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第２回三者協議会を終えて、両園保護者代表者の皆様と協議を重ねているところです。

第２回協議においても皆様から多くのご意見をいただき、当法人としても再度話し合い

を行いました。保護者の皆様のニーズや負担軽減の観点から再考しています。その内容を、

説明させていただきます。 

 

＜活動着着用とワッペンにまつわる、園名の由来及び理想とする園作りについての話＞ 

当園の園名「藍咲」の「藍」は、染料にも使われることで皆さんご存じであること

と思います。この藍は、染具合によって幾通りもの味のある表情を見せることでも知

られており、藍の文字には、「落ち着きのある子」「凛々しく美しい子」「細やかな配

慮のできる子」等の意味が含まれ、花言葉にも「あなた次第」との言葉があります。 

  私たち保育者が「愛の心を持ち大切に育む」ことで、子ども達は「自分らしさ」と 

いう幾通りもの輝きをはなってくれることと思います。 

  また、「藍草で染めた染料は藍草よりもきれいな青色になる」ことから、子ども達 

の人生が今よりももっともっと輝かしいものになるようにとの、私たち保育者の願い 

も込められています。 

このように「藍（愛）をもち、自分らしさの花」がいきいきと咲き誇る園づくりを

していきます。 

 

子どもたちが「夢と希望をもち、自分という花を咲かせることができる富雄藍咲学

園」の一員として、また、自分の園やそこで一緒に過ごす人を愛し、共に生きるメン

バ―であることを意識してほしいとの願いを込めています。 

 

制服を導入するということは、「富雄藍咲学園の一員としての自覚」と、「これから

園に登園し 1日が始まる」という、気持ちの切り替えという一翼を担っていると考え

ます。しかしながら、高額な制服については保護者の方の負担となるため、普段の活

動にも使用できる活動着という幅をもたせたものを導入したいと考えています。そし

て、そこにワッペン（園章）を付けることで、制服に変えたいと考えています。 

何卒ご理解いただき、よろしくお願い致します。 

 

１． 活動着について   

① 式などにも着用したいと考えています。 

② 活動着として、襟付きの白ポロシャツと紺色の半ズボンを提案します。 

③ 登園の時に毎日着用し、着替えは私服を使用していただきたいと考えています。 
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④ 令和 3年度の 3歳児、4歳児の導入を提案します。 

（令和 3年度の 5歳児は 1年間しか活用しないので、自由とします） 

⑤ 購入先は、自由とします 

（必要があれば、園でも購入できます） 

⑥ 防寒着については、 トレーナー・セーター・ベスト（無地の紺色、グレー、

黒色で柄の少ないもの）、タイツやレギンス、長袖 T シャツなどをお子様の体

調に合わせてご着用下さい。 

※タイツやレギンス、長袖 Tシャツの色は自由とします。 

※長袖の白ポロシャツの着用を、可とします 

⑦ 富雄第三幼稚園の園児は、令和 4年 4月からの着用を見越して準備をして下さ

い 

 

令和 

3年度 

3歳児 4歳児 5歳児 

各自で購入   各自で購入 自由 

※０～2歳児は、自由です 

※卒園式などの式の服装は、自由とします 

 

令和 

4年度 

3歳児 4歳児 5歳児 

各自で購入 各自で購入 各自で購入 

※０～2歳児は、自由です 

※卒園式などの式の服装は、活動着（各自で購入された白ポロシャ

ツ・紺ズボン）の着用を提案します。 

 

２． ワッペン（園章）と名札について（1枚 ２８０円） 

 ＜ワッペンに込められた思い＞ 

・当園のワッペンは、花をモチーフにしています。 

   この花は、とても美しく見る人を魅了します。 

   また、色も形も様々な個性という蕾は根気よく愛をもって育てることで、素敵な

花を開花させることが出来ます。 

   この花のように私たち職員は、日々接する子どもたちの一人ひとり違う「個性」

という花を見事に咲かせることを目標に、保育に携わっていきます。 

   また子どもたちには、誰をも魅了することのできるような「個性」を持った人に

育ってほしいとの願いを込めています。 

 

