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園児服 園児服 3,300 公立保育所 入所時

園児服 遊び着 1,530 私立保育園 購入希望者

園児服 スモック 1,450 私立保育園 1歳以上児

園児服
制服、制帽、スモック、
通園カバン、上靴入れ代

18,855 幼稚園 1回
入園時。譲り受けたものがある場合は購入す
る必要なし。

かばん代 通園カバン 3,950 私立保育園 購入希望者

かばん代 カバン 5,150 私立保育園 3歳以上児

制服代 制服代 20,720 私立保育園 1回 入園時

制服代 制服代（女児） 39,250 私立保育園 1回 3歳以上児入園時、お下がりの人が多い

制服代 制服代（男児） 38,000 私立保育園 1回 3歳以上児入園時、お下がりの人が多い

制服代 制服代（体操服含む） 36,680 幼稚園 1回 入園手続き時

体操服代 体操服 3,000 公立保育所 入所時

体操服代 体操服（ズボン） 2,950 私立保育園 購入希望者

体操服代 体操服（服） 3,750 私立保育園 購入希望者

体操服代 体操服（夏・冬） 12,350 私立保育園 随時 2歳以上児

体操服代 体操服 7,800 幼稚園 1回
入園時。譲り受けたものがある場合は購入す
る必要なし。

帽子代 カラー帽子 520 公立保育所 入所時

帽子代 カラー帽子 940 私立保育園 随時 1歳以上児

帽子代 赤白帽子 1,000 私立保育園 購入希望者
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保育用品代 おむつ代 575 私立保育園
0・１歳児
＠23円×使用料　布おむつレンタル使用料

保育用品代 名前ゴム印 220 公立保育所 入所時

保育用品代 防災クッション 2,100 公立保育所 入所時 2歳以上児

保育用品代 防災クッション 2,700 私立保育園 購入希望者

保育用品代 防災ヘルメット代 3,300 幼稚園 1回
入園時。譲り受けたものがある場合は購入す
る必要なし。

保育用品代 ファイル代 440 私立保育園 1回 入園時、必要な人

保育用品代 ピアニカ代（年中） 5,150 幼稚園 1回
年中進級時。譲り受けたものがある場合は購
入する必要なし。

保育用品代 保育用品代 4,620 幼稚園 年に１回
入園時、進級時に1回。譲り受けたものがあ
る場合は購入する必要なし。

給食費 主食費（お米代） 1,000 私立保育園 毎月 3歳児以上児から徴収

給食費 主食費 600 私立保育園 3歳児以上児から徴収

給食費 主食費 1,600 私立保育園 毎月 80円×20日

給食費 土曜保育昼食代 500 私立保育園 土曜の午後保育を利用する児童の昼食代

弁当費 給食費（弁当・おやつ） 幼稚園 毎月
食べた回数によって個人差有。
弁当270円×食数、おやつ120円×食数。

絵本代 絵本代 420 公立保育所 毎月

絵本代 絵本代（年間希望購読） 450 私立保育園 毎月

絵本代 絵本代（4歳児以下） 390 私立保育園 毎月 希望者のみ

絵本代 絵本代（5歳児） 440 私立保育園 毎月 希望者のみ

絵本代 絵本代 620 私立保育園 毎月 年長児

絵本代 絵本代 420 私立保育園 毎月 月間絵本購読料

絵本代 月刊本代 410 幼稚園
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教材代 教材費 20,945 私立保育園 1回 入園時、終了時に新しいものを購入

教材代 教材代（在園児年中） 16,560 幼稚園 年に１回 前年度2月に徴収

教材代 教材代（在園児年長） 17,820 幼稚園 年に１回 前年度2月に徴収

教材代 教材代（新入園児年少） 23,080 幼稚園 1回 前年度2月に徴収

教材代 教材代（新入園児年中） 24,120 幼稚園 1回 前年度2月に徴収

教材代 教材代（新入園児年長） 26,280 幼稚園 1回 前年度2月に徴収

遠足代
果物とり遠足
（持ち帰り果物代）

2,000 私立保育園 年に3回 4歳以上児、参加希望者のみ

遠足代 園外保育（遠足）秋 1,800 私立保育園 年に１回 10月、年長がメイン

遠足代 園外保育（遠足）夏 7,200 私立保育園 年に１回 7月、年長がメイン

遠足代 園外保育（遠足）春 6,200 私立保育園 年に１回 4月、年長がメイン

遠足代 園外保育（遠足）冬 3,000 私立保育園 年に１回 3月、年長がメイン

遠足代 遠足代 6,700 幼稚園 年に１回 5月

遠足代 お泊まり保育代（年長） 5,800 幼稚園 1回 希望者のみ、年長時に１回

施設費 施設整備費 3,300 幼稚園 毎月

施設費 暖房費 2,000 幼稚園 年に１回 12月

施設費 暖房費 500 幼稚園 毎月（冬季） 11月～3月

写真代 運動会写真代 700 幼稚園 年に１回

写真代 入園式写真代 800 幼稚園 1回 入園時
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バス代 通園バス代（片道） 1,300 私立保育園 毎月 利用者のみ

バス代 通園バス代（送迎） 2,500 私立保育園 毎月 利用者のみ

バス代 通園バス代（単発） 100 私立保育園 毎月 利用者のみ

バス代 通園バス代 2,000 私立保育園 毎月 利用者のみ

バス代
通園バス代
（君津・他地区）

2,000 私立保育園 毎月 利用者のみ

バス代
通園バス代
（富津地区）

1,000 私立保育園 毎月 利用者のみ

バス代 通園バス代 3,000 幼稚園 毎月

バス代 通園バス代 幼稚園 毎月
希望者のみ。基本料金（2,600円）＋距離
料金（10円/100m）という規定で徴収。

延長料金 延長料
100円
/10分

私立保育園 毎月 18：31から料金発生

積立費 卒園積立費（年長） 2,000 幼稚園 毎月
年長児のみ。年長児保護者で卒園準備委員を作り、卒園
旅行の運営、小学校入学にあたって使用する用品を手配
したり、これにあたっての集金も行う。

入園料 入園料 30,000 幼稚園 1回 入園時

保険 保険代 590 公立保育所 入所時
スポーツ振興センター240円
交通災害350円

保険 交通安全共済費 350 私立保育園 年に１回 4月

保険 JK保険 600 幼稚園 年に１回

保険 交通災害共済 350 幼稚園 年に１回

保護者会費 保護者会費 400 公立保育所 毎月

保護者会費 保護者会費 850 私立保育園 毎月

保護者会費 保護者会費 2,000 幼稚園 年に3回
月500円を、1年を３期に分けて2000円×3回で徴収。
保護者全員が会員となり、その中で集金も含めて運営し
ている。
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