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■認定こども園化について 

近年の全国的な傾向と同様、本市においても、低年齢

児からの保育ニーズは増加する一方で、幼稚園入園ニー

ズは減少傾向にあります。また、将来的には、保育園に

おいても供給過剰となる地域の発生や、就学前人口の減

少により小規模園化が進むといったことが予測されます。 

こうしたことから、今後の就学前教育・保育施設の在

り方を検討する中で、安全・安心な子育ち・子育て環境

を整え、地域における子育て支援のさらなる充実を目指

し、市立園の認定こども園化等を進めることとなり、令

和６年度より金勝第１幼児園及び大宝幼稚園をモデル園

として、その他の市立園においても段階的に認定こども

園への移行を進めます。 
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１ 各施設の特徴 

 保育園…P．６～ 

就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する 

利用できる保護者：就労、病気などの事情があって家庭で保育のできない人 

利用できる子ども：０歳（満３か月以上または 6 か月以上）～５歳 

 小規模保育施設…P．６～ 

家庭的保育に近い雰囲気のもと、少人数（定員６～１９人）を対象に保育を行う 

利用できる保護者：就労、病気などの事情があって家庭で保育のできない人 

利用できる子ども：０歳（満３か月以上または 6 か月以上）～２歳 

 家庭的保育施設…P．６～ 

家庭的な雰囲気のもとで、少人数（定員５人以下）を対象に保育を行う 

利用できる保護者：就労、病気などの事情があって家庭で保育のできない人 

利用できる子ども：０歳（満 6 か月以上）～２歳 

 幼稚園…P．2～３ 

小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行うことを目的としている 

利用できる保護者：就労などの制限はなし 

利用できる子ども：令和５年４月１日時点で満３～５歳 

 認定こども園…（幼稚園籍）P．4～5，（保育園籍）P．６～ 

幼稚園と保育園の機能や特長を合わせ持ち、教育・保育ニーズに対応できる 

利用できる保護者（保育園籍）：就労、病気などの事情があって家庭で保育のできない人 

（幼稚園籍）：就労などの制限はなし 

利用できる子ども(保育園籍)：０歳（満 3 か月以上）～５歳 

            (幼稚園籍)：令和５年４月１日時点で満３～５歳 

 

【支給認定証の交付について】 
申込みを行うと、下記の認定区分の認定証が交付されます。入園が決定した施設に提示するなど、

必要な場合がありますので、大切に保管してください。 

主な施設 対象となる子ども 認定区分 
教育・保育時間 

（保育必要量） 

幼稚園・幼児園（幼稚園籍） 

認定こども園（幼稚園籍） 

満３歳以上の就学前の子ども 
１号認定 教育標準時間 

保育園・幼児園（保育園籍） 

認定こども園（保育園籍） 

満３歳以上で、保護者の就労や病気な

どにより、保育を必要とする子ども 
２号認定 

保育標準時間 

保育短時間 

保育園・幼児園（保育園籍） 

認定こども園（保育園籍） 

小規模保育施設 

家庭的保育施設 

満３歳未満で保護者の就労や病気な

どにより、保育を必要とする子ども 
３号認定 

保育標準時間 

保育短時間 

※保育料無償化の対象となるのは満３歳になった後の最初の４月からです。 
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２ 市立幼稚園等への入園を希望される方へ 

２－１  入園の申込みができる子ども 

市立幼稚園・幼児園（幼稚園籍）への入園申込みができるのは、申込書提出時に栗東市に住民登録を

している家庭の子どもで、令和５年４月１日において満３歳から満５歳までの子どもです。 

 

２－２  入園の申込み 

申込み書類は、入園希望の子どもごとに提出が必要です。申込み時に、すべての書類をそろえて提出

してください。（書類がそろっていない場合、受付ができませんのでご注意ください。） 

① 支給認定申請書    ②幼稚園（幼児園）入園申込書    ③入園希望児調書 

手続きについては「市立幼稚園入園申込みについて」をご覧ください。 

 

２－３  申込みの受付 

原則として申込みできるのは、居住する通園区域の市立幼稚園・幼児園（幼稚園籍）です。ただし、

事情により通園区域外の園を希望される場合は、希望する園の定員数に余裕があり、園運営に支障がな

いと認められる場合に限り、入園することができます。この判断は、申込みのあった後に行います。 

また、就学を控えた４・５歳児の入園を優先します。このため、３・４・５歳児の入園申込みを１０

月に一斉に受け付け、先に４・５歳児のクラス数を決定します。３歳児は、４・５歳児のクラス数を決

定した後に受け入れを行いますが、申込み人数が受け入れ可能人数を超えた場合は、その園に申込みを

された当該通園区域内の３歳児を対象として抽選を行います。抽選となった場合は、対象となる保護者

に１１月上旬までに郵送にて通知します。併せて市ホームページにも掲載しますので、ご覧ください。 

抽選がない場合は、通知を行いません。なお、抽選の結果、入園できない場合は通園区域外で受け入

れ可能な園を選ぶことも可能です。（通園区域につきましては P.39 をご覧ください。） 

 

２－４  保育時間や休業日等 

●保育時間 

※３歳児は、４月から７月まで保育時間を８：３０～１１：３０で行います。 

保育時間 ※ 曜 日 

８：３０～１４：００ 月～金 

 

●長期休業 

夏季休業 ７／２１ ～  ８／３１ 

冬季休業 １２／２４ ～  １／６ 

春季休業 ３／２５ ～  ４／７ 
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◎預かり保育※ 

在園児に対して、通常の保育終了後の預かり保育を実施しています。 

次の理由に該当される場合は、事前に申込書を提出して利用することができます。 

   ・保護者が就労している場合 

   ・保護者が病気の場合 

   ・保護者が病人や障がい者の介護をしている場合 

・園児や保護者が子育て支援を必要とする場合 

・その他、園児の保育ができないと認められる場合 

 

預かり時間・保育料 

時間 保育料 ※預かり保育は、３歳児の１０月から

利用可 １４：００～１６：００ ２５０円／回 

 

２－５  給食 

市立幼稚園・幼児園（幼稚園籍）の給食は、学校給食共同調理場において調理し、各園に配送されて

います。金勝第１幼児園・葉山幼児園・葉山東幼児園・治田東幼児園については、自園給食を実施して

います。また、大宝西幼稚園の給食は、大宝西保育園調理室から配送しています。  

幼稚園の主食費（米飯代）と副食費（おかず・おやつ代等）は、別途料金がかかります。 

副食費（おかず・おやつ代等）については、「年収が３６０万円未満相当世帯の子ども」、「すべての

世帯の小学校３年生までの範囲内で第３子以降の子ども」「市町村民税所得割額 77,101 円以上 97,000

円未満の世帯の第 3子以降の子ども」は免除対象です。市町村民税所得割額は、住宅借入金特別控除や

寄付金控除等を適用する前の税額を使います。 

 

２－６  その他 

●園児の送迎について 

園児の送迎については、必ず保護者の方でお願いします。 
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３－１  入園の申込みができる子ども 

認定こども園（幼稚園籍）へ入園申込みができるのは、申込書提出時に栗東市に住民登録をしている

家庭の子どもで、令和５年４月１日において満３歳から満５歳までの子どもです。 

 

３－２  入園の申込み 

申込み書類は、入園希望の子どもごとに提出が必要です。申込み時に、すべての書類をそろえて提出

してください。（書類がそろっていない場合、受付ができませんのでご注意ください。） 

①支給認定申請書    ②入園申込書    ③入園希望児調書 

手続きについては「認定こども園（幼稚園籍）入園申込みについて」をご覧ください。 

なお、通園区域の指定はありませんので、市内全区域からの申込みが可能です。 

 

３－３  申込みの受付 

申し込み人数が受け入れ可能人数を超えた場合は、抽選を行います。抽選となった場合は、対象とな

る保護者に１１月上旬までに郵送にて通知します。また、市ホームページにも掲載しますので、ご覧く

ださい。 

抽選の結果、入園できない場合は、居住する通園区域の市立幼稚園・幼児園（幼稚園籍）へ申込みが

可能です。なお、通園区域の市立幼稚園・幼児園（幼稚園籍）がすでに定員に達している場合、定員に

空きがある市立幼稚園・幼児園（幼稚園籍）を選択いただくことができます。 

 

 

３－４  保育時間や休業日等 

●保育時間 

※３歳児は、４月から７月まで保育時間を８：３０～１１：３０で行います。 

保育時間 ※ 曜 日 

８：３０～１４：００ 月～金 

 

●長期休業 

夏季休業 ７／２１ ～  ８／３１ 

冬季休業 １２／２４ ～  １／６ 

春季休業 ３／２５ ～  ４／７ 

３ こども園（幼稚園籍）への入園を希望される方へ 
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３－５  給食 

給食費については施設が定める額を、施設が徴収します。 

副食費（おかず・おやつ代等）については、「年収が３６０万円未満相当世帯の子ども」、「すべての

世帯の小学校３年生までの範囲内で第３子以降の子ども」「市町村民税所得割額 77,101 円以上 97,000

円未満の世帯の第 3子以降の子ども」は免除対象です。市町村民税所得割額は、住宅借入金特別控除や

寄付金控除等を適用する前の税額を使います。 

 

３－６  その他 

●園児の送迎について 

園児の送迎については、必ず保護者の方でお願いします。 

 

 ●年度途中に幼稚園籍から保育園籍に移動を希望される場合について 

  保育園・こども園(保育園籍)の入園申込みが必要です。 

申込みは、市役所幼児保育課で受け付けていますので、保育園籍に移動を希望する月の前々月の末

日までに提出してください。 

なお、年度途中の保育園籍への移動の可否については、園の受入体制と保育園入園基準指数表に基

づき判定されます。 
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 ４－１  入園の申込みができる子ども 

保育園・幼児園（保育園籍）・認定こども園(保育園籍)・小規模保育施設・家庭的保育施設への入園

申込みができるのは、次の要件を満たし、保育を必要とする事由に該当する場合となります。 

(1) 入園希望月の初日に、栗東市に住民登録があること。 

(2) 入園希望月に保護者や同居の親族等全員が次の１～９のいずれかに該当し、保育が必要と認めら

れること。（死亡、行方不明、拘禁などの理由で親がいない場合を除く。） 
 

保育を必要とする事由 

事由 基準 

１ 就労 保護者が就労しており、同居親族も保育できない場合（１日４時間以上か

つ月１６日以上） 

２ 妊娠、出産 妊娠中である、または出産後間がない場合（産前８週（多胎妊娠の場合は

１４週）から、産後８週まで） 

３ 疾病・障がい等 保護者が病気または心身に障がい等がある場合 

４ 同居親族の介護・

看護 

同居または長期入院等している親族を常時介護・看護をしている場合 

５ 災害 災害、風水害、地震等で家を失う、もしくは破損したため、その復旧にあ

たっている場合 

６ 求職活動 求職活動（開業の準備を含む）を継続的に行っている場合 

７ 就学 就学や職業訓練で学校等に通っている場合 

８ 育児休業 育児休業取得中にすでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要

な場合（ただし、産後 1年まで） 

９ その他 １～８に類する状態にあると市が認める場合 

４－２  入園の申込み 

申込み書類は、入園希望の子どもごとに提出が必要です。申込み時に、すべての書類をそろえてご提

出ください（書類がそろっていない場合、受付ができませんのでご注意ください。）。 

① 支給認定申請書兼入所(園)申込書 

② 保育の必要性を証明する書類 

③ 入園希望児調書 

 

４－３ 申込みの受付 

 ４月からの入園を希望する場合は、別紙「保育園・こども園(保育園籍) 等の入園申込みについて」

を確認ください。 

 令和５年５月以降に途中入園を希望する場合、入園希望月の前々月中に市役所幼児保育課まで申込み

ください。 

なお、入所基準(次のページ「栗東市保育園入園基準指数表」)に達していても、申込み人数が保育園

の受け入れ可能人数を超える場合、申込内容に虚偽があった場合、または必要な書類を提出されない場

合は、入園できないことがありますので、あらかじめご承知ください。 

４ 保育園・こども園（保育園籍）等に入園を希望される方へ 



児童名

母

11

10

10

8

8

7

②妊娠・出産 産前８週となる日が属する月の初日から産後８週となる日の翌日が属する月の末日まで 6 母子健康手帳の写し

10

常時病臥 10

一般療養 6

10

6

10

8

10

4

⑤災害 災害等による自己家屋の損傷、その他災害復旧のため保育ができない場合 10 罹災証明書

⑥求職活動 3 確約書

⑦就学
　職業訓練

通学 6
在学証明書、カリキュラムの
わかる書類等

⑧育児休業 就労証明書

⑨その他 　

小計
※①～⑨までの要件ごとに採
点し、合算しない。

加
減

合
計

備考

（２）就労時間は、拘束時間とする。

（３）１日の介護時間は、最低、日中４時間以上の介護を常態とする。

※　１３点以上が入園対象の基本となる。

月２０日以上かつ　１日６時間以上の就労

月１６日以上かつ　１日４時間以上８時間未満の就労

6

心身の
障がい

身体障害者手帳１・２級　　療育手帳Ａ１・Ａ２　　精神障害者保健福祉手帳１級 10

求職（開業準備含む）のため、外出を常態 3

各号に同じ

10

①労働

栗東市保育園入園基準指数表及び調査表
(令和5年度)

年齢　　　　　歳児 　保育園名　　　　　　　　　　　　　　　　　　保育園　　　

親のいない家庭
死亡・行方不明・拘禁 11

　
離婚・未婚・その他

事　　　　項
点数

備考
父

就労証明書
8

8

7

10

就労・
就労内定

10月２０日以上かつ　１日８時間以上の就労

月１６日以上かつ　１日８時間以上の就労

障害者手帳、療育手帳、精神
障害者保健福祉手帳の写し身体障害者手帳３・４級　　療育手帳Ｂ１　　精神障害者保健福祉手帳２・３級 6

－

③傷病
・障がい等

傷病

入院、おおむね１か月以上 10

医師の診断書
居宅内療養

10

安静を要する状態（常時病臥に至らない程度）

④同一世
帯の病人
等の介護

入院その他
施設等付添

月２０日以上かつ　１日８時間以上の付添 10

月１６日以上かつ　１日８時間以上の付添 8

自宅介護
・看護

重度障がい者等の全介護・介護認定（３～５） 10

上記以外の介護の場合 4

医師の診断書、介護被保険
者証の写し、障害者手帳の写
し等

育児休業取得時に、すでに保育を利用している子ども（在園児）が対象で、継続利用が必要であること。出産
後１年の月末まで。父母両方が同月に育児休業を取得した場合、合計６点となり退園となります。

①～⑧に類する状態にあると市長が認める場合

卒業後に就労を目的とする月１６日以上１日４時間以上の就学等 6

保育可能な祖父母等(６５歳以上の方を除く)が同一住所に居住している場合 -2

3

兄姉が既に市内の認可保育施設に入園している新規申込み児童の場合（弟妹にのみ加点） 2

市内の地域型保育（小規模保育、家庭的保育）等を利用し、同施設の卒園により他の認可保育施設に申込む場合 1

同児童が週５日以上、有償で認可外保育施設等を利用している場合 1

令和４年度に市内の認可保育施設に在園していた場合※令和4年度途中退園を除く

令和４年度在園の認可保育施設を第一希望として申し込む場合※令和4年度途中退園を除く 1

6

保育園保育料等に滞納がある場合 -8

市や施設に相談なく保育園保育料等に滞納がある場合 -12

加算
要件
・
減点
要件

保護者が栗東市の定める幼稚園・認可保育施設で幼稚園教諭・保育士として就労(予定)している場合 6

ひとり親家庭で祖父母等と別居している場合 2

父または母が就労に伴い単身赴任により別居している場合（祖父母等と同居している場合を除く） 1

公的機関が、社会的養護の必要性があると認める場合 5

（１）保護者それぞれに、保育を必要とする項目に応じた基準指数を求め、加算・減点分を合算して当該世帯の指数と
する。

調査員
判定

　　年　　　　月　　　　日 調査員 ㊞　　

－7－
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保育を必要とする事由及び保育の必要性を証明する書類（当初入園用） 

事由 基準 入園可能な期間 

１ 就労 保護者が常態的に就労しており、同居親

族も保育ができない場合（１日４時間以

上かつ月１６日以上） 

 

 

就労している期間 

２ 妊娠、出産 妊娠中であるまたは産後間がない場合

（産前８週（多胎妊娠の場合は１４週）

から、産後８週まで） 

産前８週（多胎妊娠の場合１４

週）となる日の属する月の初日

から、産後８週となる日の属す

る月末まで 

なお、産前８週前であっても保

護者の心身の状況により「保育

の必要性がある」と判断された

場合はその期間 

３ 疾病、障がい等 保護者が病気または心身に障がい等が

ある場合 

 

 

