
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

学校法人　慈光学園
三田つつじが丘認定こども園
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三田つつじが丘認定こども園 
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★ 幼稚園型認定こども園とは・・・ 
 
 
    特徴１  幼稚園の機能と保育所の機能を併せもち、保護者が働いている 
         働いていないにかかわらず教育・保育を一体的に受けることが 

         出来ます。 
 

    特徴２  子どもを育てているすべての家庭が子育て相談などの支援を受 

          けることが出来ます。 

◎ 幼稚園の機能 
   ３歳から就学前の子どもに幼
児 
   教育を提供します。 
 
 
 
◎ 保育所の機能 
   ０歳から就学前の保育に欠け
る 
   子どもに保育を提供します。 

◎ 子育て支援の機能 
   すべての子育て家庭を対象に、 
   子育て支援を行います。 
 
・地域の子どもと保護者の交流の場 
 の提供 
・子育て相談等の実施 
・保護者の疾病等の理由による一時 
 保育の実施 
・子育て支援に関する情報提供 

－１－ 

◎ 幼稚園の機能 
   ３歳から就学前の子どもに幼児 
   教育を提供します。 
 
 
 
◎ 保育所の機能 
   ０歳から就学前の保育に欠ける 
   子どもに保育を提供します。 

◎ 子育て支援の機能 
   すべての子育て家庭を対象に、 
   子育て支援を行います。 
 
・地域の子どもと保護者の交流の場 
 の提供 
・子育て相談等の実施 
・子育て支援に関する情報提供 

－１－ 



★募集人数
教育標準時間 保育標準時間（＊１）

認　定 保育短時間（＊２）
認定

（１　号） （２　号）

★教育理念
～園の生活は心と身体を健全に育てる教育の場です～

◎一人ひとりを見つめる保育の実現 ★満三歳児は単独クラスで保育を行います。ただし、活動によっては３歳児と一緒過ごす場合もございます。

・心を開放して遊ぶ子ども

・したいことを一杯持っている子ども ★園内見学 1号・２号・３号認定共に随時行っております。

◎主体的に生きる力を育む保育の実現 （土・日・祝除く）

・「気づく」「考える」「実行する」 お電話でお申し込みください

・自分のことは自分でする子ども 三田つつじが丘認定こども園　０７９－５６８－３３７０

・丈夫な身体作り ★願書配布 日　時：令和元年９月２日（月）から（土日祝除く）

◎仲良しの心・思いやりの心を育てる保育の実現 ★入園説明会 日　時：令和元年９月１１日（水）１３：４５受付

                                １４：００～１５：１５

★教育目標 場　所：三田つつじが丘認定こども園　ホール

◎たくましく、身体の丈夫な子ども 持ち物：保護者の方、及び、お子様の上履きをご持参ください。

◎明るく素直な子ども             入園案内一式は、当日受付にてお渡し致します。

◎意欲的に取り組み考える子ども ＊１・２号の方対象に行います。

＊3号の方は、お電話にて随時見学を受付けますので、見学時に

★子ども達を職員全員が大きな愛情で包んでいます。 　質問等を受付けます。

園長をはじめ専門の教育を受けた情熱あふれる先生が、 ＊当日の駐車場は園庭です。職員の案内に沿って駐車ください。

子ども達の心をゆったりと受け止めます。

★面接の時間予約について

★英語で遊ぼう！

外国人の先生と一緒に歌を歌ったり、 出願時（１０月１日）は、長時間お待ち頂く事のない様に

楽しいゲームを通じて異文化交流を楽しんでいます。 面接時間をいくつかに分けております。その面接時間を下記の

日時・時間に専用電話にてご予約ください。

★丈夫な心と身体を育てます。 日時：令和元年９月２７日（金）１３：００～１４：００

体育の北野雅基先生と遊びを通して楽しく跳び箱やマット運動などの体育活動　　　　　　　　　　　専用電話番号：０８０－７９７３－１０８６

に取り組んでいます。 三田つつじが丘保育園の方・SUNSUNキッズの方は面接はありません。

（専用電話以外へのお問い合わせは、ご遠慮ください。）

★キンダーカウンセラー ＊１号認定で延長保育の利用料金（満三歳児は住民税非課税世帯のみ）

              専任の先生による「子育て相談会」を約月１回実施しています。 　の手続きは、別紙書類が必要ですので、入園願書をお受け取りになられる際に

　お申し出ください
＊１号認定で延長保育の利用料金の無償化・２号認定については、市と協議の上、
　利用調整による選考を行います。

２号認定の専願の方については、市と協議の上、利用調整による選考を行い
ますので、面接は、市と協議の上認定された方にご連絡をし、改めて面接
時間を設けますので、お電話によるご予約は必要ありません。

