
   学校法人武蔵学園 認定こども園  

平成３１年度 東菅幼稚園 園児募集要項 

 

 

平成３１年４月１日から『幼稚園型認定こども園』に移行いたします。

そのため、入園に際し保護者の方の希望する保育時間や就労状況に応じ

て、教育標準時間認定及び保育時間認定を選択していただきます。 

 それにより手続き、費用に関する内容が異なりますので、記載されて

いる内容をよく読んで同意いただいた上で入園願書をご提出ください。 

 

ご理解の上、同意書に署名・捺印をしていただきますことをご了承く

ださい。 

 

・１号認定とは  幼稚園標準教育を希望する３歳児～５歳児 

・２号認定とは  保護者の就労などで長時間保育を必要とする 

３歳児～５歳児 

 ・３号認定とは  保護者の就労などで長時間保育を必要とする 

３歳未満児 

 

 

●教育目標 

 

子どものしあわせを目ざし、子ども時代の重要性をだれより高く評価 

する中で「遊び」が育ちのきほん、１人１人を大切に、明るくのびの 

びとをモットーに、心豊かでたくましい子どもに育つよう全力をあげ 

ています。 

 

 

 

 

  

          

「いっぱい遊ぶ」が育ちのきほん。 

 



●幼稚園概要 

名称 

代表者氏名 

所在地 

電話番号 

学校法人武蔵学園 認定こども園 東菅幼稚園 

園  長    佐保田 ともこ 

川崎市多摩区菅北浦 1－6－50 

０４４－９４４－４１５２ 

 

 

●教育・保育を行う日及び時間 

開園日 月曜日から土曜日まで 

開所時間 教育標準時間認定 

（１号） 

(午前 7 時 30 分)午前 9 時～午後 2 時（午後７時） 

水曜日： 

(午前 7 時 30 分)午前 9 時～午前 11 時（午後７時） 

※（ ）内は早朝保育・預かり保育実施時間です。 

保育認定（2・3 号） ・標準時間認定：午前 7 時 30 分～午後 6 時 30 分

の範囲内で保護者が保育・教育を必要とする時間 

・短時間認定：午前 9 時～午後 5 時の範囲内で保護

者が保育・教育を必要とする時間 

※本園が定める教育・保育時間以外の時間帯におい

て、やむを得ない事情により教育・保育が必要な場合

は開所時間内のみ延長保育を提供します 

休園日 教育標準時間認定 

（１号） 

土曜日、日曜日、国民の祝日、開園記念日、 

その他園長が定めた日 

夏季休業日：7 月 16 日から 8 月 31 日まで 

冬季休業日：12 月 19 日から 1 月７日まで 

春季休業日：3 月 19 日から 4 月 5 日まで 

保育認定（2・3 号） 日曜日、国民の祝日、12 月 29 日～1 月 3 日 

    ※行事等で開園日や保育時間を変更する場合があります。 

 

 

●募集人員 

保育年数 該当する生年月日 １号認定 ２・３号認定 

１年保育(５歳児) H25.4.2～H26.4.1 生 若干名 １１名 

２年保育(４歳児) H26.4.2～H27.4.1 生   若干名    ４名 

３年保育(３歳児) H27.4.2～H28.4.1 生   ７０名   ２０名 

４年保育(２歳児) H28.4.2～H29.4.1 生    １７名 



≪１号認定 入園受付について≫ 

本園との親子面接において入園を許可した場合に入園許可書を発行いたし

ます。以下の順にて入園希望者を受付させていただきます。 

 

①  兄姉が在園・卒園している方を初めに受付します。 

 ② 本園未就園児クラス利用の方は、前項の次に受付します。 

 ③ その他の方は順に選考します。 

 

 

＜日 時＞ 平成３０年１１月１日(木)   

・午前９時～９時３０分……………兄姉が在園・卒園している方 

・午前９時３０分～１０時３０分…未就園児クラスを利用している方 

・午前１０時３０分～１１時………その他の方 

 

 

＜場 所＞ 東菅幼稚園内 

※当日は正門からお入りください。 

 

＜持ち物＞ 入園願書・室内履き・履いてきた靴を入れる袋 

       

 

＜入園検定料＞ ６, ０００円 

        当日受付でお支払いいただきます。 

 

 

＜当日の流れ＞ 入園受付→親子面接→入園許可書発行 

       

  

＜入園を許可された方にお渡しする書類等＞ 

 

・入園許可書 

・認定申請書 

・重要事項同意書 

・学用品明細書 

・預金口座振替依頼書 

・制服申込書      



●入園手続きについて (１号認定) 

入園許可書・認定申請書・重要事項同意書の提出・納入手続き・バスコー

ス確認(バス利用者のみ)・制服等採寸と申込み・学用品明細の提出をしてい

ただきます。 

 