病気・疾病・心身に障がいを有

する期間（診断書、各種手帳等

の期間） 

４ 同居親族の介護・

看護 

同居または長期入院等している親族を

常時介護・看護をしている場合 

 

 

 

介護・看護を要する期間（証明

書等の有効期間） 

５ 災害 災害、風水害、地震等で家を失う、もし

くは破損したため、その復旧にあたって

いる場合 

罹災及び復旧までの間 

６ 求職活動 

  (開業準備を含む) 

求職活動を継続的に行っている場合 入園後２か月目を迎える月末ま

で 

７ 就学 卒業後に就労を目的として就学や職業

訓練で学校等に通っている場合（月１６

日以上４時間以上の就学等） 

在学・職業訓練の期間 

８ 育児休業 育児休業取時に、すでに市内認可保育園

を利用している子ども（兄・姉）がおり、

同園児について継続利用が必要な場合 

育児休業に係る子どもが満１歳

に達する日（産後１年を迎える

日）の属する月末まで 

 

９ その他 １～８に類する状況にあると市が認め

る場合 

１～８に類する状態にある期間

（栗東市が認める場合） 
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事由 必要（添付）書類 注意事項 

１ 就労 「就労証明書」 ・自営業の場合、確定申告書(開業 2年目

以降)、開業届(開業 1年目)等の営業実

態が確認できる書類をあわせて提出し

てください 

２ 妊娠、出産 「母子健康手帳」（母の氏名・出

産予定日の記載ページ）の写し 

 

 

 

 

 

 

産前８週前であっても保護者の心身の

状況により「保育の必要性がある」と医

師から判断された場合は、「医師の診断

書」の写し 

３ 疾病、障がい等 「医師の診断書」の写しまたは

「身体障害者手帳」・「療育手

帳」・「精神障害者保健福祉手帳」

などの写し 

・診断書には加療を要する期間を明記の

こと（記載された加療を要する期間に

かかわらず、６か月ごとに再提出のこ

と） 

４ 同居親族の介護・

看護 

「要介護認定の記載された介護

保険被保険者証」の写し、または

「身体障害者手帳」・「療育手

帳」・「精神障害者保健福祉手帳」

などの写し 

 

５ 災害 「罹災証明書」・「復旧計画と復旧

状況の確認できる書類」 

 

 

６ 求職活動 「確約書」 

 

 

７ 就学 「在学証明書」（または「学生証」

の写し）及び「通学日数のわかる

書類」（時間割）の写し等 

・長期休学中の場合を除く 

８ 育児休業 「就労証明書」（復職予定年月日

が記載されたもの） 

 

 

 

９ その他 「市が求める書類」  

 

※ 上記１～9 のいずれの事由で入園した場合であっても、保育を必要とする事由の基準を満たさなく

なった場合には、保育の実施を解除すること（退園）になります。 

※ 申し込み内容に虚偽があると判明した場合は、保育の認定を取り消します。 

※ 保育を必要とする事由をはじめ、申請書の記載内容に変更が生じた場合、必ず速やかに市役所幼児

保育課または利用園へご連絡ください。 
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４－４  保育を受けられる時間 

 就労時間などの保育の必要量に応じて、「保育標準時間」と「保育短時間」の利用区分に認定されます。 

 保育を必要とする事由ごとの保育時間の区分は、次のとおりです。 

   

保育を必要とする事由ごとの保育時間の区分 

  保育を必要とする事由 
保育標準時間認定 

（１日あたり最長 11 時間） 

保育短時間認定 

（１日あたり最長８時間） 

1 就労 月 120 時間以上の就労 月 64 時間以上 120 時間未満の就労 

2 妊娠・出産 ○ △ 

3 疾病、障がい等 
概ね 1 か月以上の入院、居宅内療養

（常時病臥） 

居宅内療養（左記以外で安静を要する

状態） 

4 同居親族の介護・看護 月 120 時間以上の介護・看護 
月 64 時間以上 120 時間未満の介護・

看護 

5 災害復旧 ○ △ 

6 求職活動(開業準備含む)   ○ 

7 就学 月 120 時間以上の就学等 月 64 時間以上 120 時間未満の就学等 

8 育児休業中の継続利用   ○ 

9 その他市が認める場合 ○ ○ 

  

 上記は判断基準であり、市が認定を行いますので、希望とは異なる場合があります。 

 「△」は、申し出により保育短時間認定とすることができます。 

 就労の場合、「就労時間＋通勤時間」が保育を必要とする時間（保育を受けられる時間）となるため、勤

務先までの通勤時間も含めて認定を行います。 

なお、上記の保育短時間・保育標準時間認定の保育時間は最長の場合の時間を記載していますが、実際

に保育園を利用いただける時間は就労時間＋通勤時間となりますのでご注意ください。 

上記の基準では保育短時間認定の対象となっても、通勤時間や勤務時間帯等により保育短時間認定を行う

ことが適当でないと認める場合（保育を必要とする時間が各施設の定める保育短時間認定に係る保育時間を

超える場合など）は、保育標準時間認定となります。 
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４－５  給食 

金勝第２保育園・治田保育園・治田西幼児園については、学校給食共同調理場にて調理し、各園へ配

送しています。他の保育園・幼児園等については、自園給食を実施しています。 

給食にかかる経費のうち、３歳以上児の主食費（米飯代）と副食費（おかず・おやつ代等）は、別途

料金がかかります。副食費（おかず・おやつ代等）については、「年収が３６０万円未満相当世帯の子

ども」、「保育園、幼児園・こども園（保育園籍）に入園している子どもの内で第３子以降の子ども」は

免除となります。 

 

４－６  延長保育 

保護者が勤務時間や通勤時間などの事情により、保育の必要量の認定区分(保育標準時間１１時間・

保育短時間８時間)における基本保育時間を超えて保育が必要な場合（保育短時間・標準時間認定時の

保育時間は最長の時間を記載していますが、実際にご利用いただける時間（保育を受けられる時間）は

就労時間＋通勤時間です。）に、各園の保育時間内において延長保育の利用が可能です。（別途、延長

保育料が必要です。） 

 

保育短時間認定の方が、上記イメージのＡ、Ｂ、Ｃの部分を利用される場合や、保育標準時間認定の

方が、各園が延長保育を実施されている時間内において、Ｄの部分を利用される場合は、保育料とは別

に延長保育料がかかります。 

詳しくは、次のページをご覧ください。 

※延長保育利用にあたり、別途利用が必要なことを証明する書類の提出を求める場合があります。 

 

４－７  その他 

●児童の送迎について 

児童の送迎については、必ず保護者の方でお願いします。 

保育短時間認定
延長保育 

Ａ 
延長保育 

Ｃ 

保育標準時間認定 

保育短時間  （最長８時間） 延長保育 
Ｂ 

保育標準時間  （最長１１時間）

開園時間 

延長保育 
Ｄ 
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【保育短時間認定の延長保育料】 

区分 園名 保育短時間 延長保育時間 延長保育料 

市
立 

市立保育園・幼児園（保育園籍） ８：００～１６：００ 
Ａ： ７：３０～ ８：００ １００円/３０分(月額なし) 

※お迎えが 18：30 を過ぎた場

合は、200 円加算 Ｂ：１６：００～１８：３０ 

法
人
立 

こだま保育園 ８：３０～１６：３０ 

Ａ： ７：００～ ８：３０ ５００円/３０分（月額なし） 

Ｂ：１６：３１～１８：００ 
５００円/３０分（月額なし） 

Ｃ：１８：０１～１９：００ 

グランマの家保育園 ８：３０～１６：３０ 

Ａ： ７：００～ ８：３０ 

（土曜日は８：００～） 
２５０円/３０分（月額なし） 

Ｂ：１６：３０～１８：００ 

２５０円/３０分（月額なし） Ｃ：１８：００～２０：００ 

（土曜日は～１９：００） 

こだまふれんど保育園 ８：３０～１６：３０ 

Ａ： ７：００～ ８：３０ ５００円/３０分（月額なし） 

Ｂ：１６：３１～１８：００ 

５００円/３０分（月額なし） Ｃ：１８：０１～１９：３０ 

（土曜日は～１９：００） 

治田西カナリヤ第三保育園 
大宝カナリヤ保育園（保育園籍） 

８：００～１６：００ 

Ａ： ７：００～ ８：００ １００円/３０分（月額なし） 

Ｂ：１６：００～１８：００ 

(土曜日は～１７：００) 
１００円/３０分（月額なし） 

※お迎えが 19：00 を過ぎた 

場合は、1,000 円/回加算 
Ｃ：１８：００～１９：００ 

(土曜日はなし) 

こだま乳児保育園 ８：３０～１６：３０ 

Ａ： ７：００～ ８：３０ ５００円/３０分（月額なし） 

Ｂ：１６：３１～１８：００ 

５００円/３０分（月額なし） Ｃ：１８：０１～２０：００ 

（土曜日は～１９：００） 

栗東くじら保育園 
栗東くじら小規模保育園 
治田くじら小規模保育園 

８：００～１６：００ 

Ａ： ７：００～ ８：００ ３００円/３０分（月額なし） 

Ｂ：１６：００～１８：００ 

３００円/３０分（月額なし） Ｃ：１８：００～１９：００ 

(土曜日はなし) 

ＨＯＰＰＡ栗東下鈎園 
ＨＯＰＰＡ栗東駅前園 

８：３０～１６：３０ 

Ａ： ７：００～ ８：３０ 
５００円/３０分（月額なし） 

Ｂ：１６：３０～１８：００ 

Ｃ：なし なし 

ももか保育園 ８：００～１６：００ 

Ａ： ７：００～ ８：００ ５００円/３０分（月額なし） 

Ｂ：１６：００～１８：００ 

５００円/３０分（月額なし） Ｃ：１８：００～１９：００ 

(土曜日はなし) 

しもまがりゆずのき保育園 ８：００～１６：００ 

Ａ： ７：００～ ８：００ ３００円/３０分（月額なし） 

Ｂ：１６：００～１８：００ 
３００円/３０分（月額なし） 

Ｃ：１８：００～２０：００ 

なないろ保育園 ８：３０～１６：３０ 

Ａ： ７：３０～ ８：３０ ３００円/１５分。（月額なし） 

※お迎えが 19：00 を過ぎた場

合は、2,000 円/15 分 

Ｂ：１６：３０～１８：３０ 

Ｃ：なし 

ぱれっと園～たかの～ 
ぱれっと園～おがき～ 

８：００～１６：００ 

Ａ： ７：００～ ８：００ ５００円/３０分（月額なし） 

Ｂ：１６：００～１８：００ 

５００円/３０分（月額なし） Ｃ：１８：００～１９：００ 

(土曜日はなし) 

（小規模保育） 
ニチイキッズ栗東中沢保育園 

８：００～１６：００ 

Ａ： ７：００～ ８：００ ４００円/３０分（月額なし） 

Ｂ：１６：００～１８：００ ４００円/３０分（月額なし） 

※開園時間外は 1 分を超えた

時で 10 分あたり 850 円加算  
Ｃ：１８：００～１９：００ 

(土曜日はなし) 

（家庭的保育） 
家庭的保育の家 ふわり 
※保育短時間認定のみ 

８：００～１６：００ 

Ａ：  ７：３０～ ８：００ 

４００円/３０分（月額なし） 

Ｂ：１６：００～１８：００ 
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【保育標準時間認定の延長保育料】  

区分 園名 保育標準時間 延長保育時間 延長保育料 

市

立 
市立保育園・幼児園（保育園籍） ７：３０～１８：３０ Ｄ：なし 

※お迎えが 18：30 を過ぎた場合

は、200 円加算 

法

人

立 

こだま保育園 ７：００～１８：００ Ｄ：１８：０１～１９：００ 
～１８：３０ ２，０００円/月 

～１９：００ ２，５００円/月 

グランマの家保育園 
７：００～１８：００ 

（土曜日は８：００～） 

Ｄ：１８：００～２０：００ 

（土曜日は～１９：００） 

～１８：３０ ２，５００円/月 

～１９：００ ３，５００円/月 

～１９：３０ ４，０００円/月 

～２０：００ ４，５００円/月 

＊お迎えが 20：00 を過ぎた場合

は、1,000 円/回加算 

こだまふれんど保育園 ７：００～１８：００ 
Ｄ：１８：０１～１９：３０ 

（土曜日は～１９：００） 

～１８：３０ ２，０００円/月 

～１９：００ ２，５００円/月 

～１９：３０ ３，０００円/月※ 

※軽食あり（要登録） 

軽食費別料金：500 円/月 

治田西カナリヤ第三保育園 
大宝カナリヤ保育園（保育園籍） 

７：００～１８：００ 

（土曜日は～17：00） 

Ｄ：１８：００～１９：００ 

（土曜日はなし） 

～１８：１５ １，５００円/月 

～１８：３０ ２，５００円/月 

～１９：００ ３，０００円/月 

※お迎えが 19：00 を過ぎた場合

は、1,000 円/回加算 

こだま乳児保育園 ７：００～１８：００ 
Ｄ：１８：０１～２０：００ 

（土曜日は～１９：００） 

～１８：３０ ２，０００円/月 

～１９：００ ２，５００円/月※ 

～１９：３０ ３，０００円/月※ 

～２０:００ ３，５００円/月※ 

※軽食あり（要登録） 

軽食費別料金：500 円/月 

栗東くじら保育園 
（小規模保育） 
栗東くじら小規模保育園 
治田くじら小規模保育園 

７：００～１８：００ 
Ｄ：１８：００～１９：００ 

(土曜日はなし) 

～１８：３０ １，５００円/月 

または３００円/３０分 

～１９：００ ３，０００円/月 

または３００円/３０分 

ＨＯＰＰＡ栗東下鈎 
（小規模保育） 
ＨＯＰＰＡ栗東駅前園 

７：００～１８：００ 
Ｄ：１８：００～１９：００ 

(土曜日はなし) 

５００円/３０分 

または３，０００円/３０分/月 

ももか保育園 ７：００～１８：００ 
Ｄ：１８：００～１９：００ 

(土曜日はなし) 

～１９：００ ３，０００円/月 

 または５００円/３０分 

しもまがりゆずのき保育園 ７：００～１８：００ Ｄ：１８：００～２０：００ 

～１８：３０ ２，０００円/月 

～１９：００ ３，０００円/月※ 

～１９：３０ ４，０００円/月※ 

～２０：００ ５，０００円/月※ 

※軽食費別料金：2,000 円/月 

（小規模保育） 
なないろ保育園 

７：３０～１８：３０ Ｄ：なし 

３００円/１５分。（月額なし）  

※お迎えが 19：00 を過ぎた場合

は、2,000 円/15 分 

（小規模保育） 
ぱれっと園～たかの～ 
ぱれっと園～おがき～ 

７：００～１８：００ 
Ｄ：１８：００～１９：００ 

(土曜日はなし) 
５００円/３０分（月額なし） 

（小規模保育） 
ニチイキッズ栗東中沢保育園 

７：００～１８：００ 
Ｄ：１８：００～１９：００ 

(土曜日はなし) 

４００円/３０分（月額なし） 

※開園時間外は 1分を超えた時 

で 10 分あたり 850 円加算  

延長保育を利用する場合は、原則として、事前に申込が必要です。 
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５ 利用者負担額（保育料） 

 

５－１ 利用者負担額（保育料）の決定 

利用者負担額は、令和５年４月分から令和５年８月分までは令和４年度市町村民税の所得割額、令和

５年９月から令和６年８月までは令和５年度市町村民税の所得割額により決定します。原則として、

父・母の額の合計より階層区分を決定しますが、祖父母等の同居者が家計の主宰者である場合は、その

方も含めて階層を決定します。 

令和５年度利用者負担額（保育料） 令和６年度利用者負担額 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 

令 和 ４ 年 度 市 町 村 民 税 に よ り 算 定 令和５年度市町村民税により算定 

 

注意事項 

※利用者負担額の計算に用いる市町村民税の所得割額は、住宅借入金特別控除や寄付金控除、配当控除

等を適用する前の税額を使います。 

※転入などで課税額の算定に必要な資料が不明な場合や、市町村民税の申告がないなど課税額の確認が

できない場合は利用者負担額を最高額で決定する場合があります。 

※月単位のため、欠席や月の途中に退園された場合でも日割り計算は行いません。 

※お子さんの年齢は年度当初の年齢で決定し、年度途中で誕生日を迎えても階層区分は変わりません。 

※税の修正申告や更正をされた場合は、利用者負担額が変更になる場合がありますので、必ず市役所幼

児保育課へご連絡ください。申請の届出月の翌月から見直した利用者負担額を適用します。年度が替

わってからの修正申告等による利用者負担額の遡及変更はできません。 

 

５－２ 利用者負担額（保育料）の納付 

（１）４月入園の方には利用者負担額決定通知を４月中に交付します。 

（２）口座振替をご利用ください。保育料の引き落とし日は、各月末日です。 

末日が金融機関休業日の場合は、翌営業日となります。（１２月は違う日に設定されます。） 

 

