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　1.ぞうさん保育園概要

　　・施設設置者　「学校法人　清浄院学園」
　　・設立年月日　  令和元年  5月 1 日 
　　・形態　　　　　企業主導型保育事業
　　・所在地　　　  〒343-0004　越谷市大松700清浄院幼稚園内
　　・電話　   　　 048-970-1115 （保育園直通）
　　　　  　 　　　 048-976-1361（清浄院幼稚園）
　　・清浄院学園・園長　吉田直樹　　　保育園・施設長　島野恭子

　2.企業主導型保育事業とは

　3.保育理念
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・待機児童解消を目的に、内閣府より平成28年度から始められた制度です。

・定員数に契約企業従業員枠と地域の一般児童枠（定員の半数未満）の区分があることが

特徴となります。

・事業所内に設置された無認可保育所となります。

無認可保育園とは、市町村の認可を受けていない施設ですが、企業主導型保育事業は、

内閣府の所管となり、市町村の認可と同等の面積、設備などの条件を満たしています。

・ぞうさん保育園では保育士率１００％で運営し、複数の企業と契約し、企業枠定員を

構成しています。

◎企業枠での入所の場合、お勤め先の事業所と（学）清浄院学園が利用契約を締結して

からの利用となります。

・豊かな自然に恵まれた広い環境の中で、のびのび遊ぶ事で心身ともに健やかに育てる。

・清浄院幼稚園へ就園後も、子どもたちの成長過程を共有することにより、最大限の成長

を促す。

保育の基本方針
・子どもが情緒の安定した生活を送り、自己を十分に表現できるよう心身の発達を図る

・人との関わりの中で、信頼感や思いやりの心を育む保育

・基本的生活習慣(食事.排泄.睡眠.清潔)の自立への援助

保育目標
・よく遊び、よく食べ、よく眠り元気な子ども(あかるく)

・自分の気持ちを表現できる子ども(ただしく)

・感性豊かな思いやりのある子ども(なかよく)



4.園の特徴

5.定員

6.入園対象児

・保育を必要とする事由がある1～２歳児（就労、産前産後、介護、学校、求職中）
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・清浄院学園内に保育室が設置され、安全で豊かな自然環境の中、1.2歳児対象の保育園

でありながら、幼稚園の3歳から5歳児と異年齢交流があります。

・学園の仏教保育に基づき、保育者同士が心を一つにしチーム保育で、一人一人の成長を

大切にする保育に取り組んでいます。

給食 おやつ
・保育室内にあるキッチンで自園調理を行い、作りたてを提供しています。

・献立と食材提供をミールケアに依頼しています。

ミールケアは国産にこだわり、食しているうちに体の腸内環境を整えてくれる食材

を選んでいます。

アレルギーに対しても、自社製品の「卵を使わないマヨネーズ」・「小麦粉を使わない

カレー粉」など、なるべく同じものを食せるようにと考えています。

１２名 ・企業枠６名程度(自社従業員枠2名 共同利用枠4名) ・地域枠６名程度

需要によって定員以上を受け入れる場合有り

※入所は地域枠より企業枠が優先となります。

◎上記の条件を満たされた方は直接契約となり、市町村ではなく

「（学）清浄院学園ぞうさん保育園」に入園申込書を提出して下さい。

※企業・地域枠、在園兄弟等を加味し、保育園で選考後、結果をご連絡致します。

◉連携企業従業員枠（従業員枠）
一般事業者（社会保険・厚生年金 適用事業所）に雇用されていている方で、清浄院学園と利用契約

を結んだ企業の方

※一月４８時間以上働いている方(保育認定が必要な市町村は６４時間以上)

保育の必要性があることの証明書類

・保護者両者分の各勤務先の勤務（内定）証明書

＊保護者の一方が就労以外の方は市町村が発行している保育認定も必要となります。

◉地域枠
一般事業者以外（自営業、公務員の方）

※一月６４時間以上働いている方

保育の必要性があることの証明書類

・保護者両者および同居の祖父母（利用年度の4/1で65歳以上の方は不要）分の

勤務（内定）証明書・就労状況（予定）申告書

・市町村が発行している保育認定（ご両親が就労の場合も必要です）



　７.開園時間　一日の流れ　年間行事

　　開園時間

　　一日の流れ
　　

　　　年間行事
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・月～土曜日 7：30～18：30 11時間開所

延長保育についてはご相談ください 午前7：00～7：30 午後18：30～19：00

（土曜保育は、ご両親どちらかがお仕事の場合ですが保育の必要性によりお預かりします）

土曜保育最終申し込みは、希望日 前週の金曜日まで

日曜・祝日・年末年始・当園が休園とする日は休園となります。（台風、大雪など）

・9時までに登園して頂き、16時以降随時降園となります。

(勤務時間と通勤時間で必要保育時間が決まります)

 

時間 1・2 歳児 

7：00 

7：30～9：00 

開園 早朝保育 

順次登園・出席確認・健康観察・検温・自由遊び 

9：30 片付け・排泄・おむつ交換 

10：00 朝の会・水分補給・おやつ 

10：30 設定保育・お散歩・室内遊び・戸外遊び 

11：30 食事 

12：30 片付け・歯みがき 

お昼寝準備(着替え・検温) 

