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○募集人数 

 

年長５歳児 年中４歳児 年少３歳児 

募集なし ※１ 募集なし ※１ 募集なし ※１ 

※1 待機希望の受付は致します。 

２歳児 １歳児 ０歳児 

※2 21名（月極・3 号あわせて） 

20名（ピヨピヨクラス） 
１2 名（3 号） １８名（3号） 

※２ 8月募集の 2 歳児月極希望者で定員を超えた場合、10月募集の 2 歳 3 号認定子どもは 

受付しない場合があります。 

 

【3 号認定子ども【志都美せいかナーサリー（小規模保育園）】 

２歳児 １歳児 ０歳児 

若干名 3 名程度（3 号） 4名程度（3号） 

※志都美せいかナーサリー在園児は３歳児クラス、又は２歳児クラスになりましたらせいか幼稚園に進級

しますが、ご希望の方は定員の空き状況により、せいかグループの各園に優先的に入園して頂けます。 

 

〇入園手続きスケジュール 

２歳月極 ・ ピヨピヨクラス  3 号認定区分の 0・1・2 歳児 

8月 9月 10月 １０月 

入園願書受付 

 3日（月） 

・月極 １０：００～12：００ 

・ﾋﾟﾖﾋﾟﾖ 13：００～15：00 

入園検定 

・月 極 7日（月） 

・ﾋﾟﾖﾋﾟﾖ 10 日（木） 

入園手続き 

・月  極 12日（月） 

・ﾋﾟﾖﾋﾟﾖ  15日（木） 

末日頃 

入園願書受付開始 

※8月募集の2歳児月極で定員超過した場合は、 

2歳 3号認定は受け付けない場合があります。 

※令和 3年 4 月入園のお子様に限ります。 

 

※入園をご希望の方は、必ず一度は個別での見学又はマミールームでの見学会にお越しいただき、園

の教育方針にご賛同いただいた上でのご入園をお願いいたします。 
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平成 30年４月２日～平成 31 年４月１日 

平成 31年４月２日～令和 2 年４月１日 

令和 2 年４月２日～令和 3 年 4月１日 

○入園資格 

下記の期間に出生した乳幼児で年齢相応の発達をされ、当園の教育方針にご賛同頂ける方で園が入園

決定したもの。 

２歳児（4年保育） 

1 歳児（5年保育）     

0歳児（6 年保育）     

  ※ただし生後 3 ヶ月以上のお子様に限ります。 

 

○幼稚園見学をご希望の方 

 

入園をご希望の方は必ず個別での見学、又はマミールームでの見学会で、せいか幼稚園の教育方針、

年間行事等の説明を受けてください。 

 

問い合わせ先 

園見学・マミールーム見学会参加をご希望の方は園までご連絡下さい。   

ＴＥＬ：０７４５－７７－８９００（せいか幼稚園） 
または 

問合せフォーム： http://www.seikayouchien.ed.jp/form.html 

 

 

 

 

○願書提出と入園受付面談について 

◇入園希望者が各認定区分の定員以上になりました場合は認定区分の変更のお願い、またはお受けで

きない場合がございます。 

◇入園願書提出時は手続きに各人 5 分から 10 分程度かかります。お時間帯によっては混み合う場合も

ございますので、ご了承下さい。 

◇入園資格は先着順ではございません。 

◇3 号認定願書受付期間は広報香芝、又はせいか幼稚園のホームページをご参照ください。 

 

http://www.seikayouchien.ed.jp/form.html
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○４つの認定区分＋１区分と保育時間 