５－３ 幼児教育・保育の無償化（保育料無償化） 

（１）市立幼稚園・幼児園（幼稚園籍）、こども園(幼稚園籍)については、すべての子どもの利用者負

担額※1が無料です。 

（２）保育園、こども園(保育園籍)等については、３歳児※2～５歳児までのすべての子どもの利用者負

担額（保育料）が無料※1です。 

   ０歳児～２歳児の子どもについては、市町村民税非課税世帯の子どもの利用者負担額が無料※1で

す。 

（３）延長保育料は無償化の対象になりません。 

※1.別途、食材料費（主食費、副食費）、教材費などの実費負担が生じます。 

※2.満３歳になった後の最初の４月から 
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５－４ 利用者負担額（保育料）の軽減 

（１）多子軽減 

保育園・幼児園・こども園・小規模保育施設・家庭的保育施設に入園している児童のみをカウントし、

第２子半額、第３子以降は無料となります。 

多子軽減の適用について、住民登録が別で、生計を同一にしている兄弟姉妹がいる場合は、申出書に

より適用させていただきますので、該当される方は市役所幼児保育課までお申し出ください。 

 

（２）多子軽減の拡大 

市町村民税が 57,700 円未満の世帯で兄弟姉妹がいる児童は、兄弟姉妹の年齢及び上記(1)の入園児童

数に関わらず、第２子は半額、第３子以降は無料となります。 

 

（３）ひとり親世帯等に係る軽減の拡充 

市町村民税が課税世帯で、市町村民税所得割額が 77,101 円未満のひとり親世帯等について、第１子

の利用者負担額は 3,250 円、第２子以降は無料となります。 

 

＜ひとり親世帯等とは＞ 

・ひとり親家庭で、児童扶養手当もしくは遺族年金をうけている。 

・障害手帳、療育手帳の交付をうけている（在宅の者に限る。）。 

・特別児童扶養手当の支給対象児童である（在宅の者に限る。）。 

・障害基礎年金の受給者である（在宅の者に限る。）。 

 

 

 

 

 

 

 



令和５年度　栗東市利用者負担額表

３歳児以上

階層
区分

１人目 ２人目
３人目
以降

１人目 ２人目
３人目
以降

Ａ 0 0 0 0 0 0

Ｂ 0 0 0 0 0 0

Ｃ１ 均等割の額のみ
15,600
（3,250）

7,800
(0)

0
11,700
(2,430)

5,850
(0)

0

Ｃ２
所得割額が
　5,000円未満

17,600
（3,250）

8,800
(0)

0
13,200
(2,430)

6,600
(0)

0

Ｃ３
5,000円以上
　48,600円未満

18,500
（3,250）

9,250
(0)

0
13,870
(2,430)

6,930
(0)

0

48,600円以上
　57,700円未満

24,600
（3,250）

12,300
(0)

0
18,450
(2,430)

9,220
(0)

0

57,700円以上
　61,000円未満

24,600
（3,250）

12,300
(0)

0
18,450
(2,430)

9,220
(0)

0

61,000円以上
　77,101円未満

27,000
（3,250）

13,500
(0)

0
20,250
(2,430)

10,120
(0)

0

77,101円以上
　79,000円未満

27,000 13,500 0 20,250 10,120 0

Ｄ３
79,000円以上
　97,000円未満

30,000 15,000 0 22,500 11,250 0

Ｄ４
97,000円以上
　115,000円未満

38,200 19,100 0 28,650 14,320 0

Ｄ５
115,000円以上
　133,000円未満

40,700 20,350 0 30,520 15,260 0

Ｄ６
133,000円以上
　151,000円未満

43,200 21,600 0 32,400 16,200 0

Ｄ７
151,000円以上
　169,000円未満

44,500 22,250 0 33,370 16,680 0

Ｄ８
169,000円以上
　199,000円未満

53,200 26,600 0 39,900 19,950 0

Ｄ９
199,000円以上
　233,000円未満

55,600 27,800 0 41,700 20,850 0

Ｄ１０
233,000円以上
　301,000円未満

59,200 29,600 0 44,400 22,200 0

Ｄ１１
301,000円以上
　349,000円未満

66,000 33,000 0 49,500 24,750 0

Ｄ１２
349,000円以上
　397,000円未満

73,700 36,850 0 55,270 27,630 0

Ｄ１３ 397,000円以上 81,400 40,700 0 61,050 30,520 0

※１
※２
※３

※４
※５
※６

※７

※８

※９ 無償化の対象(３歳児以上)は、満３歳になった後の最初の４月からです。

　小規模保育施設・家庭的保育施設は、直接施設が徴収を行います。

各月初月の入所児童の属する世帯の階層区分

保育標準時間

０・１・２歳児

本市利用者負担額

無
償
化
対
象

保育短時間

階層区分は、４月～８月は前年度分の市町村民税、９月～翌年８月は当年度分の市町村民税により決定します。

きょうだい
カウント

定義

生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含
む）および中国残留邦人等の円滑な帰国の
促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及
び特定配偶者の自立の支援に関する法律に
よる支援給付受給世帯

市町村民税非課税世帯

保育短時間認定の利用者負担額は、Ｃ～Ｄ１３階層における階層区分により得られた負担額に４分の３を乗じて得た額とし、当
該額に１０円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てます。
保育園、幼児園（保育園籍）、こども園（保育園籍）、小規模保育施設、家庭的保育施設の利用者負担額（保育料）はいずれの
施設でも、所得に応じて同じ額が適用されます。

◇利用者負担額は、保育園・幼児園（保育園籍）・こども園（保育園籍）は、市で徴収を行います。

（月額：円）

Ｄ１

Ｄ２

年
齢
制
限
な
し

（
ひ
と
り
親
世
帯
等
に
限
る

）

小
学
校
就
学
前
ま
で

（
ひ
と
り
親
世
帯
等
に
限
る

）

年
齢
制
限
な
し

（
ひ
と
り
親
世
帯
等
を
除
く

）

小
学
校
就
学
前
ま
で

（
ひ
と
り
親
世
帯
等
を
除
く

）

市
町
村
民
税
所
得
割
課
税
世
帯

原則として、両親の課税額の合計より階層区分を決定しています。ただし、祖父母が家計の主宰者である場合は、祖父母の課
税額も含めて階層を決定します。
太枠内の世帯に該当する場合、年齢に関わらず、３人目以降のお子様は利用者負担額が免除（０円）となります。

課税額の算定に必要な書類の提出がない、市町村民税の申告がないなど課税額の確認ができない場合は、最高階層（Ｄ１３）
で利用者負担額を決定する場合があります。

市町村民税課税世帯で、所得割額が77,101円未満のひとり親世帯等は、（　　　）内の金額になります。

市民税所得割の計算は、住宅借入金特別控除や寄付金控除、配当控除等を適用されません。

—16—
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６－１ 幼児教育・保育の無償化 

 次の施設を利用する子どもについて、幼児教育・保育の無償化の対象です。(ただし、一定の要件

があります。) 詳細は、栗東市ホームページをご覧ください。 

 施設：預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業 等 

 対象：3～5歳児※、市町村民税非課税世帯の 0～2歳児 ※令和 5年 4月 1日基準日 

 

６－２ 一時預かり保育 

 保護者が就労や病気、冠婚葬祭などのため、一時的にお子さんを家庭で保育をできない場合に、代

わって保育する制度です。詳細につきましては、園に直接お問合せください。 

 

園名  ：グランマの家保育園（℡077-554-1744）栗東市綣十丁目 2番 26号 

受入年齢：満１歳～   

実施曜日：月～金曜日  受入時間：9：00～16：30 

利用料金：0歳児 800 円/1 時間、1歳児 700 円/1 時間、2～5歳児 600 円/1 時間 

給食代 ：350 円/1 回  おやつ代：100 円/回  粉ミルク等は持参 

事前登録：必要 

申込み ：希望日の 2日前までに申込※  

     ※平日のみ受付 

     ※必要書類等要確認 

     ※電話受付可能 

     ※一時預かりの実施に関しては、今後見直す可能性があります。 

 

６－３ 病後児保育 

病後児保育とは、お子様が「病気の回復期」にあり、集団保育を受けることができず、保護者

の仕事などの都合で家庭での保育が困難なときに、保護者に代わり医師・看護師・保育士が連携

して一時的にお子さんをお預かりする制度です。きづきクリニックについては、次のページをご

覧ください。 

施設名 電話番号 住所 利用時間 

きづきクリニックチャイルドハウス 077-553-8051 栗東市岡 195 番地 1 8:30～17:30（延長 19:00 まで） 

オルミス 077-535-0155 草津市野村 8丁目 3番 10 号 8:00～17:00（延長 19:00 まで） 

陽だまり 077-516-2171 草津市矢橋町 1660 番地 8:00～17:00（延長 19:00 まで） 

※ その他、企業主導型のオリーブ栗東保育園（栗東市十里 81 番地）が病児保育を実施されています。利用にあたり、事前登録等

の手続きが必要になりますので、直接お問合せください。(問い合わせ先：077-514-1539(オリーブ守山保育園)) 

６ その他保育事業 
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病後児保育事業について 
 
     
１、病後児保育とは 

 お子様が「病気の回復期」にあり、集団保育を受けることができず、保護者の仕事などの都合で家庭で

の保育が困難なときに、保護者に代わり医師・看護師・保育士が連携して一時的にお子様をお預かりする

制度です。                                          
                                               

２、実施施設の概要                                     

施設名：きづきクリニックチャイルドハウス（場所・連絡先等は下図参照）            

利用日：月曜日から金曜日までの８時３０分～１７時３０分                   

※利用時間は、１９時００分まで延長することができます。               
  

３、対象者・利用料金 

対象者：栗東市に在住の生後６か月～小学校３年生までの、保育所（認可外保育所を含む）、幼稚園、小

学校等に通園・通学していて、保護者の就労等により家庭での保育が困難な状態にある子ども 

     ※ただし、市長が上記と同様の状況にあると認めた場合、対象とすることができます。 

利用料金：基本料金 2,000 円（８時３０分～１７時３０分） 

      延長料金 30 分毎に 500 円（１７時３０分～１９時００分） 

      お茶代等 100 円（税抜き） 

      ※生活保護世帯・住民税非課税世帯などの方は減免を受けられる場合があります。詳しくは、

栗東市役所子育て応援課までお問い合わせ下さい。 
 

４、利用方法 

 事前登録制になります。利用を希望される場合は、「利用登録申請書」（P.20 をコピーまたは栗東市ホ

ームページからダウンロードしてください。）に必要事項を記入し、入園申込み時にご提出ください。利

用にあたっての詳細は、P.19『きづきクリニックチャイルドハウス利用までの流れ』を参照ください。 

 
 

 
 

きづきクリニックチャイルドハウス 
栗東市岡１９５－１ 

国道小柿 

国道大路 

新屋敷 

治田郵便局 

大路三丁目 

旧東海道 

東海道新幹線 

チャイルドハウス 
入り口 

※ その他、詳細はきづきクリニック（TEL:0 

77-553-8051）または栗東市役所子育て応

援課（TEL:077-551-0114）までお問い合

わせください。 
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きづきクリニックチャイルドハウス利用までの流れ  

①  予約電話  

              きづきクリニックに電話  

                            ☎０７７－５５３－８０５１   

            電話は祝日や時間外（早朝含む）にも転送されます。 

         『病後児保育の利用希望です。』 

            簡単な経過と病状をお教えください。  

受診するのに都合の良い目安の時刻を指示します。  

当日利用希望の場合は、８：１５からの診察をお勧めすると思います。  

当日利用ご希望の場合は、早めにお電話ください。（６：００から７：００

までの間が受付時間です。）  

また、診療所に早めにお越しください。  

②  持ち物  

他院で投薬を受けている場合はその薬および薬剤情報提供書、 

保険証、お弁当、必要な場合は飲み物など、着替え(ビニール袋）  

（お茶と簡単なおやつはご用意があります。）  

おむつの替えなどは少し余分にお持ちください。  

③  書類記入  

来院後各種書類に記入していただきます。 

  事前登録をお勧めします。  

 栗東市に事前登録をしておくと当日、記入していただく書類が少なくなります。 

 利用申込書は利用希望の時点でその都度、記入していただきます。  

④  事前診察および必要に応じて投薬（抗原検査）  

来院時刻が遅いと、一般の診察患者さんと  
重なりますので、お預かりできません。  
電話で指定された時刻までに来院してください。  

院外処方になりますので、薬局にお薬をもらいにいっていただきます。  
当日時間的余裕がない場合は前日までの受診をお勧めします。 

⑤   利用  

託児室は２階にあります。入室の仕方などの説明をうけて、  
入室してください。  
数日間ご利用の場合は２日目からは診察室での診察は  
ありません。（託児室でご本人の様子を確認いたします。）  

※くわしい利用説 明書 はきづきクリニッ クに ございます。  



（きづきクリニック・オルミス・陽だまり用） 
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様式第１号（第８条関係） 

令和５年度 
栗東市病後児保育事業利用登録申請書 

  登録番号                
 

年  月  日 
栗東市長 様 
 栗東市病後児保育事業の利用につき次のとおり申請します。また、利用料の決定について、保育

料の認定階層区分を使用されることに同意します。 

ふりがな 
児童氏名 

男  

女  

生年月日      年  月  日生 

  歳  ヵ月 

申請者（保護者）氏名 
自宅住所（   ―    ） 

                       電話    ―    ―    

緊

急

連

絡

先 

①氏名        （続柄    ） 電話（携帯） 
   自宅・勤務先（          ）・その他（          ） 
②氏名        （続柄    ） 電話（携帯） 
   自宅・勤務先（          ）・その他（          ） 
③氏名        （続柄    ） 電話（携帯） 
   自宅・勤務先（          ）・その他（          ） 

校・園 名   

かかりつけ医   
予

防

接

種 

ヒブ  回、肺炎球菌  回、Ｂ型肝炎  回、四（三）種混合Ⅰ期初回  回・Ⅰ期追加、

ＢＣＧ、ＭＲⅠ期・Ⅱ期、水痘  回、日本脳炎Ⅰ期初回  回・Ⅰ期追加、 
不活化ポリオ初回  回・追加、ロタウイルス（ロタリックス  回、ロタテック  回）、

おたふくかぜ、インフルエンザ、その他（                     ） 
どんな病気にかか

りましたか 
突発性発疹症、はしか、おたふくかぜ、水ぼうそう、風疹、百日咳、川崎病、

溶連菌感染症、（その他        ） 
手術を受けたこと な い ・ あ る（何の        ・   歳で） 
ひきつけを起こした

ことはありますか 
な い・ あ る（どんなときに              ） 
けいれんの時の体温   ℃、  歳ころから、  回くらい） 

薬を飲んで発疹が出

たり下痢をしたこと 
な い ・ あ る（何の薬で            ） 

食べ物のアレルギー な い ・ あ る（牛乳・卵・その他        ） 

＊以下は記入しないでください。 

階 層 欄 
 

備 考 欄      規則第２条（ 第１項 ・ 第２項 ） 

 



７　幼稚園・保育園・こども園一覧　

【幼稚園・こども園（幼稚園籍）】

区
分

施　設　名 支給認定 園　在　地
電話番号

FAX
入園対象年齢 休日保育

※３歳児の１学期（４月～７月）保育時間は市立幼稚園・幼児園（幼稚園籍）８：３０～１１：３０、こども園（幼稚園籍）８：３０～１１：３０で行います。

※夏季(7/21～8/31)・冬期(12/24～1/6)・春季(3/25～4/7)休業期間があります。

【保育園・幼児園(保育園籍)】

（月～金曜日） （土曜日）

2・3号
保育短時間

2・3号
保育標準時間

2・3号
保育短時間

2・3号
保育標準時間

2・3号
保育短時間

2・3号
保育標準時間

2・3号
保育短時間

2・3号
保育標準時間

2・3号
保育短時間

2・3号
保育標準時間

2・3号
保育短時間

2・3号
保育標準時間

2・3号
保育短時間

2・3号
保育標準時間

2・3号
保育短時間

2・3号
保育標準時間

―

こ
ど
も
園

1号
教育標準時間

大宝カナリヤ保育園
（幼稚園籍）

8:30～14:00
登園時間は８：３０～９：２０

野尻584番地
552-2088

FAX551-0485
３歳児～

園　在　地

満６か月～

御園1009番地1
558-0250

FAX551-0481

小野465番地1
　553-9102

FAX551-0476

8:00～16:00

―目川871番地2
552-2756

FAX551-0489

―

―

―

―

―綣八丁目16番9号

電話番号
FAX

入園対象年齢

7:30～18:30

金勝第１幼児園(幼稚園籍)

大宝幼稚園 1号
教育標準時間

8:30～14:00

553-3788
FAX551-0549

葉山幼児園(幼稚園籍) 1号
教育標準時間

小野465番地1

1号
教育標準時間

8:00～16:00

治田東幼児園(保育園籍)

