
１

1-1 団体名称

1-2 所在地

1-3 電話番号

1-4 ファックス番号

1-5 WEBサイトURL

1-6 Ｅメールアドレス

1-7 代表者氏名

1-8 設立年月日 ※法人は登記年月日を記入

２

2-1

2-2

2-3 全職員数 人

2-3-2 常勤職員数 人

2-3-2-2 うち有資格者数 人

2-3-3 非常勤職員数 人

2-3-3-2 うち有資格者数 人

2-4 ０歳児 人

2-4-2 １歳児 人

2-4-3 ２歳児 人

2-4-4 ３歳児 人

2-4-5 ４歳児 人

2-4-6 ５歳児 人

2-5 未満児 円

2-5-2 3歳～５歳 円

2-6 経費名目

2-6-2 金額 円

2-6-3 経費名目

2-6-4 金額 円

2-7 はい　　いいえ ※団体規約または定款を提出

信州型自然保育認定・登録制度　【登録】申請用紙　（案）

申請日　　　年　　　月　　　日

団体情報について（申請時の内容を記載してください。）

〒

年　　　　月　　　　日

運営概要について（申請時の年度当初の状況を記載してください。）

団体の保育理念（理念が記載されている団体紹介資料等提出してください。）

延長保育等を除く基本的な保育時間 　　　　　時　　分　～　　時　　分

職員構成

園児人数

基本保育料

※ここでの有資格者とは、保育
士または幼稚園教諭

団体規約または定款を定めていますか。

保育料以外の主な保護者
負担経費

※延長保育料等は含まない

資料１－３ 
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３

3-1 はい　　いいえ ※基本理念は申請要項に記載

3-2

3-3

3-4

3-5

４

4-1 はい　　いいえ

５

5-1 はい　　いいえ

5-2 はい　　いいえ

5-2-2

5-3 はい　　いいえ

実践の基本理念について

長野県が示す「信州型自然保育」の基本理念に賛
同しますか。

保育に自然体験を取り入れることについてどう考えますか。以下に記入してください。

子どもの成長においてどのような体験が必要だと考えますか。以下に記入してください。

地域と連携した保育とはどのようなものだと考えますか。以下に記入してください。

幼児期から児童期の子どもの成長支援において継続的に意識すべきことはなんだと考えますか。以下に
記入してください。

国の保育指針、幼稚園教育要領、教育・保育要領について

体験活動を行う際に、指針や教育要領の趣旨を意
識して実践していますか。

地域社会との連携について

地域の保育ニーズを意識し、市町村と意識的に連
携を図っていますか。

地域の他の保育団体と意識的に交流しています
か。

5-2について、主な交流内容を以下に記入してください。

地域の他の保育団体と合同で研修などを実施して
いますか。
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６

6-1
※規約または定款に運営決定
について記載ある場合には、
規約または定款を提出

6-2 はい　　いいえ ※保育計画書を提出

6-3

6-4
※運営評価や改善計画等があ
れば、資料として提出

７

7-1 はい　　いいえ

7-2 はい　　いいえ ※対応マニュアル等を提出

7-3 はい　　いいえ

7-4 はい　　いいえ

7-5 はい　　いいえ

7-6 はい　　いいえ ※マニュアル等を提出

7-7 はい　　いいえ ※研修等の計画を提出

運営体制について

運営は誰がどのように決定していますか。以下に記入してください。

年間および月間の保育計画を作成していますか。

団体運営上の課題として認識している事柄があれば、以下に記入してください。

6-3の課題の改善にどのように取り組んでいますか。以下に記入してく
ださい。

安全管理について

登園時や降園時に、子どもの健康把握を日常的に
実施していますか。

屋外での体験活動時の子どものケガや急病等につ
いて、緊急事態発生時の対応マニュアル等を整備
していますか。

体験活動時のヒヤリハット情報や緊急事態発生時
の対応について、職員および保護者間で情報や意
識を共有するための研修等を実施していますか。

子どもが自ら危険を回避できるよう日頃から指導
していますか。

かかりつけ医を決めるなど、医療機関との連携を
定期的に確認していますか。

自然災害や火災等に備え、危機管理の指針やマ
ニュアル等を整備していますか。

自然災害や火災等に備え、危機管理についての職
員研修や訓練などを定期的に実施していますか。
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８

