
令和３年度入園見学会資料

入園に関する手続き・費用について



貢川幼稚園は

『幼稚園型』です。

貢川幼稚園は

『生後１０ヶ月から』です。

認可保育所が幼稚園的な機能を備えるようにして認定こども園の役割を果たす

タイプ

認可幼稚園が保育時間を確保するなどの保育という機能を備えるようにして

認定こども園の役割を果たすタイプ

幼稚園・保育所ともに認可のない地域において、幼児教育と保育をともにおこなうこ

とで認定こども園の役割を果たすタイプ

利用希望者が直接認定こども園に申込みます。

認定をうけるための申請書を市町村に提出し、市町村が認定をおこないます。

詳しくは次ページへ

幼稚園の特長

・幼児教育

・３歳～就学前

までの子ども

保育所の特長

・保育

・０歳～就学前

までの子ども

認
定
こ
ど
も
園
は

両
方
の
メ
リ
ッ
ト
を

活
か
し
た
施
設
で

都
道
府
県
が
認
定
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※各市町村のホームページ等でご確認ください。

甲府市のホームページに載っています。

次ページ

『１号認定』

参照

次ページ

『２号認定

３号認定』

参照

保育標準時間利用 就労時間：月１２０時間以上 利用時間：１１時間

保育短時間利用 就労時間：月４８時間以上１２０時間未満 利用時間：８時間

※ 勤務時間プラス通勤時間が、保育の時間となります。

保育認定（2号・3号）に当たっては、保護者（父母）のいずれもが、次のいずれかの事情により保育が必要な
状態であることが必要です。

居宅外労働 居宅外で労働することを常態としている場合
常勤・パート・自営業等
（月４８時間以上従事）

居宅内労働 居宅内で日常の家事以外の労働をする場合
 内職・自営業等
（月４８時間以上従事）

妊娠・出産 妊娠中であるか、出産直後の場合
産前２ヶ月・出産月１ヶ月・
産後２ヶ月の計５ヶ月程度

保護者の傷病等 傷病や心身に障がいのある場合 診断書等の内容による

同居親族の介護・看護等
傷病や心身に障がいのある同居親族を
常時介護している場合

診断書等の内容による

災害等
震災･風水害･火災･その他の災害の復旧に
当たっている場合

申請内容による

求職活動中 求職活動を継続的に行っている場合 ９０日（上限）

就学 学校または職業訓練学校に在学している場合 就学時間による

その他 市長が特に必要と認めた場合 虐待・ＤＶの恐れがある場合等　

保育所入所要件(保育が必要な事由）

居住地の市町村長が特に必要と認めた場合

２号・３号認定の場合、甲府市に住民票があるお子様

が優先されます。（当園の所在地が甲府市であるため）
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　入園までの流れ

