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入園募集要項

学校法人三星学園 やなぎさわ幼稚園・保育園（幼保連携型認定こども園）

〒278-0006 千葉県野田市柳沢83番地
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１．募集人数と１号認定優先入園受付

１．募集人数

０歳児
R3.4-

１歳児
R2.4-R3.3

２歳児
H31.4-R2.3

３歳児
H30.4-H31.3

４歳児
H29.4-H30.3

５歳児
H28.4-H29.3

１号認定
(幼稚園時間)

９名
(☆1)

２７名
(☆2)

若干名 若干名

２，３号認定
(保育園時間)

６名
(6カ月～)

９名 若干名 16名
（☆3）

若干名 若干名

（☆1）満３歳児クラスは９名募集の予定となっております。優先入園受付時および願書受付時に誕生月が早いお子さま

が優先となります。４月の入園式後から登園を行いますが、制度の関係上満３歳児は誕生日前日から園児扱いとなりま

すので、それまでは無償化の対象外です。(ならし保育もあります。１日の流れなどは別紙をご参照下さい。)

（☆2）３歳児の１号認定については、優先入園枠の方の数を含んでおります。

（☆３）連携園（柳沢くくる保育園、柳沢なないろ保育園）からの進級数を想定しています。国の制度の関係上、柳沢な

ないろ保育園からの入園は市の利用調整を経る必要があります。３歳児の新規２号枠は若干名となります。

２．１号認定優先入園制度（2022年度は４年保育のみ）
優先入園制度の詳細は、【別紙】「１号認定優先入園制度について」(7/1～職員室にて配布)をご確認ください。受付

順位並びに期間は次の通りとなります。尚、３年保育については未就園児クラス「ふたぼしクラブ」の入園枠確保クラスで

全て優先入園枠が埋まってしまいましたので、今回の優先入園枠のご案内はございません。一般枠のみとなります。

●優先入園受付順位と期間（４年保育) 【受付場所：やなぎさわ幼稚園・保育園 職員室】

順位 対象 受付日時

１ お子さまが４月～６月生まれで以下に該当される方
・在園児のご兄弟／姉妹の方
・きらぼしクラブ在籍者の方（６月末時点）

7/21(水) 10:00

２ お子さまが４月～６月生まれの方で以下に該当される方
・卒園児のご兄弟・姉妹の方

7/21(水)11:00

3 お子さまが７月～３月生まれで順位1と同条件の方 7/21(水)13:00

４ お子さまが７月～３月生まれで順位2と同条件の方 7/21(水)14:00

５ きらぼしクラブキャンセル待ちの方 または
柳沢くくる保育園のうちなぁクラブに在籍している方（６月末時点)

7/21(水)15:00

【注意事項】

①優先入園受付時、入園準備金の一部(3.5万円(2人目以降は3万円))を納入いただきます。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、返金はいたしかねますので、予めご了承ください。

②優先入園受付数は、一般でご希望される方を鑑み、定員数までは行わない予定です。ご希望の方はお早めにご提出ください。

③同順位の中では、誕生日が早い方からご案内・お手続きをいたします。予めご了承ください。

一般枠の方へ
☆優先入園枠で全て埋まることはございませんが、ご検討されている方はお早めにお問
い合わせください。入園見学等随時受付けております。(一般定員枠開示：9月下旬頃)

内容が変更となる場合がございます。変更の際
には、HPまたはSNSでお知らせします。

※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。例年、０－３名の中で推移しています。

※３年保育についても、一般枠人数は同時期に開示を予定しております。



２．入園に向けたスケジュール(1/2)

１．園行事・園庭開放など(1-3号児共通)

２．入園手続き日程

行

事

日 時 行 事 内 容

毎月１回土曜日
10:00～11:30

【こぶしランド】
園庭開放・育児相談

HPからご予約の上、お気軽に遊びに来てください。お待ちしております♪

8/28(土)17:00～ 納涼こどもまつり
ゲームなどの模擬店を出します。また、後半では浴衣などを着た園児たち
による盆踊りがあります。

10/2(土)09:00～
<雨天時： 10/9>

運動会
【入園前児競技】
09:３０受付開始、10:00頃競技
※園児たちが頑張って練習してきた各演目もお時間があればご覧ください。

以下の日程で各種行事がございます。お時間がございましたら、各機会に是非当園の様子をご覧ください。
コロナウイルス感染予防により、下記イベントへの参加をご遠慮いただくこともございますので、予めご理解ください。
中止や時間変更などは、HPにて掲載しますので、ご来園前に必ずご確認をお願いいたします。

