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学校法人武庫川幼稚園 
 

２０２１（令和３）年度 
認定こども園 むこがわ幼稚園 入園要項 

 
１ 入園募集期間 

２０２０（令和２）年１０月１日（月）～定員を超えた場合は、優先入園以外の方で抽

選。 
 

２ ２０２０年度（令和元）園児募集人数 
入 園 資 格 １号認定 ２号認定 ３号認定 

５歳児 

2015（平成 27）年４月２日 

～2016（平成 28）年４月１日生 

 

３ 
 

２ 
 

 

４歳児 

2016（平成 28）年４月２日 

～2017（平成 29）年４月１日生 

 

２ 
 

 

１ 
 

 

３歳児 

2017（平成 29）年４月２日 

～2018（平成 30）年４月１日生 

 

４７ 
 

 

５ 

 

 

２歳児 

2018（平成 30）年４月２日 

～2019（平成 31）年４月１日生 

 
 
 

 
 

 

 

 

１歳児 

2019（令和 1）年４月２日 

～2020（令和 2）年４月１日生 

   
  ８ 

※１ ２号・３号認定こどもの募集については、西宮市の利用調整により決定します。 
※２ ２号・３号認定こどもの入園申込は、お住いの市町に直接お申込み願います。 

※３ 西宮市以外にお住いの方は、西宮市の締め切りに間に合うようお住いの市町にご確

認願います。 

※４ ２号認定こどもの募集人数は、在園児の進級者を除いています。 

※５ １号認定こどもでも新２号認定を取得すれば、預かり保育も無償化対象になります。

（利用補助上限あり） 
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３ 認定区分 
（１）１・２・３号認定区分 

認定区分  年齢 認定要件 利用内容 申込

先 
１号認定  ３ ～

５歳 
 教育時間（9:00～

14:00、水のみ 9:00
～13:00）の教育以

外の時間は有償 

当園 

２号認定 保育標準時間

認定 
３ ～

５歳 
市の定める保育要

件を満たす者 
（例） 
標準：月 120 時間

以上就労等 
短時間：月 64 時間

以上就労等 

１日 11 時間(7:30
～8:30） 

お 住

い の

市町 
 

保育短時間認

定 
１日８時間（8:30～
16:30）上記８時間 
以外は有償（延長保

育） 
３号認定 保育標準時間

認定 
１ ～

２歳 
１日 11 時間(7:30
～8:30） 

保育短時間認

定 
１日８時間（8:30～
16:30）上記８時間 
以外は有償（延長保

育） 
 
（２）新２号認定 
  預かり保育の無償化の適用を受けるために必要な認定です。当園経由でお住いの市町

に申請します。新２号認定では２号認定での入園はできません。 
 認定区分 年齢 認定要件 対象年齢 
新２号認定 ３～５歳 ２号認定と同じ ３～５歳 

 
４ 出願手続 

（１）１号認定子ども 

① 入園願書記入のうえ、出願してください。出願後、親子面談を経て入園内定と致し

ます。当園では出願にあたっての検定料・入園考査料等はいただいておりません。 

② 選考については、（ア）当園在園児の弟妹、（イ）2019 年９月 1 日現在、当園未就

園児クラス（以下「バンビクラス」という）に在籍しているお子さん、（ウ）当園卒

園児の弟妹、（エ）上記以外のお子さんの順に入園決定いたします。ただし、入園願

書出願数が定員を超えた場合は、（エ）の該当者で抽選となります。 
  10 月 1 日（火）本園で入園手続きを行いますので、上記（ア）（イ）（ウ）に該当

される方は、午前８時１５分から午前８時３０分までに当園玄関前にお越し願いま

す。 
  （エ）に該当される方は、午前９時に当園玄関前にお越し願います 
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（２）２・３号認定子ども 
 居住されている市役所への申請手続きが必要となります。 

 
（西宮市在住の方） 
① 申請書配布… ～11 月中旬頃 
② 申込受付…… ～11 月中旬頃 
③ 保護者が就労等で保育を必要とする子どもが対象となります。詳細は、西宮市こど

も支援局 子育て事業部 保育入所課 ℡３５－３１６１ にお問合せください。 
④ 入園希望者が定員を上回った場合などは、市役所の選考の結果、入園できない場合

があります。（利用調整） 
 
（西宮市以外に在住の方） 

   詳細は、在住市町にお問合せください。 
 
 
５ 保育日及び保育時間 
《保育日》 
 (共通) 
 ・月曜日～金曜日（土・日・祝日は休み） 

(１号認定子ども) 
 ・第１学期……４月８日前後～７月２０日前後（夏休み…７月２０日～８月３１日） 
 ・夏季保育……夏休み中に２日間程度夏期保育あり 
 ・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） 
 ・長期休みも預かり保育を実施します。 

