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認定こども園 長尾学舎 入園募集について 

園の概要 

 

法人名 社会福祉法人 長尾福祉会 

施設名 認定こども園 長尾学舎 

所在地 〒769-2302 香川県さぬき市長尾西１６０１－１ 

連絡先 

ＴＥＬ０８７９－５２－１５９７ 

ＦＡＸ０８７９－５２－１５９８ 

定員 80 名（1 号認定 9 名 2・3 号認定 71 名） 

敷地面積 4673.55 ㎡ 

構造面積 鉄骨造一階建 1312.17 ㎡ 

開所時間 7：30～19：00（長時間・延長保育時間含む） 

対象児 

保育に欠ける乳幼児、0 歳（3 か月）から 5 歳（2・3 号認定）  

就学まで産休明けの生後 8 週間を経過し、健康診断の結果健康であること 

保護者の就労に関わらず、全ての子どもが利用できます（1 号認定） 

その他 

事業 

１、延長保育 

２、障害児保育 

３、子育て支援センター 

クラス 

編成 

0 歳児・・・ひかり組 

1 歳児・・・たいよう組 

2 歳児・・・にじ組 



3 

 

3 歳児・・・ほし組 

4 歳児・・・つき組 

5 歳児・・・ぎんが組 

 

＜理念＞ 

「心身ともに満足できる遊び」を中心とした乳幼児教育の提供を通して、小学校教育への滑らかな接続を行

う。また、それにより感じられる「自己肯定感」により、自信と生きる力を育て、生涯にわたる人格形成の

基礎を築く。 

＜目標＞ 

1. 元気で明るく、たくましい子ども 

2. 自分で考え、最後までやりぬく子ども 

3. 自分の思いを言葉や態度で表現できる子ども 

4. 思いやりがあり友達を大切にする子ども 

5. 基本的生活習慣が身についている子ども 

 

＜ゆとりのために＞ 

 完全給食を実施 

 食事用のエプロンは園が準備 

 使用済みおむつは園で処理 

 登園・降園時間はカードタッチ 

 お知らせは一斉メール 

 保育の写真、行事の写真はアプリで購入 

 

＜安全のために＞ 

 防犯カメラ等のセキュリティー体制、警備会社との連携で安心です 

 

利用できる子ども(家庭)について 

認定こども園に入園できるお子様は年齢や保護者の就労状況等により以下の 3 種類に分かれます。 

1 号認定(教育標準時間認定)：従来の幼稚園児に当たる「”養護と教育”を希望する満 3 歳以上の子ども」 

2 号認定(保育認定)：従来の保育園児に当たる「”保育”を必要とする”満 3 歳以上”の子ども」 

3 号認定(保育認定)：従来の保育園児に当たる「”保育”を必要とする”満 3 歳未満”の子ども」 
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募集定員（一般）令和 3年度（在園児含む） 

 

1 号認定 2 号認定 3 号認定 

1 年保育(5 歳児) ３名 6 名 ― 

2 年保育(4 歳児) ３名 17 名 ― 

3 年保育(3 歳児) ３名 17 名 ― 

2 歳児保育  ― ― 12 名 

1 歳児保育  ― ― 12 名 

0 歳児保育  ― ― 9 名 

 ＊学級編成の人数は変更する時があります。＊受け入れ年齢は満３か月からです。 

 

入園受付について 

1～3 号認定それぞれによって入園に関する手続きが異なります。 

1 号認定児：園にて受け付けます。 

（優先枠 1）当法人（当園）の保育等方針に賛同いただける方 

（優先枠 2）在園児弟妹 

（優先枠 3）卒園児弟妹 

（優先枠 4）近隣地区在住児(長尾小学校学区内) 