8-1 はい　　いいえ

8-2

8-3 はい　　いいえ

8-4 はい　　いいえ

９

9-1
※年間保育計画等に明記され
ている場合には資料も提出

10

10-1 はい　　いいえ

10-2
※実践内容を示した記録や写
真等（数点）を提出

10-3 はい　　いいえ

10-4
※実践内容を示した記録や写
真等（数点）を提出

情報開示および個人情報保護について

子どもの人権に配慮し、法令等を順守しています
か。

登録申請書類および年次活動報告書をどのように開示しますか。以下に記入してください。

（団体パンフレットやＷＥＢサイト等への掲載。施設内での書類の設置閲覧など）

個人情報保護方針（プライバシーポリシー）等を
定め、一般に公開してますか。

子どもの活動状況や職員の子どもへの対応等につ
いての記録を保持していますか。

活動フィールドについて

子どもの体験活動を実施している屋外のフィールドについて、以下に具
体的に記入してください。

屋外を中心とする体験活動について

子どもが自然環境と向き合える体験活動を計画的
に実践していますか。

10-1の内容について、特徴的なものを以下に記入してください。

（子どもの屋外での体験活動に関連した、屋内での創作や学習的な内容も含む）

日常生活に関連した体験活動（農作業や食育な
ど）を実践していますか。

10-3の内容について、特徴的なものを以下に記入してください。
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10-5 はい　　いいえ

10-6
※実践内容を示した記録や写
真等（数点）を提出

10-7 はい　　いいえ

10-8
※実践内容を示した記録や写
真等（数点）を提出

10-9 はい　　いいえ

10-10
※実践内容を示した記録や写
真等（数点）を提出

10-11 はい　　いいえ

10-12
※実践内容を示した記録や写
真等（数点）を提出

10-11の内容について、特徴的なものを以下に記入してください。

（小学校を使用したり、小学校教諭または小学生が参加する活動を中心に記入）

子どもの年齢に応じた体験活動を実践しています
か。

10-5の内容について、特徴的なものを以下に記入してください。

異年齢集団での体験活動を実践していますか。

10-7の内容について、特徴的なものを以下に記入してください。

地域と連携した体験活動（伝統行事や地域活動等
への参加）を実践していますか。

10-9の内容について、特徴的なものを以下に記入してください。

小学校との連携を意識した体験活動をしています
か。
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11

はい　　いいえ
※保育計画等を資料として提
出

12

12-1 はい　　いいえ
※国の基準については申請要項
を参照

12-2-1 有資格者の経験年数
最短者　　年
～最長者　　年

※ここでの有資格者とは、保育
士または幼稚園教諭

12-2-2
資格等を持たない職員の
経験年数

最短者　　年
～最長者　　年

12-3 はい　　いいえ

12-4 はい　　いいえ ※安全管理に関する資格も含む

12-4-2 12-4の資格名称

12-4-3 12-4の資格付与団体名

12-5 はい　　いいえ ※外部研修、自主研修含めて
野外活動の専門家等による職員研修等に職員を参
加させていますか。

11-1

保育に関わっている職員
について、保育者として
の経験年数を記入してく
ださい。

屋外での体験活動の時間について

３歳以上の子どもについて、屋外での体験活動を
一日あたり平均60分以上、計画的に実践していま
すか。

※11-1の時間には、園庭での自由遊びや散歩等、屋外で体を動かす活動も幅広く含む

保育者および職員の体制、資質や経験について

保育士または幼稚園教諭の資格を有する職員数と
園児数との比率について、国が定めた基準を満た
していますか。

団体の活動維持や子どもの安全管理等の観点から
十分な人数の職員を配置していますか。

野外活動を専門とする指導者資格等を有する職員
がいますか。
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