　　＊１号認定専願の方　＊1号・２号認定併願の方
　

若干名
Ｈ２６．４．２～Ｈ２７．４．１

満３年保育
　３年保育

若干名 満３歳　誕生日～Ｈ３０．４．１
約１０名

若干名

　　＊２号認定専願の方
　

３１名 Ｈ２８．４．２～Ｈ２９．４．１

　１年保育 若干名　１年保育
Ｈ２７．４．２～Ｈ２８．４．１　２年保育 ２０名

若干名

－２－ －３－ 

  ＊１・・・主にフルタイムで勤務している保護者を想定した利用区分、利用可能時間は１日最大１１時間 

 ＊２・・・主にパートタイムで勤務している保護者を想定した利用区分、利用可能時間は１日最大８時間 

三田つつじが丘認定こども園のご案内 



★登降園時間 ★諸経費について
登園時間 降園時間

★教育標準時間認定（１号）　　 8:50 14:30

★保育短時間認定　（2号）　　　　　 8:50 16:50

★保育標準時間認定（２号）　　　 7:30 18:30

★出願手続き
【A日程】

日時・・・令和元年１０月１日（火）　７：００～１９：００

　　　　　令和元年１０月２日（水）　７：００～１９：００

①面接 お名前を聞いたり、簡単な質問にお答え頂きます。

（三田つつじが丘保育園の方、ＳＵＮＳＵＮキッズの方は、

　面接はありません。）

②願書提出 →１号認定の方は、白色の願書に必要事項をご記入の上、提

　出してください。

→２号認定の方は、ピンク色の願書に必要事項をご記入の上、

　提出してください。

＊三田市の方は１号認定申請書も一緒にご提出ください。（他市は、受付時に必要書類をお渡しします。）

③入園受入準備金 →１０，０００円

④通園調書提出 →徒歩希望者は調書のみ、

　バス希望者は、調書と申込金３，０００円を添えて提出し

　てください。

⑤制服・体操服の採寸 →採寸のみ(お渡しは代金引換で１２月中旬の予定です。)

＊１号認定で延長保育の利用料金（＊満三歳児クラスは住民税非課税世帯のみ）の
　無償化の手続きは、別途必要書類をお持ちください。市と協議の上、利用調整に
　よる選考を行います。

＊１号・２号併願の方は、２号認定の入園希望が定員を上回る場合は
　市と協議の上、利用調整による選考を行います。２号認定と認定
　されない場合は、１号認定での受付となります。

＊２号認定専願の方は、願書（ピンク）に必要事項をご記入の上、申請書と
　必要書類とともに提出となります。申請書の希望園には、本園の名前を記入し、
　認定を行ってください。市との協議の上、利用調整による選考を行います。

＊利用申請には、当園の説明を受けた証明が必要です。（市と協議の上、利
　用調整を行います。）

＊A日程により募集定員を超過した場合、B日程は行いませんのでご希望の
　場合は、A日程で申し込んでください。

【入園受入準備金】１０，０００円（願書出願時に頂きます。） 

 入園受入準備金は、いかなる理由によりましても返金出来ませんのでご了承ください。 

 【保育料】      

        〇教育・保育給付１号 教育標準時間認定  

    ３歳児～５歳児（無償化対象）              ０円 

    満３歳児（＊１）（無償化対象）              ０円 

 

   〇教育・保育給付２・３号保育認定  

    ３歳児～５歳児（無償化対象）              ０円 

    満３歳児クラス（＊１）（無償化対象） 市民税非課税世帯のみ０円 

 

   ＊１）満３歳児とは、３歳を迎えた日から最初の３月３１日までの間の子どもになりま

す。 

 

