
別表 

◆利用料金表（さやのもり・ひだまり）◆ 

≪入園≫ 
＜１号認定＞ 

※１ ご飯、パン、麺等の食材費のことです。 

※２ おかず・おやつの食材費のことです。 

※３ かわな合宿（５歳児）宿泊費、園外保育入場料等です。（大型バスの利用料等経費は無料） 

※４ 兄弟にて利用の場合は 500円引きとなります。 

 

＜第２号認定＞ 

利用料金              単位（円）   

 支払いを求める理由 ３歳児 ４歳児 ５歳児 

 保育料 ― ― ― ― 

利
用
サ
ー
ビ
ス 

給食費 
主食費※１ 主食に係る費用として 800円 (月額) 

副食費※２ 副食に係る費用として 3,800 円（月額） 

日本スポーツ振興セン

ター災害共済給付掛金 
必要時、共済給付を受けるため 当該年度に定められた額 

保育用品 教育・保育活動で使用するため 実費 

絵本 教育・保育活動で使用するため 実費 

行事等活動費※３ 教育・保育活動で使用するため 実費 

通園バス代※４ スクールバス希望者が利用するため 2,933 円 

預かり保育 ― 

通常預かり保育代     100 円（30分） 

(通常 8:00～8:30・14:00～18:00) 

夏・冬・春休み預かり保育代 200円（２時間） 

(夏・冬・春休み 8:00～18:00） 

利用料金              単位（円）   

 支払いを求める理由 ３歳児 ４歳児 ５歳児 

 保育料 ― ― ― ― 

利
用
サ
ー
ビ
ス 

給食費 
主食費※１ 主食に係る費用として 1,040 円 (月額) 

副食費※２ 副食に係る費用として 4,960 円（月額） 

日本スポーツ振興セン

ター災害共済給付掛金 
必要時、共済給付を受けるため 当該年度に定められた額 

保育用品 教育・保育活動で使用するため 実費 

絵本 教育・保育活動で使用するため 実費 

行事等活動費※３ 教育・保育活動で使用するため 実費 

通園バス代※４ スクールバス希望者が利用するため 2,933 円 

預かり保育 ― 

通常預かり保育代     100 円（30分） 

(通常 8:00～8:30・14:00～18:00) 

夏・冬・春休み預かり保育代 200円（２時間） 

(夏・冬・春休み 8:00～18:00） 



※１ ご飯、パン、麺等の食材費のことです。 

※２ おかず・おやつの食材費のことです。 

※３ かわな合宿（５歳児）宿泊費、園外保育入場料等です。（大型バスの利用料等経費は無料） 

※４ 兄弟にて利用の場合は 500円引きとなります。 

※５ 第２号認定の預かり保育を利用した方は、市が決めた一定額が無償化の対象となります。 

 

＜２号・３号認定＞ 

■「保育料」は、利用乳幼児の年齢・ご家族の収入、認定に応じて市が決定し、園が徴収します。 

料金については、市の担当窓口でご確認ください。 

利用料金              単位（円） 

 支払いを求める理由 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 

 保育料 ― ■ ― 

利
用
サ
ー
ビ
ス 

給食費 
主食費※１ 主食に係る費用として ― 1,040 円（月額） 

副食費※２ 副食に係る費用として ― 4,960 円 (月額) 

日本スポーツ振興セン

ター災害共済給付掛金 
必要時、共済給付を受けるため 当該年度に定められた額 

保育用品 教育・保育活動で使用するため 実費 

絵本 教育・保育活動で使用するため 実費 

行事等活動費 ※３ 教育・保育活動で使用するため 実費 

リース布団 希望者における契約のため 
Ａセット（敷布団、シーツ、掛け布団）1,310 円（月額） 

Ｂセット（敷布団、シーツ）      787 円（月額） 

延長保育 ※４ ― 250円（30分） 200円（30分） 

※１ ご飯、パン、麺等の食材費のことです。（２号認定３～５歳児のみ） 

※２ おかず・おやつの食材費のことです。 （２号認定３～５歳児のみ） 

※３ かわな合宿（５歳児）宿泊費、園外保育入場料等です。（大型バスの利用料等経費は無料） 

※４ （２・３号 保育標準時間）午後６時～午後７時 

（２・３号 保育短時間）午前７時～午前８時 30分、午後４時 30分～午後７時 

 

≪一時預かり≫ 

利用料金                  単位（円） 

 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 

利用料金 半日 1,100 円 

１日 2,200 円 

半日 750円 

1日 1,500円 

半日 650円 

1日 1,300円 

延長料金※１ 250円/30分 200円/30分 

昼食 

おやつ 

400円（1食） 

100円（1食） 

300円（1食） 

100円（1食） 

行事等活動費※２ 実 費 

寝具一式※３ 100円（１回） 

■ 基本保育時間／午前８時 30 分～午後４時 30分 

※１ 延長保育時間は午前７時～午前 8時 30 分、午後４時 30分～午後７時です。 

※２ 製作材料等のことです。 

※３ ご家庭から寝具一式を、お持ちいただく場合、料金はかかりません。 

 

★「施設等利用給付認定２号・３号（新２号認定・新３号認定）」の認定を受けた方は、年度終了後お住まい

の市区町村の担当窓口にて必要書類の手続きを行うことにより、市区町村が定めた一定額が償還払いとなりま

す。 

 



≪病後児保育≫ 

■ 基本保育時間／午前７時～午後６時 

 

★「施設等利用給付認定２号・３号（新２号認定・新３号認定）」の認定を受けた方は、年度終了後お住まい

の市区町村の担当窓口にて必要書類の手続きを行うことにより、市区町村が定めた一定額が償還払いとなりま

す。 

 

≪祝日保育≫※１ 

■ 基本保育時間／午前８時３０分～午後４時３０分 
■ 延長保育時間／午前７時～午前８時３０分、午後４時３０分～午後７時 
※１ 祝日保育は「子育てセンターひだまり」にて合同で実施します。 

※２ 基本保育時間利用者の利用料金です。 

 

 

                   サービス利用料金                単位（円） 

利用時間 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 

１日 ２，０００円 

                   サービス利用料金                 

 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 

１日当たり※２ ２，２００円 １，５００ １，３００円 

昼食（おやつ含む）   ５００円 ４００円 

延長保育 ２５０円（３０分） ２００円（３０分） 


