
令和５年度 社会福祉法人内木会 認定みらいこども園（薬師寺保育園） 

１号認定・２号認定・3 号認定 新入園児募集要項 
 

 当園では、子ども達の心身の健全な発達と成長を第一に考え、教育・保育に全力で取り組んでい

ます。私達の最も大きな願いは「子ども達に幸せになってほしい」ということです。そして、その

ために必要な力を育てることが私達の役割です。子ども達が将来、人に愛され、他者を助け、社会

に貢献できる立派な人格者となるように、１日１日の保育を大切にしています。当園へのご入園を

是非、ご検討ください。 

 

１．入園資格 

  ◎当園の教育方針に賛同し、認定こども園の教育活動にご理解とご協力を頂ける方。 

 

園と家庭とが協力し合って教育・保育・子育てを行っていくことが、子ども達の成長には欠

かせません。当学園では、保護者の方と互いに理解し合い、支え合いながらよりよい教育・保

育・子育て支援を行っていきたいと考えています。園と家庭との信頼関係は、非常に大切なも

のです。入園後、教育方針が合わず教育・保育に支障がある場合や、こども園の運営方針にご

理解を頂けない場合、保護者の方の言動が原因で信頼関係を築けない場合には、退園していた

だくことがあります。予めご了承ください。 

 

 

２．入園該当者 

  ０歳児        令和 ４年４月２日〜 

１歳児        令和  ３年４月２日〜令和 ４年４月１日生まれ 

満３歳児・２歳児   令和 ２年４月２日〜令和  ３年４月１日生まれ 

  ３歳児（年少）    平成３１年４月２日〜令和 ２年４月１日生まれ 

  ４歳児（年中）    平成３０年４月２日〜平成３１年４月１日生まれ 

 

 

３．募集人員（R４.８月時点） 

 認定区分 募集人員 

 ０歳児 ３号認定 １２名  

 １歳児 ３号認定 ９名  

 ２歳児 ３号認定 １０名  

※満３歳児 １号認定 若干名  

３歳児（年少） １・２号認定 合計 １０名  

４歳児（年中） １・２号認定 若干名 

５歳児（年長） １・２号認定 若干名  

    

※ 満 3 歳児は満３歳になる誕生月の翌月からの入園となります。前月初旬までにご相談くだ

さい。 

 

 

 



４．申込書提出期間と場所について 

◎令和５年４月入園の場合 

１号認定   令和４年９月８日（木）10 時 ～令和４年９月３０日(金) 当園へ提出 

 ２・３号認定 令和４年１０月３日（月）～ 令和４年１０月３１日(月) 市役所へ提出 

※４月入園の最終締め切りは令和４年１２月２８日（水）ですが、１０月中提出者が優先とな

ります。 

◎令和５年５月１日以降入園の場合 

 ＜提出期間＞入園希望月の６ヶ月前から前々月末まで 

１号認定   直接園にご相談ください。 

２・３号認定 提出先は市役所ですが、まずは直接園にご相談ください。 

 

 

５．１号認定 入園手続きについて 

＊直接園にご相談ください。 

   ・園にて入園申込書・募集要項を配布しております。 

   ・令和４年 9 月８日以降は、当園にて受付中です。 

 

  ★入園申込にあたってご提出いただくもの★ 

   ① 支給認定申請書兼教育・保育施設入園申込書【教育標準時間（1 号）認定用】 

   ② 児童の心身の状況について 

※ 詳しくは市の配布する入園案内をご覧ください。 

 

※ 直接園に提出をお願いいたします。職員の指示に従って手続きを行っていただきま

すようにお願いいたします。 

※ １号認定の入園受付は先着順となります。募集人数を超過した場合は、キャンセル

待ちとさせていただきますので、予めご了承ください。 

※ ①②の書類は、住民票のある自治体が配布している入園申込書一式を記入して園に

ご提出ください。（各自治体のこども福祉課等の窓口でもらうことができます。上

記書類は下野市の様式での場合です。） 

※ 上記の入園申込書類一式をご記入の上、捺印して園までご提出ください。 

※ 公式文書となりますので、内容の訂正は二重線の上に捺印が必要です。 

 

 

