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⾧岡学園

清田幼稚園

目指す子どもの姿

清田幼稚園は、初代学園⾧ ⾧岡 武夫が、
「幼児の健全な発育に貢献する」「地域の教育・文化に寄与する」という建学の精神の下、
昭和４３年１２月に創立し、以来５０有余年の歴史ある幼稚園です。

重要事項説明書とは
清田幼稚園の保育の開始に際し、
保護者の皆様にお知らせすべき内容
を記載しております。ぜひ、目を通
していた だきたくお願 い いたしま
す。

令和３年度

重要事項説明書

１．施設の目的・運営方針
本園は、子どもたちの健やかな成⾧が図られるよう快適で
適切な環境を整え、その心身の発達を助⾧することを目的としま

なお、記載している内容につきまし

す。

ては、社会状況に応じて、年度毎に

①健康で安全な生活のために必要な基本的生活習慣を養い、

改善・変更を行います。

学校法人

身体機能の調和的な発達を図ります。
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総合的な保育を行います。
③子ども一人ひとりの特性と発達に配慮し、子どもたちが
自発的・意欲的にかかわれるような環境を構築し、
豊かな遊びを通して総合的な保育を行います。
④地域における教育機関と連携しながら、地域の人材の
活用を図り、保護者が子育てをする際の支援、及び
地域の子育て家庭に対する支援を行います。
⑤条例が定める職員や設備の基準その他関係法令等を
遵守し施設の運営を行います。

代表者: 理事⾧ ⾧岡 源一郎
管理者: 園 ⾧ 髙村

②集団生活の中で子どもたちが自己を発揮できるように

誠

防火管理者:主幹 ⾧岡 俊宏

〇清田幼稚園の教育について

２．清田幼稚園の教育

○本園では、「幼稚園教育要領」及び「教

《目指す子どもの姿》 すこやかに!

育委員会が定める基準」に基づき、教諭
は幼児との信頼関係を築き、幼児と共に

子どもたちの「わ」の広がりの中で、遊びを通して、

よりよい保育環境を創造するように努め

未来につながる土台をしっかりつくる

ます。
《子どもたちの「わ」の広がりの中で》
○一人ひとりの子どもたちを中心に、
子どもたちと先生、先生と保護者・

＊なかよく…お友だちとなかよく遊べる子ども
＊あかるく…やさしく思いやりのある子ども
＊つよく …たくましく健康な体の子ども

地域、そして子どもたち相互の

＊ただしく…よりよい生活習慣を身につけた子ども

あたたかい「人のわ」を大切に、

＝安定した情緒の下で、遊びを通して学ぶ充実感のある生活＝

教育活動を進めてまいります。

《教育目標》

《未来につながる土台をしっかりつくる》
○幼児はあたたかい眼差しの中、安定した
情緒の下で、自分の思いを十分に発揮し

○ゆたかな心づくり ○たくましい体づくり
○あたたかな仲間づくり

夢中になって遊ぶことを通して、発達に

かけがえのない一人ひとりの子どもたちの「ゆたかな心づくり・

欠かすことのできない体験を積み重ねて

たくましい体づくり・あたたかな仲間づくり」を豊かな自然に

心も体もそして知力も発達します。

囲まれた安心・安全な環境・安定した情緒の下で育みます。

このことをふまえ、清田幼稚園では、
幼児の主体的な活動を促し、幼児期に
ふさわしい遊びを通して、心身の調和の
とれた子どもの発育を目指します。
《一人ひとりの個性に応じて》
○幼児の発達は、心身の諸側面が相互に
関連し合い、多様な経過をたどって

《令和３年度幼稚園教育の重点》

★子どもの心が動く教育の創造★
子どもたちは、自分の思いや考えを遊びの中で自分から主体的に
表現する体験を通して、これからの社会をたくましく生きる力を
育んでいきます。清田幼稚園は、安心・安全な環境の中で、子ど

