
                                                                                         学校法人  湯目学園 

認 定 こ ど も 園 

２０２３年度   募 集 要 項  開進幼稚園 
  
【募集対象及び募集人員】  
  ４年保育（幼少児２歳児 令和２年４月２日～令和３年４月１日出生）‥１５名程度‥‥１ｸﾗｽ予定 

３年保育（年少児３歳児 平成 31 年４月２日～令和２年４月１日出生）‥２０名程度‥‥進級児含め 60 名 3 ｸﾗｽ予定 
   ２年保育（年中児４歳児 平成 30 年４月２日～平成 31 年４月１日出生）‥若干名‥‥‥‥進級児含め 60 名 2 ｸﾗｽ予定 
 （注意 1）４年保育は、４月から２歳児定期保育児として入園していただき、お誕生月の翌月から正式な幼稚園児（満３歳児）となります。 

      以後、「２歳児」との表記は、「満３歳児」及び「４年保育入園児」と同じであるとお考えください。 

(注意 2）2歳児以外は「1号認定」と「2号認定」の別があり、合計の募集人数です。詳しくは別紙をご覧ください。 

【願 書 提 出】【認 定 申 請】 10 月 24日（月曜日）までに次の書類を期日内に提出下さい。  

※２号認定希望の方は基本的に 10月 14日(金)までに提出下さい。 

①「入園願書」②「返信用面接通知はがき」③「認定申請書※」④２号認定希望の方は「就労証明書」に、それぞれ必要事項を記入の上、

開進幼稚園まで郵送してください。（直接お持ちいただいても結構です。）幼稚園から、10 月 28 日までに「返信用面接通知はがき」に面

接時間を記入して郵送します。 

※「認定申請書」について‥‥１号認定(教育標準児)希望の方は、ピンクの用紙「町田市子ども子育て支援法に基づく認定申請書」 

 ２号認定(保育認定児)希望の方は、グリーンの用紙「町田市子どものための教育・保育給付支給認定申請書兼保育の利用申込書」 

※１号認定児の中で新 2 号認定を希望される方は、このほかに必要書類がありますのでお申し出ください。 

※２号認定児希望の方は、「保育の利用申込書」欄の希望する保育所等には、第一希望のみ記入ください。（認定こども園は優先になります。）

何がしの都合で認定されなかった場合は、4 月は教育標準児（1 号認定）として入園することになります。5 月からは認定要件を満たして

いれば月単位で変更可能です。 

【受 付 ・ 面 接】１１月１日(火)の指定された時間に、お子さまと一緒にご来園ださい。 

＊受付‥‥「面接通知はがき」を受付に提出下さい。受け付け後、発育調査・面接を行います。 

＊持ち物‥‥‥お子さんの上履き（保護者の方も上履きをお持ちください｡) 

＊発育調査と面接は、特に難しい調査をするわけではありません。お子さんには「先生と遊んだりお話をしに、幼稚園にいこうね。」と言って、

必要以上に緊張させないように配慮ください。(お子さんの上履きは外靴を洗ってお持ちいただいて結構です。) 

【入園許可証交付】発育調査・面接終了後、入園許可証をお渡しします。 

    ※再面接を必要とする方は、当日中に入園許可証をお渡しできないこともあります。 

【入 園 手 続】入園許可証交付後から、当日の午後 3 時までに手続きを完了してください。 

  ※都合の悪い方は、園に必ず連絡をお願いします。（連絡がない場合は辞退とみなしますが、辞退をする場合も連絡をお願いします。） 

【手 続 き 方 法】入園許可証に入園準備費を添えて入園手続きをしてください。 

 4 年保育・3 年保育・2 年保育 備    考 

入園準備費 ３０，０００円 
いったん納入したものは、原則としてお返しいたしません。ただし 

2023 年 3 月までに他地区へ転居のときは、お申し出ください。 

【毎月の諸費用】 

月額納付金 

年齢は４月１日 

の年齢 

基本 

保育料 

特定負担額 保護者補助金 
補助額は世帯状況に

より増額されます｡ 

納付金合計 
特別教育費 食材費(給食) 

