
2021年度 山瀬かもめこども園 新入園児募集について 

所 在 地 吉野川市山川町諏訪 266番地 5  TEL (0883) 30-1212 

開園時間 平日 7:00～19:00 土曜 8:00～18:00 

定  員 １２５名 

利用定員 

 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合 計 

1号    15人 15人 

2号・３号 10人 20人 20人 20人 20人 20人 110人 

＊待機児がいる場合は定員を超えて受け入れることがあります。 

 

１号認定園児 （３～５歳児） 

（１）教育及び保育の利用時間について 

 
延長保育① 早朝保育 教育時間 預かり保育① 預かり保育② 

7:00～7:30 7:30～8:30 8:30～13:30 13:30～15:30 15:30～17:30 

必 要 

書 類 

利用できま

せん 

時間外保育 

利用申請書 

入園申込書 

認定申請書 

預かり保育 

利用申請書 

利用料  0円 無 償 500円/回 500円/回 

 （２）教育時間を超えて保育する場合は保育料以外に預かり保育利用料が必要です。 

なお、保育の必要があり、定期的に利用する場合は市町村で認定を受けてください。また、

所用で利用する場合は１ヶ月に１０日までとなります。土曜保育は利用できません。 

 （３）選考優先基準 

    ①継続児 ②兄弟姉妹が通う ③建学の精神や理念 ④受付順 等により決定します。 

 （４）休園・休業日 

    土曜日・日曜日・祝日 

    夏季休業    ８月１１日～８月２０日 

    冬季休業   １２月２９日～１月 ３日 

    春季休業    ３月２５日～３月３１日 

 （５）費用について ※別表参照 

    保育料    無 料 

    給食費    5,000円/月 ＊主食費含む （助成対象者は 500円/月） 

    絵本代    400円～450円/月 

    行事・雑費  都度集金 

    （主な行事費） 遠足、運動会、クリスマス会、アルバム代等 

川遊び（4歳児）、野外キャンプ（5歳児）など 

    制服・体操服 制服 3,900円 体操服（上）3,300円～3,600円 （下）2,300円 

（６）新入園児は２週間程度の慣らし保育があります。 

 （７）入園手続きについて 

    本園の入園申込書に必要事項を記入し、令和 2 年 10 月 1 日～15日の間に山瀬かもめこど

も園に直接提出してください。 令和 2年 10月 23日（金）午前 10時 00分から申し込み

いただいた方を対象に説明会を行いますので、出席してください。 

 



２・３号認定園児 （２号は３～５歳児・３号は６ヶ月～２歳児） 

（１）保育標準認定の方の教育及び保育時間について （月曜日から金曜日） 

 
延長保育① 早朝保育 教育・保育時間 居残り保育 延長保育③ 

7:00～7:30 7:30～8:30 8:30～17:30 17:30～18:30 18:30～19:00 

必 要 

書 類 

時間外保育 

利用申請書 

時間外保育 

利用申請書 

入園申込書 

就労証明書等 

時間外保育 

利用申請書 

時間外保育 

利用申請書 

利用料 
100円/回 

1,000円/月 
0円 

月額保育料 

（２号は無償） 
0円 

100円/回 

1,000円/月 

 

保育短時間認定の方の教育及び保育時間について （月曜日から金曜日） 

 
延長保育① 早朝保育 教育・保育時間 延長保育② 延長保育③ 

7:00～7:30 7:30～8:30 8:30～16:30 16:30～18:30 18:30～19:00 

必 要 

書 類 

利用できま 

せん 

時間外保育 

利用申請書 

入園申込書 

就労証明書等 

時間外保育 

利用申請書 

時間外保育 

利用申請書 

利用料  0円 
月額保育料 

（２号は無償） 

200円/回 

2,000円/月 

100円/回 

1,000円/月 

 （２）通常の教育・保育時間を超えて保育する場合は保育料以外に利用料が必要です。 

 （３）選考基準 

吉野川市の利用調整により決定します。 

（４）休園・休業日は日曜日、祝日、１２月２９日～１月３日 

（５）土曜日の保育について 

保護者の方が土曜日に就労している等の場合は、土曜保育を利用することができます。 

保育時間は、午前８時００分から午後６時００分までです。 

短時間認定の方は午後４時３０分以降の利用の場合、延長保育料が必要です。 

また、土曜保育利用申請書、及び就労証明書等の提出が必要です。 

（６）費用について ※別表参照 

    保育料    ２号は無料、３号は所得に応じて市町村が決定 

    ２号給食費  5,500円/月 ＊主食費含む （助成対象者 1,000円） 

    絵本代    380円～450円/月 

    行事・雑費  都度集金 

    （主な行事費） 遠足、運動会、クリスマス会、アルバム代等 

川遊び（4歳児）、野外キャンプ（5歳児）、 

    制服・体操服 2歳児から制服等を取り入れています。 

制服 3,900円 体操服（上）3,300円～3,600円 （下）2,300円 

（７）新入園児は２週間程度の慣らし保育があります。 

 （８）入園手続きについて 

    子ども・子育て支援認定（現況）申請書兼入所（園）[申込・継続確認]書に必要事項を記

入し、必要な添付書類を添えて、令和 2 年 11 月 2 日～18日の間に市町村担当課に提出し

てください。 

    入園が決定した方には令和３年２月頃、入園説明会の案内を送付します。 

 



 

別表 （特定教育・保育の提供に要する実費に係る利用者負担） 

 

■全ての方に係る費用 

 

項  目 内容、負担を求める理由、目的 金  額 備  考 

戸外用帽子 入園時のみ 990円  

新学期用品 名札・出席ノート・連絡帳等 1,000円  

絵本代  380～450円/月  

お誕生プレゼント  700円  

夏祭り チケット代 500円程度  

運動会 プレゼント・衣装代 1,000円  

クリスマス会 プレゼント・衣装代 1,200円  

アルバム代 年度末・写真代含む 2,000円程度  

 

 

■年齢により係る費用 

 

項  目 内容、負担を求める理由、目的 金  額 備  考 

給食費 １号認定子どもの主食・副食費 5,000円/月 ３～５歳児 

給食費 ２号認定子どもの主食・副食費 5,500円/月 ３～５歳児 

制 服  3,900円 ２歳児以上 

体操服（上）  3,300円～3,600円 ２歳児以上 

体操服（下）  2,300円 ２歳児以上 

親子遠足 バス代等 時 価 ０～３歳児 

体験遠足 バス代等 時 価 ４～５歳児 

教材費 ねんど・ハイパステラ・はさみ 1,500円 
２歳児又は３歳児

以降の入園時 

もじ・かずテキスト  200～300円/月 ４～５歳児 

川遊び 美郷ほたる館周辺 500円 ４歳児 

お泊り保育 園内で実施 2,500円 ４歳児 

野外キャンプ 四国三郎の郷で実施 8,000円程度 ５歳児 

 

 

■延長保育・預かり保育を利用した場合は、費用が必要です。 

 

 

■他に費用がかかる場合、金額が変わる場合は、都度お知らせします。 

 


