
２０２２年度（令和４年度）

入園募集要項

学校法人堀内学園

幼保連携型認定こども園 鬼高幼稚園

〒２７２-００１５ 千葉県市川市鬼高３丁目１４番１８号

TEL：０４７-３７０-６５８３



●幼稚園と保育園の一体型施設となり、１歳児からの入園が可能になります。

●１歳児～２歳児は所得に応じて自治体が決定する基本保育料が設定されます。

※従来のような一律の保育料から、所得に応じた保育料が設定されますが、これまでと負担が大きく変わらない形に設定

されることになります。また、幼児教育の無償化により、満３歳以上の子どもの基本保育料は無償となります。

詳細は、「5.諸費用について」をご参照ください。

1.幼保連携型こども園とは

地域の多様化する子育てニーズに対応することを目的としています

平成27年度よりスタートした「子ども・子育て支援新制度」は、日本の子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決するために、

乳幼児期の教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていくことが期待されています。

そのため、当園でもこの新制度に移行することを選択し、認定こども園へ生まれ変わりました。

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
の
ポ
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ン
ト

幼稚園と保育所の
いいところをひとつにした
｢認定こども園 ｣の
普及を図ります。

保育の場を増やし
待機児童を減らして
子育てしやすい
働きやすい

社会にします。

乳幼児期の教育や保育、
地域の様々な子育て支援の
量の拡充や質の向上を

進めます。

子どもが減ってきている
地域の子育ても
しっかり支援します。

１ ２

３ ４

認定区分 年齢 保育の必要性 基本保育時間 対象となる方

1号認定 満3歳以上 ない 4時間程度
お子様が満３歳以上で、幼稚園での教育を希望される方
（従来の幼稚園希望の方）

2号認定 満3歳以上 ある
標準時間の場合 11時間
短時間の場合 8時間

お子様が満３歳以上で、｢保育の必要な事由｣に該当し、保
育所等での保育を希望される方（従来の保育所希望の
方）

3号認定 満3歳未満 ある
標準時間の場合 11時間
短時間の場合 8時間

お子様が満３歳未満で、｢保育の必要な事由｣に該当し、保
育所等での保育を希望される方（従来の保育所希望の
方）

申込方法 1号認定 ：鬼高幼稚園

２号・3号認定 ：市川市 こども政策部 こども施設入園課 または 船橋市保育認定課

保護者の皆様の就労状況に合わせてお子様が「認定区分」を受けます

1



２.募集人数と1号認定優先入園受付

１．募集人数

（注1）満3歳児クラスは6名募集の予定となっております。優先入園受付時もしくは願書受付時に誕生月が早い園児が

優先となります。尚、入園は誕生月の翌月1日となります。保育時間は、1号児に準じます。

（注2）3歳児の1号認定については、優先入園枠者数を含んでおります。

※若干名の募集につきましては、引っ越し等での転園の関係により変動します。

２．１号認定優先入園制度
●優先入園受付順位と受付期間

【注意事項】

①願書受付時に選考料５千円を添えてご提出ください。本人の都合でキャンセルされた場合、すでに手続きも進めている

関係から返金は致しかねます。（ただし、入園前のやむを得ない事由による転勤・転居などは、転勤証明書や契約書

提出により施設設備維持費をご返金します。）

②お知り合いに令和２年度までに当園を卒園した兄・姉がいらっしゃる場合は、お手数をおかけしますが、一度上記

期間内に園までお超しくださるようお伝えください。本園を卒園された保護者の方のお子さんも優先入園の対象となります。

1歳児 2歳児 満3歳児 3歳児 4歳児 5歳児

1号認定 ６名 ４０名 若干名 若干名

2.3号認定 １２名 若干名 ８名 若干名 若干名

順位 対象 受付期日

１ 在園児のご兄弟・弟妹
卒園児のご兄弟・弟妹
卒園生のお子さん

令和3年9月13日（月）

２ 一般募集 令和3年10月18日（月）徒歩通園希望
令和3年10月19日（火）バス通園希望
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・１号認定での入園と２、３号認定での入園は手続きが異なりますので、事前にご確認ください。
・日程や内容が変更となる場合がございます。変更の際にはホームページでお知らせします。

