【土曜日ホーム】 2日前の17：00 

土曜日ホーム 
※2・3号認定給食申込 

【土曜日ホーム】 前月25日 

 

●服装 

・ 登園日：制服 

・ 春・夏・冬休み、代休日等の休園日や土曜日：私服（自分で管理でき活動しやすい服と、走りやすい外靴。） 

 

●欠席・変更・キャンセル  

・ 申込日に欠席される場合は 前日の17：00までにご連絡ください。アプリでキャンセルができます。 

・ 前日の 17：00 を過ぎての欠席連絡・無断欠席の場合、早朝ホームと土曜日ホームは予約分の料金をご負担い

ただきます。アプリでのキャンセルもロックされます。 

・ 給食ありで申し込みした場合、締切日後にホームクラスの予約をキャンセルされても、予約分の給食代は頂戴い

たします。 

・ 締切後の利用日の追加・変更はできません。一度キャンセルした予約の復活はできません。 

・ 申込済の利用日の時間変更は可能です。早朝・延長保育予約受付は、2日前の17：00迄です 

・ 《れんらくアプリ》での予約時間変更も2日前の17：00迄です。 

・ ホームクラスの予約状況は、《れんらくアプリ》メイン画面の「スケジュール」から確認できます。 

 

●注意事項 

・ 保育料・諸費の未納がある場合、ホームクラスの予約・利用を制限させていただきます。 

・ 毎朝体温を測り、「体温・健康チェックシート」に記入し、お知らせばさみに入れてお持たせください。 

・ 体温が37.5℃以上ある場合、本人又は同居家族に少しでも体調に不安がある場合は、お休みください。 

・ 土曜日のご利用は、前月25日までに保護者全員分の「土曜保育 就労証明書」の提出が必要です。 

・ 送迎される保護者様は、保護者用名札を必ず着用してください。複数の方が送迎される場合など、追加が必要な

場合は、職員室にて150円で購入いただけます。 

・ 「食物除去の指示書（アレルギー疾患生活管理指導表）」を提出済の方は、4 月中は《れんらくアプリ》の連絡

事項欄に、除去が必要な食品をご記入ください。 

・ ホームクラス利用中の警報発令等の場合は、お迎えをお願いします。 

・ 処方薬・市販薬（内服薬・目薬・塗り薬等）は対応しておりません。お持ちにならないでください。 

・ 欠席・時間変更等の連絡は、《れんらくアプリ》やメモにてお願いします。 

・ ホームクラス担当者やクラス担任への口頭での連絡は、間違い防止のためお控えください。 

 



●バス利用の方はご注意ください 

・ 早朝ホームや通常ホーム、延長ホームを利用される場合、バスは乗車できません。 

・ 園のホームクラスへお迎えをお願いします。 

・ 《れんらくアプリ》で通常ホームを申し込みすると、帰りのバス「いらない」も連動して登録されます。 

・ 《れんらくアプリ》で早朝ホームに申し込みすると、朝バス「いらない」も連動して登録されます。 

 

 

●給食（園内調理） 

・ 通常保育（午後保育）日には、幼稚園の教育・保育時間に

一斉給食があります。 

・ 午前保育、長期休園（春・夏・冬休み）、代休日に、ホー

ムクラスを利用する希望者へ園内調理の給食を提供してい

ます。お弁当を持参することもできます。 

・ 《れんらくアプリ》で各ホーム申込の際に、【給食あり】

または【弁当持参】を選んでください。 

・ どの認定か、副食費免除対象かは、市から支給されている

支給認定証や通知書をご確認ください。認定証を紛失され

た方は、市に問い合わせて確認してください。 

・ 新2号・新3号認定は、1号認定から新2号・新3号認

定に切り替わるのではなく、1号と新2号・新3号両方

の認定がされている状態です。 

 

●副食費免除対象者 ホームクラス利用時の給食代 

1号認定：一食380円 ホームクラス利用時は免除対象外。 

（土曜日はお弁当のみです。給食は申込できません。） 

2号認定：一食155円 

 

●お迎え 

お迎え時間には遅れないようにお願いします。 

時間変更がある場合はご連絡ください。 

 