成し遂げられていくものであること、

もたちが、自ら「やってみたい」「できるようになりたい」と心

また、幼児の生活経験がそれぞれ異なる

を動かし、目を輝かせて活動する教育を大切に、今年度の教育活

ことなどを考慮して、幼児一人ひとりの

動を創造してまいります。

個性に応じ、発達の段階に即した指導を
行うように努めます。
《特別な支援が必要な子の教育について》
○心身の発達に不安のあるお子様の入園に

《清田幼稚園の環境と特色》
・園舎周辺は、清田緑地があり、自然が豊富で昆虫の観察、
どんぐり拾いなどができます。

際しましては、園にご相談ください。

また、敷地内の畑で、花や野菜、じゃがいもやとうもろこし

専門機関と連携・協力しながら受け入れ

などの野菜を育て、収穫や試食をします。

ることのできるよう努めます。
＊園の受け入れ体制が十分に確保できない
場合は、入園をお断りする場合もありま
す。 ご容赦ください。

・広い園庭、大型遊具、木陰のお山で、ゆったり、のびのびと
遊べます。（Ｒ２年度、新しい大型遊具を導入しました）
・専任講師によるスポーツ教室でトランポリン、フラフープ、
マット、鉄棒、跳び箱などの運動で体づくりをします。

《課外教室について》

・専任講師による陶芸教室で陶芸粘土での作品づくりします。

・Ｒ３年度から、スポーツクラブの他、

・課外教室として「スポーツクラブ」「学研教室」と英会話の

学研教室、ＥＣＣジュニアを開設しま
す。詳細は、園にお尋ねください。

「ECC ジュニア」の教室を保育終了後に行います。

〇対象児
満３歳児から小学校就学に達するまでの幼児

３．清田幼稚園の１日の生活

・満３歳児（H30.4.2～H31.4.1 生）18 名
・ ３歳児（H29.4.2～H30.4.1 生）60 名
・ ４歳児（H28.4.2～H29.4.1 生
・

70 名

5 歳児（H27.4.2～H28.4.1 生）70 名

＊満３歳時の入園に際して
・入園手続き ３歳の誕生日の２ヶ月前から
・入園

満３歳になった翌日から

午前保育

午後保育

7:30～8:30

内 容
早朝預かり保育

8:00

8:00

登園バス出発

8:30～9:45

8:30～9:45

順次登園（自由遊び）

9:50

9:50

最終バス到着

10:00

10:30

朝の会

11:45

お弁当 または、給食

・定員 18 名（定員になり次第終了）
＊今年度、満 3 歳児クラスを編制します。

10:45

13:10

帰りの会

〇保育時間

11:15

13:40

降園バス出発（自由遊び）

12:00

14:30

最終バス出発

・通常保育《月～金》
○午後保育 8 時 30 分～15 時（6 時間 30 分）
○午前保育 8 時 30 分～13 時（4 時間 30 分）
＊心身の発達状況を考慮し、午後保育と
午前保育を適宜織り交ぜています。

・預かり保育:たんぽぽくらぶ
○早朝

預かり保育

18:00～18:30

延⾧預かり保育

＊給食は、年間 90 回提供します。（詳細は後述）

４．清田幼稚園の１年間の主な行事

7 時 30 分～8 時 30 分(1 時間）

○午後保育後

15 時～18 時（3 時間）

○午前保育後

13 時～18 時（5 時間）

○延⾧

保育終了時刻～18:00

18 時～18 時 30 分（30 分）

○⾧期休園期間（夏休み 冬休み 春休み）
7 時 30 分～18 時 30 分(11 時間）
＊土、日、祝日、年末・年始、お盆、

月

１
学
期

＊新型コロナウィルスの収束までの期間
は、お仕事、やむを得ない方のみの利用を

・希望される方には、園バスによる送迎を
行います。
・４台のバスで、早便・遅便の計８コース
の経路を設定しております。
・送迎時刻、送迎場所はご家庭の所在地、
地形等を考慮し、園で決めます。
・通園バスの早便・遅便は、前期と後期で
入れ替えます。
・バスの運行状況の確認、バス不要の連絡