7:30～18:30

保育時間※
（月～金曜日）

治田幼稚園 1号
教育標準時間

8:30～14:00

8:00～16:00

金勝第１幼児園(保育園籍)

葉山東幼児園(幼稚園籍)

大宝西幼稚園 1号
教育標準時間

8:30～14:00

３歳児～

３歳児～
552-1698

FAX551-0546

御園1009番地1
558-0250

FAX551-0481

霊仙寺五丁目6番19号 ３歳児～

３歳児～

区
分

施　設　名
保育時間

支給認定

治田東幼児園(幼稚園籍) 1号
教育標準時間

8:30～14:00

市
立
幼
稚
園
・
幼
児
園

(

幼
稚
園
籍

)

8:30～14:00

1号
教育標準時間

休日保育

―満６か月～

―満６か月～

高野289番地

治田西幼児園(幼稚園籍)

３歳児～
　554-0054

FAX551-0426

　553-9102
FAX551-0476

―

8:00～16:00

満６か月～

7:30～18:30

―

8:00～16:00

満６か月～

7:30～18:30

　553-4651
FAX551-0434

　554-0054
FAX551-0426

―

8:00～16:00

満６か月～

7:30～18:30

―

―

―

金勝第２保育園

8:00～16:00

御園1028番地
　558-0068

FAX551-0482

治田保育園

大宝西保育園 十里400番地

7:30～18:30

　553-6990
FAX551-0486

8:00～16:00

市
立
保
育
園
・
幼
児
園

(

保
育
園
籍

) 満６か月～

満６か月～

坊袋162番地
　552-1079

FAX551-0418

7:30～18:30

葉山幼児園(保育園籍)

葉山東幼児園(保育園籍)

治田西幼児園(保育園籍)

安養寺六丁目7番12号

―

8:30～14:00 高野289番地
　552-0079

FAX551-0470

1号
教育標準時間

３歳児～

　552-0079
FAX551-0470

中沢一丁目4番22号

安養寺六丁目７番１２
号

7:30～18:30

―

8:30～14:00 中沢一丁目6番3号
　553-4641

FAX551-0522

３歳児～

３歳児～

8:30～14:00
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【保育園・こども園（保育園籍）】

（月～金曜日） （土曜日）

2・3号
保育短時間

2・3号
保育標準時間

延長
（別料金）

2・3号
保育短時間

2・3号
保育標準時間

7:00～18:00 ８:00～18:00

延長
（別料金）

18:00～20:00 18:00～19:00

2・3号
保育短時間

2・3号
保育標準時間

延長
（別料金）

18:01～19:30 18:01～19:00

2・3号
保育短時間

2・3号
保育標準時間

7:00～18:00 7:00～1７:00

延長
（別料金）

18:00～19:00 ―

2・3号
保育短時間

2・3号
保育標準時間

延長
（別料金）

18:01～20:00 18:01～19:00

2・3号
保育短時間

2・3号
保育標準時間

7:00～18:00 7:00～1７:00

延長
（別料金）

18:00～19:00 ―

2・3号
保育短時間

2・3号
保育標準時間

延長
（別料金）

18:00～19:00 ―

2・3号
保育短時間

2・3号
保育標準時間

延長
（別料金）

18:00～19:00 ―

2・3号
保育短時間

2・3号
保育標準時間

延長
（別料金）

18:00～19:00 ―

2・3号
保育短時間

2・3号
保育標準時間

延長
（別料金）

小野447番地 満6か月～

満３か月～

入園対象年齢

―

満3か月～
　598-6930

FAX598-6931

―

―

○※7:00～18:00

法
人
立
保
育
園

こ
ど
も
園

法
人
立
保
育
園

こだまふれんど保育園

グランマの家保育園

7:00～18:00

支給認定 園　在　地
電話番号

FAX
休日保育

8:30～16:30

野尻451番地1 満３か月～

18:01～19:00

保育時間

こだま保育園

区
分

施　設　名

―満３か月～
　553-3907

FAX553-3908

　554-3239
FAX554-0800

―

満３か月～

満３か月～
　554-1744

FAX551-2621

○

8:00～16：00

小柿一丁目７番３６号

8:30～16:30

苅原１４１番地

大宝カナリヤ保育園
（保育園籍）

　554-9455
FAX554-9456

8:00～16：00

野尻584番地

○※

8:00～16:00

8:00～16：00

7:00～18:00

   554-0581
FAX554-0571

　598-6254
FAX598-6244

ももか保育園

こだま乳児保育園

8:30～16:30

満３か月～

　598-0124
FAX598-0228

満３か月～

8:00～16:00

―7:00～18:00

満３か月～
　（０～２歳

児対象）

下鈎1701番地

18:00～20:00

綣三丁目1番20号

　552-2088
FAX551-0485

7:00～18:00

下鈎1606番地

栗東くじら保育園

    治田西カナリヤ
             第三保育園

7:00～18:00

    しもまがり
       ゆずのき保育園

HOPPA栗東下鈎

8:30～16:30

―

上鈎５４１番地１

8:30～16:30

綣十丁目2番26号

7:00～18:00

　554-5262
FAX554-5263
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（月～金曜日） （土曜日）

2・3号
保育短時間

2・3号
保育標準時間

2・3号
保育短時間

8:00～16:00

2・3号
保育標準時間

7:00～18:00

延長
（別料金）

18:00～19:00 ―

2・3号
保育短時間

2・3号
保育標準時間

延長
（別料金）

18:00～19:00 ―

2・3号
保育短時間

8:00～16:00

2・3号
保育標準時間

7:00～18:00

延長
（別料金）

18:00～19:00 ―

2・3号
保育短時間

2・3号
保育標準時間

延長
（別料金）

18:00～19:00 ―

2・3号
保育短時間

2・3号
保育標準時間

延長
（別料金）

18:00～19:00 ―

2・3号
保育短時間

8:00～16:00

2・3号
保育標準時間

7:00～18:00

延長
（別料金）

18:00～19:00 ―

2・3号
保育短時間

8:00～16:00 ―

延長
（別料金）

16:00～18:00 ―

満3か月～
（0～2歳児

対象）

―

（例）保育短時間が8：00～16：00の園に7：30～16：00預けたい場合は、7：30～8：00まで延長料金を支払うことで
　　　利用できます。

なないろ保育園

8:30～16:30
霊仙寺三丁目６番１４
号

※　休日保育は○印のある法人立保育園のみで実施しています。
　　なお、こだま保育園、こだま乳児保育園の休日保育の実施は、こだまふれんど保育園となります。

入園対象年齢 休日保育

【保育園】

中沢二丁目11番10号

※　保育短時間認定の方も、必要な場合に限り、園の保育時間内において延長保育を利用することができます。

保育時間
園　在　地

電話番号
FAX

　598-0781
FAX598-0782

満3か月～
（0～2歳児

対象）

　599-3200
FAX599-3205

満６か月～
（0～2歳児

対象）
―

7:00～18:00

区
分

施　設　名 支給認定

―

小
規
模
保
育
施
設

栗東くじら小規模保育園

※土曜日保育は
栗東くじら保育
園で実施の場合
有 安養寺二丁目6番9号

家

庭

的

保

育

施

設

家庭的保育の家　ふわり 小平井一丁目14番10号

綣二丁目4番5号
ウイングプラザ1階

ぱれっと園～おがき～

ぱれっと園～たかの～

治田くじら小規模保育園

ニチイキッズ栗東中沢保育園

※土曜日保育は
ぱれっと園たか
ので実施の場合
有

8:00～16:00

7:00～18:00

8:30～16:30

HOPPA栗東駅前園

※土曜日保育は
栗東くじら保育
園で実施の場合
有

7:00～18:00

―

小柿四丁目12番1号
　599-1480

FAX599-1480

満6か月～
（0～2歳児

対象）
―

満６か月～
（0～2歳児

対象）

080-3529-1027
FAX553-5486

高野805番地 ―

坊袋１番地

満6か月～
（0～2歳児

対象）

8:00～16:00

　598-1351
FAX598-1352

　554-8655
FAX554-8656

満3か月～
（0～2歳児

対象）
―

　584-4989
FAX584-4989

満3か月～
（0～2歳児

対象）
―

　574-8727
FAX574-8729

7:30～18:30
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 ＴＥＬ ０７７－５５２－２７５６

 ＦＡＸ ０７７－５５１－０４８９

利用定員 　２１０名

　敷地面積 3000.31㎡ 給　　食 　栗東市学校給食共同調理場より配送（週３日）

　建物面積 1071.52㎡ 預かり年齢 　３歳児～就学前

創立年月 　昭和４６年４月

　１号認定 　 教育標準時間8：30～14：00　※14:00～16:00まで預かり保育有(別料金)

　新２号認定 教育標準時間8：30～14：00   ※14:00～16:00まで預かり保育

【園紹介】

ＴＥＬ ０７７－５５２－１６９８

ＦＡＸ ０７７－５５１－０５４６

定　　員 　２１０名

　敷地面積 5983.00㎡ 給　　食

　建物面積 2255.64㎡ 預かり年齢 　３歳児～就学前

創立年月 　昭和４４年４月

　１号認定　 教育標準時間8：30～14：00　※14:00～16:00まで預かり保育有(別料金)

　新２号認定 教育標準時間8：30～14：00  ※14:00～16:00まで預かり保育

【園紹介】

【主な行事※】※新型コロナウイルス等、社会状況により変更、中止する場合があります
　米づくり、運動遊び参観、保育参観、音楽遊び参観、お話遊び参観、お楽しみ会、園外保育　など

【諸費用】
　主食代400円/月　副食代2,030円/月　学級費400円/月
　新学期用品代（年齢に応じて）、災害共済負担金、遠足費用、保護者会費　等

【預かり保育について(事前申請要)】
　・３歳児については、１０月から利用可能です。
　・夏季休業等、長期休業中の預かり保育は、実施していません。
　・1号認定での預かり保育について「250円/回」の自己負担がかかります
　※預かり保育は、必要と認められる場合のみ利用可能です

 〒520-3031

　栗東市綣八丁目１６番９号

施設面積
　栗東市学校給食共同調理場より配送（週３日）

保育時間

　JR栗東駅の西側に位置し、マンションや住宅が密集している地域にあります。幼稚園では、『だれとでも　いっぱい話そう　ほかほか心
で、うんとあそぼう　だいほうっ子』という保育目標のもとに、感動体験、体づくり、交流活動を柱に保育を進めています。身近な自然や環境
とのふれあいを通し、実体験することで得た感動が、子ども達の心の奥深くに蓄積され、生きる力の基となると考えます。また、体を動かした
り、友達と一緒に遊んだりする経験を重ねる中で、心も体もしなやかな子どもの育成をめざしています。

【主な行事※】※新型コロナウイルス等、社会状況により変更、中止する場合があります。
　運動遊び参観、音楽遊び参観、表現遊び参観、いもほり、園外保育　など

【諸費用】
　主食代400円/月　副食代2,030円/月　学級費400円/月
　新学期用品代（年齢に応じて）、災害共済負担金、遠足費用、保護者会費　等

【預かり保育について(事前申請要)】
　・３歳児については、１０月から利用可能です。
　・夏季休業等、長期休業中の預かり保育は、実施していません。
　・1号認定での預かり保育について「250円/回」の自己負担がかかります
　※預かり保育は、必要と認められる場合のみ利用可能です

市立幼稚園

治田幼稚園
 〒520-3013

　栗東市目川８７１番地２

施設面積

保育時間

　栗東市の北西部に位置し、治田児童館が隣接しています。周辺地域は徐々に都市化が見られる一方、園の周辺には田畑や公園があり、季節の
自然にふれて遊ぶことができる地域です。人間性豊かで心身ともにたくましい子どもを育てることを保育目標に、身近な自然環境を遊びの中に
取り入れたり、いろいろな野菜の栽培活動を行ったりするなど、直接体験を大切にした遊びの充実に努めています。また、保育園、小学校、コ
ミセン、児童館、学童保育との連携や民生委員・児童委員さんなど、地域のいろいろな方々との交流を大切にし、豊かな心と身体を育てる保育
を進めています。

市立幼稚園

大宝幼稚園
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 ＴＥＬ ０７７－５５３－３７８８

 ＦＡＸ ０７７－５５１－０５４９

利用定員 　１７５名

　敷地面積 4160.00㎡ 給　　食 　大宝西保育園自園給食調理室より配送

　建物面積 688.67㎡ 預かり年齢 　３歳児～就学前

創立年月 　昭和５８年４月

　１号認定　 教育標準時間8：30～14：00　※14:00～16:00まで預かり保育有(別料金)

　新２号認定 教育標準時間8：30～14：00  ※14:00～16:00まで預かり保育

【園紹介】

市立幼児園 ＴＥＬ ０７７－５５８－０２５０

金勝第１幼児園 ＦＡＸ ０７７－５５１－０４８１

利用定員 　保育園籍(２・３号)　１０５名

給　　食 　自園給食

預かり年齢 　満6ヶ月後～就学前

創立年月 　昭和２８年５月

１号認定　 教育標準時間8：30～14：00　 　２・３号認定　　保育短時間　8：00～16：00

　　　　　　　　　保育標準時間7：30～18：30

　　　　　　　

【園紹介】

　栗東市の南東部に位置し、コミュニティセンター金勝などの公共施設と隣接しています。周辺には、小川や田畑があり、四季折々の自然を肌
で感じることができる自然環境に恵まれた地域にあります。幼児園では「心ときめかせ、たくましく生きる子どもの育成」を保育目標にして、
地域の自然を活かした散歩やリズムあそびを通しての“しなやかな身体づくり”、食育活動（野菜の栽培、地場産業に親しむ機会）、交流活動
（異年齢児交流・老人クラブとの交流・保幼小交流など）を大切にした保育を進めています。

【主な行事※】※新型コロナウイルス等、社会状況により変更、中止する場合があります
　運動遊び参観、保育参観、園外保育、こんぜっこのつどい（お話遊び参観）、音楽あそび参観など

【諸費用（保育料除く）】
　１号認定、新2号認定･･･主食代640円/月　副食代3,530円/月　２号認定･･･主食代720円/月　副食代4,500円/月
　１号認定、新2号認定、２号認定･･･学級費400円/月
　新学期用品代（年齢に応じて）、災害共済負担金、遠足費用、保護者会費　等

【預かり保育について(事前申請要)】※1号・新2号認定対象
　・３歳児については、１０月から利用可能です。
　・夏季休業等、長期休業中の預かり保育は、実施していません。
　・1号認定での預かり保育は「250円/回」の自己負担がかかります
　※預かり保育は、必要と認められる場合のみ利用可能です

【延長保育】※２・３号認定対象
　保育短時間
　　　　7：30～8：00　　16：00～18：30
　　　　　 ○月額なし　 　 　   ○月額なし
　　　　　 ○100円/回　　 　  ○100円/30分
　　　　　　　　　　　　　　　　お迎えが18：30を超えた場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　200円/回
　保育標準時間
　　　　　延長保育なし
　　　　　 お迎えが18：30を超えた場合
　　　　　　 200円/回

　幼稚園籍(１号・新２号)　１７５名

施設面積
　敷地面積　（保）6617.00㎡（幼）3016.82㎡

　建物面積　（保）1011.11㎡（幼）817.57㎡

保育時間
※14:00～16:00まで預かり保育有(別料金)

新２号認定 教育標準時間8：30～14：00

 ※14:00～16:00まで預かり保育

保育時間

　栗東市の西部に位置し、近くにはコミュニティセンター大宝西・大宝西小学校・大宝西児童館などの公共施設があります。宅地開発による都
市化の影響で交通量が多いですが、園周辺は田畑があり、四季折々の自然に触れることができます。様々な体験活動を通して興味関心を深め、
意欲的にかかわる力や、仲間との育ちあいを通して生きる力を身に付ける土台づくりをしています。基本的生活習慣の習得、飼育栽培活動を通
して命の大切さに気づいたり、異年齢との交流や保育園・小学校との交流活動を通して、お互いの存在を認め合ったり、助け合ったりできる豊
かな感性の育みを大切にした保育教育を進めています。

【主な行事※】※新型コロナウイルス等、社会状況により変更、中止する場合があります
　運動遊び参観、保育参観、大西っこまつり、園外保育、ぽかぽかたいむ　など

【諸費用】
　主食代640円/月　副食代3,530円/月　学級費400円/月
　新学期用品代（年齢に応じて）、災害共済負担金、遠足費用、保護者会費　等

【預かり保育について(事前申請要)】
　・３歳児については、１０月から利用可能です。
　・夏季休業等、長期休業中の預かり保育は、実施していません。
　・1号認定での預かり保育について「250円/回」の自己負担がかかります
　※預かり保育は、必要と認められる場合のみ利用可能です