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。
新型コロナウイルス感染防止の観点から、ご来園される際は保護者の方１名、お子さま１名（手続きのみ等の日は、可能
であれば保護者の方のみ）のご来園としてください。

入
園
手
続
き

日 時

対象

内容
詳細・持ち物

(毎回、筆記用具とスリッパをご持参ください。)１号認定
(満３～５歳)

２，３号認定
(0～5歳)

10/15(金)
09:00～

〇
入園願書配布・
入園説明会

願書の記入方法などもご説明いたしますので、可能な限り
全員参加ください。(16日以降も願書を配布しますが、無く
なり次第、終了となります。)
【持ち物】
優先入園受付票(優先枠のみ)
【スケジュール】
09:00～０９:３０ 優先入園枠 願書配布
０９:３0～10:００ 一般入園枠 願書配布
10:００～11:００ 入園説明会（願書記入方法等含む）
※お子さま同伴での参加も可能です。お子さまの預かりはありません。

11/１(月)
09:30～

〇
入園受付・
入園面接

以下の通り、入園手続き等を行います。
【持ち物】
①優先入園受付票(優先枠のみ) 、②入園時提出書類一
式（願書）③入園検定料、④入園準備金Ⅰ・Ⅱ（優先入園
等で一部納入済の方は、差額分）
【スケジュール】
09:30～10:00 優先入園枠 受付(①-③提出)
10:00集合 一般入園枠 受付(②・③提出)
10:30～12:00 入園面接(親子)
12:30集合 面接結果発表、入園手続き（④提出、バ
スコース希望受付）
※一般枠の方が定員よりも多くお越しいただいた場合、抽
選となります。抽選等が外れてしまった方で、キャンセル待
ちを希望される場合、12:40～受付を行います。
※当日の納入は現金のみとなります。(お釣りの無いよう、
お願いします。)

内容が変更となる場合がございます。変更の際
には、HPまたはSNSでお知らせします。

新型コロナウイルス感染対策のため、
今年度は人数を絞った個別園見学会のみ実施。

（７月２０日頃からHPで受付開始）
９月：幼稚園枠(３年・４年保育）

１０ー１１月：保育園枠（０－5歳児）



２．入園に向けたスケジュール(2/2)

入
園
手
続
き

日 時

対象

内容
詳細・持ち物

(筆記用具とスリッパは毎回ご持参ください。)１号認定
(満３～５歳)

２，３号認定
(0～5歳)

11/6(土)
09:50～
<受付>

〇 施設説明会

保育園時間利用の方を対象に説明会を行いますので、ご
希望の方は是非ご参加ください。
【スケジュール】
10:00～11:00 説明会
11:00～11:30 質疑応答(個別相談会)・見学会
※お子さま同伴での参加も可能です。(預かりなし、控室あり)

11・12月 〇
保育所等入所
申込(1次受付)

10月下旬ころに「保育所等入所案内」が野田市役所保育
課窓口で配布されます。詳細は、野田市保育課の案内をご
確認ください。（2次受付は例年12・1月で実施）

1/19(水)
13:50～
<受付>

〇

制服等採寸（3
年保育）
入園手続き説明
会

今年度のハンドブックを基に、入園に向けてご用意いただ
きたいものをお伝えします。また、制服・体操服の採寸会を
行います。
【持ち物】
支給認定申請書(11/1配布)、ご印鑑、筆記用具
【スケジュール】
14:00～15:00 入園手続き説明会
15:00～16:00 質問・制服等採寸(来園順、終わり次第
解散) ※説明会中のお子さまの預かりあり

２月中旬頃 〇 利用内定(1次)
詳細は、野田市役所保育課からの案内をご確認ください。
（２次受付の場合は、３月中旬頃）

3/5(土)
09:20～
<受付>

〇 〇

制服等販売会
(1号)
制服等採寸
(2号（新入園
児）)
入園手続き説明
会(２・3号)

2・3号認定向けに、1/19(水)と同内容の説明会を行いま
す。制服・体操服についても、1号認定は販売、2号認定
（新入園）は採寸を行います。
【持ち物】
<1号認定>制服等代金(現金、おつりの無いようお願いし
ます)
＜２、３号認定＞印鑑、入園準備金Ⅰ・Ⅱ
【スケジュール】
<1号認定>
10:00～11:00 制服等販売、質疑応答
<2・３号認定>
09:30～10:30 入園手続き説明会
10:30～11:00 書類記入・制服等採寸(来園順、終わり
次第解散)
※説明会中のお子さまの預かり無し
※同日に２歳児めばえクラスの進級説明会あり