入園されるお子様によって区分が異なります。また区分により保育料の考え方が変わりますので、下記

を参照の上、区分を確認して下さい。 

※１ 1 号認定子どもは、単発なかよしを利用すると１８：００まで保育が利用可能です。 

※２ 1 号認定子ども・新 2号認定子どもの方は長期休暇中の保育がご利用いただけます。（Ｐ８・９参照） 

※３ 両親が共働きなどの保育が必要な事由は次のページをご参照ください。 

※４ せいか保育園、旭ヶ丘せいか保育園、ふたかみの森せいか子ども園とほぼ同じ保育日数です。 

※５ 保育標準時間と保育短時間については次のページをご参照ください。 

※６ 原則、帰りのバスはご利用いただけません。（通園バス運行時間内の利用はできます。） 

※７ その他の休園日として創立記念日や日曜行事による代休、園が指定する日等がございます。 

※８ ０・１・２歳児の方は通園バスを利用できません。 

令和３年度より 2 歳児クラス園児の通園バス利用はできません。 

※９ 年度途中の誕生日月の翌月（満３歳）から１号認定に変更手続きが必要です。 

※１０ バス通園利用のお子様は、バス運行に合わせた保育時間になります。 

※１１ 平日なかよし・デイ平日なかよし保育は 1 日 500 円ですが、申請により各市町村より 1日 450 円が補助 

されます。（最大 11,300 円/月） 

※１２ 年度途中の誕生日月の翌月（満３歳）から１号認定Ｓコースをお選びいただく事も出来ます。 

認定区分 年齢 
年間保育

日数 
保育時間 長期休暇 

１号認定 満３歳以上の方 

２２０日程

度の保育

日数 

平日７：００～１５：００ （※１、※１０） 

土曜日７：００～１１：３０（給食なし） 

年間５０日程度あり 

（夏、冬、春休み） 

（※２） 

1 号認定 

＋新 2 号認定 

※１１ 

３歳児クラス（年少）

以上で、保護者の就

労などにより、保育

が必要な方（※３） 

２9０日程

度の保育

日数 

（※４） 

平日７：００～１５：００ （※１、※１０） 

土曜日７：００～１１：３０（給食なし） 

年末年始等 

（※2・※７） 

２号認定 

３歳児クラス（年少）

以上で、保護者の就

労などにより、保育

が必要な方（※３） 

２９０日程

度の保育

日数 

（※４） 

平日７：００～１８：００（保育標準時間） 

平日７：００～１５：００（保育短時間） 

のどちらかと （※５、※６、※１０） 

土曜日７：００～１７：００（給食あり） 

年末年始等 

（※７） 

３号認定 
※１２ 

０歳～２歳児クラス

で、保護者の就労な

どにより、保育が必要

な方（※３） 

２９０日程

度の保育

日数 

（※４） 

平日７：００～１８：００（保育標準時間） 

平日７：００～１５：００（保育短時間） 

のどちらかと（※５、※６、※８、※１０） 

土曜日７：００～１７：００（給食あり） 

年末年始等 

（※７） 

月極 

２歳児 

２歳児クラスで、保育

を希望される方 

（※９） 

２２０日程

度の保育

日数 

平日７：００～１５：００ （※１、※１０） 

土曜日７：００～１１：３０（給食なし） 

年間５０日程度あり 

（夏、冬、春休み） 

（※２） 
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保育を必要とする事由 〔次のいずれかに該当することが必要です〕 

    □就労（フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など、基本的にすべての就労を含む） 

    □妊娠、出産 

    □保護者の疾病、障害 

    □同居又は長期入院等している親族の介護・看護 

□その他、上記に類する状態として市町村が認める場合 

 

２・３号の認定区分では、保護者の就労状況などにより、更に以下の２つに区分されます。 

◆「保育標準時間（最長１１時間預かり）」  ▶ フルタイム就労を想定した利用時間 

※「保育標準時間」利用が可能となる保護者の就労時間の下限は、 

１ヶ月当たり「１２０時間以上」で市町村が定めることとなります。 

◆「保育短時間（最長８時間預かり）」   ▶ パートタイム就労を想定した利用時間 

※「保育短時間」利用が可能となる保護者の就労時間の基準は、 

１ヶ月当たり「１２０時間未満」の範囲で市町村が定めることとなります。 

     ※香芝市は就労時間が月に８０時間以上 120 時間未満で短時間保育利用可能です。 

     ※短時間保育利用基準は各市町村により異なります。 

 

新２号認定区分での就労時間の基準は、以下の通りになります。 

◆香芝市は１ヶ月当たり 8０時間以上の就労を常態とされている場合に限ります。 

 平日なかよし・デイ平日なかよし保育料金は 1日 500 円ですが、申請により各市町村より 1日 450 円が補助 

されます。（最大 11,300 円/月） 
 

ご家庭がどの区分に該当するかは下記の表にしたがって判定をお願いいたします。 
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〇毎月の保育料について 