（一般枠 5）さぬき市在住児 

（一般枠 6）さぬき市外在住児 

*定員を超えて申し込みがあった場合、優先枠順に受け付けます。 

 入園募集要項配布開始日 令和 2年 9月 28 日（月）～ 

 入園願書提出日 令和 2 年 10 月５日（月）～令和 2年 10 月 9 日（金）検定料 1,000 円 

 入園面接日 令和 2年 10 月 13 日（火）※申込日に指定した時間でお越しください。 

 入園許可通知 令和 2年 10 月 16 日（金）に発送いたします。 

 入園前説明会 令和２年 2月中旬予定 

2 号・3号認定児：さぬき市幼保こども園課で受け付けます。 

*さぬき市の所定の書類をご提出いただきます。 

*保育の必要指数を判定の上で入園を決定します。 

 さぬき市入園申込日令和 2 年 10 月７日（水）（長尾学舎）９：３０～１１：３０ 

※ 1 号・2号・3号認定ともに定員に達するまで随時申し込み受け付けます。 
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入園児に必要な諸経費について 

経費（１号認定） 

保育料 令和元年 10月～無償化になっています。 

   給食費 主食代（月額）600円 

副食代（月額）4,500円 

特別指導料  ３歳児（月額）３,000円 体育・音楽・英語等すべて込 

４．５歳児（月額）５,000 円 硬筆・体育・音楽・英語・美術・サッカー等すべて込 

施設充実費   （月額）1,000円 

施設修繕費・屋内外の防犯カメラ・ＩＣＴの運用管理費、浄水器の保守・管理費 

その他諸経費 写真代金（購入者のみ） 

布団乾燥代金（月額 800円） 

絵本代（月額約 500円） 

冷暖房費（月額 500円） 

保護者会費（月額 500円） 

５歳～卒園アルバム代（順次お知らせします。） 

スポーツ振興センター保険料（年額２８５円）他 

行事費 遠足代等、その都度徴収します。 

制服代金 （入園時）約 35,000円 

帽子・ポロシャツ（半袖）・ポロシャツ（長袖）・ブレザー・ズボン（またはスカート）・体操ズボン・長尾学舎Ｔシャツ・スモック 

保育用品 （入園時・進級時/継続児はこの通りではありません。）約 12,000円 

 

＊記載したもの以外にも必要に応じて徴収する場合があります。また、金額も若干の変動があります。 
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経費（２号認定） 

保育料 令和元年 10月～無償化になっています。 

    給食費 主食代（月額）600円 

副食代（月額）4,500円 

特別指導料  ３歳児（月額）３,000円 体育・音楽・英語・美術・サッカー等すべて込 

４．５歳児（月額）５,000 円 硬筆・体育・音楽・英語・美術・サッカー等すべて込 

施設充実費   （月額）1,000円 

施設修繕費・屋内外の防犯カメラ・ＩＣＴの運用管理費、浄水器の保守・管理費 

その他諸経費 写真代金（購入者のみ） 

布団乾燥代金（月額 800円） 

絵本代（月額約 500円） 

冷暖房費（月額 1,000円） 

保護者会費（月額 500円） 

５歳児～卒園アルバム代（順次お知らせします。） 

スポーツ振興センター保険料（年額２８５円）他 

行事費 遠足代等、その都度徴収します。 

制服代金 （入園時）約 35,000円 

帽子・ポロシャツ（半袖）・ポロシャツ（長袖）・ブレザー・ズボン（またはスカート）・体操ズボン・長尾学舎Ｔシャツ・スモック 

保育用品 （入園時・進級時/継続児はこの通りではありません。）約 12,000円 

 

＊記載したもの以外にも必要に応じて徴収する場合があります。また、金額も若干の変動があります。 
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経費（３号認定） 