3/12(土)
10:00～

〇 〇
書類等提出・制
服等販売(2・3
号)

入園に向けた資料一式を提出いただきます。
【持ち物】
＜２・３号認定＞入園願書一式（手続き説明会にて配布）、
制服等代金(現金、おつりの無いようお願いします)
【スケジュール】
<２・３号認定のみ>
10:00～11:00 書類提出・制服等販売(2号のみ)

3/22(火)～
3/24(木)

〇
入園前親子
面談

２・３号認定の方の新入園児を対象に入園前面談を行いま
す。詳細は、別途れんらくアプリ等にてお伝えします。

内容が変更となる場合がございます。変更の際
には、HPまたはSNSでお知らせします。



３．施設概要

１．開園時間
●施設開園時間…７：００～１９：００(土曜日は7:00～18:00)

●幼稚園(教育標準)時間…９：３０～１４：００

制度内容により変更の可能性あり

時間外保育
預かり保育

１号認定

7:00 9:00

登園
時間

9:30

教育時間
(一斉活動時間)

14:00

時間外保育
預かり保育

18:00 19:00

2・３号認定
(標準時間)

7:00

保育時間

9:30

教育時間
(一斉活動時間)

14:00 18:00 19:00

保育時間
時間外保育
延長保育

2・３号認定
(短時間)

7:00

保育時間

9:30

教育時間
(一斉活動時間)

14:00 16:30 19:00

保育時間
時間外保育
延長保育

8:30

時間外保育
延長保育

【１号認定の預かり保育】

※長期休業中預かり保育も、７：００～１８：００で行います。無償化が１日４５０円迄のため、超過分は自己負担となります。

※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、行事前日はお休みです。

※利用者全員が預かり保育の無償化の対象になるとは限りませんので、ご注意ください。(一定時間の就労などが前提)

１号預か
り認定
（新２号）

時間外保育
預かり保育

7:00 8:00 9:30

教育時間
(一斉活動時間)

14:00

時間外保育
預かり保育

18:00 19:00

預かり保育
(無償化対象)

預かり保育
(無償化対象)

15:30

１日最大７.5時間が無償化(450円)の対象(おやつ代金は別)

登園
時間

9:00

※３号認定については、保育時間

※３号認定については、保育時間

２．休園日

●１号認定…土日祝日、春夏冬の長期休業中、研修や行事、振替休日等

●２、３号認定…日曜祝祭日、１２/29～１/3

※３歳児以上の保育認定の方は、教育標準認定の代休日（土日が行事の週明け日など）は準代休日と定めており、シフトなどで調整可能

な方は、家庭保育への協力をお願いいたします。また、お盆期間や入園式・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

庭保育協力日とさせていただいております。

３．設定定員(202２年度)

内容が変更となる場合がございます。変更の際
には、HPまたはSNSでお知らせします。



４．諸費用について(1/2)

１．入園時納付金（１回） 制度変更や食材費高騰等により変更の可能性があります

２．利用者負担額（毎月）

No 認定区分 項目 内容、負担を求める理由、目的 金額

１ １号 入園検定料
願書代、面接事務・対応費、お土産代 ２，５００円

２ １・２号
(３号児は３歳児
進級前の１０月)

入園準備金Ⅰ
（入園事務費）

入園に関わる資料準備・届出・園内システム/セキュリ
ティーカードの登録
(兄・姉が当園に在卒園し、第２子以降の入園は減免)
※保育園利用時間児については、入園に関する手続
きの一部を市役所にて行うため減免

【1号】
３5，０００円
(３０，０００円)
【２号】
２5，０００円
(20，０００円)

３ １・２号
(３号児は３歳児
進級前の１０月)

入園準備金Ⅱ
（施設充実費）

国が定める幼稚園/保育園の設置基準を超えた園舎・
園庭の施設利用に関わる費用
※右記の年齢は、入園児の年齢
※満３歳児は３歳児入園の金額
※０－２歳児は、施設管理・維持費の支払い期間が長
い分、３歳児と比較して減免

（0歳児）５０,０００円
（１歳児）５５，０００円
（２歳児）６０，０００円
（3歳児）６５，０００円
（４歳児）４５，０００円
（５歳児）２５，０００円

４ １・２号
(３号児は３歳児
進級前の３月)

制服・体操服代
保育及び登降園に必要な衣類・かばん・帽子等一式

一式
４０,０００円程度

５ １・２・3号 個人教材費
保育に必要な教材一式(のり・はさみ・粘土など)
※入園する学年により異なります。

2，０００円～
１５，０００円

・No.3の年齢については、柳沢くくる保育園、柳沢なないろ保育園からの３歳児入園についても、適用されます。
・入園準備金Ⅰ・Ⅱは、入園決定時に現金にて納付いただきます。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などは、転勤証明書の提出により考慮いたします。）