 〒520-3005

　栗東市御園１００９番地１

市立幼稚園

大宝西幼稚園
 〒520-3035

　栗東市霊仙寺五丁目６番１９号

施設面積

—25—



市立幼児園  ＴＥＬ ０７７－５５２－００７９

葉山幼児園  ＦＡＸ ０７７－５５１－０４７０

利用定員 　保育園籍(２・３号)　１３５名

給　　食 　自園給食

預かり年齢 　満6ヶ月後～就学前

創立年月

１号認定　 教育標準時間8：30～14：00　 　２・３号認定　　保育短時間　8：00～16：00

　　　　　　　　　保育標準時間7：30～18：30

　　　　　　　　

【園紹介】

市立幼児園  ＴＥＬ ０７７－５５３－９１０２

葉山東幼児園  ＦＡＸ ０７７－５５１－０４７６

利用定員 　保育園籍(２・３号)　１５０名

給　　食 　自園給食

預かり年齢 　満6ヶ月後～就学前

創立年月 　昭和５６年４月

１号認定　 教育標準時間8：30～14：00　 　２・３号認定　　保育短時間　8：00～16：00

　　　　　　　　　保育標準時間7：30～18：30

　　　　　　　　

【園紹介】

　栗東市の東部に位置し、園周辺には、コミュニテイセンター葉山東などの公共施設があります。また、四季折々の草花や生き物に触れて遊べ
る、自然環境に恵まれた地域です。幼児園では「元気いっぱい・笑顔いっぱい・友達いっぱいの子どもの育成」を保育目標に、交流活動(異年
齢児、老人クラブとの交流等)や感動体験を大切にした保育を進めています。心や体の健やかな成長を願い、子どもの発達課題に即した指導に
努めています。

【主な行事※】※新型コロナウイルス等、社会状況により変更、中止する場合があります
　運動遊び参観、保育参観、親子夏祭り、カレーパーティー、もちつき会、園外保育、音楽会、生活発表会など

【諸費用（保育料除く）】
　１号認定、新2号認定･･･主食代640円/月　副食代3,530円/月　２号認定･･･主食代720円/月　副食代4,500円/月
　１号認定、新2号認定、２号認定･･･学級費400円/月
　新学期用品代（年齢に応じて）、災害共済負担金、遠足費用、保護者会費　等

【預かり保育について(事前申請要)】※1号・新2号認定対象
　・３歳児については、１０月から利用可能です。
　・夏季休業等、長期休業中の預かり保育は、実施していません。
　・1号認定での預かり保育は「250円/回」の自己負担がかかります
　※預かり保育については、必要と認められる場合のみ利用可能です

【延長保育】※２・３号認定対象
　保育短時間
　　　　7：30～8：00　　16：00～18：30
　　　　　 ○月額なし　 　 　   ○月額なし
　　　　　 ○100円/回　　 　  ○100円/30分
　　　　　　　　　　　　　　　　お迎えが18：30を超えた場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　200円/回
　保育標準時間
　　　　　延長保育なし
　　　　　 お迎えが18：30を超えた場合
　　　　　　 200円/回

　幼稚園籍(１号・新２号)　１７５名

施設面積
　敷地面積　（保）3127.00㎡　（幼）3110.00㎡

　建物面積　（保）1003.48㎡　（幼）873.64㎡

保育時間
※14:00～16:00まで預かり保育有(別料金)

新２号認定 教育標準時間8：30～14：00

 ※14:00～16:00まで預かり保育

　栗東市の北東部に位置し、近くに名神栗東インターチェンジをはじめ国道１号線と８号線が通過し、交通量の多い地域にあります。農村地域
であった園周辺も都市化の影響を受け、工場や店舗、住宅が増えて、緑豊かな田園地帯が徐々に少なくなりつつあります。また集合住宅やマン
ションの増加に伴い転入者も多い地域です。「心身ともに健康で豊かな感性をもち、たくましく生きる子どもの育成」を保育目標に子ども一人
一人の個性や感性を大切にしながら、心動かす直接体験を重視して保育を進めています。

【主な行事※】※新型コロナウイルス等、社会状況により変更、中止する場合があります
　保育参観(運動遊び、表現あそび　他）、夏祭り、園外保育、園内作品展　など

【諸費用（保育料除く）】
　１号認定、新2号認定･･･主食代640円/月　副食代3,530円/月　２号認定･･･主食代720円/月　副食代4,500円/月
　１号認定、新2号認定、２号認定･･･学級費400円/月
　新学期用品代（年齢に応じて）、災害共済負担金、遠足費用、保護者会費　等

【預かり保育について(事前申請要)】※1号・新2号認定対象
　・３歳児については、１０月から利用可能です。
　・夏季休業等、長期休業中の預かり保育は、実施していません。
　・1号認定での預かり保育は「250円/回」の自己負担がかかります
　※預かり保育については、必要と認められる場合のみ利用可能です

【延長保育】※２・３号認定対象
　保育短時間
　　　　7：30～8：00　　16：00～18：30
　　　　　 ○月額なし　 　 　   ○月額なし
　　　　　 ○100円/回　　 　  ○100円/30分
　　　　　　　　　　　　　　　　お迎えが18：30を超えた場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　200円/回
　保育標準時間
　　　　　延長保育なし
　　　　　 お迎えが18：30を超えた場合
　　　　　　 200円/回

 〒520-3016

　栗東市小野４６５番地１

　幼稚園籍(１号・新２号)　１７５名

施設面積
　敷地面積（保）3004.00㎡　（幼）3293.00㎡

　建物面積（保）1244.02㎡　（幼）869.63㎡

　昭和３３年４月

保育時間
※14:00～16:00まで預かり保育有(別料金)

新２号認定 教育標準時間8：30～14：00

 ※14:00～16:00まで預かり保育

 〒520-3045

　栗東市高野２８９番地
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市立幼児園  ＴＥＬ ０７７－５５３－４６５１

治田西幼児園  ＦＡＸ ０７７－５５１－０４３４

利用定員 　保育園籍(２・３号)　１２５名

給　　食 　栗東市学校給食共同調理場より配送

預かり年齢 　満6ヶ月後～就学前

創立年月 　昭和５１年４月

１号認定　 教育標準時間8：30～14：00　 　２・３号認定　　保育短時間　8：00～16：00

　　　　　　　　　保育標準時間7：30～18：30

　　　　　　　　

【園紹介】

市立幼児園  ＴＥＬ ０７７－５５４－００５４

治田東幼児園  ＦＡＸ ０７７－５５１－０４２６

利用定員 　保育園籍(２・３号)　１２５名

給　　食 　自園給食

預かり年齢 　満6ヶ月後～就学前

創立年月 　昭和６０年４月

１号認定　 教育標準時間8：30～14：00　 　２・３号認定　　保育短時間　8：00～16：00

　　　　　　　　　保育標準時間7：30～18：30

　　　　　　　　

【園紹介】

　本園は栗東市役所や栗東図書館、栗東中学校などの公共施設が建ち並ぶ栗東の中心部に位置します。園周辺には自然観察の森や堤防、公園、
田畑、寺、神社などが点在し、自然や文化にたくさん触れることができます。「イキイキ・ワクワク・チャレンジ　治田東っ子」を保育目標
に、直接体験を重視し、一人一人の個性や感性を大切にした保育を行い、心身共に安定した生活の保障と、人に対する信頼感や思いやりの気持
ちが育つように努めています。また、職員全体のチームワークにより、安心、安全の園づくりに努めています。

【主な行事※】※新型コロナウイルス等、社会状況により変更、中止する場合があります
　運動遊び参観、保育参観、音楽会、園外保育、生活発表会など

【諸費用（保育料除く）】
　１号認定、新2号認定･･･主食代640円/月　副食代3,530円/月　２号認定･･･主食代720円/月　副食代4,500円/月
　１号認定、新2号認定、２号認定･･･学級費400円/月
　新学期用品代（年齢に応じて）、災害共済負担金、遠足費用、保護者会費　等

【預かり保育について(事前申請要)】※1号・新2号認定対象
   ・３歳児については、１０月から利用可能です。
　・夏季休業等、長期休業中の預かり保育は、実施していません。
　・1号認定での預かり保育は「250円/回」の自己負担がかかります
　※預かり保育は、必要と認められる場合のみ利用可能です

【延長保育】※２・３号認定対象
　保育短時間
　　　　7：30～8：00　　16：00～18：30
　　　　　 ○月額なし　 　 　   ○月額なし
　　　　　 ○100円/回　　 　  ○100円/30分
　　　　　　　　　　　　　　　　お迎えが18：30を超えた場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　200円/回
　保育標準時間
　　　　　延長保育なし
　　　　　 お迎えが18：30を超えた場合
　　　　　　 200円/回

　幼稚園籍(１号・新２号)　１７５名

施設面積
　敷地面積　（保）2304.77㎡　（幼）2966.00㎡

　建物面積　（保） 899.97㎡　 （幼）998.60㎡

保育時間
※14:00～16:00まで預かり保育有(別料金)

新２号認定 教育標準時間8：30～14：00

 ※14:00～16:00まで預かり保育

　本園の周辺には、四季折々の草花や生き物に触れることができる田畑や神社、公園があり、散策を楽しむことができます。幼児園では「豊か
な心をもち、何事にも自らかかわれる子どもの育成」を目標に、子どもたち一人一人がもつ個性や可能性を大切にしながら、様々な感動体験を
重視した保育を進めています。また、「はじめよう　あかるいあいさつ　にこにこえがお　しっかりてをつないで　はるにしのわ」を合言葉
に、園と保護者と地域および関係機関がしっかりとつながり、安心安全な園づくりに努めています。

【主な行事※】※新型コロナウイルス等、社会状況により変更、中止する場合があります
　運動遊び参観、保育参観、お楽しみ会 、園外保育、音楽遊び参観、お話遊び参観　など

【諸費用（保育料除く）】
　１号認定、新2号認定･･･主食代640円/月　副食代3,530円/月　２号認定･･･主食代720円/月　副食代4,500円/月
　１号認定、新2号認定、２号認定･･･学級費400円/月
　新学期用品代（年齢に応じて）、災害共済負担金、遠足費用、保護者会費　等

【預かり保育について(事前申請要)】※1号・新2号認定対象
　・３歳児については、１０月から利用可能です。
　・夏季休業等、長期休業中の預かり保育は、実施していません。
　・1号認定での預かり保育は「250円/回」の自己負担がかかります
　※預かり保育については、必要と認められる場合のみ利用可能です

【延長保育】※２・３号認定対象
　保育短時間
　　　　7：30～8：00　　16：00～18：30
　　　　　 ○月額なし　 　 　   ○月額なし
　　　　　 ○100円/回　　 　  ○100円/30分
　　　　　　　　　　　　　　　　お迎えが18：30を超えた場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　200円/回
　保育標準時間
　　　　　延長保育なし
　　　　　 お迎えが18：30を超えた場合
　　　　　　 200円/回

 〒520-3015

　栗東市安養寺六丁目７番１２号

　幼稚園籍(１号・新２号)　１７５名

施設面積
　敷地面積　（保）3500.00㎡　（幼）2873.00㎡

　建物面積　（保）1091.79㎡　（幼）1980.00㎡

保育時間
※14:00～16:00まで預かり保育有(別料金)

新２号認定 教育標準時間8：30～14：00

 ※14:00～16:00まで預かり保育

 〒520-3025

　栗東市中沢一丁目４番２２号
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 ＴＥＬ ０７７－５５８－００６８

 ＦＡＸ ０７７－５５１－０４８２

利用定員 　７０名

　敷地面積 6296.36㎡ 給　　食 　栗東市学校給食共同調理場より配送

　建物面積 1602.05㎡ 預かり年齢 　満6ヶ月後～就学前

創立年月 　昭和４５年９月

　保育短時間　8：00～16：00 保育標準時間7：30～18：30

【園紹介】

 ＴＥＬ ０７７－５５２－１０７９

 ＦＡＸ ０７７－５５１－０４１８

利用定員 　１５０名

　敷地面積 2639.86㎡ 給　　食 　栗東市学校給食共同調理場より配送

　建物面積 1092.57㎡ 預かり年齢 　満6ヶ月後～就学前

創立年月 　昭和２９年４月

　保育短時間　8：00～16：00 保育標準時間7：30～18：30

【園紹介】

施設面積

保育時間

　栗東市の中央に位置し、近くには、治田小学校・コミュニティセンター治田などの公共施設があります。園周辺では宅地・道路の開発が進
み、人口増加がみられています。園周辺の田畑や公園等に出かけ、地域の方とのふれあい、異年齢の交流など、子どもが様々な人やものと出会
い、かかわり、心を通わす体験を取り入れています。心身ともに健やかに成長できるよう「人間性豊かで、心身ともにたくましい子どもの育
成」を目指しています。

【主な行事※】※新型コロナウイルス等、社会状況により変更、中止する場合があります
　園外保育　0,1,2歳児クラス懇談会、0,1,2歳児オープン参観、3,4,5歳児運動あそび参観及び親子ふれあい会
　3,4,5歳児音楽あそび参観及び親子人権教室　3,4,5歳児表現あそび参観　お楽しみ会　など保護者や地域の方との交流

【経費（保育料除く）】
　３歳児以上主食代７20円/月　副食代４,５００円/月　３歳児以上学級費４００円/月
　新学期用品代（年齢に応じて）、災害共済負担金、遠足費用、保護者会費　等

【延長保育】
　　保育短時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保育標準時間　延長保育なし
　　　　　7：30～8：00　　16：00～18：30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お迎えが18：30を超えた場合
  　　　　　○月額なし　 　　  　 ○月額なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　200円/回
　　　　　  ○100円/回　　　 　 ○100円/30分
　　　　　　　　　　　　　　　　お迎えが18：30を超えた場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　200円/回

施設面積

保育時間

　栗東市の南東部、日本中央競馬会栗東トレーニングセンター内に位置し、四季折々の自然が感じられる豊かな環境にあります。保育園では
「心ときめかせ、たくましく生きる子どもの育成」を目標に、その豊かな自然環境を生かして感動体験をしていく中で、様々な感覚を培ってい
きたいと考えています。また、金勝の自然や地域性を生かした地域の方とのふれあいや行事への参加を積極的に行い、交流活動を大切にする保
育をすすめています。

【主な行事※】※新型コロナウイルス等、社会状況により変更、中止する場合があります
　誕生日会、運動遊び参観、保育参観、いもほり、園外保育、お話あそび参観、保護者研修、親子人権研修　など

【諸費用（保育料除く）】
　３歳児以上主食代720円/月　副食代4,500円/月　３歳児以上学級費400円/月
　新学期用品代（年齢に応じて）、災害共済負担金、遠足費用、保護者会費　等

【延長保育】
　　保育短時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保育標準時間　延長保育なし
　　　　　7：30～8：00　　16：00～18：30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お迎えが18：30を超えた場合
  　　　　　○月額なし　 　　  　 ○月額なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　200円/回
　　　　　  ○100円/回　　　 　 ○100円/30分
　　　　　　　　　　　　　　　　お迎えが18：30を超えた場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　200円/回

市立保育園

治田保育園
 〒520-3023

　栗東市坊袋１６２番地

市立保育園

金勝第２保育園
 〒520-3005

　栗東市御園１０２８番地
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 ＴＥＬ ０７７－５５３－６９９０

 ＦＡＸ ０７７－５５１－０４８６

利用定員 　９０名

　敷地面積 2380.90㎡ 給　　食 　自園給食

　建物面積 1023.69㎡ 預かり年齢 　満6ヶ月後～就学前

創立年月 　昭和５４年４月

　保育短時間　8：00～16：00 保育標準時間7：30～18：30

【園紹介】

法人立保育園 ＴＥＬ ０７７－５５４－５２６２

こだま保育園 ＦＡＸ ０７７－５５４－５２６３

利用定員 　１２０名 設  置  者 　社会福祉法人 湖心会

　敷地面積 3239.79㎡ 給　　食 　完全自園給食

　建物面積 605.84㎡ 特別保育

創立年月 　平成１２年４月 預かり年齢 　満３ヶ月後～就学前

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 　https://www.koshinkai.ed.jp/ 防犯設備 　室内・外 防犯カメラ設置  110番非常通報装置設置

　２・３号認定　保育短時間 8：30～16：30　

【園紹介】

　

　JR栗東駅東口より徒歩７分の所に位置します。周りはマンションが建ち並ぶ中、秋になると周辺の公園やさきらで落ち葉拾いをしたり、少
し離れた田んぼで小さな生き物を見つけたり、自然に触れることができます。命の尊さを知り、様々な体験を通して心の安定を図り、健やかな
生活を送れるように、一人ひとりの自己肯定感や友だちを思いやる気持ちを大切にし、養護と教育を一体的に行います。乳児は、ゆったりとし
た環境の中で情緒の安定を図っていきます。ネイティブによる英会話や外部講師による運動遊び、体操教室などを取り入れ豊かな感性や体幹を
育てていきます。給食は、栄養士、調理士による完全自園給食を実施しており、子どもたちの味蕾が一番育つこの時期を大切にするために、昆
布・鰹・煮干し・干し椎茸等で出汁を取り、食品本来の素材の味を大切にしています。
・子ども像…命の尊さを知り、優しさ、強さを持つ子ども
・保育理念…心を育み、子どもの未来を思いやりで包む
※課外活動　ピアノ・英会話・スイミング（希望者のみ自己負担）

