
平成 30 年度 夏休み保育・預かり保育 実施要項 

 

 保護者の方の社会進出のニーズに対応し、保護者の方が安心して働ける環境づくりを考え、幼児の心

身の負担や通常保育との関連に配慮した望ましい預かり保育を年間を通して実施します。 

 

～～ 預かり保育について ～～ 

 

� 実施日 土日祝日・一部行事を除く幼稚園開園日 

� 時間  ①保育終了後 ～ 17:00  ②保育終了後 ～ 18:00 

� 詳細 

申込方法 
料金 

備考 
名古屋市の 

補助対象 ①～17:00 ②～18:00 

通常保育 1 日申込 500 円 700 円 おやつ代を含む × 

半日保育 1 日申込 1,000 円 1,200 円 おやつ代を含む × 

1 ヶ月申込 6,000 円 8,000 円 おやつ代として別途 1,000 円/月 ◯ 

※名古屋市在住で 1ヶ月申込の方は、預かり保育補助制度があります。 

（平成 29年度補助金実績 2,000 円/月） 

 

～～ 夏休み保育について ～～ 

 

� 実施日 夏休み保育：夏休み期間中（7/23～8/31）の平日 お盆期間中（8/13～8/17）は休み 

夏期保育：前期 4日間、後期 4日間 

 保育時間 給食 バス運行 

夏休み保育 8:30～14:15 あり（給食費として 300 円/1 日） なし 

夏期保育 8:30～11:30 なし あり 

※夏休み保育代は無料のため、保育料の追加徴収はありません。 

 

～～ 夏休み預かり保育について ～～ 

 

� 実施日 夏休み保育及び、夏期保育期間中 

� 時間  ①保育終了後 ～ 17:00  ②保育終了後 ～ 18:00   

� 詳細 

申込方法 
料金 

備考 
名古屋市の 

補助対象 ①～17:00 ②～18:00 

夏休み保育 1日申込 500 円 700 円 おやつ代を含む × 

夏期保育 1 日申込 1,000 円 1,200 円 おやつ代含む × 

全日申込 7/23～8/31 9,000 円 11,000 円 おやつ代として別途 1,000 円/月 × 

※夏休み期間中（7/23～8/31）の預かり保育は、名古屋市預かり保育補助の対象外です。 

 

～～ 預かり保育拡充モデル事業について ～～ 

 

� 対象園児 

  名古屋市内在住の在園児で、保護者が「認定基準」に該当する方 

� 対象となる事業 

①夏休み保育の預かり保育を全日申込された方で「認定基準」に該当する方を対象に 4,000 円の減免

を行います。 

②「認定基準」に該当する方を対象に、冬休み預かり保育、春休み預かり保育を実施します。 

※冬休み預かり保育・春休み預かり保育についての詳細は 3月にお知らせします。 

※「認定基準」については、裏面を確認してください。 



 

 

私立幼稚園が従来から実施している「預かり

保育」を長時間化・通年化することで、共働き

などの事情により、夕方や夏休み等に保育が必  

要な場合でも、幼稚園を利用することができる 

モデル事業を、市内 14か園で実施しています。 
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◆対   象 

市内在住で、事業実施幼稚園に在籍し、保護者が認定基準に該当するお子さん。 

◆利 用 料 

幼稚園の授業料とは別に、利用料が必要になります。（その他昼食等の実費徴収あり） 

◆食  事 

 夏休み等の昼食は、弁当持参又は給食になります。 

◆利 用 方 法 

 利用には、お子さんがモデル事業実施幼稚園に入園する必要があります。 

入園後、実施園が配布する申込書に必要書類を添えて、直接実施園まで申し込む 

ことになります。 

◆認 定 基 準（保護者が以下の状態にある場合に利用できます） 

基準 保護者の状況 

居宅外就労 
１日につきおおむね４時間以上、かつ月１２日以上居宅外において労働

をすることを常態としていること 

居宅内就労 
１日につきおおむね４時間以上、かつ月１２日以上居宅内において家事

以外の労働をすることを常態としていること 

産前産後 
出産予定日の８週間前（多胎妊娠の場合は、１４週間前）の日から出産

後８週間を経過する日までの期間内にあること 

疾病等 

医師が作成した診断書により保護者の疾病もしくは負傷が確認できる状

態にあること、または身体障害者手帳、愛護手帳、精神障害者保健福祉

手帳の交付を受けていること 

親族介護 
１日につきおおむね４時間以上同居の親族その他のものを介護すること

を常態としていること 

災害復旧 自宅及びその近隣地域内の災害の復旧にあたっていること 

就 学 

一日につきおおむね４時間以上、職業能力開発促進法に基づく職業能力

開発施設において職業訓練を受け、または学校教育法に基づく大学、短

期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校もしくは各種学校において

就学することを常態としていること 

その他 設置者から申出があり、市長が必要と認める者 

※詳細については、裏面の事業実施の各幼稚園にお問い合わせください。 

名古屋市からのお知らせ 

私立幼稚園における預かり保育拡充モデル事業 
 



 

このリーフレットは古紙パルプを含む再生紙を使用しています。 

 

※の園は土曜日も実施しています。 

実施幼稚園 
所在地 

問い合わせ先 

預かり保育時間 

月曜日～金曜日 夏休み等 

明星幼稚園 
東区代官町 22-17 

℡ 936-2053 

7:30～8:30 

14:00～18:00 
8:30～18:00 

名古屋楠幼稚園 
北区西味鋺三丁目 931 

℡ 901-0753 

8:00～9:30 

14:30～18:00 
8:00～18:00 

山田幼稚園 
北区山田町 4-42 

℡ 981-0753 

8:00～8:30 

14:00～1800 
8:30～18:00 

国風第三幼稚園 
西区宝地町 350 

℡ 502-0070 
14:30～18:00 8:30～18:00 

五反田幼稚園 
中川区大当郎二丁目 1604 

℡ 301-3231 
14:30～18:00 9:00～18:00 

慶和幼稚園 
港区港栄四丁目 4-18 

℡ 661-2597 

  7:30～8:30 

14:30～18:00 
７:30～18:00 

しらさぎ幼稚園 
港区宝神五丁目 3302 

℡ 383-3682 
  14:30～18:00 8:30～17:30 

第二松元幼稚園 
南区明円町 180 

℡ 823-3745 

7:30～9:00 

14:20～18:00 
7:30～18:00 

道徳和光幼稚園 
南区道徳北町 2-14 

℡ 691-6876 

7:30～9:00 

14:30～18:00 
7:30～18:00 

みどり幼稚園 
南区呼続五丁目 14-34 

℡ 811-3484 

8:00～8:15 

14:30～18:00 
8:00～18:00 

守山幼稚園 
守山区大屋敷 13-73 

℡ 791-4561 

7:50～8:20 

15:00～18:00 
8:30～17:00 

東貴船幼稚園 
名東区貴船三丁目 2001 

℡ 703-2134 
15:00～17:00 9:00～17:00 

高坂幼稚園 
天白区高坂町 47-1 

℡ 802-2626 
14:00～18:00 8:45～18:00 

名古屋あかつき

幼稚園 

天白区平針南二丁目 1005 

℡  801-5121 
14:00～17:00 8:30～17:00 

この事業についてのお問合せ 

名古屋市子ども青少年局保育企画室  

TEL：972-4644 FAX：972-4146 

◆モデル事業実施幼稚園 

★モデル事業実施幼稚園以外でも、多くの

幼稚園で教育時間終了後に預かり保育を

実施していますので、詳しくは各幼稚園

にお問い合わせください。 

※ 


