
令和４年（２０２２年）度   「認定こども園 上甲子園幼稚園」 入園要項 
 

① 募集人員 
 

学年 園児の生年月日 1号認定 2号認定 3号認定 認定なし 合計 

2歳児 

（満 3歳児） 

平成 31（2019）年 4月 2日～ 

令和 ２（2020）年 4月 1日まで 
― ― ２名 10名 １２名 

3歳児 
平成 30（2018）年 4月 2日～ 

平成 31（2019）年 4月 1日まで 
74名 ４名 ― ― ７８名 

4歳児 
平成 29（2017）年 4月 2日～ 

平成 30（2018）年 4月 1日まで 
13名 ２名 ― ― １５名 

5歳児 
平成 28（2016）年 4月 2日～ 

平成 29（2017）年 4月 1日まで 
若干名 若干名 ― ― 若干名 

② 願書受付        １０月１日（金） 本園で下記の枠別時間帯に、入園手続きを行ってください。 

1. 優先枠①：卒園児・在園児弟妹及び 「わくわく幼稚園」 在籍児対象：       午前８時から８時１５分まで 

2. 優先枠②：近隣地区徒歩通園者対象：                        午前１０時から１０時１５分まで 

尚、近隣地区とは、 中島町・天道町・二見町・甲子園口北町・甲子園口１～６丁目・戸崎町・ 

上甲子園１～３丁目・甲子園一番町・甲子園二番町・小曽根町１丁目 を指します。 

3. 一般枠③：近隣地区以外の地域で、バス利用者など対象：            午前１１時から１１時１５分まで 

注： 受付当日までは、ご近所迷惑となりますので、並ばない様ご協力をお願いします。 

③出願手続き   指定願書と 1号認定用支給認定申請書、同意書に記入・押印の上、入園料（入園受入

準備金、教育・保育・環境充実費 50,000円）・施設整備協力金（30,000円）、合わせて

80,000円を添えて、お申し込みください。 

☆ １号認定で入園希望 ： 園を通じ、１号認定申請書類をお渡しします。１０月１日、園で受付。 

☆ ２・３号認定で入園希望 ： 10月中旬頃に、西宮市役所にて入園申込みをして下さい。その際、入園申込

書の第 1希望欄には、「上甲子園幼稚園」と記入し、認定申請の手続きをしてく

ださい。 

【他市（西宮市以外から通園）より入園する場合】 

                居住地の市・町に申請する必要があります。詳細は居住地の市・町にお問い合わせください。 

１号認定： 夫婦のどちらか一方が就労している、あるいは、短時間の就労の世帯。 

お子さまが満 3歳以上で、教育を希望される場合。 

２号認定： 夫婦のどちらも就労している、または、ひとり親家庭。 お子さまが満 3歳以上で、 

「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合。 

３号認定： 夫婦のどちらも就労している、または、ひとり親家庭。 お子さまが満 3歳未満で、 

「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合。 

注 1：入園後、年度途中での１号認定から２号認定への変更は、定員の都合上、お受けできません。 

注 2：原則として、願書提出（入園手続き）後の、入園辞退による入園料等（入園受入準備金、教育・保育・

環境充実費）・施設整備協力金の返還は認めていませんが、転勤による転居で通園が出来なくなっ

た場合のみ、証明書提出に限り施設整備協力金（30,000円）のみ返金致します。 

本園の教育方針にご賛同とご理解の上、ご協力いただけるご家庭のお子様を募集しています 



④ 選抜方法          優先枠① は、順次受付。但し、定員枠を超える場合は抽選となります。 

優先枠② 、及び 一般枠③ は、定員までを抽選、と致します。 

※面接日：１０月６日（水）   詳細は別途通知いたします。 

                 ＊集団生活において、特別な配慮を要する事や体質等でご心配事がある場合は、事前にご相談ください。 

                 ＊面接の結果、やむを得ずお断りする場合もあります。 

⑤ 園 概 要 

建 物…鉄骨造４階建１棟(平成 25年築)、鉄骨造３階建１棟（平成 15年築） 

設 備…全館新耐震基準に基づいた園舎、冷暖房完備、給食設備完備 

保育時間…１号 認 定  午前９時２０分から午後２時（水曜日は正午まで） 

２・３号認定  短 時 間  午前８時から午後４時（８時間） 

２・３号認定  標準時間  午前７時から午後６時（１１時間） 

土曜日は希望者のみとなります。（有料。日・祝日は休園） 