６月 運動会．交通安全教室．お山遊び．健康診断

２

９月 防火体験．消防署見学．異学年交流 ．お山遊び

学

１０月 観劇．高齢者交流会．小学校交流会．木の実あそび

期

１１月 発表会．やきいも．落ち葉あそび．製作遊び
１２月 プレイルームあそび．クリスマス会．おもちつき

お願いいたします。

〇通園バスの運行

５月 こどもの日の会．遠足．教材園種まき．お花見．砂遊び

８月 遠足．野菜収穫．いもほり．どろんこあそび．水遊び

振替休日には、実施しません。
をご覧ください。

４月 入園式．いもうえ．お誕生会（毎月）． おさんぽ

７月 遠足．どろんこあそび．水遊び．スペシャルデー

臨時休園日、また新年度準備、行事、
＊料金は、「6．預かり保育について」

主な行事・活動の様子（変更する場合もあります）

３

１月 雪あそび．かるた大会．郵便屋さんごっこ

学

２月 豆まき．雪中運動会．そりすべり．学年交流

期

３月 ひなまつり会．おわかれ会．卒園式．修了式

《休園日》
・土・日・祝日．年末・年始．お盆

・新入園児受付（１１月１日）

・開園記念日（１２月１０日）
・⾧期休業（夏休み７/２２～８/１７、冬休み１２/２５～１/１８
春休み３/１９～４/７）
・行事を土・日・祝日に開催する場合は、平日に振替休園日を
設定します。

は、携帯電話・スマートフォンのアプリで

《令和３年度の振替休園予定》

行うことができます。

・

４月１２日（入園式振替） ・６月２８日（運動会振替）

・１１月２２日（発表会振替）
＊災害や感染症の流行等で、臨時休園を行う場合があります。

〇諸費用について
・保育料は、令和元年１１月からの幼児
教育の無償化により保護者の負担はありま

５．諸費用の内訳
諸費用

せん。
＊幼児教育の無償化の手続きとして、市に
提出する支給認定申請書にご記入してい
ただきます。

入園時

内容

無償化の対象とはなりません。右表に
毎月の
費用

〇口座引き落としについて
・引き落とし指定口座は、北海道銀行か
北洋銀行の口座です。

進級時

・「口座振替依頼書」を提出していただき

○教材費
○園服・園帽・かばん代 等
○諸経費

12,000 円
18,700 円
675 円

2,600円としました。
＊空調機の入替え、全教室エアコンの導入
のため、空調暖房費を700円としました。

〇諸費用の滞納が発生した場合
・滞納1ヶ月「納入のお願い」の文書送付
・滞納2ヶ月「納入督促状」の送付
＊特別な事情が無く未納の場合、連帯保証
人へ連絡いたします。
・滞納３ヶ月「特別な事情」が無く未納の
場合は、退園となる場合があります。

〇給食について
・年間９０回の給食の提供を行います。
・献立表は前の月に翌月分を配付します。
・お誕生会等で、おやつの提供もします。

〇食物アレルギー調査について
・９月と３月の年に２回、給食やおやつの

ある場合は、必ず医師の診断を受け、症
状や具体的な対応をお知らせください。

○教材費（進級後の使用教材）
○諸経費

7,000 円
675 円

兄弟、姉妹で利用の場合、下のお子様の
バス代は半額（1,250 円）とします。

日本スポーツ振興センター保険代 等

口座振替
（４月）

口座振替
（毎月）

口座振替
（４月）

その他

預かり
保育

○利用者のみ ○登録・更新料
＊利用料金は下の「６の表」を参照

口座振替
（翌月）

○追加で購入する園服や教材等
（クレヨン 粘土 はさみ等）

現金徴収

随時

約 600 円
約 1,500 円
約 4,500 円

口座振替

＊北海道・札幌市私立幼稚園PTA連合会費、家庭数の徴収のため、
兄弟で在園している場合、下のお子様は､3５5円となります。
＊入園に際し、願書に連帯保証人の方の署名・押印をお願いしま
す。連帯保証人を変更する場合は、変更届を提出してください。

○入園受付準備金の割引について
＊以下の場合、入園受付準備金を5,000 円に割引します。
・在園児、卒園児の弟・妹の入園 ・兄弟で入園する場合
・未就園児保育「前期にこにこくらぶ」のお子様が入園する場合
・保護者が本園を卒園され方のお子様が入園する場合