【主な行事※】※新型コロナウイルス等、社会状況により変更、中止する場合があります
　みそ作り（４歳）、収穫祭・信楽陶芸体験・合宿・みそ玉作り（５歳）運動会（運動参観）、遠足、保育参観、祖父母参観
　ウィンターセレブレーション、もちつき、健康診断、歯科検診、尿検査、避難訓練　など
【諸費用（保育料除く）】
　３歳児以上主食代1,000円/月、３歳児以上副食代4,500円/月、４・５歳児月刊誌500円程度（令和4年度参照・変動あり）
　新学期用品代（年齢に応じて）、合宿・遠足等各行事費用は実費負担　等
　課外活動は希望者のみ　ピアノ7,100円/月　英会話7,425円/月　５歳児スイミング代1,000円/回（令和4年度参照・変動あり）

【延長保育】
　　保育短時間
　　　　　　7：00～8：30
　　　　　　〇500円/30分　 ※月額はなし
　　　　　　16：31～19：00
　　　　　　〇500円/30分 　※月額はなし
　　　　　　※令和5年度より延長保育は19時までとなります。

 
     保育標準時間
　　　　　　 ～18：30　　2，000円/月
　　　　　　  ～19：00　　2，500円/月
　
      　※延長保育の登録のない方、また登録時間を過ぎて利用した時は
　　　　200円/30分必要となります。
　　　※令和5年度より延長保育は19時までとなります。

　栗東市野尻４５１番地１

施設面積
　延長保育、休日保育（こだまふれんど保育園にて、休園日あり）

保育時間
保育標準時間 7：00～18：00

　　　　　　　　※19：00まで延長保育有（別料金） ※休日保育 9：00～18：00

施設面積

保育時間

　栗東市最北西部に位置し、園周辺は田畑が多く、四季折々の自然を感じ楽しむことができます。保育園では、日常のさまざまな遊びや生活、
豊かな体験活動を通して、自分の思いを素直に表現したり人と関わる力を身につけたりしながら、子ども達の豊かな心を育んでいくことを目指
しています。「ともだちいっぱい　ゆめいっぱい　心豊かな　大西っ子」を保育目標に、保護者、地域、小学校や幼稚園、ひだまりの家など関
係機関との連携を密にしながら「自分が好き」「友だちが好き」「保育園が好き」といえる子どもの育成に努めています。

【主な行事※】※新型コロナウイルス等、社会状況により変更、中止する場合があります
　３,４,5歳児運動遊び参観、３,４,5歳児表現遊び参観、保育参観、大西っこまつり、HOTたいむ、園外保育、世代間交流　など

【諸経費（保育料除く）】
　３歳児以上主食代720円/月　副食代4,500円/月　３歳児以上学級費400円/月
　新学期用品代（年齢に応じて）、災害共済負担金、遠足費用、保護者会費　等

【延長保育】
　　保育短時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保育標準時間　延長保育なし
　　　　　7：30～8：00　　16：00～18：30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お迎えが18：30を超えた場合
  　　　　　○月額なし　 　　  　 ○月額なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　200円/回
　　　　　  ○100円/回　　　 　 ○100円/30分
　　　　　　　　　　　　　　　　お迎えが18：30を超えた場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　200円/回

 〒520-3027

市立保育園

大宝西保育園
 〒520-3036

　栗東市十里４００番地
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法人立保育園  ＴＥＬ ０７７－５５４－１７４４

グランマの家保育園  ＦＡＸ ０７７－５５１－２６２１

利用定員 　８０名 設  置  者 　社会福祉法人 和の会

　敷地面積 1544.16㎡ 給　　食 　自園給食

　建物面積 555.88㎡ 特別保育

創立年月 　平成１４年４月 預かり年齢 　満３ヶ月後～就学前

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 　https://www.granma-kids.jp/

　２・３号認定　保育短時間　8：30～16：30 保育標準時間7：00～18：00

　　　　　　　　※20：00まで延長保育有（別料金） ※土曜保育 19:00まで

【園紹介】

法人立保育園  ＴＥＬ ０７７－５５４－３２３９

こだまふれんど保育園  ＦＡＸ ０７７－５５４－０８００

利用定員 　１２０名 設  置  者 　社会福祉法人 湖心会

　敷地面積 3006.41㎡ 給　　食 　完全自園給食

　建物面積 88３.72㎡ 特別保育

創立年月 　平成１６年４月 預かり年齢 　満３ヶ月後～就学前

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 　https://www.koshinkai.ed.jp/ 防犯設備

　２・３号認定　 保育短時間　8：30～16：30 保育標準時間7：00～18：00

　　　　　　　　　※19：30まで延長保育有（別料金）※土曜保育 19:00まで　※休日保育 9：00～18：00

【園紹介】

　苅原にあり大宝学区に位置します。十分に養護と教育の行き届いた環境の下に、くつろいだ雰囲気の中で子どもの様々な欲求を適切に満た
し、生命の保持及び情緒の安定を図ります。グローバルな時代に育ちゆく未来ある子ども達が、好きなものだけでなく得意なものを活かす、探
すことが出来るよう保育の中で工夫をしています。また、丈夫な心と体づくりを目指すと共にスイミング、ネイティブによる英会話、ボラン
ティアによる運動・ボール遊び、外部講師による体操指導などを取り入れ、豊かな感性を育てています。園庭の隅に設けた畑に、四季の野菜を
育て、食と命の大切さを知らせると共に、給食は、園職員(栄養士・調理員)による完全自園給食を実施しており、子どもたちの味蕾が一番育つ
この時期を大切にするために、昆布・鰹・煮干し・干し椎茸等で出し汁を取り、食品本来の素材の味を大切にし調理をしています。
　　　　・子ども像・・・命の尊さを知り、優しさ・強さをもつ子ども
　　　　・保育理念・・・心を育み、子どもの未来を思いやりで包む
　　　　※課外活動・・・ピアノ・英会話・スイミング(希望者のみ自己負担)

【主な行事※】※新型コロナウイルス等、社会状況により変更、中止する場合があります
　運動会、保育参観、保育参加、祖父母参加、地域の敬老会、味噌づくり(4・5歳児)、信楽陶芸体験(５歳児)、合宿(５歳児)、
　三上山登山(5歳児)、梅干し作り(5歳児)、ウィンターセレブレーション、もちつき、遠足、健康診断、歯科検診、尿検査、避難訓練 など
【諸費用（保育料除く）】
　３歳児以上主食代1,000円/月、３歳児以上副食代4,500円/月、４・５歳児月刊誌500円程度（令和4年度参照・変動あり）
　新学期用品代（年齢に応じて）、合宿・遠足等各行事費用は実費負担　等
　課外活動は希望者のみ　ピアノ7,100円/月、英会話7,425円/月、スイミング代(5歳児)1,000円/回（令和4年度参照・変動あり）

【延長保育】
　　保育短時間
　　　　　　7：00～8：30
　　　　　　○500円/30分　 ○月額はなし
　　　　　　16：31～20：00
　　　　　　○500円/30分 　○月額はなし
　　　　　　※原則軽食(おにぎり)なし
                  　 ただし登録がない場合で19：01以降の利用者は、
　　　　　　軽食に余裕がある場合のみ別途50円/回で提供します。
       　         ※令和5年度より延長保育は19：30までとなります｡

保育標準時間
　～18：30　　２，000円/月
　～19：00　　２，500円/月
　～19：30　　３，000円/月（※）
　（※）19：01以降登録利用者は軽食(おにぎり)あり
　　　　　（軽食費別料金：500円/月）
　ただし登録がない場合で、急に18：50以降の保育が
　必要となる利用者は、軽食に余裕がある場合のみ
　別途50円/回で提供します。
　※延長保育の登録のない方、また、登録時間を過ぎ
　て利用した時は、200円/30分必要となります。
　※令和5年度より延長保育は19：30までとなります｡

　※令和8年（2026年）度より延長保育は19時までとなります。

 〒520-3032

　栗東市苅原１４１番地

施設面積
　延長保育、休日保育（休園日あり）

　室内・外防犯カメラ設置・通用門施錠時間有・110番非常通報装置設置

保育時間

施設面積
　延長保育、一時預かり

保育時間

　JR栗東駅の西側に位置し、平成14年4月に開園しました。子どもたち一人ひとりが心身ともに安定し、生きるための基礎を育成するため
に、養護と教育を一体として、豊かな人間性をもった子どもを保護者の方々とともに育てることを目標としています。具体的目標としては、和
太鼓・ダンス・器楽などの音楽を通しての情操教育、体操や運動を通しての健康な体づくり、異年齢活動や食物栽培を通して協調性や感謝の心
を養うことの「3つの柱」を掲げています。

【主な行事※】※新型コロナウイルス等、社会状況により変更、中止する場合があります
　運動会、保育参観、夏祭り、クリスマスパーティー、音楽会、遠足　など

【諸費用（保育料除く）】
　３歳児以上主食代1,500円/月、副食代4,500円/月
　新学期用品代（年齢に応じて）、月刊誌、保護者会費年間3,600円、おむつ処理代200円（紙おむつ使用児）　等

【延長保育】
　　保育短時間
　　　　　　7：00～8：30
　　　　　　○250円/30分　　○月額はなし
　
　　　　　　16：30～20：00
　　　　　　○250円/30分　　○月額はなし

　　　 保育標準時間
　　　　　　　  〇250円/30分
           　　　　 ○月額  ～18：30　　2，500円/月
　　　　　　　 　　　   ～19：00　　3，500円/月
　　　　　　　 　　　   ～19：30　　4，000円/月
　　　　　 　　　　　   ～20：00　　4，500円/月
　　　　　　　※20時以降は延長保育を実施していません。

 〒520-3031

　栗東市綣十丁目２番２６号
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法人立保育園  ＴＥＬ ０７７－５５３－３９０７

治田西カナリヤ第三保育園  ＦＡＸ ０７７－５５３－３９０８

利用定員 　7０名 設  置  者 　社会福祉法人 友愛

　敷地面積 2,188.48㎡ 給　　食 　自園給食

　建物面積 1,374.65㎡ 特別保育 　延長保育

創立年月 　平成１６年４月 預かり年齢 　満３ヶ月後～就学前

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 　https://www.kanariya.or.jp

　２・３号認定　保育短時間　8：00～16：00 保育標準時間7：00～18：00

　　　　　　　　※19：00まで延長保育有（別料金） ※土曜保育 17：00まで

【園紹介】

法人立保育園 ＴＥＬ ０７７－５５４－０５８１

こだま乳児保育園 ＦＡＸ ０７７－５５４－０５７１

利用定員 　２０名 設  置  者 　社会福祉法人 湖心会

　敷地面積 435.80㎡ 給　　食 　完全自園給食

　建物面積 230.44㎡ 特別保育

創立年月 　平成１８年４月 預かり年齢 　満３ヶ月後～２歳児

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 　https://www.koshinkai.ed.jp/ 防犯設備 室内・外防犯カメラ設置　玄関施錠時間有　110番非常通報装置設置

　２・３号認定　保育短時間　8：30～16：30

　※土曜保育 19：00まで　※休日保育 9：00～18：00

【園紹介】
　JR栗東駅東口徒歩５分、公共施設さきらの南隣に位置します。当園は０歳から２歳児までの子どもたちが楽しく生活する乳児保育園です。
　「保育理念・・心を育み、子どもの未来をおもいやりで包む。子ども像・・命の尊さを知り、優しさ強さもつ子ども」を柱に、ゆったりとした雰囲気の中
で一人ひとりに向きあう保育を心がけ、身近な生き物に接したり野菜を作ったりすることで、いのちの大切さを伝えています。異文化にふれあうためのネイ
ティブによる英語遊びや、全身を使い楽しむことができる運動遊びを取り入れています。
　給食は、施設職員による完全自園給食を実施しており、子どもたちの味蕾が一番育つこの時期を大切にするために、栄養士を中心に、昆布・鰹・煮干し・
干し椎茸等で出汁を取り、食品本来の素材の味を大切にしています。
　アットホームな「小さな保育の家 こだま乳児保育園」に是非、見学にいらしてください。

【主な行事※】※新型コロナウイルス等、社会状況により変更、中止する場合があります
　運動会(運動参観)、保育参観、保育参加、祖父母参加、クリスマス会、健康診断、歯科検診、尿検査、避難訓練など
【諸費用（保育料除く）】
　新学期用品代（年齢に応じて）　等

【延長保育】
　　保育短時間
　　　　　　7：00～8：30
　　　　　　○500円/30分　 ○月額はなし
                 16：31～20：00
　　　　　　○500円/30分 　○月額はなし
　　　　　　※原則軽食なし
                       ただし登録がない場合で18：40以降、軽食に余裕
　　　　　　　がある場合のみ別途50円/回で提供します。
       　         ※20時以降は延長保育を実施していません｡

　　　保育標準時間
　　　　　　 　 ～18：30　　2，000円/月
　　　　　　　  ～19：00　　2，500円/月（※）
　　　　　　　  ～19：30　　3，000円/月（※）
　　　　　　　  ～20：00　　3，500円/月（※）
　　　　　　　（※）18：40以降は軽食あり（要登録）
　　　　　　　　　　　（軽食費別料金：500円/月）
　　　　　　　　　　ただし登録がない場合で軽食に余裕がある場合
　　　　　　　　　　のみ別途50円/回で提供します。
                         ※20時以降は延長保育を実施していません。
　　　　　　　　※延長保育の登録のない方、また、登録時間を過ぎ
　　　　　　　　　て利用した時は、200円/30分必要となります。　　※令和6年（2024年）度より延長保育は19時までとなります。

 〒520-3031

　栗東市綣三丁目１番２０号

施設面積
　延長保育、休日保育（こだまふれんど保育園にて、休園日あり）

保育時間
　保育標準時間7：00～18：00

　　　　　　　　※20：00まで延長保育有（別料金）    　　　　

　栗東市小柿一丁目７番３６号

施設面積

保育時間

　一人ひとりの子どもが生き生きとその子らしく生活できる環境を提供することを目的に、治田西学区に開園した法人立の保育園です。園で
は、子どもの生活リズムや家庭的な環境整備を大切にしながら、心と体の健康のために、年齢に合わせた様々な保育内容を取り入れています。
園舎はピンク色で、園庭には緑いっぱいの木々や色とりどりの花が咲き、かわいい子どもたちが日々生活する場にふさわしい成長発達を助長す
る遊具が設置されています。

【主な行事※】※新型コロナウイルス等、社会状況により変更、中止する場合があります
　運動会、保育参観、夏祭り、親子遠足、作品展、クリスマス会、キラキラコンサートなど

【諸費用（保育料除く）】
　主食代3歳児900円、4歳児1,000円、5歳児1,100円/月　　副食代３歳児以上4,500円/月
　新学期用品代（年齢に応じて）、月間絵本代、遠足費用、保護者会費　等
　制服指定有（３歳児以上）

【延長保育】
　　保育短時間
　　　　　　7：00～8：00
　　　　　　○100円/30分　以降30分ごとに100円　月額なし

　　　　　　16：00～19：00
　　　　　　○100円/30分
　　　　　　※19時以降延長保育は実施していません。
　　　　　　　　　お迎えが19時を過ぎた場合　1，000円/回

　　　保育標準時間
　　　　　　　～18：15　　　　　1，500円/月
　　　　　　　 ～18：30　　　　　2，500円/月
　　　　　　　 ～19：00　　　　　3，000円/月
　　　　延長保育の登録なくお迎えが18時を過ぎた場合
　　　　　　300円/15分　　400円/30分　500円/60分
　　　　　　　　※19時以降は延長保育を実施していません。
　　　　　　　　　　お迎えが19時を過ぎた場合　1，000円/回

 〒520-3024
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認定こども園 ＴＥＬ ０７７－５５２－２０８８

大宝カナリヤ保育園 ＦＡＸ ０７７－５５１－０４８５

利用定員 　幼稚園籍(1号) 15名 　保育園籍(2・3号) 125名

　敷地面積 4640.00㎡ 設  置  者 　社会福祉法人 友愛

　建物面積 1591.00㎡ 給　　食 　自園給食

　昭和28年11月創立　平成22年4月より法人移管 特別保育 　延長保育 ※保育園籍(2・3号認定)対象

　令和5年4月より認定こども園に移行 預かり年齢 　満３ヶ月後～就学前

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 　https://www.kanariya.or.jp

　幼稚園籍(１号認定) 　保育園籍(2・3号認定)