毎月の利用料＝①（保育料＋諸費用）＋②認定別追加料金＋③バス利用料 

 

※せいか幼稚園０・１・２歳児と小規模保育園に通う園児はバスの利用はできませんので、保護者の送迎を 

お願いいたします。 

※令和 3年度より、バス運行は 3 歳児クラス以上とし、2 歳児クラス園児の通園バス利用はできません。 

① －１ 保育料＋諸費用（せいか幼稚園） 

※１ ※１ ¥29,070 ※１ 無償

主食費 保育料に含む 保育料に含む ¥1,260 保育料に含む ¥1,260

副食費※２ 保育料に含む 保育料に含む ¥4,500 保育料に含む ¥4,500

¥1,020 ¥1,020 ¥2,040 ¥2,040 ¥2,040

¥1,530 ¥1,530 ¥2,550 ¥2,550 ¥2,550

－ － ¥1,020 ¥1,020 ¥1,020

－ － ¥1,020 ¥1,020 ¥1,020

¥2,350 ¥2,350 ¥2,350 ¥2,350 ¥2,350

－ － － － －

\4,900＋※１ \4,900＋※１ ¥43,810 \8,980＋※１ ¥14,740

２歳児
（満３歳１号）

１歳児
（3号）

２歳児
（3号）

０歳児
（3号）

２歳児
（月極）

英会話費

布団リース代※３

合計

卒園費※４

施設費

給食費

保育料

教育充実費

音楽教育費

無償 無償 無償 無償 無償 無償

主食費 ¥1,260 ¥4,500 ¥1,260 ¥4,500 ¥1,260 ¥4,500

副食費※
２ ¥4,500 ¥4,500 ¥4,500 ¥4,500 ¥4,500 ¥4,500

¥4,080 ¥4,080 ¥4,080 ¥4,080 ¥4,080 ¥4,080

¥4,590 ¥4,590 ¥4,590 ¥4,590 ¥4,590 ¥4,590

¥2,040 ¥2,040 ¥4,080 ¥4,080 ¥4,080 ¥4,080

¥1,530 ¥1,530 ¥1,530 ¥1,530 ¥1,530 ¥1,530

－ － － － ¥4,900 ¥4,900

¥18,000 ¥21,240 ¥20,040 ¥23,280 ¥24,940 ¥28,180合計

卒園費※４

３歳
（2号）

施設費

給食費

保育料

教育充実費

音楽教育費

３歳
（1号）

４歳
（2号）

５歳
（2号）

英会話費

４歳
（1号）

５歳
（1号）

 

※1  保育料は世帯収入により変わりますので別表【参考】を参照下さい。 

※２ 非課税世帯と第 3子の方は副食費 4,500円分が市町村から補助されます。（ただし月極 2歳児を除く） 

※３ 布団はリースになりますので、ご家庭から持ってきていただく必要はありません。 

※４ 卒園費はお泊まり保育、卒園アルバム、卒園記念品等の費用です。 
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①―２ 保育料＋諸費用（志都美せいかナーサリー） 

保育料 ※１ ※１ ※１

施設費 ¥1,020 ¥1,020 ¥2,040

教育充実費 ¥1,530 ¥1,530 ¥2,550

合計
\4,900
＋
※１

\4,900
＋
※１

\6,940
＋
※１

１歳児
（3号認定）

２歳児
（3号認定）

布団リース代※3 ¥2,350 ¥2,350

０歳児
（3号認定）

¥2,350

 

  

【参考】  保育料（香芝市 ３号認定子どもの場合） 
階層区分 ３歳未満児

第２ ¥7,000

第３ 48,600円未満 ¥15,000

48,600円以上

97,000円未満

97,000円以上

120,000円未満

120,000円以上

169,000円未満

169,000円以上

190,000円未満

190,000円以上

301,000円未満

301,000円以上

320,000円未満

320,000円以上

397,000円未満

第１１ 397,000円以上 ¥65,000

¥63,000

第１ ¥0

第1階層及び第2階
層を除き、当該年度
分（４月から８月ま
での間にあっては、
前年度分）の市町
村民税の所得割額
が次の区分に該当

する世帯

第４ ¥23,000

第５ ¥30,000

第６ ¥36,000

第７ ¥44,000

第８ ¥50,000

第９ ¥55,000

第１０

生活保護法による被保護世帯等

　　　　　　　　　　（単給世帯を含む）

第1階層を除き、当該年度分（４月から８月までの間にあって
は、前年度分）の市町村民税非課税世帯

定義

 
〇同一世帯から２人以上の就学前の児童が保育所、幼稚園又は認定こども園等に入所している場合の 
保育料は２人目が半額、３人目は無料になります。 
※月極２歳児保育を利用されている方は半額、無料の対象外です。 