６．預かり保育:たんぽぽくらぶについて
預かり保育
早朝

提供にかかわり、
「食物アレルギー」の
調査を行います。特別なアレルギーが

無償
2,600 円
700 円
2,500 円

現金徴収

○進級入園集合写真・修了記念写真
〇観劇代
○年⾧:スペシャルデー経費
○年⾧:卒園関係経費

＊令和３年度から給食の提供回数を80回
から90回に増やすことに伴い給食費を

○保育料
○給食費（年間９０食）
○空調暖房費
○バス代（利用者）

〇お道具補充教材費

ます。

〇値上げについて

納入方法

10,000 円
10,000 円

日本スポーツ振興センター保険代
保護者傷害保険代・ PTA 連合会費

など実際にかかる費用は、幼児教育の

お願いいたします。

金額

○入園受付準備費
○施設設備費

・給食代・空調暖房費・バス代（利用者）

内訳を記載します。納入をよろしく

＊社会情勢に応じて、変更になる場合があります

利用時間

利用料金

7 時 30 分～8 時

30 分 100 円★

8 時～8 時 30 分

30 分 100 円★

《午前保育》13 時～18 時
通常
預かり

《午後保育》15 時～18 時

延⾧

18 時～18 時 30 分

《⾧期休業期間》
8 時～18 時

最初の 1 時間
200 円
以降 1 時間ごと 100 円
5 時間まで
以降 1 時間毎

500 円
100 円

30 分 100 円★

〇給食のアレルギー対応について
・保護者と給食業者・園とで
「アレルギーに関する調査表」を交わし

（１）

預かり保育利用に際して

＊預かりを利用する際は、事前の登録（登録料1,000円）が必要
です。次年度以降は、更新料（500円）が掛かります。

毎月の献立表による除去及び代替食の

＊預かりを利用する際は、れんらくアプリでの予約が必要です。

確認を行い、可能な限り対応するよう

利用日前日の夕方５時半までに予約をお願いします。但し、

に努めます。ご相談ください。

〇家庭状況調査表について
・お子様の現在の様子について、ご記入
ください。特に「健康について病気・
体質・アレルギー等」は、子どもの命と

土、日、祝日、休園日、預かり保育を行わない日には、れんらく
アプリでの予約は出来ません。
（２）

預かり保育料の上限額について

・預かり保育料はご家庭の負担を考慮し、上限額があります。

健康を守るための貴重な情報になりま

・⾧期休みがない月（5,6,9,10,11,2 月）は、上限額7,000円

す。詳しく記載をお願いいたします。

・⾧期休みがある月（4,7,8,12,1,3月）は、上限額10,000円

＊健康面・アレルギー等でご心配なことが
ありましたら、いつでも園へご相談くだ
さい。

＊但し、利用料金表中の★印は、上限額の対象外です。
別途お支払いいただきます。
（３） 預かり保育料の補助金について

〇緊急連絡先について
・登園後の体調不良や事故に際して、
保護者の方へ緊急に電話連絡を行う場合

・幼児教育の無償化による「子どものための施設利用給付申請書」
を提出し、市より「新２号認定」を受けられたお子様は、補助金
の対象となります。

があります。確実に連絡できる「緊急連

・認定を受けるために「就労」「介護」「出産」等の条件がありま

絡先」をお知らせください。また、連絡

すので、詳細は預かり保育を利用される際にご相談ください。

先が変更になった場合は、速やかに変更
をお伝えください。
＊かかりつけ医、指定の病院等がある場合
は、予めお知らせください。

〇清田幼稚園の園医
・小児科医

・満３歳児のお子様は、対象外となります。
（４）

預かり保育料の兄弟割引について

・兄弟、姉妹が同時に在園している場合は、下のお子様は
「通常預かりの保育料」を半額に割引します。
＊月の上限額も半額となります。

清田小児科医院

清田区清田１条４丁目 530

但し、上記の「新２号認定」を受けられたお子様は、兄弟割引の
対象外です。

☎８８１５０１２
三戸
・歯科医

和昭

先生

北川歯科クリニック

７．園児の安全について

豊平区平岸 3 条 7 丁目 83

１．登園後のケガや病気に際しての対応について

☎８２１８８１１

・園児の状況を確認し、簡単な手当て、ベットでの静養等で回復

北川
・薬剤師

茂樹

先生

見られない場合は、保護者へ連絡し、お迎えをお願いします。

柳瀬薬局

豊平区月寒東 3 条 17 丁目 15−50
義博

＊幼稚園では、薬を飲ませたり、塗布する等は医療行為となる
ため、原則として行うことができません。

☎８５４１３３５
柳瀬

する見込みがある場合は、様子を観察します。状況の改善が

先生

＊薬は、保護者による与薬を基本としております。
ご了承ください。
（医師の指示がある場合は、園にご相談ください）

〇れんらくアプリについて

（１）ケガ等の緊急の場合

・保護者の皆様と園の連絡に際して、

①救急車の要請

携帯電話、スマートフォンで利用でき
る「れんらくアプリ」を使用します。
《アプリを使う場合》
○園からのお知らせ事項
・お便り、連絡事項等
・災害等の緊急連絡
・通園バス遅延
・荒天時の行事等の中止
○保護者から園への連絡

