預かり保育利用要項
エルマー（横浜型預かり保育）
まつぼっくり（都度払い）

ニューライフ幼稚園
HP 掲載版
R3.0８改

【幼稚園の一日】
１４時降園の場合
一日保育

時間
７：３０

１便バスが園を出発

８：３０

★身支度、担任による視診のあと

★登園
※職員と一緒に幼稚園へ徒歩で移動

★徒歩にて直接登園も可能
★1 便バス登園者と合流

自由遊びへ

徒歩通園児が登園

★ニューライフマンションで過ごす

８：００
８：２５

１便バスが園に到着

預かり保育

９：００～１５

※季節休み・園休園日はホールで過ごす

２便バスが園に到着
３便バスが園に到着
★一斉片付け、クラスへ入室

１０：００頃

★出欠確認
★クラスの活動（主活動）
※学年やクラスにより集中時間が異なります

１１：３０

★お弁当

１２：３０

★食休みの時間
★全園児外遊び
※１日１時間運動をという指針による

★年長組

動物当番

★片付け、クラスの活動

１３：３０

★帰りの身支度
★帰りの会

１便バスが園を出発
（2 便、3 便順次出発）
★降園
※預かり保育室、バス待ち保育室それぞれ部

１４：００

★預かり保育の部屋に移動
★外遊び・室内遊び
★おやつ

屋へ移動

１６：００

★帰りの身支度
★外に並ぶ、点呼
★ニューライフマンションまで徒歩で移動

１８：３０

★最終降園

※病気、怪我の際にご連絡しますので、必ずいつでも連絡が取れるようにお願いします。
※保護者もお子さんも不安なく過ごせるように、万が一の際引き取りをする方を必ず決めてお
いてください。
※どんな事情があっても１８：３０までのお迎えをお願いしています。ご協力をお願いします。
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【預かり保育時間表】

横浜型

7：30～8：15
(8：25～8：40 移動時間）
(8：40～9：00 自由保育）

9:00～ 14：00 教育時間

14:00 ～16：15

まつぼっくり組

7：30～8：15（早朝料金）
(8：25～8：40 移動時間）
(8：40～9：00 自由保育）

9:00～ 14：00 教育時間

14:00 ～16：15

横浜型

7：30～8：15
(8：25～8:40 移動時間）
(8：40～9：00 自由保育）

9:00～ 11:30 教育時間

11:30 ～16：15
（16：15～16：30移動）

16：30～18：30

まつぼっくり組

7：30～8：15 （早朝料金）
(8：25～8:40 移動時間）
(8：40～9：00 自由保育）

9:00～ 11:30 教育時間

11:30 ～16：15
（16：15～16：30移動）

16：30～18：30

横浜型

7：30～8：15
(8：25～8:40 移動時間）
(8：40～9：00 自由保育）

9:00 ～16：15
（16：15～16：30移動）

16：30～18：30

まつぼっくり組

7：30～8：15 （早朝料金）
(8：25～8:40 移動時間）
(8：40～9：00 自由保育）

9:00 ～16：15
（16：15～16：30移動）

16：30～18：30

平日
1日
保育

平日
半日
保育

平日
(長期
休暇期
間）

活動場所

東白楽駅そば施設
ニューライフ東白楽マンション

（16：15～16：30移動）

（16：15～16：30移動）

ニューライフ幼稚園 施設内及び園庭
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16：30～18：30

16：30～18：30

東白楽駅そば施設
ニューライフ東白楽
マンション

【利用時の注意事項】
注）新入園児のまつぼっくりの利用は 6 月からです
【予約】
＊毎月 20 日までに、翌月の利用予定を入力願います
＊まつぼっくりの予約は基本的に 20 日までです。
人数により教員配置人数を決めていますので必ず期日を守ってください。
20 日以降に急用(病院、学校、介護等)による追加申し込みをする場合は、必ず担任へ連絡
してください。人数に余裕がある場合には随時受付を行います。
（20 日以降のシステム入力によるご予約はしないようご注意ください）
【変更】
＊予約システムによる予約変更は、前日の９時までできます。
＊土日、祝日を挟む場合は、金曜もしくは休・祝日前日の９時までに変更してください
＊当日の利用変更は、電話か連絡ノートで変更連絡をしてください
＊事前に欠席することが分かった場合は、早めに予約システムで変更処理をしてください
＊変更できる項目は、お迎え時間・日程追加、予約の削除などです
【預かり保育のキャンセル・キャンセル待ち】
＊連絡ノート、電話で受け付けます。(前日 16 時迄に連絡がない場合は「空き無し」となり
ます)
＊20 日以降はキャンセル操作にてお願いいたします
【料金】
エルマー

