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 子どもが喜んで通えるこども園に 

園長 松本陽子 

 

 

子ども達のにこにこ笑った顔、泣いた顔、怒った顔、真剣にお話を聞いてい

る顔、気持ちを集中させて何かをしている顔・・・・・ 

いろんな子どもの顔が私は大好きです。こんなにも純粋で素直でかわいいお子

さん達の成長のお手伝いをさせていただく私達は、この保育教諭という仕事に

大きな喜びと誇りを感じています。 

 

当園は子どもをより丁寧に育てることを目的とし、社会的な要請も取り入れ、

保育園と幼稚園の両方の機能を持ち合わせた幼保連携型の認定こども園です。 

すべての子育て家庭を対象に、子育て支援を行っています。 

 

 遊びを通して総合的な発達を促す保育の充実を目指し、心も体も豊かに育て

ていきます。子ども達は良質な保育の経験を通して、自ら学ぶ方法を知り、環

境に適応する能力をこの乳幼児期に培うことが出来ます。 

 

 また、当園では、情熱あふれる保育教諭が真剣に教育研修に取り組み、乳幼

児の特質と発達をふまえた実践教育を行っています。子どもたちの心身の発達

を促進するための設備、環境の充実に心を配り、子ども達の未来に希望を持ち

つつ、地域に根ざした保育を 0歳～5歳まで一貫して行っています。 

 

 子ども達が毎日にこにこ笑って通えるこども園、明日も行きたいなと思える

こども園にしようと、そしてお母さんの気持ちになって一人ひとりのお子さん

のお世話をさせていただくよう、保育教諭一同が日々の保育に心を砕いています。 

 

 

 

 

 

 

 



◆◆入園規則◆◆ 

利用定員 

  （3.4.5歳児）・・・・・210名 

  （満 3歳児） ・・・・・最大 24名、年度により変動あり 

   ＊満 3歳児保育は 3歳の誕生日より入園して頂けます。 

詳細は直接園へお問い合わせください。※前倒し入園もあります。 

  （0.1.2歳児）・・・・・75名 

1. 募集人数 

  3 歳 児・・・約 19名(1号・2号含む)      

満 3歳児・・・最大 24名、年度により変動あり 

2 歳 児・・・若干名 

1 歳 児・・・22名 

0 歳 児・・・12名                 ※Ｒ4.4.1現在 

2. 主な手続き 

  1号認定 2号認定 3号認定 

1 ・入園希望届 

・入園願書（1号） 

 

入園希望届は説明会後園に提出 

入園願書は 10月 1日(土)園に

提出  年少児：7：30～ 

満 3歳児：8：00～ 

入園希望届は 9/30までに 

園に提出 

2 令和 5年度 教育・ 

保育 給付認定申請書 

10月 26日(水)の新入園児面接

時に園へ提出 

東区役所に提出 

10月 1日～21日まで 

※オンライン・窓口での申請 

3 入園金 40,000円 

(弟妹軽減あり別紙参照) 

入園願書提出時 1 月説明会 

・面接時 

必要なし（3 歳児

進級する際必要） 

4 入園決定者の面接 年少児 10月 26日（水）※ 1月 28日（土） 

※満 3歳児の面接は令和 4年 1月に予定しています。 

◎募集人数に達しましたら締め切ります。 

◎入園手続き後に入園を変更される場合、理由の如何を問わず費用はお返しできません。

ご了承ください。 

入園説明会を下記の日程で行いますので、ご出席ください。 

   日時：9 月 3日（土）            

     午前： 10：00～  0～2歳児      ＊入園案内を必ずお持ちください。 

午後： 13：00～  3歳・満 3歳児  ＊スリッパのご準備をお願いします。 

   場所：幼稚園お遊戯室        ＊靴は各自で保管をお願いします。 



◆◆本園の教育・保育方針◆◆ 

  のびのび・にこにこ・きびきび（一人ひとりを大切に） 

子どもの側に立ち、個々を大切にしながら「子どもがまんなか」の思い

を大切に園全体で育てていける環境を整え、0～5歳の育ちの連続性をしっ

かり踏まえて保育にあたります。 

正課授業 

☆体操（毎週木曜日 5歳児…週１回  2、3、4歳児…隔週） 

男性の専任体育講師が発達段階に即し、年齢にあった適切な指導を行

います。 

☆プール（毎週水曜日 3歳児のみ 6～11月） 

3歳児からは毎週 1回プールデーを設け、温水プールにて専門コーチ 

による水泳指導を行います。（続けることによって水に対する恐怖心 

を取り除き、丈夫な心と体を育てます。） 

   ☆英語（5歳児…月曜日、4歳児…金曜日、3歳児…9月～金曜日） 

    学校での英語教育は今後益々低年齢化することが予想されます。日常

の園生活の中で英語に親しみ、自然と受け入れられるように３歳児よ

り英語教育を取り入れております。 

   ☆HIPHOP（4、5歳児…火曜日不定期） 

    身体能力の向上、バランスの良い発育を促します。また、表現力や 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力も養われます。幼児期にしっかりとしたリズム感を身に

