
坂井町

認定こども園（幼稚園部）

３～５歳児

平成22年4月2日～平成25年4月1日

に生まれた幼児

○三国南幼保園（三国南幼稚園） ○みくに未来幼保園 ○春江幼保園（春江幼稚園）  ○春江西幼保園（春江西幼稚園） ○坂井こども園 ○磯部西幼保園 ○霞幼保園

　南本町1-4-35　℡81-2910 　神明1-5-46　℡81-2373 　江留下屋敷220 ℡51-2372 　松木11-7　　　 ℡51-3046 　宮領40-25-1　℡　- 　上安田7-3-1　　 ℡66-7601 　霞町3丁目10-1 ℡66-0748

○宿幼保園 ○春江東幼保園（春江東幼稚園） ○春江北幼保園（大石幼稚園）     ○高椋幼保園 ○鳴鹿幼保園

　宿2-3-45　　℡82-0049 　中筋29-1　℡58-5833  　 　中庄11-2-31　 ℡51-9622 　寅国2-13　　　　℡67-4633 　上金屋5-15　　　℡66-2757

○安島幼保園

　安島37-70 　℡82-0094

○加戸幼保園

　加戸34-30-1 ℡82-0097

定員
3歳　4歳　5歳　定員設定
1クラス8人以下の場合は、クラス統合

入園区域

保育時間

午後１時３０分～午後３時

３歳児については預かり保育を実施しない

休園

一時預かり

（春・夏・冬休み）

登降園　保護者による送迎 登降園　保護者による送迎 登降園　　保護者による送迎 登降園　　保護者による送迎 登降園　　保護者による送迎 登降園　保護者による送迎 登降園　保護者による送迎

　ただし、５歳児は、申請により登園のみ 　ただし、５歳児は申請により登園のみ 　ただし５歳児は、申請により登園のみ

　小学生との集団登園を認める 　小学生との集団登園を認める 　小学生との集団登園を認める

給食 完全給食 補食給食 完全給食 補食給食 補食給食 完全給食 補食給食

保育料等

預かり保育料　２００円 13：30～15：00

他に、教材費、絵本代など

　入園を希望される場合は、各幼保園に用意してある「入園願」「支給認定申請書」提出してください。

　※ただし、各幼保園で申込期間内に入園希望者が少ない場合、当該園は休園とします。

　※預かり保育を希望する場合は、入園願とともに「預かり保育申込書」を提出してください。

　※「入園願」「預かり保育申込書」「支給認定申請書」は、坂井市ホームページからダウンロードすることもできます。

　※幼保園（幼稚園部）、認定こども園（幼稚園部）の「入園願」は、子育て支援課または幼保園で配布しております。

　【受付期間】　平成　　年　　月　　日（　）～　　月　　日（　）

　【受付場所】　市役所教育委員会学校教育課または各幼稚園 ⇒子育て支援課

　　　　　　　　　　幼保園（幼稚園部）、認定こども園（幼稚園部）については子育て支援課または各幼保園

　○問い合わせ先

　　市役所教育委員会学校教育課　坂井町上新庄28-5-3  　　坂井市役所第２別館２階　　℡５０－３１６１⇒子育て支援課

　　※幼保園（幼稚園部）、認定こども園（幼稚園部）については、子育て支援課（℡５０－３０４２）にお問い合わせください。

坂井町

幼稚園 幼保園（幼稚園部） 認定こども園（幼稚園部）

４歳児、５歳児 ３～５歳児 ５歳児 ３～５歳児 ３～５歳児

平成21年4月2日～平成23年4月1日 平成21年4月2日～平成24年4月1日 平成21年4月2日～平成22年4月1日 平成21年4月2日～平成24年4月1日 平成21年4月2日～平成24年4月1日

に生まれた幼児 に生まれた幼児 に生まれた幼児 に生まれた幼児 に生まれた幼児

○三国南幼稚園 ○みくに未来幼保園 ○春江幼稚園  ○春江東幼稚園 ○坂井こども園 ○磯部西幼保園 ○霞幼保園

　南本町1-4-35　℡81-2910 　神明1-5-46　℡81-2373 　江留下屋敷220 ℡51-2372 　中筋29-1　℡58-5833  　 　宮領40-25-1　℡　- 　上安田7-3-1　　 ℡66-7601 　霞町3丁目10-1 ℡66-0748

○宿幼保園 ○春江西幼稚園 ○高椋幼保園 ○鳴鹿幼保園

　宿2-3-45　　℡82-0049 　西太郎丸3-3　 ℡51-0152 　寅国2-13　　　　℡67-4633 　上金屋5-15　　　℡66-2757

○安島幼保園 ○大石幼稚園     

　安島37-70 　℡82-0094 　上小森5-7-1　 ℡72-0030

○加戸幼保園

　加戸34-30-1 ℡82-0097

入園区域

保育時間

午後１時３０分～午後３時 午後１時３０分～午後３時 午後１時３０分～午後４時 午後１時３０分～午後４時 午後１時３０分～午後３時

３歳児については預かり保育を実施しない ３歳児については預かり保育を実施しない ３歳児については預かり保育を実施しない

休園

一時預かり
（春・夏・冬休み）

登降園　保護者による送迎 登降園　保護者による送迎 登降園　　保護者による送迎 登降園　　保護者による送迎 登降園　　保護者による送迎 登降園　保護者による送迎 登降園　保護者による送迎

