
令和 5年度 園児募集要項 

 

学校法人山田学園 幼保連携型認定こども園 学園幼稚園 

〒651-2103 神戸市西区学園西町 5-3-2 

TEL 078－792－1122 

はじめに 

 

 当園は、平成 29年 4月 1日より幼保連携型認定こども園として「子ども・子育て支援新制度」の「特定教

育・保育施設」として運営しております。認定こども園とは、教育と保育を一体的に行う施設として幼稚園と

保育園の機能や特徴をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。 

 また、当園は 7年目を迎え、これまでの教育内容をさらに充実向上させることを旨として 

大切なお子様の幼児期の健全な成長を促す「認定こども園」を目指してまいります。 

 入園に際しての手続きや費用に関する内容を十分にご理解の上、お申し込みください。 

 

 

 ○ 学園幼稚園ってどんな幼稚園・・・？ 

 

 学園幼稚園の特色保育 

 

 ・元気で明るい子どもに育てます。 

 ・みんなと仲良くできる子どもに育てます。 

 ・自ら進んで行うことができる、自主性を養う保育をしています。 

 ・園の畑で四季折々の野菜や果物、植物を栽培、収穫しながら食育体験をしています。 

  ＊いちご・玉ねぎ・じゃがいも・とうもろこし・さつまいも・大根・トマト・きゅうり 

   ひまわり・あさがお・マリーゴールド 

 ・小動物を飼育、観察しながら命の尊さや優しさを育んでいます。 

  ＊カメ・うさぎ・金魚・蝶・カブトムシ・ツバメ 

 ・音楽講師による、鍵盤ハーモニカ・楽器を使用した音楽指導を行っています。 

 ・体操講師による、マット・跳び箱・なわとび等の指導を行っています。 

 

 学園幼稚園は、子どもたちも、保護者も、教職員も共に育ち合う温かい幼稚園です。 

 

 

 

○ 保育目標 

 

1, のびのびと元気な子ども 

2, 思いやりのある親切な子ども 

3, 最後まで頑張る子ども 

4, 創造力豊かな子ども 

5, よく見てよく考える子ども 

6, おもったことがはっきり言える子ども 

 



1, 令和 5年度募集人数 

   

区   分 1号認定子ども 2号認定子ども 

3歳児（平成 31年 4月 2日～令和 2年 4月 1日生）    85名 24名 

4歳児（平成 30年 4月 2日～平成 31年 4月 1日生）   60名  3名 

5歳児（平成 29年 4月 2日～平成 30年 4月 1日生）   27名  6名 

 

   ＊ 2号認定子どもの募集人数は変わることがあります。 

    （区役所での申し込みの際に、窓口にてご確認下さい。） 

 

    1号認定子ども…保育の必要性の認定を受けない３歳以上就学前の子ども 

                9月 30日（金）園に直接申し込み 

 

    2号認定子ども…保育の必要性の認定を受ける３歳以上就学前の子ども 

                西区役所保健福祉課こども福祉担当に申し込み 

        ※申請書配布は 9月 20日（火）からです。 

     詳しくは西区役所にお問い合わせください。TEL078-940-9501 

       ※認定申請用紙の第 1希望欄には、本園の名前を記入し、認定申請を行って下さい。 

     ※希望する教育・保育時間によって、申し込み先が変わります。 

 

 

  【学級編成】 

 

3歳児（年少組）1クラス 20～25名程度 

      4歳児（年中組）1クラス 25～35名程度 

      5歳児（年長組）1クラス 25～35名程度 

 

2, 毎月の費用 

 

・利用者負担額（保育料）は令和元年 10月から無償化となりました。 

・毎月のその他納入金は、1号認定子どもと 2号認定子どもで異なります。 

・支払方法は所定の「三井住友銀行」の銀行口座振替です。 

  

 

3, 入園にあたって 

 

・集団生活を行うにあたって、お子様のことで気になることがあれば、必ず事前に 

    お申し出下さい。お話を伺う時間を作ります。（健康面・発育状態・アレルギー等） 

・事前にお聞きした内容に相違がある場合は入園の見合わせや、入園を取り消しになる 

  場合があります。 

・保護者の方には、幼保連携型認定こども園である当園の教育・保育の方針にご理解の上 

    ご協力下さい。 

・入園内定者に配布する「重要事項説明書」や「入園のしおり」等の内容を理解・了承し 

    遵守して下さい。 



4, 説明会・及び保育状況参観 

 

9月 13日(火)  

説明会は、新型コロナウイルス感染予防対策のため、事前申し込みとさせて頂きます。 

※人数制限（各家庭２名まで）をさせて頂きますのでご了承下さい。 

※来園される場合は、マスクの着用をお願いします。体調の優れない方は参加できませんのでご了承下

さい。 

※説明会の申し込みは 9月 5日（月）10：00から受付を行います。 

※２号認定の申請を考えられている方は、入園までに必ず説明会の参加、園見学を行って 

下さい。 

10：00 ～ 10：40  説明会      10：45 ～ 11：30  園内自由見学 

   