・月額負担額年額を 12 ヵ月で等分したものを毎月頂いていますので８月の休業中も引落しになります。基本的に減免はありません。

内容が変更となる場合がございます。変更の際
には、HPまたはSNSでお知らせします。

費目 N
o

ご請求費目 学年

０、１歳児 ２歳児(満３歳児) ３－５歳児

3号 １号 ３号(2号) １号 ２号

保育料 0 基本保育料 各市基準 無償(満3～) 各市基準 無償 無償

特定
負担金

1 教育・保育環境充実費 1,400 2,000 2,000 3,000 3,000

2 施設管理・維持費 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

3 冷暖房費 500 500 500 500 500

4 行事費 500 500 500 500 500

実費
徴収

5 主食費(黒酢米補助200円込) 基本保育料内 1,100 基本保育料内 1,100 1,500

6 副食費(２,3号児はおやつ代込) 基本保育料内 3,400 基本保育料内 3,400 6,000

合計 各市が定め
る保育料
＋

5,400円

10,５00円

(3歳到達前)
３６，２００円

各市が定め
る保育料
＋

6,000円

11,５00円 14,５００円

単位：円（税込み＜１０％＞）

【その他月額費用】
バス利用費（３－５歳児） ：３，３５０円 （兄弟姉妹２人目以降乗車の場合２，６００円）
卒園対策費（５歳児） ：１，１００円 （卒園アルバム制作費等）

２号児土曜日保育の給食・おやつ代（税込み<10%>）： ＜給食費＞ ３５０円＜おやつ＞ ８０円

また、預かり保育児並びに２号児土曜日利用児の給食費・おやつ代は次の通りとなります。当費用は、第３子等の副食費
補助の適用対象外になります。

3歳に到達するまでは25,700円



４．諸費用について(2/2)

３．預かり保育・延長保育費 制度内容により変更の可能性あり

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
て頂いております。バッチの購入申請をいただき、担任から受領後に利用をすることができます。
・預かり保育利用料金は打刻システムで自動計算され翌月1５ 日に（土日祝日の場合翌営業日）保育料と一緒に自動引き
落としされます。
※（午前保育、長期休業中預かり保育日）別途、給食費が発生します。１食３５０円となります。
※（全預かり保育日）１５：００以降利用児は、おやつ代別途８０円となります。

項目 時間 料金 月額上限

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）

０７：００～０８：００ １００円/３０分
２,5００円

０８：００～０９：００ ５０円/３０分

１４：００～１６：００
(午前保育１1:3０～)

１００円/３０分
１１，０００円

１６：００～１８：００ １５０円/３０分

●通常日

●長期休業中

項目 時間 料金 上限

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）

０７：００～０８：００ １００円/３０分
年度始
( 4月) ６，０００円
夏季
( 7月) 8,000円
( 8月) 16,000円
冬季
(12月)１０，０００円
年度末
( 3月) ６，０００円

0８：００～１２：００ ５０円/３０分

１２：００～１６：００ １００円/３０分

１６：００～１８：００ １５０円/３０分

②延長保育(２・３号児)

項目 認定区分 時間 料金 月額上限

保育認定子どもの延長保育に
係る利用者負担

標準時間認定 １８：００～１９：００ ２００円/３０分 4，０００円

短時間認定

0７：００～0８：００ １００円/３０分

８，０００円
0８：００～0８：３０ ５０円/３０分

１６：３０～１８：００ １５０円/３０分

１８：００～１９：００ ２００円/３０分

４．その他負担費

No 認定区分 項目 内容、負担を求める理由、目的 金額

１ １・２・３号 保険代 日本スポーツ振興センター 災害共済給付制度 年額165円(予定)

２ １・２・３号 追加教材費 自由画帳、マーカー、体操服等の追加注文、写真代 (ハンドブック参照)

３ １・２・３号 進級児教材費 カラー帽子、名札、出席ノート等、各年度で変更となる物 ２,０００～７,０００円

内容が変更となる場合がございます。変更の際
には、HPまたはSNSでお知らせします。



１人の子どもを育てるのは、本当に大変なことです。ご家庭・園が一緒に取り組んでこそ、より大きく子どもは成長してくれます。
「保護者の方とともに感動を分かち合い、お互いが子どものことを真剣に考え、意見や思いを共有できるような関係。」

私たちは、そんな「Give＆Give」の関係でありたいと常に考えております。