1 号認定 

(新２号認定) 
教育標準児 

3 歳～5 歳児 
無償 ５，０００円 ３，８００円 △１，８００円 ７，０００円 

2 歳児(満 3歳誕生翌月～) 

2 歳児（満 3歳誕生月迄） 25,700 円 ５，０００円 ３，８００円  ３４，５００円 

２号認定 
保育標準児 

保育短時間児 
3 歳～5 歳児 無償 ６，０００円 ６，７００円 

 
１２，７００円 

 ＊《食材費について》月～土まで給食を実施しますが、月１回お弁当の日があります。（希望者は実費で給食も取り扱います｡） 

   給食は、保育活動の一環として考えさせていただくため、お休みをした場合も返金はいたしません。（1 ヶ月以上の休園者には、別途返金規

定に基づきお返しします。）また年間の食材費を月わりにしたものですので、8 月分も徴収いたします。 

＊園外保育費用や行事で使用する個人用品は、実費徴収いたします。 

＊上記以外に、保護者会で保護者会費（2022 年度は年少以上が年 2,100 円、２歳児が年 1,050 円）及び年長は卒園準備費を徴収しております。 

＊保護者補助金は、世帯状況によって増額されます。詳しくは町田市発行の「入園のしおり」をご覧ください。 

＊町田市には給食費の免除規定があります。詳しくは町田市発行の「入園のしおり」をご覧ください。 

【通園バス費用】  

    送迎（往復乗車）月 3,300円  行きまたは帰り（片道乗車）月 2,200 円 

４時ﾊﾞｽ（午後 4時 15 分発送り）曜日指定で週 1 日乗車につき月額 550円 

※年間のバス費用を月わりにしたものですので、８月分も徴収します。 
※バス利用形態の変更は、原則として半期ごとにしかできません。(前期 4月～9月・後期 10 月～3月) 

送迎時間は幼稚園で作成し年度初めにお知らせしますが、平等を図るため、前後期で変更されます。 

※幼稚園の保育日以外は、バスの運行はありません。（夏冬春の休み中や土曜ｷｯｽﾞ日また、特別な行事日の運行はありません。） 

【保育用品代及び制服代】 

保育用品代及び制服代は、４月に届け出の口座より、口座振替いたします。(2022 年度は、全部購入して３年保育で約 22,000 円位，２年保育

は約 40,000 円位でした。） 

※年少児以下の園児は、制服を着用しません。年中進級時に購入していただきます。 

※当園指定の用品類をお持ちの方は、そのままお使いいただけます。 

【キッズクラブ(預かり保育)利用料】 

利用時間 
１号認定及び新２号認定 ２号認定 

２歳児 ３歳児~５歳児 保育短時間 保育標準 

午前 7 時半～午前８時半 ２２０円 

 

１１０円 

３５０円 

３５０円 

３５０円 

３５０円 

 

 

１１０円 

 

通常保育 

午前８時半～午前 11 時半 

 

８００円 ４００円 通常保育 通常保育 

午前 11 時半～午後２時(１時) ８００円 ４００円 通常保育 通常保育 

午後２時(１時)～午後４時半 ８００円 ４００円 通常保育 通常保育 

午後４時半～午後６時半 ８００円 ４００円 ４００円 通常保育 

※2 歳児は満 3 歳の誕生月までは、8 時半～4 時半までの利用とさせていただきます。 

＊２号保育短時間児は、午前 8 時半から午

後 4 時半以外の利用をすると、左記の表

の利用料が発生します。 

＊土曜ｷｯｽﾞｸﾗﾌﾞは、2 号認定児のみ利用す

ることができますが、1 週間前までに予

約が必要になります。 
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