無償化の対象となります ※別紙参照

まつぼっくり

朝 7 時 30 分～8 時 25 分 ５００円
1 時間３００円（長期休暇中も変更ありません）
１日５０円(おやつ代)

【バス利用の方】
朝のみのバス利用や、帰りのみのバス利用も、承っています。
【送迎場所】※ニューライフマンション移動時間
□ 朝＿7 時 30 分～8 時 25 分受け入れ → 8 時 25 分出発
□ 夕方＿16 時 00 分園出発 →

16 時 20 分マンション着

（出発までにお迎えがない場合はそのまま移動します。幼稚園で引き渡しを希望される方はご
連絡ください）
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【お迎え時間】
ニューライフマンションへのお迎えは、18 時 30 分時間厳守です。
18 時 30 分を超える場合は、他のご家族の方やファミリーサポートのご協力を頂いておりま
す。
尚、学童保育の職員と預かり保育の職員はそれぞれが専任となります。預かり保育をご利用の
方は、預かり保育の担当教員二にお子様を預けてください。
【長期季節休暇】
◇時間・場所
《登園》７：３０～８：２５
８：２５～
《降園》

ニューライフ東白楽マンションへ登園
幼稚園 ホールへ登園

～１６：００ 幼稚園 ホールにお迎え
１６：００～１８：３０ ニューライフ東白楽マンションにお迎え

【４月１日からご利用の新入園児の方へ】
慣らし保育は基本的にありませんが、お子さんの様子を見て対応していただきたいと思います。
アレルギーや体調については事前にお声がけください。
おむつやトイレトレーニング、お子さんの様子などについては入園の日以降、担任にお話しくだ
さい。

。
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１．横浜型預かり保育（通称：エルマー）
●対象園児の保護者の状況
A 会社や自宅を問わず月 64ℎ以上働いている方（週に 14 時間 54 分以上）
B 会社や自宅を問わず月 48ℎ以上 64ℎ未満働いている方（週に 11 時間 10 分以上 14 時間 54 分未満）
《その他》出産の準備や出産後の休養が必要
病気・けがや障害のため保育が困難
病人や障害者、要介護者を介護している（詳細要件有）
自宅や近所の火災などの災害の復旧にあたっている
仕事を探している（求職中）
大学や職業訓練校などに上記 A・B の頻度で通っている
虐待や配偶者等からの DV（家庭内暴力）の恐れがある 等、詳細要件確認のこと
●開設日・時間
月曜日から金曜日

7 時 30 分から 18 時 30 分まで

長期休業期間も実施（お盆休み、年末年始は休業あり）
休園日

土日祝

●利用料
Ａ（月 64ℎ以上就労タイプ）
：無償化により 0 円となります。
Ｂ（月 48ℎから 64ℎ未満就労タイプ）
：横浜市単独助成により 0 円となります。
●詳しい問い合わせ先
神奈川区子ども家庭支援課：045-411-7157

無償化専用ダイヤル：045-840-6064

２．園独自の預かり保育（通称：まつぼっくり）
●対象園児の保護者の状況
Ａ（月 64ℎ以上就労タイプ）
：育児休業取得者のみ利用額のうち日額 450 円×利用日数分が無償に。
C 就労しているが上記条件（A・B）に満たない方（月 48ℎ未満）
D 就労しておらず、その他の保育を必要とする条件にも当てはまらない方
※利用希望者数によっては D（就労なし）の方のご利用について調整することが有ります
●開設日・時間 ※横浜型預かり保育と同様
●利用料
Ｃ・Ｄ（月０h から 48ℎ未満就労タイプ）
： 1 時間 300 円、1 カ月ごとの都度払い
別途 1 日につきおやつ代 50 円
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預かり保育の種類と利用方法
法 30 条 4_2 号
月 64h 以上
就労時間

