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【保育所等の目的】※保育所等…保育所、認定こども園の保育所機能、地域型保育  

保育所等とは、お仕事等のため家庭で子どもを保育できない保護者に代わって、子どもを保育する施設 

です。そのため、保育を家庭で受けることが困難な子ども以外は保育を利用することができません。 

●保育所等に入所できる子ども…０～５歳の、保育が必要な子ども 

●幼稚園等に入園できる子ども…満 3 歳以上の子ども 

 

【保育を必要とする理由】 

保育所等へ入所できる子どもは、両親のどちらも（両親と別居している場合には子どもを養育している 

者）が、次のいずれかの事情に当てはまる場合です。 

 

 

 

①就労（月 48 時間以上） 

②出産予定日の２ヶ月前から出産後２ヶ月にある 

③疾病、負傷、心身障害 

④同居または長期入院中の親族の介護・看護 

⑤災害復旧 

⑥求職活動（起業準備含む） 

⑦就学（職業訓練校等における職業訓練含む） 

⑧虐待や DV の恐れがある 

⑨申請する子どもの弟・妹の育児休業中 

⑩申請する子どもの弟・妹の保育 

⑪その他上記に類する状態として市長が認める 

場合 

．。・＊平成３０年度 保育所等入所申込みのしおり＊・。． 
～保育所、認定こども園の保育所機能、地域型保育を利用したい方～ 

≪概要≫ 
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【保育の必要性の認定(支給認定)】 

  「支給認定」とは、国が定める基準により、保育を必要とする理由や保育の必要量等を市が客観的に審査 

し、３つの認定区分のいずれかに認定するものです。教育・保育施設を利用したい場合は、必ず認定を受 

けていただくことになります。（一部幼稚園の利用を除く） 

 

①支給認定の種類   

支給認定区分 対象となる子ども（年齢、条件） 利用できる施設等 

1 号認定 満 3 歳以上の就学前の子ども（2 号認定子どもを除く） 認定こども園、幼稚園（※） 

2 号認定 満 3 歳以上で、保育を必要とする子ども 認定こども園、保育所 

3 号認定 満 3 歳未満で、保育を必要とする子ども 認定こども園、保育所、地域型保

育（小規模保育所等） 

（※）幼稚園等と保育所等を併願する場合は、２号認定を申請していただきます。 

 

②支給認定の判断 ※2 号認定と 3 号認定は、保育の必要量によって、保育標準時間と保育短時間に分かれます。 

      

 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【保育標準時間と保育短時間について】 

   保護者の仕事を理由とする利用の場合、就労時間によって、保育所を利用できる最長時間が 

区分されます（ただし、施設が定める利用可能な時間の範囲内）。 

保育標準時間 就労月 120 時間以上 最大１１時間 

保育短時間 就労月４８時間以上～１２０時間未満 最大８時間 

 

  ※例：施設が７：３０～１８：３０を利用可能な時間帯として定めている場合であって、保育標準時間認定の 

子どもが８：００から利用する場合。 

  施設で定める利用可能な時間帯（最大 11 時間） 

 

 

→どの時間からでも１１時間利用できるわけではなく、施設で定める利用可能な時間帯（最大 11 時間） 

の範囲内での利用となります（保育標準時間の場合）。 

 

 

7:30 
8:00 18:30 

預け始め お迎え 

はい                   いいえ 

はい             いいえ はい             いいえ 

保育標準時間(1１時間) 

保育短時間(8 時間) 

保育標準時間(1１時間) 

保育短時間(8 時間) 
幼稚園等を利用 

地域子ども・子育て

支援事業等を活用 

保護者の就労（月 48 時間以上）などの理由に

より、子どもに保育が必要である 

 

 

子どもが満 3 歳以上である 

 

子どもが満 3 歳以上である 

 

２号認定 ３号認定 

 

１号認定 

 