※知能開発（SI遊び）ﾓﾃﾞﾙ幼稚園の指定園（教材使用） 

外部講師…専任講師による絵画・音楽及び体育の定期的指導 

給 食…毎週、月・火・木・金（週４回の完全調理給食）（１号認定児） 

課 外…課外レッスンとして、学研プレイルーム・音楽・体育・書道・美術教室など。 

子育て支援…在宅児及び未就園児を対象にした「わくわく幼稚園」開設。  

そ の 他…本園の保護者会教育研究機関として、親子学級を併設。 

⑥ 保育日及び保育時間 

《１号認定児の保育日》 

・月曜日～金曜日、土曜日(行事日のみ) （日曜、祝日は休み） 

・第 １学 期…４月８日前後～７月２０日前後（夏休み…７月２０日前後～８月３１日） 

・夏 季保育…８月下旬に４日間 

・第 ２学 期…９月１日～１２月２０日前後（冬休み…１２月２１日～１月７日前後） 

・第 ３学 期…１月８日～３月１９日前後（春休み…３月２０日～４月７日前後） 

・長期休み期間中も預かり保育を実施しています。（盆・年末・年始を除く） 

《２号・３号認定児の保育日》 

・月曜日～金曜日、土曜日(行事日のみ) （日曜、祝日は休み） 

・夏 季保育…８月下旬に４日間 

・長期休み期間中も預かり保育を実施しています。（盆・年末・年始を除く） 

《保 育 時 間》 

   ・１号 認 定 児 ………………………… 9：20～14：00 （４月は 9：20～12：00） 

   ・２・３号認定児 短時間（８時間）………… 8：00～16：00 

   ・２・３号認定児 標準時間（１１時間）……… 7：00～18：00 

⑦ 預かり保育    （料金については、令和３年度実施分に準じます） 

※ご希望の方は、園児をお預かりいたします。 

※平日や土曜日（休園日）に、午後６時までの延長託児と、日曜日や盆・年末年始を除く、 

毎日午前７時から午後７時までの延長拡大コースも開設しています。 

但し、いずれも８０名まで。 

・開園時間………………………  7：00～19：00まで 

・１号認定児……………………  7：00～ 8：15  ／  14：00～19：00  (有料) 

・２・３号認定短時間児…………  7：00～ 8：00  ／  16：00～19：00  (有料) 

・２・３号認定標準時間児……… 18：00～19：00  （有料) 



⑧ 入園時諸経費 

       〔 １号、２号、３号認定児 共通 〕 

   １．入園料（入園受入準備金、教育・保育・環境充実費）  
……………  50,000円 (入園時のみ) 

２．施設整備協力金(入園時、及び進級時)  …………  30,000円/年 

３．制服代等、約 27,000円（2月下旬代金引換）（令和５年度 体操服のリニューアルを予定） 

４．新学期用品代、約 10,000円（2月下旬代金引換） 

５．バス後援費 （希望者のみ、申込時）   ……………  5,000円/年 

⑨ 毎月納入金 

※保育料については、令和元年１０月からの幼児教育無償化制度により、満３歳

児以上の園児（１号認定児、２号認定児）は、無償となります。 

※３号認定児（２歳児での保育認定）は、市が定める保育料がかかります（右表参照）。 

※認定なしの園児（３号認定児ではない２歳児）……保育料は、25,700円/月です。 

（誕生日が来て満３歳になると１号認定児となり、無償化の対象となります。） 

※無償化の対象となる保育料には、給食費、雑費、設備費、バス送迎費などは

含まれておりません。 

《１号認定児》  市が定める保育料  ・ ・ ・  無償 

令和元年 10月からの幼児教育無償化制度により、満３歳以上の園児は、国が２５，７００円

までを、補助する限度額としているため、本園では設定保育料が２５，７００円で限度内にな

りますので、保育料は 0円 となります。令和４年度において、本園では無償化の範囲を超

える分の保育料の上乗せ徴収はありません。 

[１号認定児 月々の納入金] 

         ☆保育料 ………… 0円 （令和元年１０月より施行の幼児教育無償化制度により、満３歳児以上は保育料無償） 

         ☆給食費 ………… 3,500円/月 （年間で 120食の給食費を 12ヶ月で割っています。） 
                       《 主食費（ごはん、麺など） 1,000円 + 副食費（おかず） 2,500円 》 

＊年収 360 万円未満相当の世帯、及び、全世帯層の第３子以降の園児は、副食費 0 円 
＊1 号認定児における第 3 子とは、小学 3 年生までの子どもで、最年長の子どもから 3 人目以降  