＊当日、この封書をお持ち下さい。 

    ＊ご来園の時は、必ずスリッパなどの上履きをご用意下さい。 

   なお、脱いだ履物を入れる袋をご持参いただき、各自でお持ち下さい。 

    ＊写真やビデオ撮影は禁止です。 

 

5, 願書受付・面接 9月 30日（金） 

 

  【1号認定子ども】 

 

3歳児の受付該当者 

 

   ＊13:45・・・①兄姉が在園中    

＊14:05・・・②近隣の校区内（小寺、東町、太山寺） 

＊14:25・・・③どんぐり教室    

＊14:40・・・④兄姉が卒園児・その他の方 

 

   4,5歳児の受付該当者     ＊14:50～15:05 

 

    ＊どんぐり教室に通っていて兄姉が在園中の方は①の時間にお越し下さい。 

    ＊混雑を避けるため、受付時間を指定しました。ご協力をお願い致します。 

    ＊兄弟で入園される方は、下のお子様の時間帯にお越し下さい。 

    ＊入園申込金・入園受入準備金はあらかじめ、おつりのないようにご用意下さい。 

  

   ＜当日の持ち物＞ 

     ・入園願書（別紙の願書記入例をご確認下さい。） 

・バス通園利用申込書（バス通園希望者のみ） 

・入園申込金     3,000円 

・入園受入準備金   47,000円 

     ・スリッパなどの上履き、靴を入れる袋 

 

    

 



＜当日の流れ＞ 

①親子面談にて、お子様の成育状況をお伺い致します。 

②面談（保護者・幼児同伴） 

③入園願書（バス利用申込書）提出 

④入園申込金・入園受入準備金→領収書・入園内定証及び入園に係る必要書類受領 

 

    ※入園願書提出後、入園が内定した方は、居住する市町村から子ども・子育て支援新制 

度においての支給認定（1号認定）を受ける必要があります。 

     詳しい手続きについては、入園内定後にお知らせ致します。 

    ※入園願書等は、個人情報保護法に基づき他の目的に利用することはありません。 



【１号認定子ども】  

保育の必要性の認定を受けない 3歳以上就学前の子ども 

入園内定後、居住する市町村の支給認定（1号認定）を受ける必要があります。 

 

教育保育時間 ・教育標準時間    月曜日～金曜日  9:00～14:00    

※通園バス利用の方は、登降園時間が変則的になります。 

 （通園バスは、教育日のみで、春夏冬休みは、運行しません） 

※4月当初や学期末等、午前保育日（9:00～11:30）があります。 

※早朝や保育終了後の預かり保育もあります。（希望者のみ、有料）  

※祝日、土日曜日、創立記念日、夏休み・冬休み・春休み、災害等で保育が出     

来ない日は休園です。 

入園時納入金 

 

・入園申込金        3,000円 （9/30） 

・入園受入準備金    47,000円 （9/30） 

※入園申込金・入園受入準備金は入園申込願書受付時に納入してください。 

〇 入園申込金・入園受入準備金は、いかなる理由でも返金いたしません。 

納入金 

 

 

・利用者負担額（保育料）・・・    0円（令和元年 10月から無償化）  

 

・施設環境維持協力金・・・毎年 18,000円（3・4・5歳児） 

 

・教育環境充実費 ・・・  月額 4,500円（4・5歳児） 

    月額 6,000円（3歳児）  

※教育環境充実費は、本園において規定以上の職員配置や外部講師による指導、 

  特色教育を充実させるために徴収いたします。 

※年額を 12 ヶ月で分割しています。 

 

・給食費 ・・・・・・ 月額 4,500円（主食費 1,800円、副食費 2,700円） 

※給食日数や個人の量に関係なく、年額を 12か月で分割しています。 

※年収 360万円未満相当の世帯の全ての子どもと、全ての第 3子以降の子どもに 

  ついては、副食の費用が免除されます。 

      

・通園バス費 ・・・月額 4,500円 （利用者のみ） 

※年額を 12 ヵ月で分割しています。 

※居住変更以外に年度途中の変更はできません。 

 

〇在籍者は、出席の有無に関わらず、上記金額を指定銀行から自動振替で毎月 

納入していただきます。  

〇在籍されている間に、納入金の改定を行なうことがあります。 

バスの運行に 

ついて 

年度ごとにより大幅な送迎時刻の変更、運行コースの変更があります。 

西区池上（長坂小学校周辺）・大津和・有瀬地域へのバスの運行は行いません。 

その地域周辺にお住まいの方はご了承の上、ご理解下さい。 



実費徴収金  ・日本スポーツ振興センター共済掛金 ・・・ 220円 （毎年、4月徴収） 

 ・兵私幼協総合保障制度・・・830円（毎年、4月徴収） 

 ・月刊絵本代 ・・・・ 4～5月頃に年間分徴収（学年ごとに金額が異なります） 

 ・園外保育（遠足、お泊り保育等）  

 ・収穫諸経費（一部負担） 

・個人教材費 ・・・ 進級用品・保育用品等 

・個人申込分 ・・・ 制服・用品関係、写真代、アルバム代等 

 