②保護者の緊急連絡先へ電話（状況の報告と病院の確認及び対応）

（２）病院での受診が必要な場合:「健康保険証」が必要
・保護者の緊急連絡先へ電話（状況の報告と病院の確認及び対応）
＊保護者と一緒に受診することを基本としますが、状況によって
は、保護者の了承を得て、園で病院へ向かう場合もあります。

◎保険について
❶日本スポーツ振興センター

・欠席連絡

・「災害給付制度」当園は全員加入（諸経費に含まれています）

・通園バス不要連絡

・保育時間中のケガ及び通常の登園・降園経路でのケガ（第三者

・預かり保育申込
＊欠席、バス不要の連絡は、当日７時半
までにアプリにてお知らせください。
それ以降は電話にてお知らせください。
＊預かり保育の予約は、平日の 17 時半まで
にアプリにて申し込んでください。
○入園時に、アプリの設定のご案内を
します。設定をお願いします。
・不明の点がありましたら、幼稚園まで
お申し付けください。

○出席停止となる感染症
□インフルエンザ（本人）
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した
後3日を経過するまで 出席停止。
□インフルエンザ（同居親族）
家族が発症した後３日を経過し、園児が
健康な場合は登園できます。
□その他の主な感染症類
・水ぼうそう（水痘）・手足口病
・流行性耳下腺炎（おたふく風邪）
・麻疹（はしか）・百日咳・風疹
・伝染性軟属腫（水いぼ）
・頭ジラミ・溶連菌感染症
・ウイルス性肝炎・手足口病

行為によるものを除く）の治療費等が一定額以上の場合、給付金
が支給されます。申請の際には、用紙を幼稚園から保護者へ
お渡しします。病院で記入後、提出してください。
＊掛金は、年ごとに必要です（諸経費に含む）。
掛金は、保護者・国・園の三者で負担しています。

❷２４保険（24 時間保障の保険:園で斡旋紹介の任意保険）
・お子様の負傷、疾病、傷害、死亡や偶然の事故で他人にケガを
させたり、他人の物を壊して法律上の賠償責任を負った場合に、
賠償金や慰謝料が支払われるものです。

２．「伝染性疾患による欠席届」の提出について
・インフルエンザや新型コロナウィルス等の伝染性の疾患は、
園全体への感染拡大防止のため、出席停止となります。
高熱や体調不良等が続く場合は、医師の診断を受けるよう
お願いします。
・伝染性疾患により出席停止になった場合、再登園には
「医師の診断」が必要です。再登園後、園から「伝染性疾患
による欠席届」をお渡ししますので、提出をお願いします。

３．気象の悪化、地震等災害・火災等への対応について
◎大地震などの災害・火災等発生時の対応

・伝染性紅斑(りんご病)・ヘルパンギーナ

（１）保育時間中

・マイコプラズマ感染症

・避難訓練（年５回）の要領で、安全な場所へ避難

・流行性嘔吐下痢症
・伝染性膿痂疹(とびひ)
＊医師の許可を受けるまで出席停止

＊新型コロナウィルスにつきましては
別紙にてお知らせします。

（洪水等２次被害の可能性がある場合は、清田区基幹避難場所
清田小学校へ避難する）
・園外保育は中止し、園児の安全を確保してから幼稚園に連絡。
・災害の状況により応援を要請するなどして幼稚園に戻る。
・連絡がとれない場合、園へ戻ることが難しい場合は、現場の
指揮者の判断で近隣の避難場所（小学校体育館）へ避難する。