☆①ワッペンは、園章の代わりです。 

☆②０～2歳児の間は、希望購入でお願いします。3歳児になれば、購入をお願 

いします。 

☆③３～5歳児は帽子とポロシャツにつけていただきたいので、1人 2枚の購入 

をお願いします。（※５歳児は帽子のみにつけていただきたいので、1枚の購 
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入をお願いします） 

（2枚：２８０円×2枚＝５６０円） 

     ・名札は、3～5歳児のみがつけます 

 

令和 

3年度 

3歳児 4歳児 5歳児 

帽子とポロシャツに

つける 2枚を購入 

帽子とポロシャツに

つける 2枚を購入 

帽子につける１枚を

購入 

※０～2歳児は、希望購入 

令和 

4年度 

3歳児 4歳児 5歳児 

帽子とポロシャツに

つける 2枚を購入 

帽子とポロシャツに

つける 2枚を購入 

帽子とポロシャツに

つける 2枚を購入 

※０～2歳児は、希望購入 

 

 

３． 通園カバンについて（４７００円） 

☆３～5歳児は、以下のようにしたいと考えています 

令和 

3年度 

3歳児 4歳児 5歳児 

揃えたい 自由 自由 

※０～2歳児は、自由です 

令和 

4年度 

3歳児 4歳児 5歳児 

揃えたい 揃えたい 自由 

※０～2歳児は、自由です 

 

☆基本、0～2歳児は今まで通り自由と致します。しかし、3歳児になると購 

 入をお願いしたいので、前もってご使用になられたい方はご相談ください 

 

  ＜通園カバンのご提案をさせていただいている理由＞ 

    子どもたちには、個々の成長に合わせて無理なく自立を促せるよう日々かかわ

っていきたいと考えています。子どもたちが「自分でしたい」気持ちをもち、毎

日楽しく自分の身の回りのことができるようになるという経験は、その後の生活

や遊び、仲間つくりに大きな影響を与えます。自分の身近な生活のことを楽しみ

ながらできるようになる中で子どもたちは、自信や意欲、そして積極性など、今

の保育・教育の中で言われている「幼児期に身につけたい大切な力」を、少しず

つ身に付けることができます。 

 

市販のリュックサックは縦型のものが多く、手をカバンの奥まで入れて物の出

し入れを行わなくてはいけないものが多いのですが、本園が推奨しているカバン
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（リュックサック）は、開口部分ががま口のように広く開けられる上にしっかり

と立つことから、中から物が出し入れしやすいことや必要なものがたっぷりと入

るなど、子どもたちにとって使いやすいものです。子どもたちは早い段階で自分

で用意ができ、自立のための力を促す等の利点があります。 

     

これらのことを踏まえ毎日使用する鞄の利便性を追求し考えた結果、このカバ

ンをご提示させていただいております。 

   何卒ご理解いただき、よろしくお願い致します。 

 

４． 給食について（月額 ７５００円） 

① 月額 ７５００円を徴収します 

土曜日欠席の場合の減額はいたしません 

②  欠席及び他機関への登園などの場合の減額はいたしません 

③ 1か月前に欠席を申し出てもらった人は、減額いたします 

（連続した 1週間以上の欠席が対象となります 

具体的な金額については、本園規定により算出致します） 

④ 1号認定児は、おやつ代５０円を食べた日だけ徴収する 

⑤ 1号認定児は、月額 ６５００円を徴収します               

（１０００円のおやつ代を減額した値段） 

令和 

3年度 

１号園児 ２号園児 ３号園児 

－ ７,５００円   保育料に含む 

※土曜日欠席の場合の減額は、ありません 

令和 

4年度 

   １号園児 ２号園児 ３号園児 

６,５００円 ７,５００円 保育料に含む 

※土曜日欠席の場合の減額は、ありません 

※１号園児が延長した場合のおやつ費は、５０円／日を徴収します 

 

