
令和 4 年 8 月 31 日 

保護者各位 

認定こども園 釜井台幼稚園 園長 山﨑 英明 

令和 5年度納付金 ～物価高騰及び燃料価格高騰に伴う当園の対応について～ 

 平素より大変お世話になっております。さて、皆様もご存知の通り新型コロナウイルス感染症、ウクライナ侵攻、世界的な原材料・燃料価格高騰、円安等、様々な

要因による物価上昇が起きています。当園に置いても給食食材費、光熱水費、バスのガソリン代、教材等、ほぼ全ての項目において価格が上昇しその影響が拡がって

います。そんな状況であっても、保護者の皆様にご負担をお掛けしない様に、節電・節約、食材等のコスト見直しなどに取り組んでまいりましたが、既に給食費・バ

ス運行に係る経費等、いただいている金額では賄いきれず赤字となっている状況です。また、より手厚い保育体制とするため保育者の増員を計画しており、その対

応として特別教育費も見直しをいたしました。このようなことをお伝えするのは大変心苦しく望むところではありませんが、令和 5 年度より納付金を下記の通り変

更させていただきます。なお、今後の状況により納付金が変更となる可能性もあります事を予めご了承ください。何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。 

認定区分 1号認定児 新 2号認定児 2号認定児 3号認定児 

年度 ～令和 4年度 令和 5年度～ ～令和 4年度 令和 5年度～ ～令和 4年度 令和 5年度～ ～令和 4年度 令和 5年度～ 

保育料 無償化対象 無償化対象 無償化対象 
世帯収入に応じた利用者負担額 

市町村民税非課税世帯のみ無償化 

施設充実管理費 36,000 円/年 3,500 円/月 36,000 円/年 3,500 円/月 36,000 円/年 3,500 円/月 36,000 円/年 3,500 円/月 

特別教育費 5,000 円/月 6,000 円/月 5,000 円/月 6,000 円/月 5,000 円/月 6,000 円/月 5,000 円/月 6,000 円/月 

給食費 

※原則返金無し 

7,000 円/月 

※8 月を除く 

7,700 円/月 

※8 月を除く 
7,500 円/月 9,500 円/月 7,500 円/月 9,500 円/月 

利用者負担額（保育料）に含む 

コロナによる登園自粛は、日数に応じて後日減免あり。 

PTA会費 600 円/月 600 円/月 600 円/月 600 円/月 

増額分 2,142 円/月 3,500 円/月 3,500 円/月 1,500 円/月 

行事費 実費（その都度徴収） 実費（その都度徴収） 実費（その都度徴収） 実費（その都度徴収） 

月額施設整備費 

（通園バス代） 

往復 3,000 円/月 

片道 1,500 円/月 

※8 月を除く 

往復 3,500 円/月 

片道 2,000 円/月 

※8 月を除く 

往復 3,000 円/月 

片道 1,500 円/月 

※8 月を除く 

往復 3,500 円/月 

片道 2,000 円/月 

※8 月を除く 

原則利用不可。但し 1 号認定児のみの

バスルート上で、バスの運行時間に合

わせて乗降できる場合は可。要相談。 

利用不可 

入園受入準備費 5,000 円（入園手続き時のみ） 5,000 円（入園手続き時のみ） 5,000 円（入園手続き時のみ） 5,000 円（入園手続き時のみ） 

制服・道具等 約 35,000 円 約 35,000 円 約 35,000 円 約 3,000 円（帽子・着替えｹｰｽ・胸章等） 

増額分 500 円/月 500 円/月 ― ― 



認定区分 1号認定児 

新 2号認定児 

無償化対象：日額 450 円（月額 11,300 円上限） 

※償還払い 

2号認定児 3号認定児 

基本時間 教育標準時間 10：00～14:00 ※但し 8:30～10:00 までは登園時間とし無償。 保育標準時間 7:00～18:00   保育短時間 8:00～16:00 

年度 ～令和 4年度 令和 5年度～ ～令和 4年度 令和 5年度～ ～令和 4年度 令和 5年度～ ～令和 4年度 令和 5年度～ 

早朝保育 

(おひさま) 

①7:00～8:30 

②7:00～8:00 

利用不可 

①450 円/回 
①450 円/回 

弟妹が 3 号⇒無償 保育標準時間：無償化対象 

②保育短時間：300 円/回 

保育標準時間：無償化対象 

②保育短時間：300 円/回 
 

預かり保育 

(ことり) 

①14:00～17:00 

②14:00～18:00 

③16:00～18:00 

①600 円/回  ②700 円/回 

①600 円/回  ②700 円/回 
保育標準時間：無償化対象 

保育短時間：③150 円/30 分毎 

保育標準時間：無償化対象 

保育短時間：③150 円/30 分毎 

おやつ 110 円/回 おやつ 150 円/回 

延長保育 

(ふくろう) 

18:00～19:00 

利用不可 利用不可 

保育標準時間：300 円/回 

月額 3,000 円上限 

保育短時間：150 円/30 分毎 

保育標準時間：300 円/回 

       月額 3,000 円上限 

保育短時間：150 円/30 分毎 

午前保育日の

預かり保育 

11:00～18:00 

1,000 円/回 

1,000 円/回 

【各納付金の使用目的と見直しの理由】 

施設充実管理費：園舎・園庭・保育備品の購入・管理・整備、ICT化等に使用 

※年額 36,000円から月額 3,500円に変更。物価高騰及び公共料金値上げに対し納付額見直し。 

給食費：食材費及び光熱水費高騰による納付額の見直し 

特別教育費：教材・絵本・体育指導・研修・職員の安定雇用及び処遇改善等に使用。 

※教材等の価格改定、最低賃金上昇、更なる処遇改善・職員増員に対し見直し。 

月額施設整備費（通園バス代）：利用者のみ徴収。ガソリン代値上げに対し価格改定 

入園受入準備費：入園児に係る事務手続きに係る費用 

制服・道具等（1・新 2・2号）：３歳児クラス（年少）進級時より必要。帽子、制服、体育着、 

カバン、通園バック、ハサミ・ノリ・クレヨンなどの道具類等全て新品で購入した場合の目安。 

昼食 400 円 

おやつ 110 円/回 

昼食 450 円 

おやつ 150 円/回 

長期休暇中の

預かり保育 

①8:30～15:00 

②8:30～16:00 

③8:30～17:00 

④8:30～18:00 

①1,000 円/回 

②1,100 円/回 

③1,200 円/回 

④1,300 円/回 

①1,000 円/回 

②1,100 円/回 

③1,200 円/回 

④1,300 円/回 

 

 

③昼食 400 円 

③おやつ 110 円/回 

③昼食 450 円 

③おやつ 150 円/回 

※償還払い：「償還払い」とはその全額をいったん支払い、あとで申請を行うことで割引分を払い戻してもらうことです。 


