（情報更新日：令和 4 年 8 月 19 日）

特区小規模保育事業所（令和 3 年 4 月開園の小規模保育事業所）のご案内

特区小規模保育事業所に関して情報の更新があった場合は、
市ホームページ（ページ番号：81509281）
、またはこちらで確認ができます。
必ず最新情報をご確認ください。

１．お申込みの前に必ずお読みください
（１）特区小規模保育事業所は、対象年齢が１～３歳児で、利用定員が 19 名（1 歳児 6 名、2 歳児 6 名、3 歳児 7
名）の認可保育施設です。
（２）保育時間は７時 30 分～18 時 30 分です。７時 30 分までと 18 時 30 分以降の延長保育はありません。ま
た、開所日は平日の月～金曜日（12/29～1/3 は休園）です。土曜保育はありません。
（３）入所日は各月１日入所となります（16 日入所はありません）
。
（４）特区小規模保育事業所に入園すると卒園後（４歳児以降）は、希望すれば、施設が連携する公立幼稚園に入園

していただき、最大 18 時 30 分までの保育を受けることができます（認可保育施設の取り扱いに準じ、通
勤時間等も含めて必要な保育時間を決定します）
。
卒園後、私立幼稚園や他の認可保育施設等をご希望いただくことも可能です。他の認可保育施設を希望する場合
は改めて利用調整（選考）を受けていただくことになります。また、利用調整（選考）において「利用調整基準表別
表第２ No.16」の調整指数（市内認可保育施設から卒園する場合の加点 35 点）の加点対象とはなりません。
（５）特区小規模保育事業所には駐車場（１～２台）を確保していますが、通園手段は原則、徒歩もしくは自転車です。
また、公立幼稚園には駐車場がありませんので、車による送迎を禁止しています。
（６）特区小規模保育事業所では給食を提供しますが、公立幼稚園に入園後は給食がありません。そのため、お弁

当を持参していただくか、希望制で給食事業者が提供する幼児用弁当（有料）を申込していただくことに
なります（アレルギー非対応です）。
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2．特区小規模保育事業所一覧
（１）夙川幼稚園と連携する特区小規模保育事業所（３施設）
①施設名
所在地

保育所かたつむりランド夙川園
樋之池町 14-８ メゾンレバンテ１階

運営主体

有限会社

兵庫トラベル

問合せ先

0798-78-3599

②施設名

みらいいろどり保育園

所在地

老松町４-10

運営主体

一般社団法人

問合せ先

0798-78-3116

③施設名

みらいしゅくがわ保育園

所在地

未来会

木津山町 11-11-101

運営主体

一般社団法人

未来会

問合せ先

0798-39-7284

（２）越木岩幼稚園と連携する特区小規模保育事業所（2 施設）
※令和 4 年 3 月の卒園児は、連携開始の延期に伴い、夙川幼稚園に入園していただきました。
④施設名
所在地

Baby-bee 苦楽園
石刎町 8-7 grande 苦楽園口 101

運営主体

株式会社

問合せ先

080-7130-3963

⑤施設名

にじの森保育園苦楽園口

所在地

Baby-bee

石刎町７-12 一〇館 １階

運営主体

株式会社

アピカル

問合せ先

0798-70-1123

（３）高木幼稚園と連携する特区小規模保育事業所（３施設）
⑥施設名

みらいようせいのお家

所在地

上之町 12-12

運営主体

一般社団法人

問合せ先

0798-31-3205

⑦施設名

MAMA&KIDS

所在地

未来会

大森園

大森町 6-57

運営主体

合同会社

問合せ先

070-2353-9474

⑧施設名

げんき保育園門戸厄神園

所在地

MAMA&KIDS

林田町 10-21

運営主体

株式会社

問合せ先

0798-63-2002

LAPIS１階

エアフォルク
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３．よくあるご質問
（１）特区小規模保育事業所について
1

特区小規模保育事業所と現在ある２歳児までの小規模保育事業所との違いは何ですか。
特区小規模保育事業所の最大の特徴は、卒園後、希望すれば施設が連携する公立幼稚園に入園していただ
き、最大 18 時 30 分までの保育を受けることができるということです（認可保育施設の取り扱いに準じ、通
勤時間等も含めて必要な保育時間を決定します）
。

2

保育短時間で認定された場合、保育時間は何時から何時までとなりますか？
保育短時間で認定された場合の預かり時間は、他の認可保育施設と同様に８:30～16:30 です。保育短時間
で認定された保護者の児童が７:30～8:30 及び 16:30～18:30 の間に施設を利用した場合は別途、延長保育
料が発生します。

3

特区小規模保育事業所は保育料がかかりますか？
他の小規模保育事業所と同様、２歳児までは、市民税額に基づいて決定した保育料がかかります。３歳児の
保育料については無償（０円）となりますが、給食費が別途かかります。
年齢にかかわらず、施設によっては、別途料金（制服代・文具代・教育活動費等）が必要となる場合があり
ます。詳しくは、各施設へ直接お問い合わせください。