 

＜日 時＞ 平成３０年１１月５日(月) 午後３時３０分～４時３０分 

 

 

＜持ち物＞ 入園許可書・納入金・認定申請書・重要事項同意書・制服申

込書・学用品明細書・室内履き・履いてきた靴を入れる袋 

 

 

＜納入金＞  

  納付金額 

 

教育環境整備費 

１年保育(５歳児)      41,000 円 

２年保育(４歳児)      51,000 円 

３年保育(３歳児)    61,000 円 

設備維持費  40,000 円 

バス申込費          8,000 円 

 

※入園内定後通園不能な地域に転勤となり、且つその証明（転勤証明書等）

を提出し３月３１日までに入園を辞退した場合以外は、教育環境整備費

および設備維持費の返金には原則として応じかねます。 

 なお、いかなる理由でも入園検定料の返金には応じかねます。 

 

※利用者負担額決定通知書は３月に郵送されます。 

             

  

 

 

 

 

 

 



≪２・３号認定について≫ 

２・３号認定希望者は必要書類に記入の上、直接お住まいの区の区役所に

申請をしてください。 本園の入園願書受付日(平成３０年１１月１日)に来

園する必要はありません。 

 

●手続きの流れ 

 

①申請期限  平成３０年１０月１１日～平成３０年１１月１３日 

       (郵送の場合は１０月１１日～１１月１日消印有効) 

       区役所で申請用紙を受け取り、申請手続きをします。 

(申請用紙は川崎市ホームページからもダウンロードできます) 

               ↓ 

②川崎市から郵送で支給認定決定通知書が発行されます。(12 月～１月前半) 

               ↓ 

③申請者の希望・施設の状況に応じ川崎市が利用調整し、決定後『利用調

整結果通知書』及び『入園前健康診断のご案内』が郵送されます。 

(１月末頃) 

               ↓ 

④利用先が本園に決定した方は保育認定契約を行い、入園手続きと入園前

健康診断等をします。(2 月～３月頃) 

             ↓ 

⑤利用者負担額決定通知書が郵送されます。(3 月) 

 

 

※２号認定で本園の利用が出来なかった場合、改めて１号認定として 

申請をし直し、本園との 1 号認定契約をすることもできます。 

(園から川崎市に申請します) 

本園では預かり保育を利用することで長時間保育が可能です。 

  

  ※３号認定で本園の利用が出来なかった場合、3 歳になった時点で 

   １号認定として満３歳児入園ができます。預かり保育を利用するこ 

   とで長時間保育が可能です。 



●入園前健康診断について (２・３号認定) 

小児科医による健康診断・納入手続き・面接・制服等採寸と申込み・学用 

品明細書を提出していただきます。 

 

 

＜日 時＞ 川崎市から郵送される入園前健康診断のご案内にてご確認く

ださい。 

 

 

＜持ち物＞ 納入金・学用品明細書(後日郵送いたします)・室内履き・履い

てきた靴を入れる袋 

 

 

＜納入金＞  

  納付金額 

 

教育環境整備費 

１年保育(５歳児)      41,000 円 

２年保育(４歳児)      51,000 円 

３年保育(３歳児)    61,000 円 

４年保育(２歳児)    61,000 円 

設備維持費  40,000 円 

 

※バス利用について 

保育認定の基本保育時間に合わせたバスの運行はいたしません。 

教育標準時間認定のバス運行時間で、条件の合う方は利用できます。 

３号認定の方は満３歳を迎えた時点でバスコースに空きがあれば乗車可

能です。 

 ご希望の方はバス申込金として 8,000 円お納めください。 

 

※入園内定後通園不能な地域に転勤となり、且つその証明（転勤証明書等）

を提出し３月３１日までに入園を辞退した場合以外は、教育環境整備費

および設備維持費の返金には原則として応じかねます。 

 なお、いかなる理由でも入園検定料の返金には応じかねます。 

 

 

 



≪今後の予定≫ 

 

入園前健康診断 

※2・3 号認定対象 

 

・日程は後日郵送にてお知らせします 

 

 

 

 

制服販売日 

 

 

1 号認定：平成３１年２月６日(水)  ＡＭ１０：３０～１１：３０ 

2・３号認定： 入園前健康診断時 (日程は後日郵送にてお知らせ

します) 

 

一日入園 

※1・2 号認定対象 

(３月頃) 

 

日程等の詳細は、1 号認定は１１月５日の入園手続き時に、 

2 号認定は入園前健康診断時にお知らせします。 

 

入園式 

※全入園児対象 

 

 

・平成３１年 4 月８日(月)  ＡＭ9：３０〜１１：００ 

 ※入園式はＡＭ10：00〜 なかよしホールにて 

 

 

 

 

 
 