付けることは将来の充実につながります。 

自然観察 

   ☆園の畑や園庭などで、様々な野菜を植え、子ども自身の手で水やり等

の世話をし、収穫の喜びを味わいます。 

    土に親しむことの少なくなった子ども達に自然に対する機会を多く持

ってもらえるようにしております。 

 

◆◆課外教室◆◆ 

   ☆英語教室         （月・水・金） 

     ☆ピアノ教室        （月・火・水・木） 

☆コスモ新体操       （月） 

   ☆ストリートダンス教室   （水） 

   ☆コスモスポーツクラブ   （木） 



◆◆保育認定区分について◆◆ 

 

認定区分 対象年齢 

1 号認定 

（教育標準認定） 

満 3歳以上 保育の必要性がなく教育を希望する場合 

2 号認定 

（保育認定） 

満 3歳以上 保育を必要とする事由に該当し、保育を希

望する場合 

3 号認定 

（保育認定） 

満 3歳未満 保育を必要とする事由に該当し、保育を希

望する場合 

 

 

◆◆保育の必要性について◆◆ 

 

事由 内容 

就労 フルタイム・パートタイム・居住内労働等全ての就労を含む

(1か月に 64時間以上就労) 

妊娠・出産 妊娠中であるかまたは出産後間がない場合 

育児休業 すでに保育施設を利用している子どもがおり、育児休業を取

得する場合 

病気など 病気、負傷、精神若しくは心身に障害がある場合 

介護・看護 親族（長期入院などをしている親族を含む）を常時介護又は

看護している場合 

災害復旧 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている場合 

求職活動（※） 求職活動（起業準備を含む）を継続的に行っている場合 

就学 就学（職業訓練校等における職業訓練を含む）している場合 

その他 その他、上記に類する状態として市長が認める場合 

※求職活動の認定期間は 3カ月を経過する日の月末までです。 



◆◆保育認定（2・3 号認定）の申し込みについて◆◆ 

1. 教育・保育給付認定申請書兼利用（調整）申込書 

…お子さん 1人につき 1枚必要 

2.子どもの状況票 

3.提出書類確認票 

4.個人番号(マイナンバー)記入用紙 

5.申請者本人確認書類  

6.保育を必要とする事由を証明する書類 

保育を必要とする事由 必要書類 備考 

就労 就職証明書 父母ともに就労されている場合は

それぞれご提出ください。 

就労先が 2か所以上の方は、それ

ぞれご提出ください。 

医療従事者 医療従事者優先申出書  

妊娠・出産 申立書 

母子健康手帳のコピー 

 

保護者の疾病・障害 申立書 

診断書または手帳のコピー 

 

親族の介護・看護 介護・看護状況申告書 

診断書 

各種手帳のコピー 

 

災害復旧 申立書 

罹災証明書等 

 

求職活動 申立書 

求職活動状況が確認できる

資料など 

求職活動状況を確認させていただ

くため、別途資料の提出や調査を

させていただくことがあります。 

就学 申立書 

在学証明書 

授業時間が確認できる資料 

 

その他、保育を必要と 

する事由について 

事情により異なります 詳しくは各区役所子育て支援課ま

でお問い合わせください 

 

 



◆◆教育・保育の提供日◆◆ 

1 号認定こども 2 号認定・3 号認定こども 

学期 

・1学期 4月 8日～7月 19日 

 夏期保育 8月 25日～8月 31日 

・2学期 9月 1日～12月 24日 

・3学期 1月 6日～3月 24日 

月～土 

（但し土曜日は保育が必要と判断

した方のみ）  

 

休園日 

・土、日、祝 

・夏期休園 7月 16日～8月 24日 

・冬期休園 12月 25日～1月 5日 

・春期休園 3月 25日～4月 9日 

・行事等代休日 

休園日 

日、祝 

12月 29日～1月 3日 

園が指定した日 

（年間行事予定表にてお知らせ） 

 

＊上記日程は令和 4年度のものです。年度により変動することがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



教育・保育の時間 

（1） 教育・保育の時間 

本園では 1号認定こども、2号認定こどもに関わらず、満 3歳児～5歳 

児は 8時 50分～15時（水曜日は 13時）まで幼児教育時間となります。 

その前後の時間を保育時間とし、園で定めた保育時間に基づき、保育を 

行います。 

   7：30       8：30    8：50               15：00      16：30   18：30    19：30 

1 号認定 

 

ホーム 

クラス 

 

 

 