〇災害時等の園児のお迎えについて

（２）登園・降園時

・園児が在園している時間帯に、大地震や

・居合わせた保護者に協力を求め、避難行動を指示する。

大型台風の発生等により、園バスでの

・園⾧は、災害状況により、その後の幼稚園の業務が維持できるか

園児の降園が不可能な場合、園児を安全

どうかの判断をして、その対応方法等をれんらくメール、立札や

かつ確実に保護者へお渡しするために

貼り紙などで入り口付近に掲示する。

お迎えをお願いする場合があります。
・災害時の緊急連絡・お迎えのお願い

（３）バス送迎時
・ バス送迎は中止し、 登園時で未乗車園児はバス乗り場に着いても

お迎えの要領等は、れんらくアプリで

家庭での対応をお願いする。また、降園時の未乗車園児は、バス

お知らせします。

に乗せない。（お迎え体制）

・災害時のお迎えは、保護者の方もしくは

・バスに園児が乗車中の場合は、運転手及び同乗の教職員は、

「緊急連絡先アンケート」に登録されて

園児の安全確保の為に園児に手すりをつかむよう指示する。

いる親族の方のみでお願いします。

・運転手は、安全な場所にバスを停車する。運転手及び同乗の

それ以外の方には、園児をお渡しするこ

教職員は、幼稚園に連絡。災害の状況により応援を求めるなど

とはできませんので、ご了承ください。

して幼稚園に戻る。連絡が取れない場合、道路の損壊、渋滞等で

・災害の状況によっては、基幹避難場所で
ある清田小学校に避難し、お迎えをお願
いする場合も考えられます。
・8 月に、『園児お迎え訓練』を実施しま

園へ戻ることが不可能と判断した場合は、近隣の避難場所
（小学校体育館）へ避難する。

◎バス運行が困難な場合
・吹雪や積雪、大雨などで安全なバスの運行が困難である場合、
休園措置や保護者による園への迎えをお願いする場合があります。

す。参加のほど、よろしくお願いしま

４．園児の健康管理について

す。

（１）登園時の視診と問診と検温確認
・視診…顔色・ケガ・表情・気分

〇守秘義務・個人情報について

・問診…体調・病気の有無

・園児及びその保護者等にかかわる個人

・検温…保護者による検温アンケートで確認する

情報については、以下の目的のために

（２）内科・歯科健康診断（学校医）…春

必要最小限の範囲内において使用しま

（３）身体測定…春・秋

す。

（４）衛生指導・感染症予防

１．小学校への円滑な移行が図れるよう
にするため、卒園に当たり入学先の
小学校との間で情報を共有するこ
と。
２．市町村が認定した世帯所得に基づく
情報は、市との給付事務に必要な
範囲に限って利用します。
３．他の幼稚園等へ転園する場合や、
兄弟姉妹が別の施設等に在籍する
場合には、他の施設との間で必要な
連絡調整を行うこと。
４．緊急時において、病院その他関係

・手洗いうがい励行・おやつ、食事前のアルコール消毒
（５）空気清浄機等の設置…空気清浄機（加湿付）
空気滅菌機（オゾン）の設置

５．園の安全対策
（１）避難訓練（５回/年）園児お迎え訓練（１回/年）
（２）救急救命法研修（ＡＥＤ使用法、心肺蘇生法）…春
ＡＥＤ設置
（３）検食…給食配膳前に目視及び検食実施
食物アレルギー対応
（４）園舎内外の安全点検・消防点検…定期的に実施
（５）通園バスの点検…定期点検（３回/年）運行前点検（毎日）
（６）セキュリティ…オートロック・防犯ビデオカメラ

