《 入園されるに当たってのお願い 》直接契約

本園は保護者の皆様に本園の教育・保育方針をご理解ご賛同していただき、お子様のより
良い教育・保育に努めてまいります。
入園の際、以下の事項につきまして保護者の皆様に同意を求めています。
※大牟田市より「支給認定書」が発行された後、園との契約書を交わしていただきます。

①当園の教育・保育方針並びに園の定める諸規定、入園料等、毎月の納入金、園だより
等を通じてのお願い、様々な約束事にご賛同いただける方。

②子どもたちの健やかな成長や幸せのために、行事への参加やご協力いただける方。

※１．集団教育に際して特段の配慮、支援を必要とするお子様は必ず事前にご相談下さい。
受け入れ態勢の調整次第で入園を判断させていただきます。

※２．入園後の集団生活での育ちの姿で、特別な支援が必要だと思われるお子様は、保護者
様へご相談させていただき、専門機関との連携を通してお子様のより良い教育支援を
進めさせていただきます。

《 入園資格及び募集人数 》
（予定）
※平成 31 年４月１日での年齢でご確認ください。
年齢

生年月日

募集数

１

３歳児

H27.4.2～H28.4.1

15 名

・

４歳児

H26.4.2～H27.4.1

若干名

号

５歳児

H25.4.2～H26.4.1

若干名

０

★２歳児

H28.4.2～H29.4.1

5名

２

年齢

３

生年月日

募集数

０歳児

H30.4.2～H31.4.1

9名

１歳児

H29.4.2～H30.4.1

10 名

２歳児

H28.4.2～H29.4.1

10 名

号

号

募集人数 ５０名程度

★２歳児入園で幼稚園コースを選択される方は、満３歳になる誕生日を迎えるまでは０号で
入園できます。お誕生日の翌月から１号認定を受給できます。

★認定こども園若草幼稚園では、便宜上
０号・１号認定を幼稚園コース
２号・３号認定を保育園コースと呼ぶことにします。

【１】

《 入園手数料・入園料 》※全員対象
◎入園料は、入園手数料、施設充実費・教育環境整備費に充てさせて頂きます。
0 号・１ 号・２号・３号 認 定
※1 納入時期

20,000 円

０号・１号認定 →１２月上旬の入園決定時
２号・３号認定 → ２月中旬の入園決定時
０号

→１２月上旬の入園決定時

年度途中入園の場合は、入園日前日までに納入してください。
※2

同時入園(兄弟姉妹・双子の園児)の場合は弟妹より 3,000 円減額いたします。

※3 転勤等の理由により入園できなくなった場合は、入園手数料分を除く 17,000 円を
返金します
※4

入園手数料分 3,000 円は一度納められたら返金いたしません

《 利用者負担額(保育料)の概要 》※全員対象
保育料は 基本保育料・特別保育料・実費負担

に分かれます。

・基本保育料とは・・・
国が決めた公定価格の人件費、教材費を中心とした費用を利用者が負担する料金のことで
あり、大牟田市が負担軽減をして料金体系を作り、大牟田市内の認定こども園・幼稚園(施
設型)・保育所は同じ料金形態です。
・特別保育料とは・・・
本園では「食育としての給食」に係る費用です。
・実費負担とは・・・
本園では「バス利用園児のバス協力費」
「１号園児の希望追加給食費」
「２号園児の主食費」
「1 号認定の預かり保育」
「１・２・３号認定の延長保育」その他、遠足代、行事写真代、
個人で使用する道具代（ハサミ・のり・ねんど・クレヨン・マーカー、自由画帳等）
、な
どの保育料以外の徴収金のことです。

【２】

《 毎月の納付金 》※全員対象
（１・２・３号園児）
内
基本保育料
特別保育料
(１号認定のみ)

容

月額(単位:円)

(年長児のみ)

実費徴収③
(２号認定のみ)

（０号園児)

考

大牟田市が定めた額 応能負担
※大牟田市ホームページ参照

１号・２号・３号認定

市が査定

食育費（月・水・木）

3,300

毎週３回(月・水・木曜日)を基本
４月は１１回、８月は５回の予定
年間費用を１２ヶ月で割った金額

バス利用料（３㎞未満）

2,600

燃料代、車検、消耗品代他

バス利用料（３㎞以上）

2,700

燃料代、車検、消耗品代他

（火）給食希望

1,100

給食希望者

（火・金）給食希望

2,200

給食希望者

★卒園記念品積立

1,500

卒園制作費、アルバム・DVD・卒園記念品代

主食費

1,000

３歳児～５歳児対象、パン・米飯代

実費徴収①

実費徴収②

備

１号認定受給前の２歳児（満３歳児）の毎月の納付金
基本保育料は 24,000 円+食育費＋実費徴収①(利用者のみ)
（兄姉が在園の場合は、基本保育料 24,000 円より 4,000 円減額）

※誕生日を迎え、満 3 歳になれば 1 号認定を申請し受給できます。
ただし、基本保育料は満３歳の誕生日の翌月から１号認定の基本保育料となります。

《 追加希望給食 》

※幼稚園コース対象

・給食選択制について
※別紙申込書 新年度になり配布(対面式)
基本的に年間でコースを選択していただきますが、変更は学期ごとに受付いた
します。※金額は年額を月割で計算したもの(夏休み等も同額支払い)
火曜日
追加コース
食育費 3,300 円＋1,100 円＝４,４00 円／月
火・金曜日追加コース
食育費 3,300 円＋2,200 円＝５,５00 円／月
・選択コース開始時期について
４月は全員対象の給食が中心となりますので、選択コースは５月より実施いた
します。
・特例について
「お母様が当日の朝、具合が悪くなりお弁当が作れない」といった緊急な場合
は、5 食分程度の給食は対応できますので、園へ朝９時までにご連絡下さい。
１食３３０円で給食を提供いたします。