早   保 

朝   育 

保   時 

育   間 

幼児教育時間 

（水曜日のみ 13：00 まで） 

ホームクラス（一時預かり） 

 

1 号認（日・祝

以外の休園日） 

 

ホームクラス（一時預かり） 

2 号認定 

保育短 

時間 

 

幼児教育時間 

合同保育 

時間 

（順次降園） 

ホームクラス 

（延長保育） 

 

2 号認定 

保育標準時間 

順次登園 

（合同保育） 

 

幼児教育時間 

合同保育時間 

（順次降園） 

ホームクラス 

（延長保育） 

3 号認定 

保育短時間 

保
育
時
間 

早
朝
保
育 

 

保育時間 

ホームクラス 

（延長保育） 

 

3 号認定 

保育標準時間 

 

保育時間 

ホームクラス 

（延長保育） 

2 号・3 号認定 

（土曜日） 

就労証明・認定時間に応じて保育を受けることが可能 

＊別途料金がかかることもあります 

ホームクラス 

（延長保育） 

（2） 保育の早朝、延長、一時預かりの利用について 

・別途料金がかかります。 

  ・2号認定（3～5歳児）の方は保護者の就労がない日は、教育標準時間で

のお迎えとなります。 

  ・3号認定（0～2歳児）の方は保護者の就労がない日は、家庭保育日として

ください。 

（3）基本教育・保育時間の設定について 

  ・1号認定児・・・教育時間のみ 

  ・2号、3号認定児・・・就職証明届出書により園が設定いたします。 



◆◆食事の提供について◆◆ 

子どもの年齢に応じて以下の時間帯に食事の提供を行います。 

 午前間食 昼食 午後間食 

0歳児 9時 11時 15時 

1歳児 9時 11時 15時 

2歳児 9時 11時 15時 

満 3、3歳児  11時 30分 15時 

4歳児  11時 30分 15時 

5歳児  11時 30分 15時 

 ＊1号認定児は午後間食の提供はありません。 

 ＊献立表は毎月別途配布します。  

 ＊食物アレルギーなどありましたらご相談ください。 

◆◆ｷﾝﾀﾞｰｶｳﾝｾﾗｰ事業について◆◆ 

育児や子どもの育ちについての相談を気軽にしていただける事業です。 

臨床心理士の先生が月に 1回来園し「子育て・発達相談」を無料で行います。 

詳細については直接園までお問い合わせください。 

◆◆満３歳児クラスについて◆◆ 

満 3歳児を対象に教育を行うクラスです。 

・3歳の誕生日より入園できます。(前倒し入園あり※) 

・認定区分は 1号認定のみのため、教育時間の預かりで、その他の時間は一時

預かりとなり、別途料金がかかります。 

・行事等はできる限り参加の方向で調整します。（入園日により相談あり） 

教育準備金・・・40，000円（兄姉在園の場合は 20,000円） 

保 育 料・・・無償化対象 

諸 費 用・・・P11参照 

※【前倒し入園とは】 

・誕生日の入園を誕生日月の 6か月前から入園可能 

【例 11月生まれ⇒5月入園】 
     ・誕生日までは一時預かり保育として登録 

     ・保育料…給食費(5,500円)+保育料(21,000円)＝26,500円 

申込開始日…令和４年１０月１日 ８時～ 

※定員最大２４名、年度により変動あり 先着順 

その他詳細につきましては、園まで直接お問い合わせください。 



◆◆利用料（保育料）について◆◆ 

3～5歳児全てのこども達の利用料(保育料)が無償となります。ただし、無償化 

の対象にならない費用(給食費、行事費など)については実費徴集となります。 

【０～２歳児(3 号認定)】 

階層 税区分 
3歳未満児 

標準時間 短時間 

A 生活保護法による被保護世帯 0 0 

B1 市民税非課税ひとり親世帯など 0 0 

B2 市民税非課税一般世帯 0 0 

C1 C2 

D1 D2 

市民税均等割の額のみ課税世帯～77,101円未満  

ひとり親世帯等 

 

0 

 

0 

C1 市民税均等割の額のみ課税世帯  10,000 9,800 

C2 市民税所得割課税額 48,600円未満 12,000 11,700 

D1 市民税所得割課税額 48,600円以上 70,900円未満 17,000 16,700 

D2 市民税所得割課税額 70,900円以上 108,200円未満 25,000 24,500 

D3 市民税所得割課税額 108,200 円以上 138,100 円未満 30,000 29,400 

D4 市民税所得割課税額 138,100 円以上 198,400 円未満 40,000 39,300 

D5 市民税所得割課税額 198,400 円以上 297,400 円未満 45,000 44,200 

D6 市民税所得割課税額 297,400 円以上 338,500 円未満 54,000 53,000 

D7 市民税所得割課税額 338,500 円以上 397,000 円未満 56,000 55,000 

D8 市民税所得割課税額 397,000円以上 67,000 65,800 

  利用者負担額（円）4月現在 



＊全２．３号認定児は小学校入学までの兄弟姉妹の中で保育料が減額されます。 

 さらに条件に該当していれば保育料多子軽減の拡充も受けることが出来ます。 

＊３人目以降のおこさまに関しては保育料が一律無料となります。 

＊保育料は直接園へ納入していただきます。 

＊保育料の他に諸費用代がかかります。（別紙参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



教育準備金・保育料・特定負担額・給食費・実費徴収等、諸費用一覧 

 