認定なし 
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【入所申込みの手続きについて】 

  入所申込みの手続きの流れについては、次のとおりです。 

①支給認定申請…市へ支給認定申請書と添付書類を提出。（提出先:家庭祉課または各総合支所窓口） 

 ※添付書類については、このページの下～４ページで説明しています。 

②支給認定の認定…市から通知書兼認定証が交付される。 

③利用希望施設の申請…市から認定証が交付された後に申し込む。 

※①と③は基本的に同時申請になります。 

④利用施設決定（入所決定）…市から利用調整結果が通知される。 

※「利用調整」…申請者の状況や希望、保育所等の状況により、市が保育所等への振り 

分けを行います。 

  ⑤利用施設と契約…保護者と施設で契約を行う。 

※利用施設が保育所の場合は、市と保護者の契約です。 

 

        ①        ②        ③        ④         ⑤ 

市に「保育       市から認定       市へ保育所    市が「利用     利用施設の 

の必要性」の     通知書兼認      等の利用希望   調整」を行い、   決定後、 

認定を申請       定証が交付       を申し込み    利用施設を決      契約をしま 

します           されます     ます       定します          す 

  

４月入所             原則３０日以内に  支給認定後（希望日 ３月中旬      市から「利用調整」 

年度途中入所  原則２週間前まで  市から交付     の２週間前までに）  入所希望日の        結果の通知が届き 

                           または①と同時申請  １～２週間前頃    次第 

 

 

【面接審査について】 

申請が適切かどうかを審査するため、申請書を提出していただく際に、担当職員が家庭状況等について確 

認させていただきます。確認できない場合、入所の決定できないことがありますので、子どもの保護者の方 

がおいでください。 

 

【利用施設の決定】 

利用施設については、保護者の状況や希望、保育所等の状況により、市が保育所等への振り分けを行い 

決定します（利用調整）。保育所の定員に余裕がない場合や、家庭での保育に欠ける状態の程度によって 

は希望通りの施設とはならない場合があります。 

 

【支給認定申請書に添付する書類について】 

  ①支給認定を受けるための書類 

提出書類…「就労証明書」または「就労証明書を提出できない理由」の書面 

   提出対象者…父母（60 歳未満の祖父母と同居している場合、祖父母についても提出が必要です。） 

※「就労証明書を提出できない理由」の書面を提出する場合、その理由に応じて、追加添付が必要な書類 

があります（次ページ参照）。  

①と③は同時申請可 

≪手続きについて≫ 

保育所等

の利用を

希望する

場合 

２，３号 
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追加添付書類一覧（コピー 

就労証明書を提出できない理由 必要なもの 提出書類例 

出産前後（産前２ヶ月、産後２ヶ月） 出産（予定）日がわかるもの 
母子健康手帳（表紙と出産予定日

がわかるページ）のコピー 

疾病または負傷 
病名や負傷箇所、現在の状況等

がわかるもの 
診断書等 

心身等の障害 障害の状況がわかるもの 身体障害者手帳のコピー等 

同居または長期入院中の親族の介護・

看護 
親族の状況がわかるもの 

診断書、介護の認定結果通知書、

介護保険被保険者証のコピー 

求職 求職活動中であるとわかるもの ハローワークカードのコピー等 

就学 学校名と就学期間がわかるもの 入学決定通知、学生証等のコピー 

 

②保育料を決定するための書類 

下記のいずれかに該当する場合、提出が必要です。 

要件 提出対象者等 提出が必要な書類 

平成 2９年 1 月１日以降に五所川原市

に転入している場合 

父母（家計の中心が祖父母の

場合は祖父母も必要） 

平成２９年度所得課税証明書 

（平成３０年 1 月１日以降に五所川

原市に転入された方には、別途、平

成３０年度所得課税証明書の提出が

必要です。） 

同一世帯に、心身等に障害のある方が

いる場合（申請する子どもを含む） 
障害のある方 

障害者手帳、療育手帳、特別児童

扶養手当証書のいずれか 

申請する子どもの上の子どもが、特別

支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療

施設通所部に入所または児童発達支援

および医療型児童発達支援を利用して

いる場合 

特別支援学校幼稚部、情緒障

害児短期治療施設通所部に入

所または児童発達支援および

医療型児童発達支援を利用し

ている子ども 

在園証明書（または利用しているこ

とが確認できる書類） 

生活保護を受給している場合  保護決定通知書等 

 