※保護者の会の会費が別途あります。 

預かり保育料 

（利用者のみ） 

早朝、保育終了後、長期休みの預かり保育 

   ・午前保育終了後 ～ 16:59                     900円 

   ・午後保育終了後 ～ 16:59                     700円 

   ・土曜日・春・夏・冬休み ・・・9:00 ～ 16:59          1,200円  

 

・早朝保育 ・・・ 7:00～7:59        30分毎に      500円 

        8:00～8:59        30分毎に      300円 

 

・延長保育 ・・・ 17:00～17:59       30分毎に      300円 

      18:00～18:59        30分毎に     500円 

 

※利用にあたっては、事前に（代金徴収袋の購入）が必要です。 

※新 2号について 

  保育の必要性について認定された場合は、支払った金額のうち「450円×利用 

日数」が償還払いされます。 
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【２号認定子ども】  

保育の必要性の認定を受ける３歳以上就学前の子ども 

直接区役所に申込み、居住する市から支給認定（保育認定）を受ける必要があります。 

 

教育保育時間 ・保育短時間     月曜日～土曜日  9:00～16:59 

・保育標準時間   月曜日～土曜日  7:00～17:59 

※祝日、日曜日、年末年始、災害時等で保育が出来ない場合は休園です。 

延長保育 ・延長保育（18時～19時まで）があります。 

 利用するには、就労等の証明書提出が必要です。 

 （神戸市が定める金額） 

 月額料金・・・    30分延長保育 ： 2,500円 

            1時間延長保育 ： 4,500円 

         標準時間内延長保育 ： 各階層区分の利用負担額の差額分 

入園時納入金 

 

・入園面接金        3,000円 

・入園受入準備金    47,000円 （入園面接時） 

※入園受入準備金は、入園申込時に納入してください。 

〇入園面接金・入園受入準備金は、いかなる理由でも返金いたしません。                                 

納入金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・利用者負担額（保育料）・・・    0円（令和元年 10月から無償化）  

     

・施設環境維持協力金・・・毎年 18,000円（3・4・5歳児） 

 

・教育環境充実費 ・・・  月額 4,500円（4・5歳児）   

      月額 6,000円（3歳児）  

※教育環境充実費は、本園において規定以上の職員配置や外部講師による指導、 

  特色教育を充実させるために徴収いたします。 

 

・給食費 ・・・ 月額 9,000円（主食費 3,900円、副食費 5,100円）  

※給食日数や個人の量に関係なく、年額を 12か月で分割しています。 

※年収 360万円未満相当の世帯の全ての子どもたちと、全ての第 3子以降の子ども 

  については、副食の費用が免除されます。       

 

・通園バス費 ・・・月額 4,500円 （利用者のみ） 

※令和 4年 9月から 2号認定も通園バスを利用可能となっています。 

※年額を 12 ヵ月で分割しています。 

※居住変更以外に年度途中の変更はできません。 

 

〇在籍者は、出席の有無に関わらず、上記金額を指定銀行から自動振替で毎月 

納入していただきます。  

〇在籍されている間に、納入金の改定を行なうことがあります。 

 

 

 

 

 



バスの運行に

ついて 

年度ごとにより大幅な送迎時刻の変更、運行コースの変更があります。 

西区池上（長坂小学校周辺）・大津和・有瀬地域へのバスの運行は行いません。 

その地域周辺にお住まいの方はご了承の上、ご理解下さい。 

実費徴収金 ・日本スポーツ振興センター共済掛金 ・・・ 220円 （毎年、4月徴収） 

・兵私幼協総合保障制度・・・830円（毎年、4月徴収） 

・月刊絵本代 ・・・4～5月頃に年間分徴収（学年ごとに金額が異なります） 

・園外保育（遠足、お泊り保育等）  

・収穫諸経費（一部負担） 

・個人教材費 ・・・ 進級用品・保育用品等 

・個人申込分 ・・・ 制服・用品関係、写真代、アルバム代等 

 

※保護者の会の会費が別途あります。 

申込方法 神戸市民の方は、西区役所保健福祉課こども福祉担当に申込みをしてください。 

※詳しくは、西区役所にお問い合わせください。TEL 078-940-9501 

※申請書配布は 9月 20日（火）から、受付は 10月 20日（木）から 

  11月 30日（水）まで。 

※保護者が就労や病気等で保育を必要とする子どもが対象。 

※入園希望者が定員を上回る場合等、西区役所での選考の結果入園できない 

  場合があります。 

 

 

 

 

● 2号認定子どもの延長保育料（利用するには、就労等の証明書提出が必要です） 

 

7:00      9:00                        17:00   18:00   19:00 

 
     

保育標準時間認定の子ども（11時間）  

   ★延長保育 

★延長保育 

（月額料金・・・30分 2,500円、1時間 4,500円） 

    

 保育短時間認定の子ども（8時間）   

☆標準時間内延長保育 ★延長保育 