4

特区小規模保育事業所に園庭はありますか？
特区小規模保育事業所に園庭はありませんが、日常的に近隣の公園を利用する他、連携する公立幼稚園と
の交流の中で、幼稚園の園庭を使用できる時間を確保しています。

5

公立幼稚園の在園児がいる兄弟姉妹が連携している特区小規模保育事業所への入園を希望した場合、加点
はありますか？
「利用調整基準表別表第 2 No.6」の調整指数（兄弟姉妹在園施設への加点３５点）の加点対象とはなり
ません。

6

利用を希望する特区小規模保育事業所の連携先の幼稚園以外の公立幼稚園への入園を希望することは可能
ですか？
通常の幼稚園の入園申込は可能ですが、連携先でない公立幼稚園では預かり保育をご利用いただくことは
できません。

（２）卒園後の受入先（公立幼稚園）について
1

幼稚園での保育時間は？
認可保育施設の取り扱いに準じ、7 時 30 分～18 時 30 分の間で、通勤時間等も含めて必要な保育時間を
決定します。ただし、幼稚園の保育時間（8 時 40 分～14 時 00 分。水曜日は 8 時 40 分～11 時 50 分）は、
保護者の方の仕事がお休みの場合も含め、全員登園が基本となります。

2

幼稚園の入園式は４月上旬ですが、特区小規模保育事業所を卒園後、４月１日から預かってもらえますか？
特区小規模保育事業所を卒園後、４月１日から連携先の公立幼稚園で保育を実施します。
ただし、
「１日目は午前中のみ、２日目以降は 14 時まで」等、お子様の状況に応じた時間の「ならし保育」
を設けておりますので、ならし保育期間中は、長時間の保育を行うことができません。
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3

幼稚園では、認可保育施設と異なり春休み、夏休み、冬休みがありますが、預かってもらえますか？
春休み・夏休み・冬休み期間も、原則、平日の月～金曜日は保育を実施します。
ただし、年末年始（12/29～１/３）や学校閉鎖日（８月のお盆の時期２日間）は休園となります。

4

幼稚園での保育料はどうなりますか？
幼稚園の保育料、預かり保育に係る利用料は無償（０円）となります。
保育料とは別に、教材費（約 1,200 円/月）等の実費がかかります。

5

幼稚園では制服代等がかかりますか？
公立幼稚園では体操服（シャツ・ズボン・トレーナー）を購入していただく必要があります。
費用については各園で異なりますが、概ね以下のとおりです。
シャツ：約 1,500 円

6

ズボン：約 1,500 円

トレーナー：約 2,500 円

お昼寝はありますか？
４歳児は秋頃まで約１時間程度、お昼寝の時間を設けます。５歳児はお昼寝はありません。

7

幼稚園への見学は可能ですか？
幼稚園の見学を希望される場合は、各幼稚園にお問い合わせください。
ただし、本事業についてのご質問は、幼稚園ではお答えできませんので、ご了承ください。

8

幼稚園に入園後、仕事を辞めた場合はどうなりますか？また、その後、しばらくしてから再度、就職した場
合、預かり保育を利用することはできますか？
認可保育施設の取扱いに準じます。離職後、求職活動等、他に保育の必要性がある場合は預かり保育を利用
できますが、保育の必要性がなくなると、預かり保育を利用できなくなります。ただし、公立幼稚園をお辞め
いただく必要はありません。また、一度、保育の必要性がなくなった後、就職等によって保育の必要性が生じ
た場合は、再度、預かり保育をご利用いただけます。
なお、本事業の対象者には年に 1 度、就労状況等の現況確認を行います。

9

幼稚園に入園後、育児休業を取得した場合はどうなりますか？
育児休業を取得した場合は、認可保育施設の取扱いに準じます。出生した児童が１歳に達する日（誕生日の
前日）の属する年度の末日までは本事業の対象となります。なお、期間満了後に復職をしなかった場合は、公
立幼稚園をお辞めいただく必要はありませんが、預かり保育を利用することはできません。

10

連携する特区小規模保育事業所の卒園児以外の子供も入園できますか？
特区小規模保育事業所の卒園児以外の子供も、幼稚園の通常の入園手続きを経て入園することはできます
が、本事業の対象外となりますので、預かり保育をご利用いただくことはできません。

11

特区小規模保育事業所の卒園児と、それ以外の子供（通常の幼稚園の入園手続きを経て入園した子）は、
別々に学級編制されるのですか？
幼稚園の保育時間（8 時 40 分～14 時 00 分。水曜日は 8 時 40 分～11 時 50 分）については、特区小規
模保育事業所の卒園児とそれ以外の子供を合わせて学級を編制します。

1

４．お問い合わせ先
事業に関する問い合わせ：子供支援総務課（０７９８－３５－３１４６）
入所申込に関する問い合わせ：保育入所課（０７９８－３５－３１６０）
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