  ＜給食の提供について＞ 

    本園は、介護施設を運営している法人が経営する園です。衛生面や食事の質な 

どにはこだわりを持っており、本園も同様に給食を提供します。本園では、おや 

つなどはすべて手作りとし、アレルギー児に対しても同じものを食べて頂けるよ 

うに致します。（基本は一番アレルギーのきつい子に合わせて作りますが、でき

る限り同じような物を食せるように対応していきたいと思っています） 

また、管理栄養士が作成した献立（1か月すべて違うメニューとなるように努力 

しています）を使用し、1か月前に大量発注して少しでも良いものを子どもたち 

が食べられるよう配慮しています。 
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子どもたちが、行事の由来や行事に込められている意味を感じながら楽しく 

食べられるように、食材費が１か月 ７５００円の中では収まりにくい月が生じ 

ることもございますが、年間を通して調整致しますのでご安心ください。 

 また食材は、1か月単位の購入としていますのでよろしくお願い致します。 

 食は、子どもたちの活力の源です。良いものを美味しく食べることで、身も心 

も強い子どもにそだってほしいとの願いを持っていますので、ご理解よろしくお 

願いします。 

 

５． 布団について 

・コットを使用されるお子様については、指定の防水シーツをご利用ください。  

（３０００円） 

コットを使用しないお子様については、防水シーツは必要ありません。各自布 

団をお持ちください。 

※5歳児については、基本的に午睡はしない予定です。しかしながら、朝の登園 

時間や個人の成長に合わせて、4歳児と一緒に午睡をすることも可能です。 

（奈良市の他の公立こども園と合わせています） 

    ※0歳児は、午睡時に「ルクミー（午睡センサー）」を使用します。寝ている間の 

心臓チェックを行います。 

－コットを使用されるお子様について－ 

令和 

3年度～ 

０～２歳児 ３・４歳児 ５歳児 

全員防水シーツ必要 全員防水シーツ必要 午睡をされるお子様

のみ防水シーツ必要 

※布団を使用されるお子様は、防水シーツ持参の必要はありません 

 

 

＜コット及び布団の使用について＞ 

 本園は、月曜日及び週末の布団の持ち運びについて、保護者の負担軽減を考え

コットの導入を提案致しましたが、布団を新たに購入されたご家庭もあるとのこ

となどから、コットの使用を希望制として再提案致します。 

コットはリースではなく本園で購入致しますので、使用料はいただきません。 

しかしながら、個人を特定したコットの使用ではなく、クラスでコットを共有

するような運用を想定しておりまた、構造上万が一の場合には床を汚したりする

こと（おねしょや嘔吐等）も考えられますので、衛生面や職員の負担軽減の観点

から、指定の防水シーツの購入をお願いします。 

指定の防水シーツは、通常に量販店で購入する防水シーツよりも厚手で、寝心

地の良いものとなっています。また、通気性や安全面の規定をクリアしているも

のですので、安心してお使いいただけます。ご理解、よろしくお願い致します。 
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６． 未就園児クラスの保育について 

・０～2歳児を対象として行います 

・別途、保険代及び教材費を徴収します 

・1回、2時間程度の活動です 

 

７． 教材費について（月額 ６００円） 

① 月額６００円です 

② 年度末に、保護者の皆様に収支決算を提出致します 

③ ３～5歳児は、遊び及び保育全般の材料、運動会などのお土産代に使用します 

④ ０～2 歳児は、遊び及び部屋の環境作り材料、保育全般の材料、遊びや環境づ

くりに関する消耗品費が含まれます 

オムツ替え時に、コロナウイルスやノロウイルス等の感染防止の為のシートを

使用します 

※ おしりふきは、各自持参してもらいますので含まれません 

⑤ 遠足及びお道具箱（自由）の費用、新学期用品（出席ノート、カラー帽子、名

札）等については、教材費には含まれません。その都度徴収致します 

 