保育料 市が決定します。 

施設充実費   （月額）1,000円 

施設修繕費・屋内外の防犯カメラ・ＩＣＴの運用管理費、浄水器の保守・管理費 

その他諸経費 写真代金（購入者のみ） 

布団乾燥代金（月額 800円） 

絵本代（月額約 500円） 

冷暖房費（月額 1,000円） 

保護者会費（月額 500円） 

スポーツ振興センター保険料（年額２８５円）他 

行事費 遠足代等、その都度徴収します。 

保育用品 （入園時・進級時/継続児はこの通りではありません。）（０歳児）約 4,500円 

（１歳児）約 6,800円 

（２歳児）約 9,500円 

＊記載したもの以外にも必要に応じて徴収する場合があります。また、金額も若干の変動があります。 

開園時間 

 開園時間 １号認定の利用時間 ２号・３号認定の利用時間 

平日 7：30～19：00 
8：30～14：00 

※満３歳児は要相談 

標準時間/7：30～18：30 

短時間/8：30～16：30 

土曜日 7：30～16：30 8：30～16：30 
標準時間/7：30～16：30 

短時間/8：30～16：30 

＊利用時間外は延長保育となります。（別途料金） 

＊１号認定児は、長期休業は設けておりません。年末・年始、お盆、年度末には休業日があります。 

＊土曜保育の利用時間は仕事の都合など考慮の上、開園時間内で個別に相談させていただきます。 

＊土曜日は、１号認定児は預かり保育となります。土曜の預かり保育を希望の方は、前月の２5 日までに「土

曜保育用勤務証明書」を提出してください。（別途料金）また、利用週の木曜日までに、利用の有無や送迎
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時間等をお知らせください。緊急的な利用の際も原則利用週の木曜日までの証明書添付の申請を必要とし

ます。申請は利用の確約をするものではありません。 

＊両親のどちらかがお休みの日や祖父母のご協力が得られるときは、家庭保育にご協力ください。 

延長保育・預かり保育 料金表 

１号認定 

早朝/7：30～8：30（100 円/30 分） 

平日/14：00～18：00（500 円/回）おやつ代別途 50 円 

夕方/18：00～19：00（100 円/30 分） 

土曜日/8：30～16：30（1,000 円/回）昼食・おやつ代別途 270 円＋50 円 

２号・３号

認定 

（標準時間）夕方/18：30～19：00（100 円/30 分） 

（短時間） 早朝/7：30～8：30（100 円/30 分） 

夕方/16：30～19：00（100 円/30 分） 

※時間の都合でやむを得ず、開園・閉園時間を過ぎる場合は 500 円／15 分をいただきます。 

※1 号認定こどもも保育必要量によって預かり保育に市の補助がある場合があります。 

当園は制服を採用しています 

＜制服を着用する意味＞ 

 教育の場は平等です。「華美な服」や「そうでない服」といったような個人の趣向や各家庭の格差を

なくすことで、子供同士が対等な関係に置かれます。 

 定められたふさわしい服装をすることで、家庭と園の気持ちの切り替えをします。自尊心・規律を守

る心・所属感を高めます。 

 小学校就学に向け、着替えの練習になります。着やすい服ばかりでは、生活の力が育ちません。自分

のことを自分でする能力を育てます。 

 遊びの場、生活の場にふさわしい服装をすることで事故防止になります。 

 

制服 白ポロシャツ（指定）、スカートかパンツ（指定）、通園バッグ、ブレザー（指定） 

    その他体操ズボン・Ｔシャツ（指定） 

 

 

 



9 

 

 

 

  

１号認定 ２号認定 ３号認定 

（３～５歳児） （３～５歳児） （０～２歳児） 

  保育短時間 保育標準時間 
保育短時

間 
保育標準時間 

7:30 
預かり保育 延長保育 

登園 
延長保育 

登園 

8:00 自由遊び 

自由遊び 
8:30 登園 登園   登園 

  
自由遊び 自由遊び 

  
自由遊び 

9:30   

  
朝の集まり（クラス活動） 

朝の集まり 

  おやつ 

  教育活動 ・硬筆（４歳から） ・音楽 自由遊び 

    ・英語 ・体育 絵本、紙芝居等 

    ・美術（４歳から） ・制作     

    ・サッカー（４歳から）  など     

11:30       

準備、給食   

給食、歯磨き   

  片づけ、着替え 

13:00 自由遊び・午睡 

午睡   絵本、紙芝居等 

14:00 降園 クラス活動終了 

  おやつ おやつ おやつ 

14:30 預かり保育     

    自由遊び（順次降園） 自由遊び（順次降園） 

            

    降園   降園   

16:30 自由遊び 延長保育   延長保育   

  （順次降園）         

18:30 個人契約の課外活動   延長保育   延長保育 

            

19:00   順次降園 

  閉園 

デイリープログラム(平日) 