　　教育標準時間8：30～14：00　 　　保育短時間　8：00～16：00

　　※3歳児の4月～7月は11：30まで 　　保育標準時間7：00～18：00　　　　　　　　　

　　※預かり保育無 　　※19：00まで延長保育有（別料金）

　　※土曜保育 17：00まで

【園紹介】

【延長保育】※保育園籍(２・３号認定)対象

　 　保育短時間

　　　 7：00～8：00　　100円/30分　月額なし

　　  16：00～19：00　 100円/30分　月額なし

　　 保育標準時間

　　　　　　　～18：15　　　　　1，500円/月

　　　　　　　 ～18：30　　　　　2，500円/月

　　　　　　　 ～19：00　　　　　3，000円/月

　　　※延長保育の登録なくお迎えが18時を過ぎた場合

　　　　300円/15分　　400円/30分　500円/60分

　　　※19時以降は延長保育を実施していません。

　　　　お迎えが19時を過ぎた場合　1，000円/回

創立年月

　JR栗東駅、さきらなど公共施設や大型スーパーが近く、とても便利な所にある大宝カナリヤ保育園を、平成22年度より公立保育園から社会
福祉法人友愛が運営をさせていただき、市の意向を受けて、令和５年度より認定こども園として運営をしていきます。
　子どもの育つ力と保護者や地域の方々の育てる力を育む支援に最大限の力を発揮しながら、どんな時でも子どもと保護者の最善の利益を守る
という強い信念を持ち、園に関わるすべての方が、わくわく、楽しく生活し、いきいきと互いにかかわる楽しい園にしていきたいと考えていま
す。
　緑いっぱいで色とりどりの花が咲き、かわいい子ども達が日々生活する場にふさわしい環境を整備していきます。

【主な行事※】※新型コロナウイルス等、社会状況により変更、中止する場合があります
　親子運動会、保育参観、夏祭り、きらきらコンサート、クリスマス会、園外保育　など

【諸費用（保育料除く）】
　主食代3歳児900円、4歳児1,000円、5歳児1,100円/月　　副食代３歳児以上4,500円/月
　新学期用品代（年齢に応じて）、遠足費用、保護者会費　等
　制服指定有（3歳児以上）

 〒520-3027

　栗東市野尻５８４番地

施設面積

保育時間

※大宝カナリヤ保育園は令和５年４月１日より認定こども園に移行します。
　認定こども園移行により、幼稚園籍(3.4.5歳児　各5名)の受け入れが可能になりました。
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法人立保育園 ＴＥＬ ０７７－５５４－９４５５

ＦＡＸ ０７７－５５４－９４５６

利用定員 　１２０名 設  置  者 　社会福祉法人 くじら

　敷地面積 2348.71㎡ 給　　食 　自園給食

　建物面積 873.14㎡ 特別保育 　延長保育

創立年月 　平成３１年４月 預かり年齢 　満３ヶ月後～就学前

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 　https://kujira-swc.jp/ritto/

　２・３号認定　保育短時間　8：00～16：00 保育標準時間7：00～18：00

　　　　            ※19：00まで延長保育有（別料金）　　※土曜保育18：00まで

【園紹介】

法人立保育園 ＴＥＬ

ＦＡＸ 077-598-0228

利用定員 　１１０名 設  置  者 　株式会社 HOPPA

　敷地面積 1200.47 ㎡ 給　　食 　自園給食

　建物面積 828.08 ㎡ 特別保育 　延長保育

創立年月 　令和２年４月 預かり年齢 　満３ヶ月後～就学前

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 　https://hoppa.jp/rittoshimomagari/

　２・３号認定　保育短時間　8：30～16：30 保育標準時間7：00～18：00

　　　　            ※19：00まで延長保育有（別料金）　　※土曜保育18：00まで

【園紹介】

施設面積

保育時間

　HOPPAの保育理念は、＜ひとりひとりを大切にする保育＞、＜主体性を大切にする保育＞です。
　子どもたちの自立を育み、輝きを引き出し、健やかな成長を応援します。
　HOPPAの特長となる京進オリジナルプログラムの能力開発レッスン（知育タイム）や、4歳児（月1回）、5歳児（月2回）を対象としたプ
ログラミングのレッスン、ネイティブによる本場の英語を自然に楽しんで学べるイングリッシュタイムの活動を毎日経験することで、知的好奇
心を高められる保育を提供しています。

【主な行事※】※新型コロナウイルス等、社会状況により変更、中止する場合があります
　入園式・お花見・イースター・子どもの日の集い・遠足・七夕の日のつどい・水遊び・親子レクリエーション・お月見・敬老の日の集い
　ハロウィン・運動会・保育参観・クリスマス会・個人懇談・新年の集い・節分の集い・成果発表会・次年度説明会・ひな祭り・卒園式など

【諸費用（保育料除く）】
　新学期用品代など
　３歳児以上　主食代1,500円/月、副食代4,500円/月

【延長保育】
　保育短時間
　　　　　　　７：００～　８：３０　　５００円/３０分
　
　　　　　　１６：３０～１８：００　　５００円/３０分
 

【延長保育】
　保育標準時間
　　　　　　　　１８：００～１９：００　　５００円/３０分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　または
　　　　　　　　　　　　　　　　月額　３，０００円/３０分

【延長保育】
　保育短時間
　　　　　　　７：００～　８：００　　３００円/３０分
　　　　　　１６：００～１９：００　　３００円/３０分
　　　　　　１９：００閉園後　　　　１０００円/３０分

　　　　　　　〇月額なし

【延長保育】
　保育標準時間
　　　　　　　１８：００～１９：００　　３００円/３０分
　　　　　　　１９：００閉園後　　　　１０００円/３０分

　〇月額登録　１８：００～１８：３０　1,500円/月
　　　　　　　１８：００～１９：００　3,000円/月

 〒520-3026 077-598-0124

HOPPA栗東下鈎 　栗東市下鈎1701番地

栗東くじら保育園 　栗東市上鈎541番地1

施設面積

保育時間

　～おもしろいことなんでもくじら級！！～これが社会福祉法人くじらの理念です。
　こどもの心も体も夢も”くじら”のように大きくなるような保育を行います。基本的生活習慣をご家庭と一緒に築き、個々の「やりたいこ
と」「やってみたいこと」を達成できるようにお手伝いし、地域の人との関わりを大事にし、”ありがとう”の心を育てる保育に取り組んでい
きます。目指す子ども像として①自分の力で生きぬくこども②夢に向かってがんばるこども③地域を愛せるこどもを掲げています。栗東市の中
央部分に位置し、国道１号線に近く周辺地域は徐々に都市化が見られ、住宅が立ち並びます。一方で、畑や農地、河川等の自然環境にも恵まれ
た地域です。また、地域との交流を大切にしていき、豊かな心と体を育てていきます。
　保育ＩＣＴシステム"コドモン"を導入しており、保護者のスマホよりアプリを通して欠席や登降園時間の変更の連絡などが時間を気にせず
行えます。また、日中の活動の様子を写真と共にドキュメンテーションとして配信しています。お子さまの様子を見ることができ安心です。

【主な行事※】※新型コロナウイルス等、社会状況により変更、中止する場合があります
　入園式・始まりの集い・遠足・保育参観・水あそび・プール開き・ゆうやけ保育・七夕の集い・くじらゲルニカ・地域触れ合いデー・
　運動会・遠足(3歳児～)・もちつき・おたのしみ会・生活発表会・節分・お別れ遠足・お別れ会・卒園式・体操教室・聾話学校交流　など

【諸費用（保育料除く）】
　３歳児以上　主食代　1,000円/月、副食費　5,000円/月
　新学期用品代（年齢に応じて）、行事費、月刊絵本代　等

 〒520-3022
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法人立保育園 ＴＥＬ

ＦＡＸ 077-598-6244

利用定員 　６０名 設  置  者 　社会福祉法人 なかよし福祉会

　敷地面積 1124.07 ㎡ 給　　食 　自園給食

　建物面積 538.68 ㎡ 特別保育 　延長保育

創立年月 　令和３年４月 預かり年齢 　満6ヶ月後～就学前

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 　https://www.nakayoshi-momoka.jp/

　２・３号認定　保育短時間　8：00～16：00 保育標準時間7：00～18：00

　　　　　         ※19：00まで延長保育有（別料金）　　※土曜保育18：00まで

【園紹介】

法人立保育園 ＴＥＬ

しもまがり ゆずのき保育園 ＦＡＸ 077-598-6931

利用定員 　１２０名 設  置  者 　株式会社 リーディング．ラボ

　敷地面積 1206.32㎡ 給　　食 　自園給食

　建物面積 566.76㎡ 特別保育

創立年月 　令和４年４月 預かり年齢 　満3ヶ月後～就学前

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  https://www.yuzunoki-blog.net/

　２・３号認定　　保育短時間　8：00～16：00 保育標準時間7：00～18：00

　　　　　　　　　※20：00まで延長保育有（別料金）

【園紹介】

【延長保育】
　　保育短時間
　　　　　7：00～8：０0
　　　　　○３00円/30分　 ○月額はなし

　　　　　16：０0～20：00
　　　　　○３00円/30分 　○月額はなし
　　　　　※原則軽食なし
               ※20時以降は延長保育を実施していません。

　　　保育標準時間
　　　　　 　 ～18：30　　２，０００円/月
　　　　　　  ～19：00　　３，０００円/月（※）
　　　　　　  ～19：30　　４，０００円/月（※）
　　　　　　  ～20：00　　５，０００円/月（※）
　　　　　　（※）（軽食費別料金：２，０００円/月）
　　　　　　   ※20時以降は延長保育を実施していません。

　栗東市下鈎1606番他

施設面積
　延長保育

保育時間

　園の特徴：ＯＥＣＤ（世界経済協力機構）とＵＮＥＳＣＯにより世界で最も優れた学校に選ばれた立川市ふじようちえんの建築家、手塚貴晴氏による建築
設計★★
　木のにおいを感じる内装、園庭があります♪
　給食：オーガニック食材を使用し完全自園調理を行っていきます。
　当園では、子どもの、やりたい事・表現したい事などの芽を摘まず、今という時間を楽しみながら、これから先の子どもの無限にある可能性をより広げて
いける、保育園を目指していきます。

【主な行事※】※新型コロナウイルス等、社会状況により変更、中止する場合があります
　入園式・遠足・七夕の日のつどい・プール・水遊び・親子レクリエーション・お月見・敬老の日の集い
　ハロウィン・運動会・保育参観・クリスマス会・個人懇談・新年の集い・節分の集い・成果発表会・次年度説明会・ひな祭り・卒園式　など
【諸費用（保育料除く）】
　新学期用品代など
　３歳児以上　主食代1,０00円/月、副食代4,500円/月

　本園は、栗東市小野・葉山東学区に位置します。「①　誰もが安心して子どもを産み育て、働き続けられる。②　どの子も心身ともに健やか
に育つ。③　子ども一人ひとりを尊重し大切にする」という理念を基に、栗東の豊かな自然環境を活かした戸外遊び、リズム運動、わらべ唄、
絵本の読み聞かせを通じて、豊かなこころを育てます。更には、友だちと一緒にいることの楽しさを感じ、思いやりのある子どもを育てます。
　又、地元の野菜や食材による、自園給食を実施し安心安全な食事を摂ることを目指します。

【主な行事※】※新型コロナウイルス等、社会状況により変更、中止する場合があります
　入園式、保育参観、夏まつり、運動会、遠足、作品展、お楽しみ会、節分のつどい、生活発表会、お別れ会、卒園式等

【諸費用（保育料除く）】
　３歳児以上主食代1,200円/月、３歳児以上副食費4,500円/月
　新学期用品代（年齢に応じて）等、各遠足等費用は実費負担

【延長保育】
　　保育短時間
　　　　　　  7：00～8：00
　　　　　　　☆500円/30分　 ☆月額はなし

　　　　　　16：00～19：00
　　　　　　　☆500円/30分 　☆月額はなし
　　　　　　　※19時以降は延長保育を実施していません｡

　　　保育標準時間
　　　　　18：00～19：00　　3,000円/月（※）
　
　　　　 　　※延長保育の登録のない方、また、登録時間を過ぎ
　　　　　　    て利用した時は、500円/30分必要となります。
                    ※19時以降は延長保育を実施していません。

 〒520-3026 077-598-6930

 〒520-3016 077-598-6254

ももか保育園 　栗東市小野447番地

施設面積

保育時間
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ＴＥＬ

ＦＡＸ

利用定員 　１５名 設  置  者 　NPO法人 Leading Hearts

　敷地面積 446.16㎡ 給　　食 　自園給食

　建物面積 117.67㎡ 特別保育

創立年月 　平成29年4月 預かり年齢 　満６ヶ月後～２歳児

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

　２・３号認定 保育短時間　８：３０～１６：３０ 保育標準時間７：３０～１８：３０

【園紹介】

 ＴＥＬ ０７７－５９８－０７８１

 ＦＡＸ ０７７－５９８－０７８２

利用定員 　１９名 設  置  者 　社会福祉法人 くじら

　敷地面積 181.19㎡ 給　　食 　自園給食

　建物面積 138.14㎡ 特別保育 　延長保育

創立年月 　平成30年4月 預かり年齢 　満３ヶ月後～２歳児

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

　２・３号認定　　保育短時間　8：00～16：00 保育標準時間7：00～18：00

　　　　               ※19:00まで延長保育有（別料金）　　　　　※土曜保育18:00まで。「栗東くじら保育園」で実施の場合も有

【園紹介】

　https://kujira-ritto-s-hoikuen-ritto-sg.edumap.jp/

保育時間

　～おもしろいことなんでもくじら級！！～これが社会福祉法人くじらの理念です。
　こどもの心も体も夢も”くじら”のように大きくなるような保育を行います。「自分が好き、みんなも好き」が本園の理念です。
０～２歳児の保育を行う小規模保育施設です。公共施設やスーパーなども近く、送迎時の利便性も良いです。
給食は自園で調理し、「食」を大切にした保育を行います。食べる・遊ぶ・寝るといった保育の流れの中に食育を組み込むことで、無理なく自
然に食に親しむ環境をつくります。年齢別保育を行い、少人数ならではの家庭的な雰囲気とともに発達に合わせた丁寧なかかわりを大切にして
います。

【主な行事※】※新型コロナウイルス等、社会状況により変更、中止する場合があります
　入園式・七夕のつどい・水遊び・保育参観・給食参観・親子ミニ遠足・ハロウィン・クリスマス会・節分・誕生日会
　２歳児交流（栗東くじら保育園・治田くじら小規模保育園）・卒園式・体操教室１回/月・内科検診２回/年・歯科検診１回/年　　など

【諸費用（保育料除く）】
　新学期用品代（年齢に応じて）、行事費等

【延長保育】
　保育短時間
　　　　　　　７：００～　８：００　　３００円/３０分
　
　　　　　　１６：００～１９：００　　３００円/３０分
 
　　　　　　〇月額なし

【延長保育】
　保育標準時間
　　　　　　　１８：００～１９：００　　３００円/３０分

　〇月額登録　１８：００～１８：３０　1,500円/月
　　　　　　　１８：００～１９：００　3,000円/月

【延長保育】
　●300円/15分（月額なし）
　※　19：00を過ぎた場合は、2,000円/15分

小規模保育施設  〒520-3015

栗東くじら小規模保育園 　栗東市安養寺二丁目６番９号

施設面積

施設面積
　延長保育なし

　https://nanairo-hearts.com/

保育時間

　大宝西学区にある栗東市初の認可小規模保育園（0～2歳児対象）です。15名定員の少人数制で、子どもたち1人1人に寄り添ったきめ細か
い保育をしています。活動としましては、戸外では園庭や公園にて、（2歳児は月2回大宝西幼稚園の園庭を利用して（コロナのため調整
中））、季節を感じながら遊んでいます。室内ではサーキット遊び、リズム体操、絵本の読み聞かせ、制作などを行っています。給食は、自園
調理しており、出来たてを食べてもらえるようにしています。食育の一環として、園庭で育てた農作物を子どもたちに収穫をお願いし、食の面
からも子どもたちの成長をサポートしています。ホームページには、保育活動中の子どもたちの様子を定期的にセキュリティーのかかったペー
ジにアップしています。（閲覧の際は誓約書あり）　※敷地内に送迎用駐車場を完備しています。
今年度より、使用済みの紙おむつは業者にて処分してもらいますので、持って帰ってもらう必要はありません。

【主な行事※】※新型コロナウイルス等、社会状況により変更、中止する場合があります
　入園式、保育参加、誕生会、夏のつどい、プール遊び、ミニ運動会、クリスマス会、節分、お別れ会、内科検診２回／年、歯科検診１回／年
など

【諸費用（保育料除く）】
　新学期用品代（年齢に応じて）等
　オムツ処分代 800円／月　（2歳児は、年度途中からオムツ処分代はなし。詳細は入園説明会にて）※物価変動により、金額変更の可能性
あり