＜ １号認定 ＞ ＜ ２号認定・３号認定 ＞

１号認定
認定こども園
貢川幼稚園

保護者 市町村

９月１２日（土）

９月１７日（木）

１０月１日（木）～
入園願書配付
（入園願書提出予備調査票配付）

（優入園申込書配付）

優先入園受付 優先入園申し込み（※１）

入園願書提出予備調査票

　受付

「入園願書提出予備調査票」

　提出（※２）

１０月１５日（木） 優先入園申込締切

１０月１９日（月）
優先入園以外受入数

　ホームページ公開

１０月２３日（金） 入園願書提出予備調査締切

１０月２６日（月）～
　１０月３０日（金）

予備調査票提出者に連絡

１１月２日（月） 入園内定 「入園願書」提出

１号認定申請書配付

「１号認定申請書」提出

１号認定申請書とりまとめ

１１月２８日（土）

認定（１号）

１月２３日（土）

４月 入園

※１ 優先入園は、①在園児の弟妹 ②卒園児の弟妹 ③卒園生の子 ④学校法人理事、評議員等役員の子・孫

　　 優先入園に該当する方は、「優先入園申込書」を期日までにご提出ください。

　　 優先入園に該当する方は、「入園願書提出予備調査票」の提出は不要です。

※２ 願書提出予定人数を事前に集計し、予備調査票をご提出いただいた方に状況をお知らせするために

　　 使用します。優先入園に該当しない方は、こちらを期日までにご提出ください。

入園見学会①

入園見学会②

入園決定（重要事項説明）、一日入園

制服・物品配付と説明

入園面接、制服・物品注文

２号認定

３号認定
認定こども園
貢川幼稚園

保護者 市町村

９月１２日（土）

９月１７日（木）

１０月～
各市町村から２号認定・３号認定

　を受けるための申請用紙を

　もらう（※１）

１０月２１日（水）～
募集がある場合（※２）

入園希望調査書配付

「入園希望調査書」提出（※３）

「認定申請・利用申請書」を

　確認のために提出（※４）

～１１月上旬 「認定申請・利用申請書」提出

認定審査

利用調整

利用施設結果通知受領
認定（２号・３号）

利用施設内定

入園願書配付

１月頃 入園内定 「入園願書」提出

２月２７日（土）

利用料の決定

４月 入園

※１ お住まいの市町村の広報・ホームページをご覧ください。

※２ ２号認定は、１号認定の希望者が募集人数以上となる場合には募集がありません。

※３ 市町村に認定申請・利用申請書を提出する前に、幼稚園に提出してください。

　　 これは、入園を約束する書類ではありません。

※４ 認定申請・利用申請書に不備がないか、市町村に提出する前に幼稚園で確認をさせていただきます。

　　 入園希望調査書と一緒に、幼稚園に書類をお持ちください。

※５ 甲府市内の認定こども園の場合、甲府市に住民票があるお子様が優先されます。

入園見学会①

入園見学会②

入園面接、入園決定（重要事項説明）、一日入園

制服・物品購入

２号・３号認定の

場合、幼稚園の

所在地である甲

府市が調整・決

定します。（※５）

１号認定の場合、

幼稚園が入園を

決定します。

居住地は関係な

く、幼稚園の利用

定員をもとに募集

人数まで入園が

可能です。

3



　　教育・保育時間と保育料について

クラス年齢 １号認定 ２号認定
５歳児 ５歳 ５歳 年長

４歳児 ４歳 ４歳 年中

３歳児 ３歳 ３歳 年少

２歳児 満３歳
１歳児
０歳児

　　・１号認定の場合は、教育標準時間（４時間）を基本にＡＭ８：３０からＰＭ３：００までの利用が可能です。

　　・２号・３号認定で、就労を理由とする場合は、就労時間により、市町村で行う認定が「保育短時間」と「保育標準時間」の２つに分けられます。

保育短時間 パートタイム就労（１ヶ月当たり４８時間～６４時間）を想定し、ＡＭ７：３０からＰＭ５：００までの利用が可能です。

保育標準時間 フルタイム就労を想定し、ＡＭ７：３０からＰＭ６：３０までの利用が可能です。

　　・令和元年１０月から幼児教育・保育が無償化されています。３～５歳の全ての子ども、満３歳１号認定の子ども、０～２歳の住民税非課税世帯の子どもについて、
　　　保育料が無料となります。

保育料以外の実費として徴収する費用（給食費、行事関係費、スクールバス利用料等）については、無償化の対象外となります。

　　・認定時間外保育料の一部無償化も、令和元年１０月から実施されています。

保育の必要性がある旨の認定を市町村から受けた年少以上の１号認定の子どもが対象となります。
満３歳児１号認定の場合は、住民税非課税世帯の子どもが対象となります。
預かり保育料のうち、1日４５０円、1ヶ月１１，３００円までが無償化の対象となります。
おやつ代は無償化の対象外となります。

　①　年齢区分

３号認定 生年月日 備　　考
H27年4月2日～H28年4月1日 幼

児
組

H28年4月2日～H29年4月1日
H29年4月2日～H30年4月1日

7:30

　②　認定別教育・保育時間

8:30 10:00 14:00

２歳 H30年4月2日～H31年4月1日
 ３歳
 未満児組

３歳になっても、保育のクラスは変わりません。

１歳 H31年4月2日～R2年4月1日
０歳 R2年4月2日～ １０ヶ月から入園可能となります。

15:00

４時間

8:30 10:00 14:00 16:30  17:00

８時間

10:00 14:00 18:30

　１１時間

　③　幼児教育・保育の無償化について

7:30

甲府市・甲斐市・

昭和町は、

１ヶ月４８時間以上
（従来は、８０時間程度）

３歳の誕生日前日に２号認定されます。

３号認定から２号認定に変わっても、

保育料は３号認定時と変わりません。

３歳の誕生日の翌月以降に、１号認定

を受けて２歳児クラスに入ります。
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保育認定 年齢 時間

１号認定 満３～５歳 教育標準時間 ２００円
　　 /回

３～５歳 保育短時間 ２００円
　　 /回

３～５歳 保育標準時間

０～２歳 保育短時間 ２００円
　　 /回

０～２歳 保育標準時間 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市町村の基準による保育料（住民税非課税世帯は無料）