３.入園に向けたスケジュール

入
園
手
続
き

日時
対象

内容 詳細・持ち物
１号認定

（満３～５歳）
２、３号認定
（１～５歳）

6/9（水）～
6/23（水） 〇 園見学

（1回目）

6/7（月）10時～電話予約開始（先着48名）
詳細はホームページにて
※6/15（火）、6/21（月）は休園

7/21
（水）

〇 入園説明会
（1回目）

1回目：13時00分～、2回目：14時15分～
持ち物：筆記用具、スリッパ
詳細はホームページにて

9/6（月）と
9/7（火） 〇 願書優先配布

（弟妹・子女関係）
10時～14時 本園事務所で配布

9/6（月）
～9/10
（金）

〇 園見学
（2回目）

9/3（金）10時～電話予約開始（先着30名）
詳細はホームページにて

9/13
（月）

〇 願書優先提出
（弟妹・子女関係）

9時～16時 本園事務所で受付

9/28（火）～
10/7（木） 〇 園見学 9/22（水）10時～電話予約開始（先着42名）

詳細はホームページにて

9/29
（水）

〇 入園説明会
（2回目）

9/24（金）10時～電話予約開始
1回目：13時30分～、2回目：14時45分～
持ち物：筆記用具、スリッパ
詳細はホームページにて

10/15
（金）

〇 入園願書配布
（一般）

10時～14時 本園事務所で配布

10/18
（月）

〇 入園願書提出
（一般）

※徒歩通園希望児対象

9時～13時 本園事務所で受付

10/19
（火）

〇 入園願書提出
（一般）

※バス通園希望児対象

9時～13時 本園事務所で受付

10/23
（土）

〇
面接・合否決定
重要事項説明書配布

※面接後、合格通知を受けとられた方は
10/28（木）に入園準備金等をお納め下さ
い。重要事項説明書への承諾書も同日に
ご提出下さい。
※制服採寸は11月～12月頃を予定。
※1日入園は1月頃と3月頃を予定。
保育用品受渡は3月頃。

10/27
（水） 〇 入園説明会 1回目：13時30分～、2回目：15時～

持ち物：筆記用具、スリッパ

11月・12月 〇 保育所等入所
申込（1次）

10月下旬頃に「保育所等入所案内」が市川
市こども入園課窓口で配布されます。
2次受付は例年12・1月で実施。

令和4年
2月中旬頃 〇 内定結果の通知 詳細は各自治体からのご案内をご確認くだ

さい。

令和4年
2月～3月頃 〇

願書提出・個別面談
重要事項説明書配布

制服採寸

※面談後、合格通知を受けられた方は入園
準備金等をお納め下さい（3号児対象外）
重要事項説明書への承諾書は面談日にご提
出ください。
※1日入園は3月頃を予定
保育用品受渡は3月頃。
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１.開園時間
●施設開園時間：７時３０分～１８時３０分

【１号認定の預かり保育】

※長期休業中預かり保育も、９時～１７時で行います。

※休園日（行事等の振替休業日含む）、土日祝祭日、お盆、年末年始、行事前日等のお預かり保育はお休みです。

２.休園日
●１号認定：土日祝日、春夏冬の長期休業、当園創立記念日（5/1）、千葉県民の日（6/15）、その他園長が必要と認める日

●２、３号認定：日曜祝祭日、１２/２９～１/３

※平日に勤務シフトなどで調整可能な方は、家庭保育へのご協力をお願い致します。

また、お盆（８月１３日～１５日）や入園式・運動会・発表会・卒園式終了後は全保育認定の方に対して、家庭保育の

ご協力をお願い致します。

３.予定利用定員（令和4年度）※令和3年6月現在

４.保育時間・予定利用定員

年齢 １歳 ２歳 満３歳 ３歳 ４歳 ５歳

認定区分 ３号 １号 １号 ２号 １号 ２号 １号 ２号

人数 １２名 １２名 ６名 ４０名 ２０名 ４８名 １０名 ４９名 ７名
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５.諸費用について

１.入園時納付金

●その他：制服・体操服代、保育用品代等の納金があります。※３号認定児は対象外

●入園準備金・施設設備維持費は入園決定時に現金にて納付して頂きます。分割・後払いはできません。納入後の入園

取り消し、辞退の場合は原則返金不可です。（ただし、入園前のやむを得ない事由による転勤・転居などは、転勤証明書や

契約書提出により施設設備維持費をご返金します。）

●人件費・教材費等の高騰/消費増税により、年度によって上記費用が改訂の可能性があります。

２.利用者負担額（毎月）

※３号認定児（１歳児・２歳児）は利用者負担額（毎月）と各自治体が定める基本保育料を収めていただきます。

【その他費用】

●父母の会費：1,000円（毎月）を年3回（5月、9月、1月）の学期ごとに分けて納金になります。※3号認定児は対象外

●前受金（4月12,300円・9月12,300円）：遠足代、卒園記念品代、etc.

※月額負担額年額を１２か月で等分したものを毎月頂いていますので、長期休業中も納金になります。基本的に減免、

返金はありません。また、人件費・教材費・食材費などの高騰/消費増税によって上記費用が改訂の可能性があります。
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３.預かり保育・延長保育費
①預かり保育（１号児）

・新入園児に関しては、初めての生活に慣れていただくことが大切ですので、入園後２週間程度は原則通常保育のみと

させて頂いており、利用開始は４月下旬頃からとしております。

●通常日

●長期休業中

②延長保育（２・３号児）

保育認定子どもの延長保育に係る利用者負担

２号児 ３号児

保育標準時間認定 保育短時間認定 保育標準時間認定 保育短時間認定

延長保育
（早朝）

300円/30分
7：30～8：30

300円/30分
7：30～8：30

延長保育
（夕方）

300円/30分
16：30～18：30

300円/30分
16：30～18：30

項目 時間 料金

教育標準認定子どもの預かり保育に係る利用者負担
（通常保育日）

14：30～17：00 1,500円

項目 時間 料金

教育標準認定子どもの預かり保育に係る利用者負担
（長期休業日）

9：00～17：00 基本1,800円/3H
以降30分300円
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