機関に対し必要な情報提供を行う

（７）「（株）ベルックス」による２４時間警備⇒防犯通報

こと。

（８）専門業者の点検・整備…水質・砂場・空気・消防設備・昇降機

〇要望、相談、苦情等の受付

８．お子様の通園に関わる園からのお願い

・幼稚園の教育活動に際しての要望、

（１） 登降園は、必ず保護者の方が責任を持ち、決められた時間を

苦情、またはお子様の育ちに関しての

守り、園児や関係者がよく承知している通園経路で往復して

ご相談等がございましたら、下記まで
お申し付けください。誠心誠意対応
いたします。

ください。
（２） 朝、お子様が微熱や身体に異常が見られる時は、保育中に
症状が進行することが多いので、登園を見合わせて

《相談窓口》受付担当
教頭

船迫

いただきますようお願いします。

啓子

（３）感染症は、出席停止が法律（学校保健安全法）で定められて

解決責任者
園⾧ 髙村
☎

おりますので、分かり次第すぐに幼稚園に届けてください。

誠

また、医師の許可を受けてから登園してください。

８８１２４５３

（４）欠席、バス不要の連絡は、当日の朝７時半までに、れんらく
アプリにてお知らせください。それ以降は、電話にてお知らせ

〇清田幼稚園 職員数
非常勤

常勤

理事⾧

１

１

園⾧

１

１

事務主事

１

１

教頭

１

１

主幹

１

１

取り組みで活躍する子どもたちの「写真」が数多く掲載されます。

総務主任

１

１

・つきましては、「お子様の写真・画像」（個人情報となります）を

教諭

１４

７

２１

ホームページ及び発行物に掲載することに関しまして、ご了承・

預かり保育

１

２

３

ご同意ください。ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたしま

技術職員

４

１

５

す。

スポーツ講師

（３）

（３）

陶芸講師

（１）

（１）

１０

３５

計

２５

計

ください。

職種

・「幼稚園設置基準」の定める基準を遵守
し、上記の職員を配置しています。
・札幌市が定める教育・保育の提供に
必要な職員数以上の職員配置をしており
ます。
＊常勤・非常勤の内訳は、職員の異動に
伴い変動する場合があります。

（５）預かり保育（たんぽぽくらぶ）を利用する際は、平日の
午後５時半までに、れんらくアプリにて予約してください。

９．清田幼稚園のホームページ・発行物について
・清田幼稚園のホームページや発行物には、様々な園での行事や

・なお、お子様の画像を掲載するに際し、不都合なことがありまし
たら、ご連絡ください。掲載について対応いたします。

１０．その他、園内にての留意事項
（１）本園の敷地内はすべて禁煙です。
（２）送迎や園の行事で、自家用車で来園される場合は、可能な
範囲で駐車場を開放しております。その際に事故が発生した
場合は、園として責任を負えませんので、ご了承ください。
貴重品の保管等も含め、十分にご留意して駐車ください。
また幼稚園の敷地および周辺の住宅街は、小さな子どもが
頻繁 に往来しますので、「徐行運転」「左右、後方の
確認」をしっかりと行い、安全な運転をお願いいたします。
（３）幼稚園内での宗教活動及び政治活動及び営利活動等、他の
保護者に対する活動はご遠慮ください。

１１．清田幼稚園 園舎図
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10,273 ㎡
7,758 ㎡ 小グラウンド 教材園（じゃがいも、とうもろこし等の栽培）
駐車場
陶芸小屋
鉄筋コンクリート造（ＲＣ工法）２階建て
平成８年９月２５日 園舎完成（新耐震基準）
1,918 ㎡

園舎内主な施設
保育室

１２室

預かり保育室

満３歳児…１室 ３歳児…３室

４歳児…３室 ５歳児…３室

１室

預かり保育（たんぽぽくらぶ）専用の部屋です。

会議室

１室

未就園児保育（にこにこくらぶ）でも使用します。

遊戯室

１フロア

予備…２室

発表ステージがあります。

プレイルーム

１コーナー

おままごと遊び、パズル遊び、カプラ遊びなどで利用します。

絵本コーナー

１コーナー

たくさんの絵本、図鑑などを備えています。

職員室

１室

保健室も兼ねています。

応接室

１室

理事⾧・園⾧室を兼ねています。

＊保育室には、空気清浄機（加湿付）・空気滅菌機（オゾン）設置（R2 年度新型に更新済み）
Ｒ3 年度、保育室全室にエアコンを設置（５月工事予定）
＊園庭大型遊具『どんぐりータワー』第２期工事

夏休み中に完了予定

〇災害に備えての備蓄品 ・食糧（非常用アレルギー対応ビスケット、パン）・水槽水１０ｔ
・拡声器 ・非常用トイレ ・応急手当セット ・ライト・発電機など

〇幼稚園の防災設備

・屋内消火栓設備・誘導灯・非常階段、滑り台・火災報知器・ガス漏れ報知機

・非常放送設備・排煙設備・消火器具・避難器具（袋）・防火シャッター

避
難
す
べ
り
台