［無償化について］ 

  政府の方針により、2019 年 10 月より 3・4・5 歳児完全無償化（基本保育料）、0・

1・2 は住民税非課税世帯に限り無償化となります。 

 

［補足］ 

（※１）兄弟姉妹で同時に在園の場合は第 2 子以降 20,000 円となります。また、2 歳児

クラスからの進級の場合は第 1 子から 20,000 円となります。 

（※１）何らかの理由で 3 歳児（満 3 歳児含む）からの入園及び進級を辞退された場合

は状況に応じて返金の有無を判断致します。 

費目 細目 

幼保連携型認定こども園 菩提幼稚園 

1 号認定 2 号認定 3 号認定 

4・5 歳

児 
3 歳 満 3 歳 

4・5 歳

児 
3 歳 2 歳 1 歳 0 歳 

入園金(教育 

準備金)(※1） 

教育に係る準備費、

事務経費 
40,000（20,000）  

保育料 居住する市の保育料 無償化 所得階層別 

特定負担額 

教育行事関係費 

(※2) 
4,500 3,500 2,000 4,500 3,500 1,500 

保健衛生費(※3)   1,500 

保育時間充実費 

(※4) 
1,000  

施設整備維持関係費

(※5) 
1,500 3,000 1,500 

人員配置強化費 

(※6) 
1,000 3,500 1,000  

実費相当 

徴収額 

給食費(主食費・ 

副食費) (※7) 
6,500 9,000  

付加サービス実費 

（※8） 
実費 

合計 
入園金、基本保育料

除く 
14,500 13,500 14,500 17,000 16,500 4,500 



 （※２）正課指導、遠足、毎月の絵本(3・4・5 歳児)、行事の衣装などの認可最低基準

以外の運営費用に充てられます。4・5 歳児はお泊り保育代と卒園アルバム代含

をみます。 

 （※２）3 歳児の温水プール指導は通年でなく 1,2 学期なので価格差が生じます。 

 （※３）乳児クラスはオムツ処理、使い捨てペーパータオル、消毒装置の管理など、 

衛生面に係る費用が生じます。 

 （※４）教育時間 4 時間を越えての保育時間分の費用となります。 

 （※４）園庭規模、園舎規模などの認可最低基準以外の維持管理費用に充てられます。

1 号児、2 号児、3 号児で価格差が生じるのは施設を使う時間と施設使用頻度の

差になります。 

 （※６）国基準と堺市基準以外の人員の加配費用です。 

 （※７）3 号児は給食費が保育料に含まれますので徴収はありません。 

 （※７）年間の食費として計算したものを月割り均等にしています。 

 （※７）国が定める給食費が流動的なため変更になる可能性があります。 

 （※８）写真、ＤＶＤ、個人所有物品などが対象となります。 

・いずれの費用も、法令や制度の変更、税制や物価の変動、教育及び保育環境の 

質向上による取り組みなどにより、年度ごとの見直しをする場合があります。 

  ・毎月の諸費用は年間で 12 分割したものです。在園期間中は毎月お支払くだ 

   さい。 

  ・退園される場合、園及び市区町村への届け出がなされていない場合には在園と 

みなされ、諸費用が発生します。 

  ・毎月の諸費用はその月の 1 日籍がある場合、1 カ月の負担となってしまいます 

ので、転居や転園の際は早めにご連絡ください。 

  ・いったん納付された諸費用につきましては、返金することが出来ません。 

  ・保育料及びその他費用の延滞が生じた場合、登園停止となり、法律上の行政の 

代行徴収扱いとなる場合があります。また民事上必要な手続きが適切に行われ 

ることを前提に、これを退園理由として利用規約を解除する場合があります。 

(注)こちらの表は、あくまでも令和 5 年の諸費用の予定になりますので変更と 

なることもあります。ご了承ください。 
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学校法人 松本学園 幼保連携型認定こども園  

ぼだいようちえん 

 
〒５９９－８１０３ 

大阪府堺市東区菩提町１丁２６番地 

 

ＴＥＬ    （０７２）２８６－１８７１ 

ＦＡＸ    （０７２）２８６－１８７２ 

          ＨＰ    https://www.matsumotogakuen.ac.jp/  
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