
　保育所（園）とは、0 歳（概ね５か月）
から小学校入学するまでの乳幼児をもつ保
護者が働いていたり、病気だったり、家族
の介護にあたっているなど、いろいろな事
情のためにお子さんを家庭で保育すること
が困難な時に、保護者に代わって、お子さ
んの健全な心身の発達を図ることを目的に
保育（養護と教育）を行う施設で、単に「友
達がいないから」や「社会生活を身につけ
させる」などの理由では入所できません。
　認定こども園（長時部）も同様の趣旨の
ものです。
●入所要件
次の要件すべてに該当する児童
①三好市に住民登録され、世帯を有する家
庭の児童。
②保育の必要性の認定要件に該当する児童
※認定要件については、入所（園）案内を
ご覧ください。
●募集期間
11 月 24 日（火）～ 12 月 11 日（金）
●申込用紙
①申込書（支給認定申請書）などの書類は、
各保育所（園）・認定こども園、子育て支援
課、各総合支所にあります。
●提出場所
三好市認可保育所（園）・認定こども園
三好市福祉事務所　子育て支援課
三好市各総合支所
●その他
①定員などの都合上、ご希望の保育所（園）・
認定こども園に入所（園）できない場合が
あります。
②お申し込みに必要な書類がすべてそろっ
てからの受け付けになるため、募集期間内
に提出がなされない場合は、入所（園）で
きない場合があります。
③年度途中の入所（園）については、定員な
どに余裕がある場合のみ入所（園）できます。
④保育料が未納の方は個別相談を実施します。
⑤クラス編成により、混合保育の場合もあ
ります。
●お問い合わせ先
三好市役所子育て支援課（電話 72-7648）

平成 28 年度 保育所・認定こども園入所（園）のご案内平成 28 年度 幼稚園入園募集のご案内

 幼稚園一覧表
園　名 所　在　地 電話番号 該当年齢

辻幼稚園 井川町辻 78-2086 満 4・5歳児

西井川幼稚園 井川町西井川 78-2092 満 4・5歳児

井内幼稚園 井川町井内西 78-2084 満 4・5歳児

箸蔵幼稚園 池田町州津 72-4831 満 4・5歳児

池田幼稚園 池田町ウヱノ 72-1015 満 4・5歳児

白地幼稚園 池田町白地 74-0336 満 4・5歳児

三縄幼稚園 池田町中西 74-0078 満 4・5歳児

山城幼稚園 山城町大川持 86-1151 満 4・5歳児

吾橋幼稚園 西祖谷山村下吾橋 84-2533 満 3・4・5歳児

　幼稚園は幼児を保育し、適切な環境を与えて、
その心身の発達を助長することを目的とした学
校教育法で定められた「学校」です。
　小学校以降の生活や学習の基盤の育成となる

「生きる力の基礎」を作るために、「遊び」を大切
にした幼稚園教育の中で、「遊び」を通して人と
かかわる力、言語の習得、考えたり工夫したりす
る楽しさなどを身につけていきます。
　平成 27 年 4 月から「子ども子育て支援新制度」
の実施により、幼稚園を希望される方は全て1 号認
定になります。幼稚園利用料（保育料）は別表参照。
●入園該当児

【3 歳児】（吾橋幼稚園のみ実施）
平成 24 年 4 月 2 日から
平成 25 年 4 月 1 日に生まれた児童

【4 歳児】
平成 23 年 4 月 2 日から
平成 24 年 4 月 1 日に生まれた児童

【5 歳児】
平成 22 年 4 月 2 日から
平成 23 年 4 月 1 日に生まれた児童
●募集期間
11 月 24 日（火）～ 12 月 11 日（金）
●応募方法
本年度から、入園案内は各自で受け取っていただく
ようになりました。入園願書などの書類は、希望幼
稚園、教育委員会学校教育課、三好市各総合支
所にあります。入園申込書・その他関係書類に必
要書類を確認の上、希望幼稚園に提出してください。
●その他
①市内の希望する幼稚園に入園できますが、保
護者の送迎が必要です。
②お子さまに慢性的な病気や障がいがある、ま
た発達について心配のある方は、学校教育課ま
たは各幼稚園へご相談ください。
●保育料軽減措置
次に該当する家庭は保育料の保護者負担軽減措
置が行われます。
・18 歳未満の子どもがいる家庭で第 2 子
・18 歳未満の子どもがいる家庭で第３子以降
・ひとり親家庭（母子・父子）
・障がい児（者）のいる家庭
●お問い合わせ先
三好市教育委員会学校教育課（電話 72-3555）