保育認定 年齢 時間

１号認定 満３～５歳 教育標準時間

３～５歳 保育短時間 ※スクールバスは、運行いたしません。

３～５歳 保育標準時間

０～２歳 保育短時間

０～２歳 保育標準時間

　　　　　　　　　　長期休業期間は、小学校とほぼ同じ期間です。　　長期休業中（夏の幼稚園・２学期準備保育を除く）は、スクールバスは運行いたしません。

　　　　　　　　　　長期休業期間中の欠席は、欠席日数としてカウントされません。　また、長期休業中（夏の幼稚園・２学期準備保育を除く）の保育は、家庭で保育できる方がどなたもいない場合に限ります。

保育認定 年齢 時間

１号認定 満３～５歳 教育標準時間 夏の幼稚園（８月上旬）・２学期準備保育（８月下旬）を除く

３～５歳 保 育 短 時 間 ２００円
　　 /回

３～５歳 保育標準時間 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保育料無償化により無料

０～２歳 保 育 短 時 間 ２００円
　　 /回

０～２歳 保育標準時間 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市町村の基準による保育料（住民税非課税世帯は無料）

　※１号認定で、やむを得ない事情により、家庭で保育できない場合は、以下の保育料で臨時に保育いたします。（土曜日を除く）

２００円
　　 /回

２００円/回 　　　　　　　　　　　　　保育料無償化により無料

２号認定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保育料無償化により無料

　④　保育料・認定時間外保育料（月～金曜日）

8:30 15:00 17:00

２００円/回＋
おやつ５０円/回

２００円/回 ２００円/回

18:00 18:3016:00

２００円/回

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保育料無償化により無料

7:30

8:30 12:30

３号認定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市町村の基準による保育料（住民税非課税世帯は無料）

　⑤　保育可能時間と保育料（土曜日）

２００円/回

7:30

３号認定
市町村の基準による保育料（住民税非課税世帯は無料）

市町村の基準による保育料（住民税非課税世帯は無料）

　⑥　長期休業（春・夏・冬休み）の保育時間と保育料

おやすみ

２号認定
保育料無償化により無料

保育料無償化により無料
※土曜保育の認定がされている方のみを対象としています。

（注）土曜保育を実施する日は、年間予定表にてお知らせします。
　　　（２０１９年度、令和２年度は利用者がいない状況となっています。）

おやすみ

２号認定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保育料無償化により無料

8:30 17:00

２００円/回

18:00 18:307:30

２００円/回 ４００円/回 ４００円/回

例）認定時間外保育料は、ＡＭ８：３０～ＰＭ５：００利用の場合、１，２００円＋おやつ代５０円になります。

３号認定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市町村の基準による保育料（住民税非課税世帯は無料）

8:30 12:00 15:00 17:007:30

２００円/回

16:00 18:00 18:30

２００円/回＋
おやつ５０円/回

２００円/回 ２００円/回
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 　令和３年度 入園手続き後に係る費用について

　