（1 週間に 14 時間 54 分以上）

法 30 条 4_１号
月 48h 以上 64h 未満

月 48h 未満

(1 週間に 11 時間 10 分以上 14 時

(1 週間に 11 時間

間 54 分未満)

※該当要件は別表を参照

10 分未満)

※該当要件は別表を参照

園での

エルマー

呼称

費用負担

まつぼっくり

B

C

D

市型預かり保育

市型預かり保育

幼稚園の

幼稚園の

（国による無償化）

（市による無償化）

預かり保育

預かり保育

※満 3 歳児は別途条件があります（別頁参照）
早朝７:30 から 8:15

保育時間

（就労なし）

A

0 円（11,300 円上限）

預かり

０h

/
①

300 円/1h(早朝料金は 1 回 500 円)
＋50 円/1 日(おやつ代)

放課後 14:00（水曜 11:30）から 18:30

※施設間の移動あり

就労(予定)証明書（原本）

※毎年提出
認定決定通知書コピー

①

※原則卒園までに 1 回、

提出書類

給付認定 2 号の確認

②

エルマー申込書（新規）

※園独自の申込フォーム、

①

エルマー申込書(新

提出書類なし

規)

雇用内容を自分で記入

→まつぼっくりを
②

エルマー申込書（新規）

※園独自の申込フォーム、
雇用内容を自分で記入

③

申立書

※介護など就労以外の理由で利

→システム予約すれば利

システム予約すれ

用可能

ば利用可能

用する場合
→市型預かり保育利用要件に該
当するか園が判断

申込方法

園専用予約システム

【備考】
※₃ 育児休業中の市型預かり保育の利用はできませんが、幼稚園の預かり保育（まつぼっくり・都度
払い）を利用することで、就労タイプ A の方は日額 450 円×利用日数分の補助が出ます。
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認定内容に変更があった場合
①求職中の方
就労タイプ A.施設型給付認定２号（求職中扱い）の有効期限は３か月となっています。
（１）３ヵ月を過ぎて、就職し、２号（A.月 64ｈ以上）となった場合、
有効期限を延ばして引き続きエルマー（横浜型預かり）を利用するために変更手続きが必要です。
区役所へ「給付認定申請書の A 用紙（横浜市 HP よりダウンロード可）」と「就労予定証明書（本
人分）
」を提出して下さい。その後、認定の変更の通知書が区役所から 届き次第、園へ「認定（変
更）通知書」
（コピー）と、
「エルマー申込書」を提出して下さい。
（２）３か月を過ぎて、就職し、１号（B.月 48h 以上 64h 未満）となった場合、
引き続きエルマー（横浜型預かり）を利用するために、園へ就労予定証明書（コピー可）とエルマ
ー申込書を提出して下さい。
②新しくお仕事を始められた方
（１）お仕事を始めて（就労タイプ A.月 64h 以上）、
エルマー（横浜型預かり）の利用を開始したい方は、区役所へ「給付認定申請書の A 用紙（横浜市
HP よりダウンロード可）
」と「就労予定証明書（本人分）」を提出して下さい。その後、認定決定通
知書が区役所から 届き次第、園へ「認定（変更）通知書」
（コピー）と、
「エルマー申込書」を提出
して下さい。
（２）お仕事を始めて（就労タイプ B.月 48h 以上 64h 未満）
、
エルマー（横浜型預かり）の利用を開始したい方は、園へ「就労予定証明書」（保護者全員分のコピ
ー）と「エルマー申込書」を提出して下さい。

詳細につきましては、こちらへアクセスしてください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hoikuyoji/yochien/hojo/youchien-azukari.html
こども青少年局保育・教育運営課幼児教育係
電話：045-671-2085

ファクス：045-664-5479

メールアドレス：kd-azukari@city.yokohama.jp
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