○２人目の保育料＝当該児童の保育料×１／２ ○３人目以降の保育料＝無料 
○兄弟姉妹数は、年齢が高い順に数え、算定します。 
（例）５歳（保育所）、２歳（保育所）、１歳（保育所）の３人の児童が入所している市町村民税所得割額が１０万円

で第５階層の世帯の場合 
５歳 無償  ２歳 ３０,０００円×１／２＝１5，０００円   
１歳０円  計 15，０００円  となります。 

○上記保育料は、保育標準時間認定の場合です。保育短時間認定については、第３階層以降について、上
記の１．７％低く設定しています。 
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② 認定別追加料金一覧 

〇認定は入園、進級前にお決めいただきます。 

 

1号認定・月極２歳児 1号認定＋新2号認定 2・3号認定 Sコース

ベーシックコース 長期休暇中の保育有り 土曜日保育給食あり
満３歳児（２歳児）１号認定延長保育あり

seika独自のコースです

条件 ・2～5歳児クラス
・3～5歳児クラス

両親共働き等（2号相当）
0～5歳児クラスで

両親共働き
・満3歳になった2歳児クラス
・両親共働き等（3号相当）

追加
料金 0円 1日500円 0円

月額 10,970円
（※1）

保育
時間

平日15時まで保育
土曜は11時30分まで
長期休暇あり

年間通して
平日18時まで保育
土曜は11時30分まで

年間通して
平日18時まで保育
土曜日は13時00分ま
で

年間通して
平日18時まで保育
土曜日は13時00分まで

なか
よし
保育

平日15時～18時
平日1日1,000円
長期休暇中は1日2,000
円で７時～15時までお預
かり出来ます。

年間通して平日1日500円
※ただし1日450円分が利
用日数に応じて補助されま
す。（月最大11,300円）

平日15時～18時まで
土曜日は13時まで
(最大延長は17時ま
で）

平日15時～18時まで
土曜日は13時まで
(最大延長は17時まで）

 

 
 
 

1 号認定・月極２歳児（ベーシックコース）  

７：００           １５：００       ７：００        １１：３０ 

                     ＋ 
４月  ５月 ６月 ７月  ８月  ９月  １０月  １１月  １２月  １月  ２月  ３月  

 

 

※ 単発平日なかよし（15 時～18 時保育）は１回１０００円で利用できます。 

※ 単発デイ平日なかよし（長期休暇期間 7 時～15 時保育）は 1日 2,000 円（おやつなし）で利用できます。 

※ 土曜日保育を利用するには土曜日保育申込が必要です。11時 30 分からの保育にはご参加いただけません。 

※ 年末年始（１２月２９日～１月３日）と創立記念日、日曜行事の代休、園が指定した日が休園日となります。 

※ せいか幼稚園では長期休暇のことを「デイ」とさせていただいております。 

 

 

平日保育時間 土曜日保育時間 

１学期保育 ２学期保育 ３学期保育 
夏休み 

（デイ※） 
冬休み 

（デイ※） 
春休み 

（デイ※） 

春休み 

（デイ※） 
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1 号＋新 2号認定（平日なかよし+長期休暇中の保育ありコース） 

 

７：００           １５：００    １８：００ ７：００        11：30     

                     ＋ 

４月  ５月 ６月 ７月  ８月  ９月 １０月 １１月 １２月  １月   ２月  ３月  

 

 

 

※１ お盆期間中は、その期間の勤務証明書を提出して頂いた方のみ保育を行います。 

※２ 年末年始（１２月２９日～１月３日）と創立記念日、日曜行事の代休、園が指定した日が休園日となります。 

※ 3 歳児クラス以上かつ両親の勤務証明(２号認定相当)の提出が必要で新 2 号の認定を受けて頂きます。 

※ 平日なかよし・デイ平日なかよし保育は 1日 500 円ですが、申請により各市町村より 1日 450 円が補助 

されます。（最大 11,300 円/月） 

※ 土曜日保育を利用するには土曜日保育申込が必要です。11時 30 分からの保育にはご参加いただけません。  

 

