
令和 2年度 みやび認定こども園

<1号認定募集要項>

1 募集対象施設

猛 称 :みやび認定こども園 (保育所型 )

所在地 :那覇市安謝 1丁 目8番 24号
TEL:098-941-5567

2 申し込み条件

(1)対象児童の年齢が、下記の対象クラス要件に該当すること

① 3歳児クラス (う み組)

平成 28年 4月 2日 ～平成 29年 4月 1日 生まれ

② 4歳児クラス (そ ら組)

平成 27年 4月 2日 ～平成 28年 4月 1日 生まれ

③ 5歳児クラス (たいよう組)

平成 26年 4月 2日 ～平成 27年 4月 1日 生まれ

(2)保護者等が児童を当該施設に送迎できること

(3)法人理念、教育保育 目標等の経営方針を理解 し賛同できること

(4)認定こども園は、子ども。子育て支援法により「学校」扱いとなり、近隣の安謝小学校に

合わせて春～冬休みが設定されています。基本的にその期間は、お休みになることをご理解

ください。

3 定員及び募集人員

クラス 定員 募集人員

3歳児   うみ組 5名 5名

4歳児   そ ら組 5名 3名

5歳児 たいよう組 5名 2名

※ 1号認定こどもの教育 。保育は 2号 こどもと同一の保育室で行います。

※ 4歳 、 5歳 クラスの募集人員は、進級園児の人数により変動 します。



4 保育料等について

(1)入園料はあ りません。

(2)教育標準時間分 (8:15～ 14:00)の 保育料は、保護者負担はありません。

(3)預 り保育について

① 月額 11,300円以内、一回 450円以内が無償化対象です。土曜日、休業期間中に利用し

た場合、無償化対象範囲を超える可能性があります。その場合は、実費負担となります。

② 月～金

土曜日

14 : 00´ ン`1 8 : 00  日額 400円

1号認定児童は基本自勺こお休みですr必要に応 じて利用す ことができます∩る

別途料金が発生す 場合があります。

8:15～ 14:00 日額 400円

14:00～ 18:00 日額 400円

③ 下記休業 日の 1号認 基本的
′′ ‐
に ‐イ0 休みです∩

別途料金発生す る場合があ ります。

必要に応 じて利用す ることができます。
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・春期体業

・夏期休業

・秋期休業

・冬期体業

・学年末休業

4月 1日 ⌒V4月 5日

7月 21日 ～ 8月 25日

10月 の第 2月 曜 日の直後の火曜 日か ら 10月 の第 2月 曜 日直後の金

曜 日まで

12月 26日 か ら翌年の 1月 4日 まで

年末 3月 16日 か ら 3月 31日 まで

(4)給食費について

平 日 :月 額 5,000円 (副食材料費 4,200円 、主食費 800円 )

土曜 日及び休業期間中 :1回 250円

(5)延長保育について

月額 2,500円 または一回 300円

月～± 18:00～ 19:00ま で利用可能です。

(6)その他

・保護者会費  一世帯月額 500円
。絵本代    月額 300円 ～ 450円 程度 (希望者のみ)

・物品代などは、必要に応 じて別途ご案内しています。

・保育料等は、原則に回座振替にて徴収致 します。

5 申 し込み方法

(1)要項な どの配布について

①配布期間 2019年 11月 1日 (金)～

，

´



②配布場所

③配布時間

みやび認定 こども園、那覇市役所、近隣の保育所等

9:00～ 17:00

(2)書類受付について

①受付期間 2019年 11月 12日 (火)～ 11月 14日 (金) 17:00ま で

※ 土日。祝日を除く

②受付場所 みやび認定こども園

③提出豊類__全二量2生座 _教童堡童絵生重立宝董董_(1量

`2_量

/旦 量≧丞重重玉」星空込豊

(水色の用紙です。)

(3)選考条件について

①社会福祉法人雅福社会に在園している児童 (2号から1号認定への変更等)

②兄弟・姉妹が社会福祉法人雅福社会に在園中の方、連携施設卒園者

③那覇市内在住者

④法人理念、教育保育方針の理解、 1号認定募集要項を十分理解していること

(4)その他

①受付期間中に定員に達した場合は、その時点で募集を終了いたします。

②定員に達し募集締め切り後に、定員に空きが出た場合はホームページ等で再度定員に達

するまで募集を行います。

6 入園の内定について

(1)入園内定が決定 した場合は、内定通知書を送付致 します。

7 面接等について

(1)内定を受けた児童 と保護者は、みやび認定こども園で一緒に面接を行います。

面接 日の詳細は、後 日改めてお知 らせ致 します。

(2)お子 さんの健康状態や発達の状況などについて、面接時に詳細をお尋ねさせてくださ

い 。

8 ご注意いただきたい点

(1)他園 2号認定 と当園 1号認定の同時申し込みはご遠慮 ください。

(2)入園を辞退する場合は、内定通知を受け取 り後 1週 間以内にご連絡 くださいますよう、

ご理解とご協力をお願い申し上げます。

(3)入園 日までに保護者または、対象児童が申し込み条件を満たさなくなった場合は、原

則 として内定を取 り消 しさせて頂きます。

(4)保育料等について、 2月 以上滞納 した場合は利用停止措置を取る場合があ ります。
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(2)必要な書類は予め送付、または面接時にお渡 しいた しますので、書類などの準備 をお

願いします。


