
令和５年度 あかとんぼ保育園 募集要項 

ゆめのスタートラインは 

ほいくし・ともだちとの出会いから 

 

一人ひとりの気持ちを受け止める保育 

あったかーい ふれあい保育 

子どもとの共有・共感を大切にする保育 

楽しさと興味を育む保育 

 

● 令和５年度 入所定員・募集人数 

 クラス名 
令和５年度 

定員 

令和５年度 

募集人数 
 

０歳児 たねっこ 6名 6名程度 令和 4年 4月 2日生まれ～（生後 5ヵ月から） 

１歳児 つぼみ 10名 4名程度 令和 3年 4月 2日～令和 4年 4月 1日生まれ 

２歳児 ふたば 11名 1名程度 令和 2年 4月 2日～令和 3年 4月 1日生まれ 

３歳児 みつば 11名 

数名程度 

平成 31年 4月 2日～令和 2年 4月 1日生まれ 

４歳児 よつば 11名 平成 30年 4月 2日～平成 31年 4月 1日生まれ 

５歳児 みのり 11名 平成 29年 4月 2日～平成 30年 4月 1日生まれ 

● 開所時間について 

≪開所時間≫ 7：00～20：00 

≪休園日≫  日曜日・祝日・年末年始（12月 29日～1月 3日） 

※ 0歳児の長時間保育はお子さまの負担になりますので、18時までのお預かりでお願いしています。 

● ≪幼児対象≫保育プログラムについて 

≪自然・食育≫ 

子ども達は色々なものに興味をもって、覗き込んだり、触れたりします。五感を使って自然体験をすることは、子ども

達にとって大切な原体験となります。グループ園の“柿の実幼稚園自然探検村”には、大きなローラー滑り台、裏山にあ

る手作りのアスレチック、池には水車、大きな桜の木などたくさんの自然があります。畑ではじゃがいも掘りやさつまい

も掘り、大根掘り等をし、食育食農に繋げていきたいと思います。また、“夢の森幼稚園自然探検村”にも沢山の自然があ

ります！自然環境に恵まれたこれらの幼稚園にバスで行き、共に交流し、たくさんの自然体験を楽しみます。また、保育

園でも菜園をし、食に対する興味や関心を深めていきます。 

≪運動≫ 

☆運動遊び・・・身体を動かしながら、ルールのある活動をします。コーンや風船、マットを使いゲームをしながら楽

しく身体を動かしていきます。 

☆スイミング・・・グループ園の柿の実幼稚園へバスで行き、温水プールに入ります。担当講師によるプール指導

で、水に親しみ、水の中で楽しく活動します。担当講師による指導で保育園にはない深いプールでバタ足をしたり、もぐ

ったり、滑り台をして水に親しみ、楽しく活動します。 

≪教育≫ 
担当講師によるリトミックや絵本などで楽しく英語に触れあっていきます。 

※新型コロナウイル感染症の状況を踏まえながら、プログラムを行っています。 

 



● 令和５年度 保育料について 

≪保育料の減額対象外者≫ 

 

保育料① 

上乗せ徴収額 
（1 月当たり）

② 

実費徴収 

（1 月当たり）③ 

保育園からの 

請求額 

オムツ処理代 

プログラム費 

行事費 

主食費 副食費 ①＋②＋③ 

0歳児 44,520円 3,480円   48,000円 

1歳児 43,000円 2,000円   45,000円 

２歳児 40,000円 2,000円   42,000円 

３歳児 31,900円 3,600円 1,600円 4,500円 41,600円 

４歳児 27,700円 4,800円 1,600円 4,500円 38,600円 

５歳児 27,700円 4,800円 1,600円 4,500円 38,600円 

 

≪0～2歳児の保育料減額対象者（住民税非課税世帯が対象）≫ 

 

保育料① 

減額される 

金額② 
①－②＝③ 

上乗せ徴収額 
（1 月当たり）

④ 

実費徴収 

（1 月当たり）⑤ 

保育園からの 

請求額 

標準的な利用

の金額 

オムツ処理代 

プログラム費 

行事費 
主食費 副食費 ③＋④＋⑤ 

0歳児 44,520円 37,100円 7,420円 3,480円   10,900円 

1歳児 43,000円 37,000円 6,000円 2,000円   8,000円 

2歳児 40,000円 37,000円 3,000円 2,000円   5,000円 

 

≪3～5歳児の保育料減額対象者（保育の必要性がある子どもが対象）≫ 

 

保育料① 

減額される 

金額② 
①－②＝③ 

上乗せ徴収額 
（1 月当たり）

④ 

実費徴収 

（1 月当たり）⑤ 

保育園からの 

請求額 

標準的な利用

の金額 

プログラム費 

行事費 
主食費 副食費 ③＋④＋⑤ 

3歳児 31,900円 26,600円 5,300円 3,600円 1,600円 4,500円 15,000円 

4歳児 27,700円 23,100円 4,600円 4,800円 1,600円 4,500円 15,500円 

5歳児 27,700円 23,100円 4,600円 4,800円 1,600円 4,500円 15,500円 

 