 

２号・３号認定子ども【保育標準時間】 

 

７：００           １５：００    １８：００ ７：００            １７：００ 

                     ＋ 

 

４月  ５月 ６月 ７月  ８月  ９月 １０月 １１月 １２月  １月   ２月  ３月  

 

 

※１ お盆期間中は、その期間の勤務証明書を提出して頂いた方のみ保育を行います。 

※２ 年末年始（１２月２９日～１月３日）と創立記念日、日曜行事の代休等が休園日となります。 

※ 毎週土曜日の給食と 13 時までの保育が含まれております。 

※ 勤務証明書と土曜なかよし保育を利用する場合は土曜勤務証明が必要です。 

※ 保育短時間認定を受けられた方は、平日は１５時まで保育です。 

※ 育児休暇中で保育短時間認定を受けられた方は、平日は１５時まで保育です。 

 

平日保育時間 土曜日保育時間 

保育期間        保育期間 保育期間 ※2 
 
※
１ 

  

なかよし保育 

平日保育時間 土曜なかよし 

保育期間         保育期間 保育期間 ※2 
 
※
１ 
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S コース（2 歳児クラス満３歳児１号認定延長保育あり） 

 
７：００           １５：００    １８：００ ７：００      13：00    １７：００ 

                     ＋ 

 

４月  ５月 ６月 ７月  ８月  ９月 １０月 １１月 １２月  １月   ２月  ３月  

 

 

※１ お盆期間中は、その期間の勤務証明書を提出して頂いた方のみ保育を行います。 

※２ 年末年始（１２月２９日～１月３日）と創立記念日、日曜行事の代休等が休園日となります。 

※ 満 3 歳（2 歳児クラス）、かつ両親の勤務証明書（３号認定相当）が必要です。 

※ 勤務証明書の他に土曜なかよし保育を利用する場合は別途土曜勤務証明書の提出が必要です。 

※ 延長保育（月極 10,970 円）の補助が受けられるのは、非課税世帯に限ります。 

 

 

 

③バス利用料金（毎月３，０６０円） ※全園児共通 

※土曜日と長期休暇期間中は運行いたしません。土曜日保育、長期休暇期間中の保育をご希望の

方は保護者の送迎をお願いいたします。 

※せいか幼稚園０・１・２歳児と小規模保育園に通う園児はバスの利用はできませんので、保護者の 

送迎をお願い致します。 

※令和３年度より、バス運行は 3 歳児クラス以上とし、2 歳児クラス園児の通園バス利用はできません。 

 

平日保育時間 土曜なかよし 

保育期間        保育期間 保育期間 ※2 

 
※
１ 

土曜特別保育 
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幼保連携型認定こども園に関する質問と答え（Ｑ＆Ａ） 

  質問 答え 

 

 

 

 

 

料 金 

 

保育料がいくらか知りたいです。 

各世帯の収入によって変わりますので、各市町村にお尋ね下さい。その際毎年６月前後に役所、または会

社から渡される市民県民税の普通徴収・特別徴収税額決定の通知書を世帯人数分を持参ください。（通知

書は一般的に長細いものが多いです。）ただし、3 歳児クラス（満３歳児１号認定含む）以上は保育料無償

（諸費用有償）です。 

所得の階層区分は前年度の所得で決まり

ますか？ 

４月～８月の保育料は前々年度、９月～３月は前年度の収入で決まりますので年度途中の 9 月から保育料

が変わる場合がございます。 

１号認定で入園している子（第１子）がいま

すが、第２子を３号認定で入園させると保

育料は半額になりますか？ 

はい。認定区分が上のお子様と下のお子様で違っていても問題ありません。この場合、下のお子様は３号

認定子どもの第２子ですので、保育料は半額になります。ただし、月極 2歳児保育を利用されている方は、

半額、無料の対象外です。 

 