【支給認定期間について】 

  保育を必要とする理由によって、支給認定期間が異なります。（状況によっては、下記よりも短い期間で 

認定したり、認定期間を延長したりする場合もあります。） 

 
就労 

産前 

産後 

療養 

・障害 

看護 

・介護 

災害 

復旧 
求職 就学 

虐待 

・DV 

育児 

休業中 
保育 その他 

認

定

有

効

期

間 

２

号 
就学前 

産前 

産後 

２ヶ月 

就学前 就学前 就学前 

3 ヶ月 

※ 

卒業・修了

予定日の

月末 

就学前 就学前 
保育対象と

なる弟・妹

が１歳にな

る日の月末 

市 

の 

判 

断 

３

号 

満３歳に 

なる日 

の前々日 

満３歳に 

なる日 

の前々日 

満３歳に 

なる日 

の前々日 

満３歳に 

なる日 

の前々日 

満３歳に 

なる日 

の前々日 

満３歳に 

なる日 

の前々日 

※求職を理由とする場合は、有効期間が原則３ヶ月（状況に応じて３ヶ月の延長は可能）となります。ただ 

し、求職活動による入園期間は最長６ヶ月までとなり、以降は退所となりますのでご注意下さい。 
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【保育料の決定】 

●保育料は、入所する子どもと同一世帯に属し、同一生計である父母の市民税額の合計で決定されます。 

ただし、家計の中心者が父母以外の扶養義務者（祖父など）の場合は、その方の課税額も合算します。 

※保育料決定のために必要な事項について、市の担当者が世帯や税の情報を確認します。 

 

 

●保育料は、年に２回切り替えを行います（４月…年齢区分の変更による切り替え、９月…市民税の年度 

変更による切り替え）。４～８月の保育料は平成２９年度市民税額、９～３月の保育料は平成３０年度市民 

税額で決定されます。なお、市民税額を確認できない場合（転入で課税証明未提出（提出書類については 

前のページの②を参照）、未申告等）は、市の保育料の最高額を適用します。 

また、市民税の修正申告を行った場合は、保育料切り替え時期にさかのぼり、保育料を変更します。そ 

のため、年度中に追加徴収や充当、返納が発生することがあります。 

 

 

●保育所等を利用していて、同一世帯から２人以上の子どもが保育所等や幼稚園等に入所・入園している 

場合、２人目以降の保育料が軽減されます。 

 

 １番年上の子ども ２番目の子ども ３番目以降の子ども 

２人同時利用の場合 全額 （本来の保育料の）半額  

３人同時利用の場合 全額 （本来の保育料の）半額 ０円 

※上記の他に、市民税額に応じて軽減が適用される場合があります。 

（詳しくは保育料基準額表をご参照ください。） 

※保育料の軽減は、「幼稚園等を利用している子ども」とは条件が異なります。ご了承下さい。   

 

【ならし保育】 

   入所日から最初の１～２週間程度（最大２週間）、通常の保育の実施よりも時間を短縮して行う「なら 

し保育」があります。ならし保育期間中は、子どもを早めに迎えに行くことになります。（詳しい内容は 

各施設にお問い合わせ下さい。） 

 

【その他】 

 （１）出産後に職場復帰するために、保育所・認定こども園等へ通園できるのは生後８週以降と 

なります。（施設によって異なる場合があります） 

なお、産休・育児休業後の職場復帰による子どもの施設入所の可能な日は、職場復帰日の 

２週間前からとなります。産休・育児休業後の申込みの際は、産休・育児休業明けの日が証 

明できる書類（育児休業期間明記の就労証明書等）が必要となります。 

 

（２）届出が必要なものについて 

以下に該当するときは、認定申請中・認定後に関わらず別途申請・届出が必要となります。 

（必要な書類等はお問い合わせ下さい。） 

   ①保護者の保育を必要とする状況が変わったとき（例：就労時間や勤務先の変更） 

※保護者の状況に応じて支給認定区分が変更となります。 

②住所、氏名、主となる連絡先等が変わったとき 

③支給認定通知書兼支給認定証と別に、支給認定証の交付を受けたいとき 

④利用施設を変更したいとき 
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① 支給認定・入所申込みの受付期間 