６．２号・３号認定 入園手続きについて 

＜提出先は市役所ですが、まずは直接園にご相談ください。＞ 

・入園申込書は園またはお住まいの各市町村役場にて、募集要項は園にて配布して

おります。 

   ・入園希望月の前々月末までに市役所に提出してください。 

   （下野市外の方は上記締切を踏まえてお住まいの自治体窓口へお問合せください。） 

 

   ★入園申込にあたってご提出いただくもの★ 

    ① 支給認定申請書兼教育・保育施設入園申込書 

      【保育標準時間・保育短時間（2・3 号）認定用】 

    ② 児童の心身の状況について 

    ③ 勤務証明書または自営業就労申立書等 

     ※ 詳しくは市の配布する入園案内をご覧ください。 



 

※ ２号・３号認定の入園申込書の受付は、各市町村役場の子ども課等が行います。書

類をご記入の上、市役所の窓口にご提出ください。 

※ ２号・3 号認定園児の入園受付は先着順でもありますので、お早目の提出をお勧め

いたします。２号認定・３号認定の入園の可否は、各家庭の就労等の状況をもとに

下野市が判定します。確実に期間内に入園申込書を市役所に提出してください。 

※ 保育に欠けることを証明するための書類（就労証明書等）が必要となります。入園

申込期間に間に合うよう、予めご用意ください。 

※ ①②③の書類は、住民票のある自治体が配布している入園申込書一式を記入して各

自治体へご提出ください。（各自治体のこども福祉課等の窓口でもらうことができ

ます。上記書類は下野市の様式での場合です。） 

 

 

７．令和５年度 １号認定・２号認定 納付金一覧 

 金額 納付時期 備考 

利用者負担額 

（年少以上） 
無償化により負担はありません。 ― ― 

（満３歳児） 無償化により負担はありません。 ― 
満三歳児は、誕生月の翌月 1

日から 1 号認定が下り、無償

となります。 

利用者負担額 

（０～２歳児） 

市町村の定める認定区分 

および階層区分による（別紙参照） 
毎月 銀行引き落とし 

バス費 ３,０００円 毎月 
銀行引き落とし 

通園バスを利用しない方は、

ありません。 

給食費１ 

１号認定 ６,０００円 

２号認定 ７,５００円 

３号認定 無料 

毎月 銀行引き落とし 

給食費２ １食４１２円（１号認定、長期休業中） 利用した次月 銀行引き落し 

IC カード費 １,１００円（１,０００円＋消費税） 入園した月 
玄関ドアのカードキーです。 

（保護者証を兼ねる。） 

２枚目以降は６６０円です。 

延長保育料金 別表参照 毎月 銀行引き落とし 

行事費 実費（園外保育等） ― ― 

 
※ １号認定の長期休業中の給食費は、通常の給食費とは別に、１食４１２円で食べた分だけ集

金となります。２・３号認定の長期休業中の給食費は、毎月の７,５００円（副食費４,５０

０円＋主食費３,０００円）の給食費に含まれるため別途の集金はありません。 

※ 社会福祉法人内木会では、園児の安全確保のため玄関ドア等をオートロックにしております。

ドアを閉めると自動的に施錠され、解錠するためには保護者用の IC カードが必要となりま

す。保護者証も兼ねているため、各家庭に１枚ずつ購入していただいております。１枚目１,

１００円（１０００円＋税）で、２枚目以降は、園が費用の一部を負担し、１枚６６０円（６

００円＋税）となります。朝送ってくる方と、夕方お迎えにいらっしゃる方が異なる場合な

どは、必要枚数（人数分）を購入して頂いております。園児の安全確保のために必要なこと

です。予めご了承ください。 

 



※ 満３歳児は、満３歳の誕生日を迎えた次月からが正式入園となります。満３歳の誕生日を迎

える月までは、施設型給付（市の補助金）の対象とならないため、誕生日を迎えた月の翌月

1 日から正式入園となり、利用者負担は無償化されます。 

 

※ 満３歳児の方について、就労等により１4 時以降の延長保育の利用頻度が高い場合には、３

号認定への認定変更をお願いいたします。 

 

 

