
 2020 年度（令和 2 年度） 

園 児 募 集 要 項 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  学校法人 濱名学院 

  認定こども園 

 難波愛の園幼稚園 
 

〒６６０－０８９３ 尼崎市西難波町５丁目８－３３ 

Tel（０６）６４８２－２２０６ 

Fax（０６）６４０１－８２８３ 

HP ｱﾄﾞﾚｽ http://www.ainosono.ed.jp 

 

 

 

 

 

３号認定 

２０１６年度（平成２８年度）より「幼稚園型認定こども園」に移行しています。そのため入

園に際し手続きや費用に関する内容がこれまでと異なり保護者の方の希望する保育時間や就労状

況に応じて、選んでいただく必要があります。十分ご理解のうえ、申し込みをしてください。 

 

・１号認定とは、幼稚園標準教育を希望する満３歳児・３歳児・４歳児・５歳児 

新 2 号認定とは、保護者の就労などで預り保育を利用する３歳児・４歳児・５歳児 

新 3 号認定とは、保護者の就労などで預り保育を利用する満 3 歳児 

・２号認定とは、保護者の就労などで長時間保育を必要とする３歳児・４歳児・５歳児 

・３号認定とは、保護者の就労などで長時間保育を必要とする１歳児・２歳児 

http://www.ainosono.ed.jp/


１．募集年齢及び人数 

年齢 該当する生年月日 人数 

２歳児 
２０１７年（平成２９年）４月２日～ 

２０１８年（平成３０年）４月１日生  
１２ 

１歳児 
２０１８年（平成３０年）４月２日～ 

２０１９年（平成３１年）４月１日生  
９ 

2．認定手続き・入園手続き 

難波愛の園幼稚園をご希望の方は、園を通じて尼崎市に保育の必要性の認定を申請します。 

 

 

 

 

 

 

利用施設が当園に内定した場合、当園より契約手続きの通知をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．本園に入園されるまでの納入金 

納入金の種類 金額 ２月２２日（土）に入園内定者に払込用紙

をお渡しします。 

払込期限は３月 2 日（月）です。お近くの

郵便局でお振込みください。 

教育・環境充実費 ９０，０００円 

教材費（個人持ち・消耗教材費） ７，０００円 

日本スポーツ振興センター災害共済掛金 ３１５円 

・ 教育・環境充実費は教員配置の充実や、教育環境の質向上の為の費用となります。 

教育環境充実費につきましては、兄弟・姉妹２人以上同時に在園になる場合は、２人目から

の園児について 教育・環境充実費の 1/2 を免除します。入園願書提出時に免除申請書を提

出ください。 （申請書は幼稚園受付もしくは、ホームページ『園からのお知らせ』からダウンロードできます。） 

・ 入園内定後、保育日までに通園不能な地域に転勤・転宅される場合に限って、その証明 

（住民票の写し等）があれば納入金全額を返金致します。 

 

 
・ 申請書は 10 月上旬頃に尼崎市から発行されます。 
・ 申請書は尼崎市に取りまとめて提出いたしますので、必要事項をご記入いただき 

11 月中旬頃までに当園に提出してください。 
 
・ 保育が必要と認定された方には、12 月上旬頃尼崎市より認定書が発送されます。 
・ 2020 年 2 月上旬頃 尼崎市より保護者の方の希望と施設の定員との調整を行い

利用施設が決定し、決定した施設より通知があります。 
 

認定申請書の提出 

2020 年 2 月 22 日（土） 時間は、決定通知日にお知らせします。 
・ 入園願書・幼児指導資料・健康調査票・同意書、入園考査料 2,000 円を持参の

上、お子様同伴でご来園ください。 
・ 払込用紙をお渡しします。3 月 2 日（月）までにお近くの郵便局で入園金等をお

振込みください。 
・ 兄弟姉妹 2 人同時に在園になる場合は教育環境充実費の半額を免除します。 

（免除申請書に印鑑が必要です。印鑑をご持参ください。） 
 
・ 2020 年 3 月 24 日（火） 説明会 多目的ホールにお集まりください。 
・ 2 月 22 日（土）に配布した書類を提出してください。 
・ 保育開始日持ち物等の説明 

 

・ 保育開始日（はじまりの会） 2020 年 4 月１日（水） 

利用契約手続き 

利用開始日 

認定書の交付 

入園説明会 



4．本園独自の毎月の納入金 

種別 備考 金額 

保育料 尼崎市の決定額 ②を参照 ３号利用者負担額表 別紙参照 

教育活動費 ①を参照のこと ４，０００円 

保護者会費 保護者総会時決定額  ④を参照 ４５０円 

 