４月入園について・・・平成３０年１月３１日（水）まで 

年度途中申込について・・・随時受け付けています。（原則入園希望日の２週間前まで） 

 ※書類を全て揃えた状態での受付となります。 

②受付場所・時間 

 家庭福祉課窓口（市役所北棟１階）、金木総合支所総合窓口、市浦総合支所総合窓口 

 ８：３０～１７：１５ 

 ※土、日、祝日、年末年始を除く 

③利用施設の決定時期 

 入園希望日の２週間～１週間前 

 ※利用施設の決定は、保育の必要量と優先度を基に、市が客観的に行います。先着順ではありません。 

 

 

【五所川原市のホームページ】 

・五所川原市ホームページ「児童福祉」 

 http://www.city.goshogawara.lg.jp/15_katei/jidoindex.html 

 

【問合せ先】 

 

・住所 

〒037-8686 五所川原市字岩木町１２番地 

→5 月 7 日から：五所川原市字布屋町４１番地 1 

五所川原市福祉部家庭福祉課児童家庭係 

・電話番号 

０１７３－３５－２１１１（代表） 

家庭福祉課児童家庭係：内線２４３８ 

     →5 月 7 日から：内線２４９４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪平成３０年度の入園申込みについて≫ 

分からないことがありました

ら、お問い合わせください。 

わからないこと、詳しく聞きたいこ

とがありましたら、お問い合わせ下

さい！ 
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●平成３０年度 保育を利用できる施設一覧● 

☆認定こども園 

 

 

☆保育所 

 

■施設の見学や、行っているサービス（休日保育、バス送迎等）については、各施設へ直接お問い合わせ下さい。 

 

 

公私 施設名 
定員 

所在地 電話番号 
1 号 ２号 ３号 

私 
認定こども園五所川原こども園

五所川原保育園 
15 30 30 市内大字姥萢字船橋 52－214 0173-34-2654 

私 若葉こども園 10 15 15 市内大字飯詰字石田 172-1 0173-37-3788 

私 こども園さかえ 10 52 58 市内大字湊字船越 224－3 0173-34-3404 

私 こども園もがわ 5 10 10 市内藻川字川袋 281-58 0173-36-2610 

私 まつしま団地こども園 10 50 40 市内松島町二丁目 23 0173-34-3590 

私 こども園津軽野 25 55 55 市内大字米田字八ッ橋 67－2 0173-35-2368 

私 認定こども園第一さつき 15 28 42 市内字雛田 162－34 0173-35-3324 

私 認定こども園さくら保育園 9 29 31 市内字蓮沼 60－2 0173-35-2586 

私 認定こども園第二さつき 15 29 21 市内字下平井町 21 0173-34-6185 

私 こども園長橋 10 33 27 市内大字豊成字田子ノ浦 70-5 0173-29-3108 

私 認定こども園なおみ園 15 36 44 市内みどり町四丁目 126－1 0173-34-7888 

私 認定こども園たかたての森 8 20 22 市内大字飯詰字狐野７０-1 0173-37-3030 

私 みどりの風こども園ひろた 30 65 55 市内みどり町三丁目 93－1 0173-３4-8833 

私 みどりの風こども園かなぎ 15 50 40 市内金木町川倉七夕野 84-66 0173-52-5818 

私 みどりの風こども園あとむ 10 15 5 市内相内 258-1 0173-62-3163 

私 認定こども園富士幼稚園 75 9 21 市内みどり町 8-40 0173-34-7974 

私 認定こども園金木幼稚園 35 32 18 市内金木町朝日山７７ 0173-52-2459 

公私 施設名 
定員 

所在地 電話番号 
1 号 2 号 3 号 

私 三好保育所  12 8 市内大字鶴ヶ丘字川袋２６ 0173-36-2411 

私 中川保育園  35 25 市内大字川山字千本 29－2 0173-36-2611 

私 七和保育園  16 14 市内大字羽野木沢字実吉 66－3 0173-29-2531 

私 かまや保育園  50 30 市内字鎌谷町 510-16 0173-35-1181 

私 梅田保育園  37 33 市内大字梅田字福浦 144－5 0173-28-3251 

私 新宮団地保育園  60 60 市内若葉二丁目 1-8 0173-35-1005 


