令和４年度 園児募集要項
認定こども園 伊勢原みのり幼稚園

１．募集人員

（利 用定 員）
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教員配置

（満３歳児）
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－

－

担当２名＋補助
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６０名

５０名
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年少 担任１名＋各クラス補助 １名

２年保育（４歳児）

１５名

６０名

１０名

年中 担任１名＋学年補助

１年保育（５歳児）

若干名

６０名

１０名

年長 担任１名＋学年補助
（＋全体補助 数名）

２．入園願書・認定申請書の配布
◆『入園願書』は10月15日（金）以降に配布します。
◆『教育・保育給付認定申請書』は、居住地の市の窓口または 当園で配布します。

３．入園までの流れ
１号認定 ････満3歳以 上で 教 育を 希望 され る場 合（ 今ま で の幼 稚園 希望 者 ）
〔新 ２号 認定 〕･･･３歳 以上 で 「保 育を 必要 とす る事 由」 に 該当 し、 教育 ・保 育を 希望 さ れる 場合
（別 途市 の認 定が 必要 ）

◆『入園願書』と『教育・保育給付認定申請書』に記入押印をして、
11月1日（月）以降に面接を行った後、園に提出してください。
２号認定 ････３歳以 上で 「 保 育を 必要 とす る事 由」 に該 当 し、 教育 ・保 育を 希望 さ れ る 場合
◆『教育・保育給付 認定申請書 』を居住地の 市の窓口へ提出 し、認定の申請、入所の
申込みを行ってください。 申請の際に就労証明書等の添付書類が必要となります。
申込みの期日は各市で異なります。 ※期日を過ぎた場合は２次選考となります。
市の利用調整の手続きを経て、園で面接を行い『入園願書』を提出してください。

【面接】
新入園児の園生活への円滑な対応の参考にするため、簡単な面接を行います。
※結 果は 、後 日郵 送さ せて い ただ きま す。

１号認定 の方は、11月1日（月）の午前８時から、電話で面接の受付をします。
必要書類等を用意し、指定時間にお子様同伴でご来園ください。
［受付電話番号］
080-4096-3790

080-4096-3791

0463-93-2918･････代表
080-4096-3792･･･臨時
※臨 時の 番号 は11月1日 の み 利用 可

当日面接のご都合がつかない方や、 ２号認定 の方は、後日面接を行います。
［持ち物］
□ 入 園願 書
□ 面 接手 数料
◆面接手数料として3,000円をお支払いいただきます。 □ 上 履き

◆本園の教育理念に基づいた 選考を行います。

□ 認定 申請 書
□ 認印

◆入園が決定された方は 入園受入準備費として10,000円をお支払いいただきます。
※指 定日 まで に振 込ま たは 窓 口に 持参 して くだ さい 。
※面 接手 数料 、入 園受 入準 備 費は 返金 でき ませ ん。

４．利用者負担 （基本負担額＋特定負担額）

保育料等

◆ 基本負担額
○居住地の市が定めた額 ：幼児教育・保育の無償化により ０円 。
◆ 特定負担額
○施設整備費として、入園時に30,000円をお支払いいただきます。
※入園後は返金できません。
○教育内容充実費として、毎月2,000円をお支払いいただきます。

【実費徴収】
○利用者負担以外でかかる費用として 、以下の項目があります 。
・学用品代 [約6,700円] 、制服代 [約23,700円] 、体操服等 [約8,000円]
・遠足代、行事参加代、写真代など
・通園バス代 [3,200円/月] 片道 利用 ［2,200円/月 ］（ 利用 者の み）
・保護者会費 [400円/月 ］、 絵本代 [約400円/月］
※金 額は 参考 の価 格で すの で 、変 更の 可能 性が あり ます 。

・給食代 ［約3,600円/月 ]（1食320円 ）※ 副食 費免 除 の世 帯に つい ては 主食 費の み の負 担
【昼食】 月～金曜日は給食となります。 （月 に数 回、 お 弁当 の日 があ りま す）
［午 前保 育日 ・ 土曜 日等 ］ １ 号認 定 の 一時 預 かり はお 弁当 とな りま す。
２ 号認 定・ 新2号 認 定 は 、給 食と お弁 当の 選択 と なり ます 。
※給 食を 利用 し た場 合は 、 実 費で 追加 徴収 と なり ます 。

５．教育時間・保育時間
◆教育時間は、月～金曜日の 9:00～14:00となります。
◆保育時間は、月～土曜 日の 7:30～18:30の教育時間を除いた 時間帯と なります。
◇１ 号認 定（ 教育 標準 時間 ） ・〔 新２ 号認 定〕
月～ 金 曜日 9:00～14:00
・時 間外 の預 かり は『 一 時 預か り 』 として別途 費用 が かか りま す。 （100円/30分）
◇２ 号認 定（ 保育 標準 時間 ） 月 ～土 曜日 7:30～18:30（11h）
◇２ 号認 定（ 保育 短時 間）
月 ～土 曜日 8:30～16:30（8h）
・２号認 定の 時間 外 の 保育 は『 延 長 保育 』として別 途費 用が かか りま す。（100円/30分 ）
★土 曜日 、振 替休 日、 長期 休 業日 等は 保育 日と なり 、事 前 に利 用の 確認 をし ます 。

【休園日】 １号認定 ･･･土曜日、日曜日、祝日、長期 休業日、開園記念日、園長が認めた日
２号認定 ･･･日曜日、祝日、年末年始（ 12/29～1/3）

６．園内見学等
園内施設や保育の様子の見学は随時行っています。ご希望の方は園まで
ご連絡ください。また、 ご不明な点はお気軽にお問い合わせください 。

TEL：0463-93-2918
Mail：info@iseharaminori.com
伊勢原みのり
検索