８．令和５年度 延長保育料金 一覧 

３～５歳児 満３歳児 標準時間 短時間

通常保育中

長期休業中

１日料金
500円

（長期休業中1,000円）
500円

（長期休業中1,100円）
300円

200円
１８：００以降は300円加算

月極料金
9,000円

（4･7･8･12･1･3月12,000円）
9,000円

（4･7･8･12･1･3月20,000円）
3,000円 4,500円

令和５年度　延長保育料金一覧

※１号認定の通常保育中における7:00～8:30の早朝保育は無料にて行っています。２・３号（保育短時間）認定のみ早朝保育が有料です。

認定区分等
１号認定

７：００～８：３０※
１４：３０～１９：００
７：００～１９：００

２号・３号認定

１８：００～１９：００
７：００～８：００

１６：００～１９：００

 

※ 延長保育料は、制度の改定など運営上の理由により年度ごとに改定になる可能性があります。

予めご了承ください。 

※ １号認定の延長保育は、１日保育の場合は１４：３０〜１９：００ですが、慣らし保育中や

夏期保育等の半日保育の場合は１１：３０〜１９：００となります。 

 

 

９．その他、入園前にご用意いただきたいもの 

※ 当園では、欠席・遅刻・早退の連絡、延長保育、早朝保育、土曜保育の申込に、「えんとつ」

というシステムを導入しています。携帯電話やパソコンから「えんとつ」のホームページに

アクセスして欠席・遅刻・早退の登録や、延長保育等の申込を行っていただいています。以

前は全ての連絡・申込をお電話でお受けしていましたが、「えんとつ」を導入することで利

便性が高まりました。職員が園にいない夜間や早朝、休日でも連絡の登録・申込が可能であ

ること、連絡ミスが起らないことが「えんとつ」のメリットです。「えんとつ」を使用する

ためには、インターネット機能のある携帯電話、インターネットが使用できるパソコンなど

が必要となります。現在は、連絡・申込を全て「えんとつ」にてお受けしていますので、入

園を希望される方はインターネット機能のある携帯電話、パソコン、タブレット等をご用意

ください。ご不明な点がございましたら、園までお気軽にお問い合わせください。 

 

※ 当園には指定の教材があり、入園希望者には当園指定の教材を購入して頂いております。ク

レヨン・絵の具など、全員同じ教材を持っている、という前提が崩れると保育上不都合が生

じることがあります。そのため園指定の教材は、全員に購入して頂いております。予めご了

承ください。（上の子のお下がりは使用して頂いて問題ありません。その場合は、教材申込

を行う際に職員にお申し出ください。）進級時には、新しいクラスの名札・色帽子・出席ノ

ートなど、必要なものだけを購入して頂きます。なお、当園は教材費を月ごとに集めていな

いため、使用して使い切った教材の補充分を購入して頂いています。（のりを使い切ったら、

のりの補充分を購入して頂く等）詳しくは別紙をご覧ください。 

 

 



 

購入用品一覧 

名札（３歳児以上） ¥153 

名札（２歳児以下） \132 

出席ノート ¥418 

出席シール ¥278 

おしらせ袋 ¥240 

鍵盤ハーモニカ（３歳児以上） ¥6,496 

絵の具（３歳児以上） ¥856 

絵筆(大)（３歳児以上） ¥383 

マジック（２歳児以上） ¥801 

にこにこクレヨン（２歳児以上） ¥734 

のり（２歳児以上） ¥186 

新緑ソフト粘土（２歳児以上） ¥500 

粘土ケース（２歳児以上） ¥348 

粘土ベラ（２歳児以上） ¥164 

ハサミ(左右兼用)（２歳児以上） ¥425 

パレット（年少以上） ¥372 

粘土板（２歳児以上） ¥478 

ハサミ(左右兼用)（２歳児以上） ¥425 

パレット（年少以上） ¥372 

バースデーファイル（0･1 歳児） ¥298 

お誕生本（２歳児以上） ¥411 

制作帳（全員） ¥49８ 

色帽子（０歳児はなし） ¥7１0 

IC カード 1 枚目（全員） ¥1,100 

  

  

  

※ 表の金額は令和４年度現在の参考値です。実際の購入時には卸価格の値が上がることにより

販売価格が変更になる可能性があります。 

 

 

１０．その他 

   ご不明な点がありましたら、当園までお気軽にご連絡ください。 

 ＜薬師寺保育園＞ 9/30 までのお問合せ先 ０２８５－４８－００６３（旧園舎） 

          10/1 以降のお問合せ先 決り次第 HP にて公開いたします（新園舎） 

（担当：園長 古賀洋子、主任保育士 高橋恵美 ） 

 