13：00 お昼寝 

15：00 目覚め・視診 

おやつ 

16：00 降園準備 

随時降園 

17：00 随時降園 

18：00 軽食（スティックパンなど）・お茶 

18：30 延長保育 

19：00 延長保育降園、閉園 

4月：入園式 5月：子どもの日お楽しみ会・内科検診①

6月：歯科検診・プール開き7月：七夕まつり会・盆踊り会

9月：運動会 10月：お芋ほり 11月：内科検診②

12月：発表会・移動動物園 2月：節分豆まき・お買い物ごっこ 3月：修了式

毎月：身体測定・避難訓練・誕生会

慣らし保育

・安定した園生活を送れるよう、入園当初は１週間程保育時間を短縮します。

・お子さんの体調や様子に合わせながら、期間・時間を変更させて頂きます。



８.保育料

9.無償化の対象となる児童
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月極
7：30～18：30

月極・16日/月
7：30～18：30

一時預かり

38,000円
2人目　23,000円
3人目  12,000円

30,000円
2人目　18,000円
3人目    9,000円

40,000円
2人目　25,000円
3人目  14,000円

32,000円
2人目　20,000円
3人目  11,000円

企業枠

幼稚園・保育園を
兄弟姉妹で利用の場合

地域枠

幼稚園・保育園を
兄弟姉妹で利用の場合

1時間 500円
(30分 250円)

保育料には基本保育時間（7：30～18：30）の保育料と給食費・午前午後のおやつ代が含まれます。

（保育料の支払い方法：毎月、10日にゆうちょ銀行からの口座引き落としとなります）

別途費用

早朝、延長保育料金

・月極の延長料金（7：00～7：30・18：30～19：00毎日）は各30分プラス2.000円

・延長料はチケット200円11枚つづりで2.000円もございます。

入園時、進級時の諸費用、教材費、日用品購入代金、災害共済掛金、遠足代などがあります。

一時預かり料金

５００円/１時間×利用時間(時間を超えた場合250/30分)

給食希望の方は別途食事代300円で承りますので予約時に一緒にお申し込みください。(お弁当持参可)

保険料750円を添えて入会申込書を提出して下さい。

慣らし保育の日程を決め、利用希望日をお申し込みください。

０～２歳児無償化対象児童

「住民税非課税世帯」「生活保護法上の被保護者」「里親」で保育の必要性のある児童

対象となる方は必要となる書類をご準備ください

「住民税非課税世帯」

市町村より両保護者分の住民税が非課税であることが確認できる書類（課税・非課税証明書/所得

証明書）を取得し原本をお持ちください。（4月から8月は前年度分、9月から翌3月は本年度分）

「生活保護法上の被保護者」は「保護証明書」 「里親」は「里親委託に係る通知書」等、現時点

において証明できる書類の写しをお持ちください

＊入所後も毎年8月中に、新しく証明されたものをご提出をお願いします

地域枠でのご利用希望の方は、上記以外に教育・保育認定の原本をお持ちください、未申請の方は

申請し受理されてからの無償化対象となります。

無償化対象金額

０～２歳児の上限金額は37,000円となっています。

月極保育料の差額 企業枠1.000円 地域枠3.000円は保育料としてお支払いいただきます。



　10.令和5年度入園申し込みについて
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9月28日(水)より、令和5年度園児募集の案内と申し込み用紙の配布を開始します

受付日時
・申し込み受付期間 11月4日(金)～11月11日(金) *日曜日は除く

・申し込み受付時間 9：00～17：00

お電話にて受付の日時をお申し込みください ☎ 048-970-1115(ぞうさん保育園直通)

＊申し込み受付予約開始日 10月4日(火)より

＊申し込み順で入園優先順位は決まりません

＊上記日時でご都合のつかない方はご相談ください

提出書類
➀「入園申込書」「保育を必要とする理由」「児童の状況」(3枚セットで申し込みとなります)

＊9/28(水)以降、園で配布しています。

＊清浄院学園のHPより、入園案内・申込書３枚セットが

ダウンロードし印刷できるようになりましたので、ご利用いただけます。

②「保育を必要とする理由」を参考に保育の必要性を証明する書類をご準備いただき、申込書と

一緒にお持ちください

＊勤務(内定)証明書は3か月以内のもの、ご両親が就労の場合ご両親分です

＊母子手帳をお持ちになって、お子さん同伴でお申し込みください

＊受付ご予約日時に面談をし書類を確認し受理させていただきます。

企業枠の定員6名を満たしてから企業枠・地域枠合せての選考となります

選考の流れ
申し込み受け付け終了後、企業枠6名選出、園から連絡が行きます。

事前に保護者の方からお勤め先に提携にあたってのお手紙をお渡しいただき、お勤め先と園の

企業提携を進め、締結できた方は入園決定となります。

企業と契約できなかった方は地域枠の選考に移行していただきます。

12月上旬から企業提携を進めますので連絡が来た方はお早めにお勤め先にご連絡ください。

12/23(金)までに申し込みのあった企業枠・地域枠すべての方に入園の可否連絡が届きます。



11.入園が決定した方の流れ
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入園手続き

利用契約書の締結により利用決定となります

＊ぞうさん保育園利用決定通知、印鑑、入園時諸費用をお持ちになり順次入園手続きとなり

ますので、期間内の希望日時をご連絡の上お手続きをお願いいたします。

手続き期間

令和4年1月10日(火)～13日(金)

諸費用のお支払いは入園手続き時１万円程度 進級時5,600円 となります

日用品費用は購入時（初回は入園説明会時）

その他、遠足代金・災害共済掛金・写真代等は、その都度雑費領収袋にて集金させて頂きます。

入園説明会
令和5年2月25日(土)に予定しています

＊清浄院幼稚園令和5年度園児の1日入園と同じ日に時間をずらし予定しています

ご兄弟で該当する方がいる方はご相談ください。

入園説明会お渡し予定品

・「持ち物について」「年間予定表」などの書類

・記入書類(記入して入園式に提出)

・日用品(名札、カラー帽、お便り袋、雑費領収袋、保護者証ケース、なかよしバック)

＊名札、雑費領収袋は必須です

＊その他の日用品でご兄弟が使用していたものがある方は、入園手続き時にお申し出ください。