＊年度末（３月度）に、一年間の給食の実施数を考慮して、給食費を調整する場合があります 

☆教育活動費 …… 2,500円/月 （特色保育として外部講師費、行事、教材、絵本代等） 

         ☆送迎バス …………… 申込時後援費（保険代他）5,000円/年  3,500円/月 利用者のみ 

         ☆独立行政法人日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」掛け金 …… 200円/年 (保護者負担金) 

         ☆遠足代 ……………… 都度、別途実費徴収 

         ☆保護者会費 ………… 300円/月 （令和３年度の場合）※保護者会費は毎年保護者会総会で決定されます。 

         ☆アルバム代 ………… 10,000円/年  年長児のみ 

＊上記の給食費・教育活動費・送迎バス代（利用者のみ）は、ゆうちょ銀行にて、自動振替で毎月納入していただきます。 

  



《２号認定：満３歳以上対象》 《３号認定：満３歳未満》 市が定める上限保育料 （令和３年の場合） 

階層区分 
 ２号認定 ３号認定 

推定年収 
保育標準時間 

（11時間） 

保育短時間 

（8時間） 

保育標準時間 

（11時間） 

保育短時間 

（8時間） 

生 活 保 護 世 帯  ０円 ０円 ０円 ０円 

市民税非課税世帯 

（母子・父子世帯等） 
～２６０万円 ０円 ０円 ０円 ０円 

所得税非課税世帯 

（上記以外の世帯） 
～２６０万円 ０円 ０円 ０円 ０円 

市民税所得割課税額 

４８，６００円未満 
～３３０万円 ０円 ０円 １０，４００円 １０，３００円 

市民税所得割課税額 

４８，６００円以上 

９７，０００円未満 

 

～４７０万円 
０円 ０円 １６，５００円 １６，３００円 

０円 ０円 ２４，０００円 ２３，７００円 

市民税所得割課税額 

９７，０００円以上 

１６９，０００円未満 

 

～６４０万円 
０円 ０円 ３５，６００円 ３５，１００円 

０円 ０円 ３９，１００円 ３８，６００円 

市民税所得割課税額 

１６９，０００円以上 

３０１，０００円未満 

 

～９３０万円 
０円 ０円 ５１，７００円 ５０，９００円 

０円 ０円 ５６，２００円 ５５，４００円 

市民税所得割課税額 

３０１，０００円以上 

３９７，０００円未満 

 

～1,130万円 

 

０円 

 

０円 

 

６９，８００円 

 

６８，８００円 

市民税所得割課税額 

３９７，０００円以上 
1,130万円～ ０円 ０円 ８４，４００円 ８３，１００円 

※上記表 保育標準時間：11時間  保育短時間：8時間 の保育時間です。 

※上記表 ３号認定児の保育料には、食費が含まれています。 

＊同じ世帯から、就学前児童までの範囲において、保育所や幼稚園などに通っている場合、最年長の子どもから 

順に、２人目の園児は上記の半額、３人目以降については 0円とする。 

[２・３号認定児 月々の納入金] 

☆保育料 …………… 上記の表を参照し、市が所得に応じて設定した額 
（令和元年１０月より施行の幼児教育無償化制度により、満３歳児以上は保育料無償） 

         ☆給食費（2号認定児のみ） ＊３号認定児（満３歳未満）は、保育料の中に食費が含まれています。 

 ………… 6,300円/月 （年間で 216食の給食費を 12ヶ月で割っています。） 
                         《 主食費（ごはん、麺など） 1,800円 + 副食費（おかず） 4,500円 》 

給食は、月～金曜日の週５回 
＊年収 360 万円未満相当の世帯、及び、全世帯層の第３子以降の園児は、副食費 0 円 
＊２号認定児における第 3 子とは、就学前の子どもで、最年長の子どもから 3 人目以降 

＊年度末（３月度）に、一年間の給食の実施数を考慮して、給食費を調整する場合があります 

         ☆教育活動費 ……… 2,500円/月 （特色保育として外部講師費、行事、教材、絵本代等） 

         ☆送迎バス ………… 申込時後援費（保険代他）5,000円/年  3,500円/月  利用者のみ 

         ☆独立行政法人日本スポーツ振興センター 「災害共済給付制度」 掛け金 …… 200円/年 (保護者負担金) 

         ☆遠足代 …………… 都度、別途実費徴収 

         ☆保護者会費 ……… 300円/月 （令和３年度の場合）※保護者会費は毎年保護者会総会で決定されます。 

         ☆アルバム代 ……… 10,000円/年  年長児のみ 

＊上記の保育料・給食費・教育活動費・送迎バス代（利用者のみ）は、ゆうちょ銀行にて、自動振替で毎月納入していただきます。 