　ただし、申請により、登園のみ 　ただし、申請により、登園のみ 　ただし５歳児は、申請により登園 　ただし５歳児は、申請により登園

　小学生との集団登園を認める 　小学生との集団登園を認める 　のみ小学生との集団登園を認める 　のみ小学生との集団登園を認める

給食 完全給食 補食給食 完全給食 完全給食 補食給食 完全給食 補食給食

保育料　 月額４，５００円

給食費　 月額３，９００円

預かり保育料　無料 預かり保育料　無料 預かり保育料　無料

他に、教材費、絵本代など 他に、教材費、絵本代など 　　　　　　　　13：30～15：00　無料 他に、教材費、絵本代など                   他に、教材費、絵本代など

　　　　　　　　15：00～16：00　日額200円

一時預かり保育料                    他に、教材費、絵本代など 一時預かり保育料

　１日（4時間以上）　2,000円 　１日（4時間以上）　2,000円

　半日（4時間未満）　1,000円 　半日（4時間未満）　1,000円

　入園を希望される場合は、各幼稚園・幼保園に用意してある「入園願」「支給認定申請書」提出してください。

　※ただし、各幼稚園で申込期間内に入園希望者が少ない場合、当該園は休園とします。

　※預かり保育を希望する場合は、入園願とともに「預かり保育申込書」を提出してください。

　※「入園願」「預かり保育申込書」「支給認定申請書」は、坂井市ホームページからダウンロードすることもできます。

　※幼保園（幼稚園部）、認定こども園（幼稚園部）の「入園願」は、子育て支援課または幼保園で配布しております。

　【受付期間】　平成26年11月4日（金　）～11月21日（金）

　【受付場所】　市役所教育委員会学校教育課または各幼稚園

　　　　　　　　　　幼保園（幼稚園部）、認定こども園（幼稚園部）については子育て支援課または各幼保園

　○問い合わせ先

　　市役所教育委員会学校教育課　坂井町上新庄28-5-3  　　坂井市役所第２別館２階　　℡５０－３１６１

　　※幼保園（幼稚園部）、認定こども園（幼稚園部）については、子育て支援課（℡５０－３０４２）にお問い合わせください。

一時預かり保育料　（連続３日、１２日上限）

　１日（4時間以上）　2,000円

　半日（4時間未満）　1,000円

申込方法

他に、教材費、絵本代など                    他に、教材費、絵本代など                   他に、教材費、絵本代など

預かり保育料　200円　 13：30～15：00　 預かり保育料　２００円 13：30～15：00　 預かり保育料　２００円 13：30～15：00　

預かり保育
午後１時３０分～午後３時 午後１時３０分～午後３時 午後１時３０分～午後３時

３歳児については預かり保育を実施しない ３歳児については預かり保育を実施しない ３歳児については預かり保育を実施しない

小学校の休業日と同じ（土曜日、日曜日、祝日、春休み、夏休み、冬休みなど）

実施する

登降園

保育料　 月額４，５００円　　＋　　給食費　 月額３，９００円

平成２８年度より、３か年の激減緩和措置（28-30）にて改定予定

午前７時～午後１時３０分

対象

３～５歳児 ３～５歳児 ３～５歳児

平成22年4月2日～平成25年4月1日 平成22年4月2日～平成25年4月1日 平成22年4月2日～平成25年4月1日

に生まれた幼児 に生まれた幼児 に生まれた幼児

幼稚園
所在地

3歳　4歳　5歳　定員設定、
1クラス8人以下の場合は、クラス統合

3歳　4歳　5歳　定員設定、
1クラス8人以下の場合は、クラス統合

3歳　4歳　5歳　定員設定、
1クラス8人以下の場合は、クラス統合

　通園区域は設けません。市内ならばどこの幼稚園でも入園できます。ただし、小学校への入学は、お住まいの校区の小学校に入学することになります。

平成２８年度　坂井市立幼稚園入園受付内容(案）

三国町 春江町 丸岡町

幼保園（幼稚園部） 幼保園（幼稚園部） 幼保園（幼稚園部）

平成２７年度　坂井市立幼稚園入園申込の受付

三国町 春江町 丸岡町

幼稚園 幼保園（幼稚園部）

対象

３～５歳児

平成21年4月2日～平成24年4月1日

に生まれた幼児

幼稚園
所在地

　通園区域は設けません。市内ならばどこの幼稚園でも入園できます。ただし、小学校への入学は、お住まいの校区の小学校に入学することになります。

午前８時～午後１時３０分

預かり保育
午後１時３０分～午後３時

３歳児については預かり保育を実施しない

　　　　　　　一時預かり保育料

　　　　　　　　１日（4時間以上）　2,000円

　　　　　　　　半日（4時間未満）　1,000円

小学校の休業日と同じ（土曜日、日曜日、祝日、春休み、夏休み、冬休みなど）

実施しない 実施する 実施しない 実施する 実施する

　　　　　　保育料　 月額４，５００円 　　　　　　　保育料　 月額４，５００円

　　　　　　給食費　 月額３，９００円 　　　　　　　給食費　 月額３，９００円

　　　　　　　預かり保育料 　　　　　　　預かり保育料　無料

保育料　 月額４，５００円

給食費　 月額３，９００円

申込方法

登降園

保育料等

資料６ 