(２・３号認定子ども) 
 ・お盆休み（８月 13 日～15 日）、年末年始（12 月 29 日～１月３日）及び新年度準備（３

月 30 日～31 日）以外は通常通り保育を行います。 
 
《保育時間》 
 ・１号認定子ども………………………９：００～１４：００（水曜日は、１３時まで） 
 ・２・３号子ども   短時間………８：３０～１６：３０ 
 ・２・３号認定子ども 標準時間……７：３０～１８：３０ 
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６ 預かり・延長保育 
開園時間  ７：３０～１８：３０まで 

（利用料例示） 
 ・１号認定子ども…① 7:30～8:45    ……４００円 

② 保育終了後～16:00……６５０円（おやつ含） 
（ただし、水曜日は９５０円） 

          ③   〃  ～18:30……１，５５０円（おやつ含む） 
                      （ただし、水曜日は１，８５０円） 
 ・２・３号認定子ども（短時間）…①7：30～8：45……４００円 

②保育終了後～18:30……６００円（おやつ含） 
 
７ 入園時諸経費  
 ・入園準備費…………………３０，０００円（面談内定時に納入） 

（特別な事情がない限り原則返金致しません。） 
 ・教育・保育環境充実費……５０，０００円（面談内定時に納入） 
           （特別な事情がない限り原則返金致しません。） 
  但し、兄姉が在園している（する）場合は、２人目以降は上記の半額となります。 
    ※入園内定（決定）時に、一括徴収いたします。 
 
８ 毎月納入金 
  保育料については、所得に応じて居住する市が定めます。 
 
（１）１号認定子ども 

[毎月１号認定子ども納入金] 
・保育料……お住いの市町で定める保育料（無償化対象） 
・給食費……６，０００円（ただし、８月分は徴収いたしません） 
※給食は、月～金 週５回実施（行事等によりお弁当持参日がありますが、事前にご連絡

します。） 
 ※給食は、事業者委託により自園給食にてご提供します。 
・教育活動費……３，５００円（本園においては、規定以上の職員配置等を実施しているた

め教育活動費として徴収しております。） 
・保護者会費……３５０円 
・その他………月により特別徴収がある場合があります。 
※卒園アルバム・記念品代、行事写真販売、一泊保育など行事に係る費用は、必要に応じ

て特別徴収させていただきます。 
※上記保育料等は、尼崎信用金庫甲子園口支店等にて自動振替で納入していただきます。 
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（２）２号・３号認定子ども 
[毎月２・３号認定子ども納入金] 
・保育料……お住いの市町で定める保育料（無償化対象） 
・給食費（２号認定子どものみ）……６，０００円 
※給食は、月～金 週５回実施（行事等によりお弁当持参日がありますが、事前にご連絡

します。） 
・教育活動費……３，５００円（本園においては規定以上の職員配置等を実施しているため

教育活動費として徴収いたしております。） 
・保護者会費……３５０円 
・その他………月により特別徴収がある場合があります。 
※卒園アルバム・記念品代、行事写真販売、一泊保育など行事に係る費用は、必要に応じて

特別徴収させていただきます。 
※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、保育料については、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円となります。 
※上記保育料等は、尼崎信用金庫甲子園口支店等にて自動振替で納入していただきます。 
 
 
 
（参考） 
（未就園児 バンビクラス） 
 むこがわ幼稚園に入園希望の親子（２歳児）を対象としたクラスです。色々な遊びを通し

てお母さんやお友達と楽しいひと時を過ぎします。 
当園東側こひつじ館において、２時間程度、当園保育士により週１回２時間程度（年 36
回）実施しています。 
バンビクラス在園児は、当園に優先して入園することができます。 



2020 年 9 ⽉ 

学校法⼈武庫川幼稚園 
認定こども園むこがわ幼稚園 

利⽤認定の決まり⽅ 
 
（お⼦様の年齢）    （利⽤希望）     （利⽤⼿続）      （利⽤認定） 
 

１・2 歳児      就労等保育     ⻄宮市保育⼊所課       3 号認定 

            要件有 
 

３歳児以上      保育要件無     むこがわ幼稚園        1 号認定  新 2 号認定 

             

           就労等保育     ⻄宮市保育⼊所課       2 号認定 

           要件有 

⼊園後の移⾏は園経由 
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