小規模保育施設  〒520-3035 ０７７－５９９－３２００

なないろ保育園 　栗東市霊仙寺三丁目6番１４号 ０７７－５９９－３２０５
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 ＴＥＬ ０７７－５７４－８７２７

 ＦＡＸ ０７７－５７４－８７２９

利用定員 　19名 設  置  者 　株式会社 HOPPA

　敷地面積 5765.31 ㎡ 給　　食 　自園給食

　建物面積 99.82 ㎡ 特別保育 　延長保育

創立年月 　平成3１年4月 預かり年齢 　満３ヶ月後～２歳児

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

　２・３号認定　保育短時間　8：30～16：30 保育標準時間7：00～18：00

　　　　　　　　※19:00まで延長保育有（別料金） ※土曜保育 18：00まで

【園紹介】

 ＴＥＬ ０７７－５５４－８６５５

 ＦＡＸ ０７７－５５４－８６５６

利用定員 　19名 設  置  者 　社会福祉法人 くじら

　敷地面積 277.6 ㎡ 給　　食 　自園給食

　建物面積 250.02 ㎡ 特別保育 　延長保育

創立年月 　令和元年１０月 預かり年齢 　満３ヶ月後～２歳児

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

　２・３号認定　　保育短時間　8：00～16：00 保育標準時間7：00～18：00

　　　　　　　　　※19:00まで延長保育有（別料金）※土曜保育18:00まで。「栗東くじら保育園」で実施の場合も有

【園紹介】

【主な行事※】※新型コロナウイルス等、社会状況により変更、中止する場合があります
　入園式・七夕夏祭り・水遊び・うんどうかいごっこ・クリスマス会・節分・発表会
　お別れ遠足・卒園式・Ｔ＆Ｓ体操教室１０回/年・PEPPY KIDS CLUB英語教室毎月1回　　など

【諸費用（保育料除く）】
　新学期用品代（年齢に応じて）、行事費等

【延長保育】
　保育短時間
　　　　　　　７：００～　８：００　　３００円/３０分
　
　　　　　　１６：００～１９：００　　３００円/３０分
 
　　　　　　〇月額なし

【延長保育】
　保育標準時間
　　　　　　　１８：００～１９：００　　３００円/３０分

　〇月額登録　１８：００～１８：３０　1,500円/月
　　　　　　　１８：００～１９：００　3,000円/月

治田くじら小規模保育園 　栗東市坊袋１番地（１Ｆ）

施設面積

　https://kujira-haruta-s-hoikuen-ritto-sg.edumap.jp/

保育時間

　～おもしろいことなんでもくじら級！！～これが社会福祉法人くじらの理念です。
０～２歳児をお預かりする小規模保育施設として、一人一人を大切にした保育を行うことで、「自分が好き、みんなも好き」と感じられ、心も
体も夢も”くじら”のように大きくなるような保育を目指しています。
給食は自園で調理し、それぞれの発達状況に合わせたものを提供しています。
”食べる””遊ぶ””寝る”といった生活習慣を整え、家庭と共にお子様の成長を見守っていけるよう日々取り組んでいます。

保育時間

　HOPPAの保育理念は、＜ひとりひとりを大切にする保育＞、＜主体性を大切にする保育＞です。
　子どもたちの自立を育み、輝きを引き出し、健やかな成長を応援します。
　HOPPAの特長となる京進オリジナルプログラムの能力開発レッスン（知育タイム）や、ネイティブによる本場の英語を楽しんで学べるイン
グリッシュタイムの活動を毎日経験することで、知的好奇心を高める保育を提供しています。

【主な行事※】※新型コロナウイルス等、社会状況により変更、中止する場合があります
　入園式・イースター・親子レクリエーション・七夕のつどい・水遊び・保育参観・お月見
　ハロウィン・クリスマス会・個人懇談(年2回）・新年の集い・節分・発表会・ひな祭り　など

【諸費用（保育料除く）】
　新学期用品代など

【延長保育】
　保育短時間
　　　　　　　７：００～　８：３０　　５００円/３０分
　
　　　　　　１６：３０～１８：００　　５００円/３０分
 

【延長保育】
　保育標準時間
　　　　　　　１８：００～１９：００　　５００円/３０分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　または
　　　　　　　　　　　　　　　月額　３，０００円/３０分

小規模保育施設  〒520-3023

小規模保育施設  〒520-3031

HOPPA栗東駅前園 栗東市綣二丁目4番5号　ウイングプラザ１Ｆ

施設面積

　https://hoppa.jp/rittoekimae/
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 ＴＥＬ ０７７－５８４－４９８９

 ＦＡＸ ０７７－５８４－４９８９

利用定員 　19名 設  置  者 　株式会社 ジッセント・シップ

　敷地面積 給　　食 　自園給食

　建物面積 132.00㎡ 特別保育 　延長保育

創立年月 　令和元年１０月 預かり年齢 　満３ヶ月後～２歳児

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

　２・３号認定　　保育短時間　8：00～16：00 保育標準時間7：00～18：00

　　　　　           ※19:00まで延長保育有（別料金） ※土曜保育 18:00まで

【園紹介】　 　Instagram公開中　@zship.takano

　・給食は栄養士による自園調理で、個々の発育に応じた食事を提供しています。

 ＴＥＬ ０７７-５９８－１３５１

 ＦＡＸ ０７７-５９８－１３５２

利用定員 　19名 設  置  者 　株式会社 ニチイ学館

　敷地面積 給　　食 　自園給食

　建物面積 107.14㎡ 特別保育 　延長保育

創立年月 　令和２年１０月 預かり年齢 　満６ヶ月後～２歳児

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

　２・３号認定　　保育短時間　8：00～16：00 保育標準時間7：00～18：00

　　　　　　　　　※19:00まで延長保育有（別料金）※土曜保育18：00まで

【園紹介】

施設面積

　https://www.nichiikids.net/nursery/other/rittonakazawa/index.html

保育時間

　保育理念・保育目標について
　【保育理念】おもいっきり遊ぶ　おもいっきり学ぶ
　【保育目標】すくすく育つ　～健全な心と健康な身体～　わくわく遊ぶ　～積極的に学ぶ好奇心 豊かな創造力と自己表現力～
　　　　　　　いきいき過ごす　～自ら考え行動する自発力　地域で育む思いやりと広い視野～
　ニチイの保育サービスのテーマは、おもいっきり遊ぶ。おもいっきり学ぶ。日々の遊びや学びの中で、心と身体の成長を促し、創造力や自己
表現を引き出し、視野を広げ、「やさしく、つよく生き抜く力」を育みます。

【主な行事※】※新型コロナウイルス等、社会状況により変更、中止する場合があります
　入園式・子どもの日のお祝い・虫歯予防の集い・保育参観・七夕祭り・夏祭り・ミニ運動会・クリスマス会・お正月遊び・節分
　保護者面談・ひな祭り・お別れ会など

【諸費用（保険料除く）】
　新学期用品代（年齢に応じて）、傷害保険料等

【延長保育】
　保育短時間
　　　　7:00～8:00　16:00～19:00　400円/30分
　
　　　　　　　〇月額なし

　※19時以降の延長保育は実施していません。
       開園時間外のご利用が発生した場合、1分を超えた時点で
      10分あたり８５０円の加算

【延長保育】
　保育標準時間
　　　　　18:00～19:00　　400円/30分

　　　　　　　　〇月額なし

　 ※19時以降の延長保育は実施していません。
    　開園時間外のご利用が発生した場合、1分を超えた時点で
   　１０分あたり８５０円の加算

【延長保育】
　保育短時間
　　　　　　　７：００～　８：００　　5００円／３０分
　
　　　　　　１６：００～１９：００　　5００円／３０分
 

【延長保育】
　保育標準時間
　　　　　１８：００～１９：００　　5００円／３０分

小規模保育施設  〒520-3025

ニチイキッズ栗東中沢保育園 　栗東市中沢二丁目11番10号 メゾン中沢１階

　・育児や保育の経験豊富な保育士が連携し、お子様と保護者様をサポートいたします。

【主な行事※】※新型コロナウイルス等、社会状況により変更、中止する場合があります

　入園式・こどもの日会・七夕まつり・夏まつり・ハロウィン・クリスマス会・節分・ひなまつり会・卒園式・内科／歯科検診・避難訓練・誕
生日会・保育参加・個人懇談　など

【諸費用（保育料除く）】

　新学期用品代（1,500円／入園時）、教材費（500円／月）、リネンレンタル代（1,400円／月）等

施設面積

　https://z-ship.com/paletteen-takano/

保育時間

　子どもたちに関わるすべての職員（保育士・栄養士・看護師）が、それぞれのお子様の発育に応じた保育を保護者様と相談しながら進めています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　・生活リズムを整えて子どもたちが日々健やかに過ごせるよう、年齢や季節に応じた保育を行っています。

　・散歩などの屋外活動も積極的に実施し、子どもたちがのびのびと過ごせるよう心がけています。

小規模保育施設  〒520-3045

ぱれっと園～たかの～ 　栗東市高野805番地ビバリーマンションⅤ101
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 ＴＥＬ ０７７-５９９－１４８０

 ＦＡＸ ０７７-５９９－１４８０

利用定員 　19名 設  置  者 　株式会社 ジッセント・シップ

　敷地面積 294.74㎡ 給　　食 　自園給食

　建物面積 131.41㎡ 特別保育 　延長保育

創立年月 　令和２年１０月 預かり年齢 　満６ヶ月後～２歳児

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

　２・３号認定　　保育短時間　8：00～16：00 保育標準時間7：00～18：00

　　　　               ※19:00まで延長保育有（別料金）　　　　　※土曜保育18:00まで。「ぱれっと園たかの」で実施の場合も有

【園紹介】 Instagram公開中　@zship.ogaki

ＴＥＬ

ＦＡＸ

利用定員 　５名

　保育室面積 16.89㎡ 給　　食 　自園給食

特別保育

創立年月 　平成30年4月 預かり年齢 　満６ヶ月後～２歳児

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

　２・３号認定　　保育標準時間7：00～18：00保育短時間　８：00～１６：00 　※保育短時間認定のみ

　　　　　　　　保育短時間　8：30～16：30

【園紹介】

保育時間
　

　大きい道路から離れた静かな住宅街に位置し、保育室は日当たりがよく、庭は子どもたちが走り回るのに十分な広さがあり、ゆったりとした
気分で安全に遊ぶことができます。私たちが掲げる＜保育目標＞と＜めざす子ども像＞に向かって、家庭的で温かい雰囲気の中できめ細やかな
保育に取り組みます。

保育時間

・子どもたちに関わるすべての職員（保育士・看護師・栄養士）がそれぞれのお子様の発育に応じた保育を、保護者様と相談しながら進めています。
・生活リズムを整えて子どもたちが日々健やかに過ごせるよう、年齢や季節に応じた保育を行っています。
・散歩などの屋外活動も積極的に実施し、子どもたちがのびのびと過ごせるよう心がけています。
・育児や保育の経験豊富な保育士が連携し、お子様・保護者様をサポートいたします。
・給食は栄養士による自園調理で、個々に応じた食事を提供しています。

【主な行事※】※新型コロナウイルス等、社会状況により変更、中止する場合があります
　水遊び、七夕会、夏祭り、クリスマス会、節分、お別れ会
　お誕生会（該当月）など
　避難訓練（月１回）・内科検診（年２回）・歯科検診（年１回）
【諸費用（保育料除く）】
　新学期用品代（1,500円／入園時）、教材費(500円／月)、リネンレンタル代(1,400円／月)　等

【延長保育】
　保育短時間
　　　　　　　７：００～　８：００　　５００円/３０分
　
　　　　　　１６：００～１９：００　　５００円/３０分
 

【主な行事※】※新型コロナウイルス等、社会状況により変更、中止する場合があります
　保育参観、七夕、いもほり、柿とり、クリスマス、正月遊び　など

【諸費用（保育料除く）】
　卒園アルバム代、外遊び用カラー帽子等

【延長保育】
　 　16：00～18：00
　　　○４00円/３０分
　　　○月額はなし

家庭的保育の家 ふわり 　栗東市小平井一丁目１４番１０号  ０７７－５５３－５４８６

施設面積
　延長保育

　https://hoikufuwari.web.fc2.com/

【延長保育】
　保育標準時間
　　　　　１８：００～１９：００　　５００円/３０分

家庭的保育施設  〒520-3034 ０８０－３５２９－１０２７

小規模保育施設  〒520-3045

ぱれっと園～おがき～ 栗東市小柿四丁目12番1号

施設面積

　https://www.z-ship.com/paletteen-ogaki/
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市立幼稚園・幼児園（幼稚園籍）の通園区域【令和４年９月１日現在】 

 

 

通園区域 所属地域 

金勝幼児園（幼稚園） 

通園区域 

山入・辻越・蔵町・中村・上向・下向・川南・中浮気団地・美

之郷・浅柄野・雨丸・ルモンタウン・片山・走井・成谷・井

上・東坂・観音寺・トレセン 

葉山幼児園（幼稚園） 

通園区域 

林の内国道 1 号線以北・大橋(七丁目 1 番 10 号は除く。)・大

橋住宅・宅屋・中・出庭・清水ケ丘・辻・小坂・今土・葉山団

地 

葉山東幼児園（幼稚園） 

通園区域 

伊勢落・林の内国道 1 号線以南・六地蔵・六地蔵団地・小野・

小野南・小野北・北尾団地・赤坂・栗東ニューハイツ・日吉が

丘・手原・手原団地・大橋七丁目 1 番 10 号 

治田幼稚園 

通園区域 

岡・目川・目川住宅・坊袋・川辺・川辺住宅・上鈎・旭町・新

屋敷・小柿四区 

治田東幼児園（幼稚園） 

通園区域 

下戸山・下戸山親交・下戸山グリーンハイツ・リバティーヒル

下戸山・きららの杜・川辺県営住宅・灰塚・平葉・川辺グリー

ンタウン・安養寺東・安養寺西・安養寺南区・安養寺北区・安

養寺団地・安養寺一区・安養寺レークヒル 

治田西幼児園（幼稚園） 

通園区域 

下鈎甲・下鈎乙・下鈎糠田井・湖南平・北浦団地・小柿一区・

小柿二区・小柿三区・日の出町・中沢・中沢グローバル・中沢

団地 

大宝幼稚園 

通園区域  

綣北出・綣南出・綣七里・綣花園・大宝団地・綣成和・綣南

橋・グレーシィ栗東オーブ・グレーシィ栗東ビステージ・グレ

ーシィ栗東セレージュ・グレーシィ栗東デュオ・サーパス栗東

駅前・エスリード栗東第 2・エスリード栗東駅前パークレジデ

ンス・西浦・円田団地・苅原・市川原・笠川・北中小路 

蜂屋・野尻・綣東・綣南・ウイングビュー・リーデンススクエ

ア・ネバーランド・エスリード栗東・リソシエ栗東グランディ

ス・グレーシィ栗東エクサーブ・ジオコート栗東・ルネスピー

ス栗東ステーションスクエア 

大宝西幼稚園 

通園区域  

小平井一区・小平井二区・小平井三区・小平井四区・小平井五

区・小平井香鳥・霊仙寺・霊仙寺住宅・海老川・十里・明日

香・美里 
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8 令和６年度(令和6年4月)からの保育園、こども園等の入園申込みについて 

８－１ 令和６年度(令和 6 年 4 月)からの保育園、こども園等の申込みについて 

令和 5 年度市内認可保育園、こども園等の在園児は、現況届等の提出により保育の

必要性が確認できた場合、令和 6 年度も原則引き続き利用が可能となります。 

手続等については、令和 5 年 10 月までにお知らせします。 

 

８－２ 引き続きの利用が原則不可となる場合 

 下記の場合、令和 6 年度の引き続きの利用が原則不可となります 

 ・保育の必要性に係る事由を満たさなくなった場合(栗東市保育園入園基準を満たさない場合) 

 ・令和 5 年度中に他市に転出された場合 

 ・保育料等の滞納がある場合 

 

８－３ 引き続きの利用が不可となる場合 

 令和 6 年度中に在園児を受け入れることが、園の保育士・保育教諭配置基準上、困難な場合 

 

８－４ 新規申込みが必要な場合 

 ・転園を希望する場合 

※転園希望により、新規申込みをされた場合、現況届(継続利用の申込み)については無効とみなします 

 ・令和 5 年度の年度途中に退園し、令和 6 年度再度申込みする場合 

 

 

9 企業主導型保育事業所(地域枠)の申込みについて 

  企業主導型保育事業所(地域枠)の入園申込みは、市役所でなく企業主導型保育事業所です。 

  地域枠での利用にあたり、企業主導型保育事業所から支給認定(保育認定)を求められる場合

があります。 

  支給認定の申請については市のホームページより確認ください。 

 

 

 

   

 

 

 

 

  