① 教育活動費として月４，０００円を特定負担額として徴収させていただきます。 

園外保育費・行事費、冷暖房費、教材絵本代 （一斉購読絵本）、などにも充当しますので、 

年度途中の別途徴収は行いません。 

② 給食代・おやつ代は３号認定利用者負担額に含まれています。 

③ ２歳児は通園バスの利用ができませんのでご了承ください。 

④ 保護者会費は年額 5,400 円です。 保護者会総会時に会費についての金額、内容等を説明します。 

5．進級時納入金 

教材費 約 7,500 円 ２月上旬頃に振り込み用紙をお渡しいたします。 

災害共済掛金 ３１５円 ２０１9 年度決定額 

制服一式 約 20,000 円 一通り揃えた目安の金額です。 

鞄 3,350 円 リュックタイプ 園外保育の時も使用します。 

靴（上靴・下靴） 1,380 円 

2,230 円 

上靴 （保育室等で履きます） １㎝単位 

下靴 （登降園時に履きます） 0.5 ㎝単位 

6．延長保育・土曜日保育について 

【 保育短時間認定と保育標準時間認定の延長保育料】 

認定時間 保育時間 延長ホーム 

保育標準時間 7：30～18：30の間で就労時間＋通勤時間 18：30～19：00 

事前予約で 300円 保育短時間 7:30～8:30 及び 16:30～18:30 は有料で 30分 120円 

土曜日は 8：00～18：00  事前に予定表を提出して頂きます。 

※ 土曜日は出勤日の方のみ利用可能です。 

※ 就労されている方は認定に係らず、勤務日の就労時間＋通勤時間の範囲でのホームクラスの

利用をお願いいたします。お仕事のない日や、お仕事が早く終わられた日は、お子様との時

間を大切にお過ごしください。 

 

7．説明会および体験入園 
下記の日程で幼稚園にて行います。難波愛の園幼稚園の教育方針等についてお話しさせていただ

きます。入園を検討される方は是非ご参加ください。両日共同じ内容です。いずれか都合のよい

日にお越しください。 

    【説明会】 
1・2 歳児クラス保育室見学 

親子ふれあい遊び 

１回目 ９月７日（土） AM１０：００～１０：３０ AM１０：４０～１１：１０ 

２回目 ９月 20 日（金） AM１０：００～１０：３０ AM１０：４０～１１：１０ 

   

 

 

 

 



別 紙 

 
 
子どもが１・２歳児で（平成２9 年４月２日～平成３1 年４月１日生） 
長時間保育が必要な事由（下記参照）に該当される場合に、認定 
を申請することができます。 

３号認定の方はさらに保育標準時間と保育短時間に分かれます。 

保育標準時間 主にフルタイムの就労を想定 

月１２０時間程度の就労をしている保護者をさします。 
市より３号認定の中の保育標準時間認定を受けた場合は、 
最大利用可能時間が１１時間となります。 

保育短時間 主にパートタイムの就労を想定 

月６４時間以上１２０時間未満の就労、育児休業中の 
継続をしている保護者をさします。市より３号認定の中の保育短時 
間認定を受けた場合は最大利用可能時間が８時間となります。 

 

 

                                   （単位 ： 円） 

階層区分 保育標準時間 保育短時間 

Ａ 生活保護世帯 ０ ０ 

Ｂ1 市民税非課税世帯（母子等） ０ ０ 

Ｂ2 市民税非課税世帯（その他）                 ５，３００ ５，３００ 

Ｃ1 市民税所得割課税額 ４８，６００円未満（母子等） ５，３００ ５，３００ 

Ｃ2 市民税所得割課税額 ４８，６００円未満（その他） １３，２００ １３，１００ 

Ｄ1 市民税所得割課税額 ６４，７００円未満 ２１，０００ ２０，８００ 

Ｄ2 市民税所得割課税額 ８０，８００円未満 ２２，３００ ２２，１００ 

Ｄ3 市民税所得割課税額 ９７，０００円未満 ２３，７００ ２３，４００ 

Ｄ4 市民税所得割課税額１３３，０００円未満 ３４，３００ ３３，９００ 

Ｄ5 市民税所得割課税額１６９，０００円未満 ３６，１００ ３５，７００ 

Ｄ6 市民税所得割課税額２３５，０００円未満 ５２，２００ ５１，５００ 

Ｄ7 市民税所得割課税額３０１，０００円未満 ５４，９００ ５４，１００ 

Ｄ8 市民税所得割課税額３９７，０００円未満 ７２，０００ ７１，０００ 

Ｄ9 市民税所得割課税額３９７，０００円以上 ９３，６００ ９２，２００ 

 

３号 注 年度の途中で満３歳を迎えた子どもが３号認定から２号認定に切り替わっても、 

年度内の保育料は満３歳未満の保育料のままです。 

保育料は税額控除適用前（住宅借入金等特別控除等）の市民税所得割課税額で算定します。 

※ 子供が２人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所、認定こども

園等を利用する最年長の子供を第１子とカウントして、０歳から２歳までの第２子は半額、

第３子以降は無償となります。 

（注）年収 360 万円未満相当世帯については、第１子の年齢は問いません 

 

尼崎市の施設型給付を受ける施設の毎月の利用者負担額（保育料） 

 

３号認定はこんな人が受けられる 

●働いている    

（パートタイムや在宅勤務を含む） 

●妊娠中や出産前後 

●保護者に病気や障がいがある 

●親族の介護や看護をしている 

●仕事を探している 

●その他 就学、DV,育休など 

 

詳しくは、尼崎市のホームページ 

こども入所支援担当 6489-6369まで 

 

3 号認定入園対象児 