納付時期 内　容 納付金額 納入単位 対　象 備　　考

入園申請時 Ａ 入園事務手数料 4,000円 １回 全園児 ※特記事項①

１月下旬 Ｂ 制服・入園用品 個人別 １回 全園児 制服・ジャージ・はさみ等の用品

Ｃ 特定職員人件費 12,000円 年 全園児 特定職員人件費…警備・駐車場整理・英語指導等、保育料に含まれない

　　　　　　　　　　　　職員の人件費　　　※特記事項②

Ｄ 保険料 1,000円 年 全園児 団体障害保険料（保険料は、改定になる場合があります。）

E 新年度用品 個人別 年 全園児 おたより帳・名札・カラー帽子等

Ｆ 保育料 個人別 月 全園児 ※特記事項③

Ｇ 温水プール維持費 1,000円 月 年長・年中・年少 温水プールの維持に係る費用

Ｈ 給食費 400円 １食 １・２号認定 主食＋副食分　　該当月の給食実施回数分（４００円×○食）　　※特記事項④

Ｉ 教材費 600円 月 ２歳児以上 教育活動に関わる教材で、個人のものとなる物品の費用　　※特記事項⑤

Ｊ 冷暖房費 200円 月 １号認定 冷暖房に係る費用を１２ヶ月に分割した金額

300円 月 ２・３号認定 冷暖房に係る費用を１２ヶ月に分割した金額　　※特記事項⑥

Ｋ 行事関係費 700円 月 全園児 行事の際の材料・土産・駐車場借用料等の費用　　※特記事項⑦

Ｌ 講師指導料 1,200円 月 年長・年中・年少 水泳・体育講師料９００円＋ガード・フラッグ・合奏指導料３００円

Ｍ スクールバス利用料 3,000円 月 利用者 片道利用の場合１５００円　　　※特記事項⑧

Ｎ 認定時間外保育料・おやつ 個人別 月 利用者 認定時間外保育料：利用時　　おやつ代：月単位（５０円/食）

Ｏ アルバム積立金 300円 月 全園児 アルバムに貼る写真の積立　年度末精算

Ｐ ＰＴＡ会費 150円 月 全園児 ５月～２月　　　※特記事項⑨

Ｑ 尿・寄生虫検査料 個人別 ２回 受検者 令和２年度の検査料（１回分）は、尿２４２円、寄生虫２６４円

Ｒ 遠足参加費 個人別 １回 参加者 令和元年度は、遠足参加費親子１組約７，９１０円、年長キャンプ参加費７,０００円

※　この費用は、令和３年度に係るものです。令和４年度以降、改定になる場合があります。その場合は、あらためてお知らせいたします。

毎月

実施月

毎年４月
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　　　　　　　特記事項

①Ａ.入園事務手数料について
　　　入園申込書と一緒に納入してください。入園取り消しの場合も返金いたしません。

②Ｃ.特定職員人件費について
　　　年度の途中で退園した場合は、退園月以降の分を月割りで返金いたします。

③Ｆ.保育料について
　　　１号認定、２号認定…保育料は無料となります。
　　　３号認定…保育料は、お住まいの市町村、世帯収入、家族状況（兄弟の有無等）、認定の種類によって異なります。
　　　　　　　　詳細は、お住まいの市町村にお尋ねください。　※住民税非課税世帯については、保育料は無料となります。
　　　長期休業のある月も、保育料は同額です。

④Ｈ.給食費について
　　　給食の内容は、基本的に全員同じですが、保育認定の違いにより納付していただく金額が違います。

　　　１号認定・２号認定…給食費（主食と副食）は個人負担となります。　 ※主食費：７０円　　副食費：３３０円　

　　　　　　　　　　　　４００円/１食　　（月・火・木・金曜日）　　　　※年収３６０万円未満相当世帯、第３子以降は副食費が無料になります。　
　　　　　　　　　　　　３３０円/１食　　（水曜日）

　　　　　　　　　　毎週火曜日は、「お弁当の日」です。（調理パンの注文も可能です。）お弁当持参の場合は、４００円/１食 減額いたします。
　　　　　　　　　　毎週水曜日は、白ごはんを持参してください。

　　　　　　　　　　長期休業中の給食は、外部委託する場合があります。その場合も、給食費は上記の通りです。

　　　３号認定…給食費は、主食・副食費が、市町村で決められた保育料に含まれていますので、個人負担金はありません。

　　　給食費は、給食実施回数分の金額になります。欠席しても減額にはなりません。
　　　夏季長期休業中の給食費は、実食分をご負担いただく予定となっています。

⑤Ｉ.教材費について
　　　折り紙・色画用紙等

⑥Ｊ.冷暖房費について
　　　　　　　保育時間の違いから、１号認定…２００円/月、 ２・３号認定…３００円/月となります。　　

⑦Ｋ.行事関係費
　　　星まつりの縁日・運動会のメダルや風船・クリスマス会のプレゼント・ひなまつりの衣装代等と、行事の際の駐車場借用料など
　　　全員が対象になります。

⑧Ｍ.スクールバス利用料
　　　スクールバスの利用は、年少以上の園児を対象といたします。
　　　長期休業のある月も利用料がかかります。

⑨Ｐ.ＰＴＡ会費
　　　令和３年４月のＰＴＡ総会で決定されます。（令和元年度…年間１，５００円、令和２年度…年間１，２００円）
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別表　年齢別毎月かかる経費〔令和３年度〕

＜１号認定＞

Ｆ 保育料 無料 Ｆ 保育料 無料

Ｇ 温水プール維持費 1,000円 Ｈ 給食費 400円×○食
Ｈ 給食費 400円×○食 330円×○食 水曜日

330円×○食 水曜日 Ｉ 教材費 600円
Ｉ 教材費 600円 Ｊ 冷暖房費 200円
Ｊ 冷暖房費 200円 Ｋ 行事関係費 700円
Ｋ 行事関係費 700円 Ｎ 認定時間外保育料 一部無償化対象者あり 利用者のみ