【特育費】     ３・４歳児 ２，３００円／月 

            ５歳児 ２，８００円／月   

  教育充実費は、保育を充実させる為の各分野の専門講師による指導料、行事費、食育に関する 

   費用等の活動費、また、教員配置の充実の為の費用として頂きます。 

 

【施設協力金】   ２，５００円／月 
 

【保育付帯費】 
 個人に関する費用は実費納入して頂きます。 

 ・スポーツ振興センター加入代（年１回）     ２００円／年 

 ・絵本代（毎月）           ３００円～５００円／月 

 ・給食費（１号認定の方）４，５００円／月  

            （主食費 １，１００円 副食費 ３，４００円） 

  ＊小学校３年生以下で第3子以降の子どもさんは、副食費が免除される予定です。 

     （２号認定の方）６，0００円／月 

            （主食費 １，５００円 副食費 ４，５００円） 

  ＊小学校入学前までで保育所などに入所している子どもで第一子からカウントし、第三子以降の 

   子どもさんは、副食費が免除される予定です。 

 ・その他、行事、園外保育、アルバム等です。 

 ・給食は月～金の自園調理による完全給食です。 

  行事等により、月１回程度お弁当の日、おにぎりの日があります。 
 

【スクールバス費】（バス利用を希望される方のみ） 

           申込金 ３，０００円              
 ・年額２４，０００円～３６，０００円（月額２，０００円～３，０００円） 

  （年間費用を１２ヶ月で均等割にして毎月納入して頂きます。） 

 ・２号認定の方もバス利用が可能です。ただし、教育標準時間に準ずる運行です。 

 

【ハッピーバス費】（２号認定対象：バス利用を希望される方のみ） 

           申込金 ３，０００円  
  三田つつじが丘認定こども園に在籍し、三田つつじが丘認定こども園で保育を受けながら、 

  送迎は、ウッディタウン内の姉妹園三田けやき台認定こども園で行う事が出来る事業です。 

  三田けやき台認定こども園で、朝、保護者からお子様をお預かりし、送迎バスで在籍する 

  三田つつじが丘認定こども園までお送りします。夕方には、三田つつじが丘認定こども園 

  から三田けやき台認定こども園までバスでお子様をお送りし、保護者にお引渡し致します。 

－４－ －５－ 

＊１号認定専願の方は、願書（白）に必要事項を記入の上、入園受入準備金 
 １０，０００円を添えて申込みください。受付後、内定と致します。入園  
 受入準備金は、いかなる理由によりましても返金出来ませんのでご了承く 
 ださい。 

＊１号・２号認定併願の方は、願書（白・ピンク）二枚両方提出が必要です。 



  三田つつじが丘認定こども園までお送りします。夕方には、三田つつじが丘認定こども園 

  から三田けやき台認定こども園までバスでお子様をお送りし、保護者にお引渡し致します。 

 ・月額３，２００円   

 



☆全館冷暖房完備です。
☆土曜日、春・夏・冬特別保育を行っております。（事前申し込み制）
☆在園児の保護者の皆様は全員三田市私立幼稚園ＰＴＡ連合会の会員と
　なりますので、年２回の講演会には参加して頂くことになります。
☆年１回程度、行事のお手伝いをお願いする場合がございます。

－６－ 

【用品代】 
園指定制服類 
（冬制服一式）   
 
男児    １５，２００円程度  
女児    １６，２００円程度 
 
（体操服上下一式） 
男児・女児 １０，６００円程度 

カラー帽子 日除け付き１，３５０円 ＯＲ 日除けなし７４０円 

 
（スモック・上靴・リュック・手提げ鞄等）   ９，５００円程度 

       

（夏制服一式）  

男児        ６，７００円程度  

女児    ７，２００円程度  

 

園指定用品（道具類一式）   

      ２１，０００円程度 

＊１０月より消費税造成に伴い、上記金額と異なる場合がございます。 

 

 

＊平成２９年より、制服・体操服がリニューアルされました。 

＊今までの制服・体操服も着用して頂けます。 
 
 
 

【その他】 

－７－ 

       ★体操服★ ★夏制服★      ★冬制服★  