3号認定から満 3歳 1号認定になる人がい

るのはなぜですか？ 

全体の利用料金（保育料＋諸費用）が下がる場合があります。満 3 歳になった次月からは 1 号認定を受け

られ保育料が無償になります。ただし満 3 歳児 1 号認定の諸費用が別途かかってまいりますので、3 号認

定の保育料がおよそ 16,730 円以上の方は満 3 歳 1 号認定に変わる方が全体の料金が下がります。 

 

 

 

 

入園までの

プロセス 

専業主婦（夫）ですが、２号認定又は新 2 号

認定は受けられますか？ 

受けられません。２号認定を受けるには、就労する事が主な条件で、就労以外だと介護などの理由が必要

です。 

3 歳児は募集なしとありますが、待機の手

続きはどのようにすればいいですか？ 

園見学をしていただき、園の方針などご賛同いただけましたら願書をご提出いただき、令和３年度入園

待機の受付とさせていただきます。 

入園願書受付日が都合悪いです。代理で

も受付できますか？ 

受付日、または受付時間がご都合悪い場合は、事前にせいか幼稚園までご相談下さい。

（0745-77-8900） 

親子面接はどんなことをしますか？必ず

両親で参加しないといけませんか？ 

事前にお渡しするアンケートに記入いただきました内容をもとに、お子様の普段の様子や成育歴などをお

聞かせいただきます。 

お子さまとご一緒にお越しいただきますが、ご両親での参加は問いません。 

 

 

行事 

保育時間 

  

行事の開催は、平日もありますか？ 行事に関しては平日に行う行事（参観、お誕生日会など）もありますし、日曜日に行う行事もあります。年

度初めにお渡しする年間行事予定をご参照下さい。 

日曜日に行う行事の代休はありますか？ はい、日曜日の行事の次の日は代休を設けます。 

仕事をしているので、夕方 18 時までのお

迎えが間に合わない時はどうしたらいい

ですか？ 

 

１８時以降は、せいか保育園延長保育をご利用頂くことができます。（最大２０時まで） 

 

 

 

認定区分 

コース 

  

  

年度途中の認定変更は出来ますか？ 途中でお仕事を始められたり、やめられたりした場合に認定変更していただくことは可能です。 

１号認定と２・３号認定はクラスが分かれて

いますか？ 

認定の違いによるクラス分けはございません。 

 

2 号認定と新 2 号認定の違いは何ですか？ 

新 2 号認定は 2 号短時間認定相当の就労時間で、2 号標準と同じ保育時間をご利用いただけます。ただ

し、土曜日の保育は 2号認定の方が最大 17時までご利用いただけるのに対し、新 2号認定の方は 11時半

までのご利用となります。また、新 2 号認定の方は家庭保育協力日（行事前日など）が 2 号認定の方より

多くなります。 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

 

 

せいか幼稚園とせいかグループ他園の違

いは何ですか？ 

せいか幼稚園は以下の特徴がございます。 

・ランチルームや複合遊具など子ども達の育ちと学びにつながる施設や設備が整っています。 

・せいかグループの中で、環境設備や在籍人数の規模が一番大きく、一学年３クラス編成の為、 

年度ごとにクラス替えを行います。 

・音楽教育では、運動会で発表する４・５歳児演目が、幼稚園はマーチングです。 

ちなみに保育園は和太鼓です。 

・通園バスの運行があります（幼児クラスのみ乗車可能） 

・ご入園の際、入園事務手続き準備金を頂戴しております。 

・平日行事の開催や代休等、保育園と比べると平日協力日（早迎えなど）が年間５～８日多いです。 

食物アレルギーなのですが、給食対応はど

のようにしてもらえますか？ 

入園前に医師診断記入の「食物アレルギー指示書」ご提出いただき、アレルゲン食物の除去した給食を提

供いたします。ただし、小麦粉のアナフィラキシー有のお子様については給食提供ができません。 

せいか保育園で入園してから、せいか幼稚

園に転園はできますか？ 

定員が空いている場合に限り、保育園から幼稚園の転園、またはその逆も可能です。 

バス停の場所や到着時間は希望できます

か？ 

バス停時刻等の希望は受けかねます。園規定の運行時間（１時間以内）やバス停を基準にしますので、個

人の要望による大幅な変更はできません。令和３年 4 月より、バス利用者は 3 歳児クラス以上とし、2 歳児

クラス園児は通園バスにご乗車頂けません。 

 