Ｌ 講師指導料 1,200円
Ｍ スクールバス利用料 3,000円 利用者のみ

Ｎ 認定時間外保育料 一部無償化対象者あり 利用者のみ

＜２号認定＞ ＜３号認定＞

Ｆ 保育料 無料 Ｆ 保育料 市町村基準

Ｇ 温水プール維持費 1,000円 Ｉ 教材費 600円
Ｈ 給食費 400円×○食 Ｊ 冷暖房費 300円

330円×○食 水曜日 Ｋ 行事関係費 700円
Ｉ 教材費 600円 Ｎ 認定時間外保育料

Ｊ 冷暖房費 300円
Ｋ 行事関係費 700円
Ｌ 講師指導料 1,200円 Ｆ 保育料 市町村基準

Ｍ スクールバス利用料 3,000円 利用者のみ Ｊ 冷暖房費 300円
Ｎ 認定時間外保育料 Ｋ 行事関係費 700円

Ｎ 認定時間外保育料

＜その他預かり金等＞

Ｏ アルバム積立金 300円 ４～３月

Ｐ PTA会費 150円 ５～２月

保育短時間利用者のみ

全園児

３歳・４歳・５歳 満３歳

保育短時間利用者のみ

保育短時間利用者のみ

０歳・１歳

３歳・４歳・５歳 ２歳
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☆★　３歳児　★☆

※令和２年９月時点の価格です。金額を変更する場合があります。

【　制服　】 【　用品　】

金　額 金　額

9,800 てんとう虫型名札 560

男の子 7,000 さくら型名札 130

女の子 7,000 出席ブック 380

3,300 出席シール 260

900 おたよりポスト 130

5,300 バス・お迎えワッペン 110

2,700 氏名印（漢字） 100

2,800 氏名印（ひらがな） 180

2,900 のり 160

2,500 粘土 500

2,600 クレパス 660

2,700 パステック（色鉛筆） 700

２枚 4,600 自由画帳 390

１セット 250 カラータオル（５色） 550

２枚 160 おもいでファイル 410

36,710 アルバムブック 2,000

粘土板 ★ 350

金　額 粘土ケース ★ 320

2,700 道具箱セット ★ 700

3,800 ハンガー ★ 310

1,800 カスタネット ★ 300

1,900 竹べら ★ 110

2,000 はさみ ★ 530

2,100 防災用座布団 ★ 2,300

1,800 通園バッグ ★ 4,800

1,900 カラー帽子 ★ 970

2,000 水泳帽 ★ 660

2,100 18,570

２枚 4,000 ★印は、兄姉が使用した物でも構いません。

１セット 250

２枚 160

14,910

※上記枠内は、令和３年４月に注文していただくものです。

ジャージ名札

スモック名札

合　計 （１２０cmを購入した場合）

１００cm

１３０cm

半
袖
ジ

ャ
ー

ジ

１１０cm

１２０cm

１２０cm

半袖スモック

１００cm

１１０cm

１３０cm

上
衣

ズ
ボ
ン

制 服 等 の 価 格 表

品　　名

上
衣

ズ
ボ
ン

長
袖
ジ

ャ
ー

ジ

品　　名

ブレザー

長袖ブラウス

リボンタイ

冬帽子

半ズボン

スカート

１００cm・１１０cm

１２０cm

１３０cm

合　計 （全て購入した場合）

品　　名

１００cm・１１０cm

１２０cm

合　計 （１２０cmを購入した場合）

長袖スモック

ジャージ名札

スモック名札

１３０cm

半袖ブラウス

夏帽子

☆★　０・１・２歳児　★☆

※令和２年９月時点の価格です。金額を変更する場合があります。　

金　額 金　額

さくら型名札 130 さくら型名札 130

出席ブック 380 出席ブック 380

出席シール 260 出席シール 260

れんらくファイル 400 れんらくファイル 400

れんらく袋 240 れんらく袋 240

氏名印（漢字） 100 氏名印（漢字） 100

氏名印（ひらがな） 180 氏名印（ひらがな） 180

粘土 500 おもいでファイル 410

クレパス 660 アルバムブック 2,000

パステック（色鉛筆） 700 4,100

自由画帳 390

カラータオル（５色） 550

おもいでファイル 410

アルバムブック 2,000

粘土板 ★ 350

粘土ケース ★ 320 金　額

ハンガー ★ 310 2,300

カスタネット ★ 300 半ズボン １００㎝ 1,800

はさみ ★ 530 半ズボン １１０㎝ 1,900

防災用座布団 ★ 2,300 半ズボン １２０㎝ 2,000

通園バッグ ★ 4,800 50

カラー帽子 ★ 970 80

16,780 4,330

★印は、兄姉が使用した物でも構いません。

半ズボンジャージ名札

スモック名札

合　計 （１１０cmを購入した場合）

合　　計 

品　　名

合　計 （全て購入した場合）

制 服 等 の 価 格 表

品　　名

長袖スモック

ジ

ャ
ー

ジ

品　　名

☆★０・１歳児★☆☆★２歳児★☆

☆★２歳児★☆
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