●お迎え時間変更の連絡先 

7：30～17：00  06-6499-1545 

（しもさかべ幼稚園 電話） 
 

17：00以降    080-8315-6402 

（しもさかべ幼稚園 携帯電話） 
 

 

 

 

 

 

 

ご不明な点等ございましたら、ホームクラス担当（℡06-6499-1545）へお問い合わせください。 

午後保育中の対応時間  9：00～13：00 

対応可能外や午前保育期間は、保育準備やお迎えの対応のため、電話対応が難しいのでご了承ください。 

アプリでの予約ができない方はできるようにサポートします。 

締切日間際の場合は間に合わない可能性がありますので早めにお申し付けください。 

認定別ホームクラス給食代 



☆早朝ホーム・延長ホーム☆ 

※月曜日・火曜日の早朝ホーム・延長ホームは、前週金曜日までにお申し込みください。（土曜日は受付いたしません。） 

※早朝ホームの前日17：00以降のキャンセルは予約分の料金を頂戴します。 

※１９：００以降は、認定に関わらず１０分ごとに５００円の超過料金を頂戴します。 

※１９：００以降のお迎えが３回を超すと、ホームクラスでのお預かりをお断りさせていただきます。 

 

☆午前保育・代休日・長期休園（春・夏・冬休み）の通常ホーム☆ 

みみずくつうしん（園だより）や手紙等にて、別途お知らせします。 

 

●昼食申込方法  《れんらくアプリ》から申込の際に【給食】または【弁当持参】を選んでください。 

・給食でお申し込みの場合、一食３8０円です。（給食代は翌月以降の保育料と共に引落されます。） 

 

●持ち物     全ての持ち物（カバンや靴下にも）にひらがなのフルネームでお名前をお書きください。 

・体温・健康チェックシート 

・当日利用分のチケットや利用料金 

・クラス名札（配付されるまでは以前の保育施設で使用していたものなどで代用してください。） 

・水筒 ・おはしセット ・スモック（園指定の冬用袖つきエプロン） 

・ビニール袋（汚れ物入れ） ・着替え一式（上下着替、下着、靴下） ・上靴 ・マスク（予備も） 

・お弁当（給食を申込みしていない方。土曜日利用の方。） 

・感染予防のため当面使用しません：お手拭きタオル、コップ、歯ブラシ 

 

☆土曜日ホーム☆ 

●対象者     保護者全員が就労のため家庭保育できない場合にお預かりします。 

●場所      保育園部園舎（北側の緑色の壁の園舎） 

●服装      私服。（自分で管理でき活動しやすい服と、走りやすい外靴。） 

●利用方法    前月25日までに保護者全員分の「土曜保育 就労証明書」を提出してください。 

●給食申込方法  「土曜保育 就労証明書」提出時、その月の土曜日給食代を添えてお申込み。 

●土曜日給食代  『一食380円（2号の副食費免除対象者は155円）×その月の土曜日利用日数』 

※土曜日ホームの当日キャンセルは予約分の料金を頂きます。 

土曜日の昼食 
弁当 
持参 

給食 
給食 
単価 

給食 
単価 
副食費免除 

備考 

1号認定 
新2号・新3号認定 

● 申込不可 
12 時を超えて利用される場合、お弁当をお持た

せください。 

2号認定 ● ● 380円 155円 
「土曜保育 就労証明書」提出時、月単位でお弁

当か給食をお知らせください。 

3号認定 ● ● 保育料に含む  

 

 

 

 

 

 

 

「土曜保育 就労証明書」 
ホームクラス・職員室にてお渡しできます。 

園のホームページから Excel・PDF ファイルをダウン

ロード可能です。 

園ＨＰ ⇒ 書類ダウンロード ⇒ 「土曜保育 就

労証明書」 

「土曜日ホーム」申込期限 ⇒給食申込の場合、前月２５日まで 

 

「土曜日保育 就労証明書」提出期限⇒前月２５日まで 

 

「土曜日ホーム 給食」申込期限 

⇒前月２５日まで キャンセル不可、返金できません 

 



 

 

２０２２.３月改定 

認定別ホームクラス利用・支払い

イメージ 

※どの認定にあたるかは、市から支給されている支給認定証や認定通知書をご確認ください。 

 認定証を紛失された方は市にお問い合わせください。 