【３】

《 アレルギー食対応 》

※全園児対象

・アレルギー食対応について
医師の証明印のある「食べ物アレルギー除去食指示書」を提出していただきます。
有効期限は６ヶ月ですので、年に２回提出していただきます。
給食は指示書に従って対応します。

《 バス利用 》

※１・２号対象

園から自宅位置が半径３ｋｍ未満と以上で料金が異なります。
兄弟で利用される場合は、下のお子様の利用料金から 1,000 円減額いたします。
片道のみ利用される方も 1,000 円減額いたします。

《 その他の実費徴収費 》

※全園児対象

入園時 制服・体操服・個人道具一式
進級時 追加制服・体操服・個人道具一式
年長児 バス旅行積み立て（月々1,000 円×6 ヶ月）
その他 歓迎遠足代、写真代など随時

《 父母の会会費 》

※全園児対象

認定こども園若草幼稚園では、在籍の全園児の方に「父母の会」に加入いただいておりま
す。父母の会役員を中心に、園行事の支援や父母の会主催の「親子で楽しめる企画」をし
て頂いています。
会費は月 400 円を父母の会が徴収しています。
※５月の父母の会総会以降に納入袋を渡します。

《 園納金口座振替について 》

※全園児対象

◎園納付金は、西日本シティー銀行の口座振替となります。
入園決定後、銀行へ口座振替依頼書の提出をお願いします。
◎基本的に毎月 25 日、翌月７日(休日と重なる時は翌日か翌々日)
たとえば 4 月 25 日に口座へ入金がされなかった場合は、翌月 5 月７日までに各自の口座
に入金すると４月分が納入されます。
７日以降に口座に入金された場合は、翌月分として振り替えられますのでご注意ください。

【４】

《 預かり保育実施要領 》

※幼稚園コース対象

月～金曜日
預かり時間は１８：３０までとし、保護者のお迎えをお願いします。
預かり保育の開始時間は、保育時間終了 1 時間後です。
時間を過ぎますと、預かり保育に移行します。
＜例＞ １３：３０保育の場合 ⇒ １４：３０～預かり保育となります。
土曜日
基本的に両親就労の場合は預かり保育が利用できます。
預かり時間は７：３０～１８：３０とし、保護者の送り迎えをお願いします。
昼食は基本的に愛情弁当ですが、給食を注文することが出来ます。
（１食３３０円）
その場合は、土曜日預かり保育申し込みと一緒に給食も申し込んでください。
長期休暇
その都度、学期末に実施する期間をお知らせします。
預かり時間は７：３０より１８：３０までとし保護者の送迎をお願いします。
◎実施しない日〔年間行事予定表参照〕
日祭日・園行事の日、入園式・対面式・親子体操・わかくさまつり（バザー）・
運動会・学芸会の前日、新入園児の行事日、職員研修日は実施いたしません。
◎経費（おやつ代込み）
月～金曜日

一日 ２５０円

土曜日

一日 ６００円

通常月

３,５００円

長期休暇

一日 ６００円

※８月のみ

５，５００円

★月額利用代金の上限について★

例）250 円×20 日利用＝5,000 円ですが、
3,500 円となります。

◎申し込み方法
毎月発行する「ぐんぐんつうしん」の最後のページに申し込み用紙を添付しております
ので、前月末までに月単位でお申し込み下さい。
緊急の場合は当日電話でも受付けます。
※長期休暇の預かり保育の日程及び申込書はその都度配布します。
◎代金支払い方法
月末に預かり保育利用日数を集計して請求書を発行します。
代金を雑費袋で納入して下さい。

【５】

《 延長保育実施要領 》

※保育園コース・幼稚園コース対象

各自が認定された保育時間以外の時間は、延長保育となりますので
料金は実費徴収となります。
７:３０～８:３０ 延長保育【早朝】
対象者

２号・３号認定の保育短時間認定 及び ０号・１号認定の方

料

本園は無料としています。

金

１６:３０～１８:３０ 延長保育【夕方】
対象者

２号・３号認定の保育短時間認定

料

２００円（当日支払い）

金

※ご兄弟でも一人に付き２００円徴収いたします。
１８:３０～１９:００ 延長保育【夜】
対象者

全園児対象

料

５００円 (当日支払い)

金

※ご兄弟でも一人に付き５００円徴収いたします。
※職員配置の都合上、夜（１８:３０～）の延長保育を利用される場合は当日の朝
にお知らせください。
急に夜（１８:３０～）の延長保育を利用する場合は１８時までに幼稚園へ電話
でご連絡ください。

《 職員の体制 》

平成３０年度１０月１日現在

・理事長 安元大介

・園長 安元雅子

・保育教諭

・看護師

１名

・保育補助

５名

・栄養士(委託) １名

・調理師(委託)

３名

・バス乗務員

３名

・事務職員

・絵画講師(非常勤)１名

３０名

２名

《 学園の体制 》

理事

６名

・学園長 加藤昤子

監事 ２名

【６】

・体育講師(非常勤) ２名

評議員 １３名