＊ 保育料は年齢ごとに料金を設定しております。毎年社会事情等により、金額の見直しがあることも

予想されます。ご承知おき下さい。 

＊ 上記表の“保育園からの請求額”を納入していただくようになり、川崎信用金庫から口座振替とな

ります。入所が決定しましたら、口座手続きをして頂きます。 

＊ 0～2歳児は保育料に給食費が含まれています。 

 

● その他徴収金について 

カラー帽子・名札・ゴム印・補食代・教材費・遠足などに係る諸費用は実費徴収させて頂きます。 

  



※ 教育・保育給付認定決定通知書（支給認定証）について 

・ “教育・保育給付認定決定通知書（支給認定証）”はお住いの市区町村から発行されます。 

・ 手続の際に市区町村に提出する「就労証明書」又は「就労状況申告書」のコピーを保育園にも提出して下さい。 

（地域枠の方のみ） 

・ 発行には時間がかかることもありますので、提出が遅れる際は、いつ頃発行になるかを確認後、園へお伝えください。 

● 企業主導型保育園とは・・・ 

企業主導型保育園とは、2016年 4月から始まった、仕事と子育ての両立を支援することを目的に、

内閣府管轄で運営する企業のニーズに応じた保育園です。枠組みとしては、認可外保育施設になります

が、認可保育園相当の運営基準となります。また、国からの助成金が出ることで保育料を軽減する事が

でき、年齢クラス別の一律料金設定となります。 

保育園利用は当グループ園の従業員のみならず、子ども子育て拠出金を負担している企業の従業員も

利用することができます。その際は当園とお勤め先による「あかとんぼ保育園従業員（企業）枠利用契

約書」の取り交わしが必要となり、“従業員（企業）枠”としての利用となります。また、定員の 50％

以内で自営業や公務員の方などが“地域枠”で利用することができます。 

 

● 企業主導型保育園 フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者のいずかれが一般企業にお勤めの場合 全ての保護者が自営業もしくは公務員 

お勤めの企業（子ども子育て拠出金をお支払いの企業）と 

保育園で“あかとんぼ保育園従業員（企業）枠契約書”の 

取り交わし可能 取り交わし不可能 

従業員 

（企業）枠 
地域枠 

必要書類 

＊ 令和 5 年度 入所申込書 

＊ あかとんぼ保育園 就労証明書（すべての保護者） 

＊ いずれかの保護者が自営業もしくは公務員の場合 

教育・保育給付認定決定通知書（支給認定証）
※ 

＊ あかとんぼ保育園従業員（企業）枠利用契約書 

必要書類 

＊ 令和 5 年度 入所申込書 

＊ 教育・保育給付認定決定通知書（支給認定証）
※

 



●令和 5年度 入園までの流れ 

※ キャンセル待ちの方は、空きがでた時点で再度選考を行い、選考通過者には電話連絡を致します。 

※ 併願の方で、他の保育園又は幼稚園の結果発表があり、あかとんぼ保育園を辞退される場合は、速や

かにご連絡下さい。 

9 月 20日（火） 

～10月 5日（水） 

 

※郵送時の受付は 

10月 5日（水）必着

までとなります。 

願書受付（保育園に直接お持ちになるか、郵送での受付となります） 

下記書類をご提出下さい。 

・ 令和 5年度 入所申込書 

・ あかとんぼ保育園 就労証明書（すべての保護者）又は 

  教育・保育給付認定決定通知書（支給認定） 

・ あかとんぼ保育園従業員（企業枠）利用契約書（従業員枠の方のみ提出） 

 

※就労の状況によっては、“教育・保育給付認定決定通知書”の発行が書類提出日に

間に合わない場合があります。間に合わない場合には「あかとんぼ保育園 就労証

明書」の提出をお願い致します。 

10 月 7日（金）頃 一次選考結果を、郵便にて発送予定 

10 月 15 日（土） 
※9 時～15 時の間で面談を個別

に行います。時間に関しまして

は、一次選考の結果とともにお知

らせいたします。 

一次選考通過者は面談による二次選考 

面談で保護者の方々の就労状況やお子様の健康状態などについてお伺い致し

ます。また、一次選考の結果を送付した際に下記書類を同封致しますので、

ご記入の上書類をお持ちください。 

≪持参書類≫ 

・ 児童票 

・ 受託時間状況調査票 

・ 健康記録表 

10 月 24 日（月）頃 二次選考結果を、郵便にて発送予定 

2 月中旬 「入園説明会のご案内」を郵送 

入園までに必要な書類も送付致します。 

・ 送付した書類は入園説明会の日にお持ちください。 

・ 入園前健診を各自かかりつけの病院で受けてきてもらいます。 

3 月 入園説明会・職員面談 

入園決定となります。 

書類提出先 

あかとんぼ保育園 

   〒215-0024 

川崎市麻生区白鳥 1丁目 1-1 

※直接提出いただく場合 受付 9：30～15：30 

（事前に電話連絡をお願い致します） 

    

   何かご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。 

   あかとんぼ保育園 TEL：044-543-9770（平日 9：00～17：00） 