＜教材費の使用に関する説明及び対象となる行事 等＞ 

クラス 園内や部屋等の環境 遊び 行事 

0歳児 ・適時成長に合わせ

て変えることが必

要で、子どもたち

の発達を促すこと

が出来ます。 

・五感を刺激する遊

びにつながるもの

を、環境設定とし

て準備します。 

 

・風船、小麦粉や米粉の

粘土、寒天などで、感

触遊びができるよう

にします 

・日々、いつでも自由に

絵が描ける環境を整

えます。また、クラス

全員が同じ経験をす

るものとして、最低、

月 1 回程度の絵画制

作を行います。その画

材として、小さな子供

が舐めてもよいマジ

ックやクレパスなど

を準備いたします 

（床や小さな机などに

紙を貼って置き、いつ

でも絵が描ける空間

節分の豆や鬼の面 

ひな人形 

こいのぼり 

七夕 

夏祭りのお土産 

お月見 

敬老の日のプレゼント 

運動会お土産やメダル 

運動会競技に使うもの 

ハロウィンのプレゼント

や衣装 

作品展 

マラソン大会のお土産 

音楽会 

もちつき 

クリスマス会のお土産 

新年の集い 

誕生会のカード 

1歳児 

2歳児 
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を、環境として作りま

す） 

・泥や砂遊び、シャボン

玉や水遊び等を行い

ます 

生活発表会のもの 

5歳児へ卒園プレゼント 

卒園式の飾り 

3歳児 ・自分たちで製作を

して、季節に応じ

た環境を作りだし

ていきます。 

・土や苗、花などを植

えたり世話をした

りします 

・最低、月２～3枚の絵 

画制作を行ないます 

（絵の具、コンテ、指絵 

の具、マジック、アク 

リル絵の具、色鉛筆） 

・水遊びや転がし遊び、 

泥遊びや木製の材料

等を使った製作遊び

いろいろな粘土細工、

タイルや卵などの殻

等、ありとあらゆる材

料を使いながら制作

や遊びを楽しみます 

4歳児 

5歳児 

※ あっと驚くような子どもの感性や発想を活かせるような遊びや表現を、十分に楽

しめるようにしたいと思っています 

 

８． 卒園アルバムについて 

  ・3歳児～のみで作成します 

 

９． 開園時間について 

 

 

 

 

 

 

・土曜日は、７：３０～１８：３０とします 

 

 

１０． 延長保育について 

① 延長料金については、１時間：２００円、３０分：１００円とします 

② 延長にかかる時間について 

開園時間：７：００～１９：００（平日） 

：７：３０～１８：３０（土曜日） 

   標準時間：７：３０～１８：３０（11時間） 

８：３０～１６：３０（8時間） 
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延長時間：8時間の人   ７：００～８：００   （２００円） 

８：００～８：３０    （１００円）   

                １６：３０～１７：３０（２００円） 

                １７：３０～１８：３０（２００円）  ５００円 

                １８：３０～１９：００（１００円） 

 

11時間の人   ７：００～７：３０   （１００円） 

                 １８：３０～１９：００（1００円） 

                  ※上記の  は、現在の公立も同料金です 

 

③ 令和 4年度からの 1号の預かりについては、検討中です 

詳細がわかり次第、お知らせします 

    

 

１１．外部講師について   

※1号の子どもたちも参加できます。但し、３～5歳児対象 

 ① 内容の希望については、ご要望として賜ります 

 ② 午睡の時間を使っての経験は希望制とします（別途料金必要） 

別途料金を徴収します。 

 

 

１２．保護者会のあり方について 

 ・保護者の皆様にお任せします 

開園時間：７：００～１９：００ 

   標準時間：７：３０～１８：３０（11時間） 

８：３０～１６：３０（8時間） 

３００円 


