
【１．基本情報】

【２．教育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．預かり保育】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

【７．卒園児の主な入学先】

※年度によって異なります。

－ － － －

行事に関する補足事項

<<令和2年度卒園児 (10名以上) 進学先>> 町田市立南大谷小学校21名 町田市立第6小学校18名 町田市立高ヶ坂小学校10名			

運動会 音楽会

園外保育 － クリスマス会 卒園式※

保育参観 － お餅つき 修了式

教諭等 事務職員等 合計

春（4－6月）

実施曜日

預かり保育に関する補足事項 2022年度年間294日実施

月～土

【教育時間開始前】７：３０～１０：００
【教育時間終了後】１４：００～１８：３０
【土曜日】７：３０～１８：３０

おやつの有無実施時間 あり月～土

あり 要相談
２，０００円／１日
幼稚園型年間定期預かり保育利用者は月額７，２００円

長期休園中の
預かり保育

実施 長期休園中の
預かり保育の実施曜日

長期休園中の
預かり保育の実施時間 ７：３０～１８：３０

夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

平日 その他変則 土曜日

年度途中入園

入園式※ 水のお祭り こども祭り

職員数

30

開園時間

７：３０～１８：３０ １０：００～１４：００ １０：００～１１：３０
（行事の準備などの日）

長期休暇期間

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

2 47 18 67

園長・副園長
・教頭等

夏休み

要相談

2号児とのかかわり
（認定こども園のみ）

あり 教育時間は合同で活動します。

クラス編成 1 4 3 3 11

8/1～8/19 冬休み 12/26～1/6 春休み 3/22～3/31

53

異年齢保育 あり 1～5歳児合同で行う活動があります。

無

開園時間
教育時間

定員数 24 27 27 27

こ 根気強く最後までやる子
う 運動の好きな元気な子
が 我慢強く思いやりのある子
さ 作業を進んでできる子
か 考えて行動する子

※上記の頭文字を取って
「こうがさか」のよい子

満3歳 3歳児 4歳児 5歳児

105

合計 ２・３号児の人数

182

認定こども園　高ヶ坂幼稚園（１号児）

施設類型 認定こども園 設置運営 学校法人 矢口学園 設置認可年月 1963年4月

TEL 042-728-0321 FAX 042-722-8626 HP http://www.kougasaka.ac.jp/

所在地 町田市高ヶ坂5-6-19

園へのアクセス ＪＲ横浜線や小田急線の町田駅からバス「高ヶ坂団地」行きに乗車し、終点にて下車、徒歩２～３分 送迎バス あり

預かり保育の費用
【教育時間開始前】１５０円／ｈ
【教育時間終了後】１５０円／ｈ

長期休園中の
預かり保育の費用

食事の提供
アレルギー
対応

発表会

進級式※ 夏季保育

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★



認定こども園　高ヶ坂幼稚園（１号児）

【８．費用・持ち物について】

●保育料（利用者負担額）は、世帯の市町村民税額を基準に居住地の市町村が決定します。その他、特定負担額や実費等の徴収金がかかることがあります。

【９．給食・アレルギー等対応】

【１０．特別な配慮を要する児童の受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

無

無

【１２．未就園児教室（プレ保育）】詳細は園にお問い合わせください。

【１３．子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

○

○ ○

【１４．入園手続き関連】

一般型一時預かり保育利用者にのみ、園庭を開放しています。

一時預かりの
利用年齢

未就園児教室（プレ保育）

保護者会

入園後、月々かかる費用

・施設整備費2,000円
※なかよし保育園・一般型一時預かり保育に在籍していた方は必要ありません。
・教育充実費月額4，5００円(１号児)
・食材料費月額４，５００円(１号児)

費用

・前期保育費(一般型一時預
かり)３０，８００円
・後期保育費(一般型一時預
かり)３５，２００円

実施日数
/週

5日

あり（園で用意か保護者持ち込みか要相談）

その他補足事項 なし

給食の提供 あり 給食の提供がある曜日 月～土 給食代月額

行事の公開・
見学について

2023年度の園児募集は、2022年1月15日に締め切りました。
2024年度については、園にご連絡ください。

入園時に係る費用

制服 あり 制服代
男子３３，３１０円 / 女子３２，８７０円
(体操着代含む)

－ その他補足

実施 主な実施時間 9:00～15:00

－

特別な配慮を要する
児童の受入れについて補足事項

※障がい児、等特別な配慮を要する児童の受入れ基準は原則、障がいを有するまたは発達に遅れのある児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないこと
です。申込み前にお子さんと一緒に幼稚園等の見学を行ってください。

園との懇談会 開催頻度

未就園児向け事業

要相談

完全除去可能なアレルギー品目
鶏卵　牛乳・乳製品　甲殻類　軟体類・貝類　魚卵　魚
類　肉類　果物類

代替品の提供

開催頻度 － 保護者会費

療育機関と相談しながら保育を行います。

－

特別な配慮を要する児童の受入れ※ 可 受入れ実績の有無 あり

補助活動とその費用

【体操教室】8,000円
【チアリーディング】8,000円
【英語教室】8,000円
【音楽教室】8,000円

保護者が購入するもの(必須）・料金

保育用品(年少・年中・年長)
・3年保育新入園時 15,730円
・2年保育新入園時 23,310円
・1年保育新入園時 27,340円

送迎バス代
往復３，０００円／月
片道１，５００円／月

送迎バスの利用時間
（最長コース） 園出発 8:00 園到着 9:45 園出発 14:00

退園時登園時

３歳児クラスから利用可能

4500円(土曜日は別途)

エピペンの預かり 可

宗教的配慮をした食事への対応

アレルギー対応に関する補足事項 可

保護者が購入するもの(任意）・料金 ・卒園アルバム代 8,000円(年長児)

送迎バス利用の
補足事項

定期利用

2歳児 一時預かりの費用

学童一時預かり

入園説明会
開催時期

2024年度3歳児入園は、2023年1月
にHPでお知らせ致します。

願書配布時期
2024年度3歳児入園は、2023年1月
にHPでお知らせ致します。

入園申し込み
受付時期

登録料年額66,000円(利用料を含む)

2024年度3歳児入園は、2023年1月
にHPでお知らせ致します。

特別保育・子育て支援に関する補足事項 詳しくは園のHPをご覧ください。

一時預かり

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★