 保育所（園）一覧表　　

保育所（園）名 所　在　地 電話番号 定　員

三野
認定こども園 公立 三野町芝生 77-2041 100名（長時部）

10名（短時部）

王地保育所 公立 三野町加茂野宮 77-2077 70名

西井川保育所 公立 井川町西井川 76-3180 90名

池田第一保育所 公立 池田町マチ 72-0147 90名

池田第二保育所 公立 池田町中西 74-0103 45名

政友保育所 公立 山城町政友 86-2115 35名

上名保育所 公立 山城町上名 84-1352 20名

西祖谷
認定こども園 公立 西祖谷山村一宇 87-2239 20名（長時部）

5名（短時部）

東祖谷
認定こども園 公立 東祖谷下瀬 88-2535 20名（長時部）

5名（短時部）

かめの子保育園 私立 池田町シマ 72-2215 70名

大泉保育園 私立 池田町ヤマダ 72-5713 70名

※保育対象年齢は、いづれも概ね生後 5か月からになります。

１号認定　幼稚園年額保育料　	　　　	 　　	　　（単位：円）

階　層 区　分 保育料
預かり保育料

午後保育料 長期休業
保育料

第１階層 生活保護世帯 0 0 0

第２階層 市民税非課税世帯 15,000 30,000 9,000

第３階層 市民税均等割りのみ
課税世帯 30,000 60,000 18,000

第４階層 市民税所得割課税世帯 50,000 100,000 30,000

保育所保育料等一覧　	 　　　　	 　　　　　　（単位：円）

階　層 区　分

保　育　料
3 歳未満児 3 歳以上児

保育標準
時間

保育
短時間

保育標準
時間

保育
短時間

第1階層 生活保護世帯 0 0 0 0

第2階層 市民税非課税世帯※ 7,000 7,000 5,000 5,000

第3階層

市民税均等割りのみ
課税世帯※ 14,000 13,800 14,000 138,00

市民税所得割課税額
48,600 円未満※ 18,000 17,700 15,000 148,00

第4階層

市民税所得割課税額
72,000円未満 23,000 22,700

23,000 22,700

市民税所得割課税額
97,000円未満 25,000 24,600

第5階層 市民税所得割課税額
169,000円未満 38,000 37,400

第6階層 市民税所得割課税額
301,000円未満 52,000 51,200

第7階層 市民税所得割課税額
397,000円未満 57,000 56,100

第8階層 市民税所得割課税額
397,000円以上 60,000 59,000 25,000 24,600

※第2階層、第3階層でひとり親家庭および在宅障がい児（者）のいる世帯につ
いては、第2階層は無料。第3階層は表の金額から1,000円引いた金額になります。

●通常の幼稚園教育
　月曜日から金曜日
　保育時間は 8 時～ 13 時 30 分まで保育をいた
します。
●午後保育の実施
　池田町内の幼稚園（池田幼・三縄幼・箸蔵幼）
では希望する園児を対象に、幼稚園教育終了後の
13 時 30 から 18 時まで保育します。希望者は幼
稚園入園申込書の午後保育希望の有無欄に記入を
して、希望幼稚園に提出してください。
※ 午後保育料は通常保育料とは別になります。
●夏期・冬期・春期の預かり保育の実施
　池田町内の午後保育実施園３園では、希望する
園児を対象に、夏休み・冬休み・春休みの預かり
保育を実施します。
　保育日は月曜日から金曜日まで、保育時間は 8
時から 18 時までです。（土日・祝祭日・年末・年
始・年度初め・年度末・お盆期間中の保育はあり
ません）              
※ 実施場所は池田幼稚園です。
※ 預かり保育料は通常保育料とは別になります。
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