
令和５年度入所用 

斑鳩町保育所等入所案内 
※この案内は保育所等の入所申込にあたり、重要な事項が記載されています。該当される事項をよく読み、ご理解のうえお申し込みください。 

 

保育所等（保育園・小規模保育事業）とは 

 保育所等は、保護者が働いたり病気の状態にあったりして、家庭において十分保育することができない児童を、保

護者にかわって保育することを目的とした、児童福祉施設です。 

 入所申込にあたっては、保護者が希望する保育所等（保育園・小規模保育事業）を選択していただきます。ただし、

希望する保育所等の申込み児童数が受入れ可能数を上回った場合には、入所する児童を公正な方法で選考します。そ

のため、申込み状況によっては入所いただけないこともありますので、ご了承ください。 

 

保育所等へ入所できる基準 

 保育所等への入所は、次の①住所要件及び②入所基準の両方の条件を満たす場合に申込みができます。 

① 児童と保護者が斑鳩町に住所を有すること。 

② 保護者が、次のいずれかの事由に該当するために、保育が必要なこと。 

※集団生活を経験させたいなどの理由だけでは該当しません。 

 

 保育が必要な事由 保育の実施基準 

１ 就労 １ヶ月において、４８時間以上労働することを常態としていること。 

※自営業・農業・内職等を含む。 

２ 妊娠・出産 妊娠中であるかまたは出産後間がないこと。 

※出産予定日前の６週間から出産後８週間のうち必要な期間とする。 

３ 疾病・障害 疾病にかかり若しくは負傷し、又は精神・身体に障害を有していること。 

※継続して１ヶ月以上にわたり入院していること又は１ヶ月以上疾病の状態で

１週の平日３日以上の通院を要する等の状態にあること。 

※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者福祉手帳の交付を受けているなど障害

を有していること。 

４ 同居または長期入院

等をしている親族の

介護・看護 

長期にわたる疾病又は心身に障害を有する同居の親族、又は要介護状態にある親

族等を１週の平日３日以上、その日中（８時３０分から１７時までをいう。）４

時間以上居宅内又は居宅外で介護又は看護を行っていること。 

５ 災害復旧 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること。 

６ 求職活動 求職のため昼間外出することを常態としていること。 

※入所期間は、３ヶ月です。 

※入所期間内に「就労証明書」を提出いただけた場合は、入所承諾期間が延長さ

れます。 

※入所期間内に就職ができなかった場合は、「退所」となります。 

７ 就学 学校教育法に規定する学校等に在学していること。 

公共職業能力開発施設において行う職業訓練を受けていること。 

８ その他 ・児童虐待のおそれがある場合および保護者が配偶者からの暴力により保育を行

うことが困難であると認められること。 

・育児休業中に育児休業対象児童以外の児童を引き続き保育することが必要であ

ると認められること。 

・前各号に準じる状態にあると町長が認める場合。 

 ※保育所へ入所できる年齢は、保育園によって異なります。各保育園の紹介ページでご確認ください。 
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支給認定について 

 保育の利用を希望する児童が、保育が必要な状態であるかどうかの確認をするために、支給認定を受ける必要があ

ります。 

保育所等での保育の利用を希望する場合は、児童及び保護者の住所地である斑鳩町で２号認定もしくは３号認定を

受ける必要があります。 

 

 

【認定区分】 

認定区分 内容 保育必要量 利用できる主な施設 

１号認定 
満３歳以上 

教育認定 

幼稚園・認定こども園で教育を希望す

る場合 
教育標準時間 幼稚園・認定こども園 

２号認定 
満３歳以上 

保育認定 

「保育を必要な事由」に該当し、保育

所等での保育を希望する場合 

保育標準時間 

保育短時間 
保育所・認定こども園 

３号認定 
満３歳未満 

保育認定 

「保育を必要な事由」に該当し、保育

所等での保育を希望する場合 

保育標準時間 

保育短時間 

保育所・認定こども園 

小規模保育事業所 

 

 

 【保育の必要量】 

 ２号認定または３号認定を受ける方は、保育が必要な時間によって「保育標準時間」と「保育短時間」に区分され

ます。 

 なお、「保育標準時間」と「保育短時間」では、利用できる時間や利用料が異なります。 

保育標準時間 １日１１時間までの利用 

保育短時間 １日８時間までの利用 

 ※利用時間帯は、保育所等によってことなりますので、各保育園の紹介ページを参考にしてください。 

 

 

 

 【利用時間のイメージ】 
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・

◆

◆

※延長保育をご利用される場合は、通常の保育料のほかに別途延長保育料が必要です。

最長の利用時間 延長保育

17:00 20:007:30

保育標準時間

保育短時間

最長の利用時間

7:30 18:30

延長保育

20:00

延長保育

9:00

町立保育所の場合 開 所 時 間 7：30～20：00

保育標準時間

保 育 短 時 間

7：30～18：30

9：00～17：00



保育所の利用手続きのながれ 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※利用調整・・・認定申請書及び保育の必要性を確認する書類等に基づき、保護者が保育を必要とする程度に応 

じて選考基準により順位を決定し、利用希望施設等へ利用決定者の振り分けを行います。 

（選考基準については、別表１をご覧ください。） 

 

入所申込みに必要な書類 

 保育所等への入所申込みにあたっては、次の書類をご提出ください。不足書類や記入漏れがある場合は受付できま

せんのでご注意ください。 

 

 ●施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付支給認定申請書兼入所申込書 （※児童ひとりにつき１枚） 

 【添付書類】 

① 保育を必要とする事由を確認する書類 

 就労証明書 
母子手帳の写し

又は出産証明書 

診断書兼介護・ 

看護状況申告書 

（医師の診断書） 

手帳の写し 

求職活動申立書及

び求職活動支援機

関等利用証明書 

り災証明書 在学証明書 

就労 ○       

妊娠・出産  ○      

疾病・障害   ○ ○※    

介護・看護   ○ ○※    

災害復旧      ○  

求職活動     ○   

就学       ○ 

 ※ 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者福祉手帳 

 

②児童調査書 保育施設等は、集団の中で他の児童と生活を共にします。利用を希望する児童に何らかの疾病など

がある場合は、事前に主治医に、集団の中で生活することが可能かどうかの確認をお願いします。

また、この場合は主治医の意見書等の提出をお願いします。 

 

③保育料諸会費口座振替依頼書（入所保育所決定後にご提出いただきます。継続入所の場合は不要です。） 
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支給認定申請及び入所申込みを申請 

申請を受理 

申請内容の確認・利用調整（※）・保育認定 

支給認定証の交付・保育所決定通知書の交付 



その他の手続について 

≪申請を取り下げるには≫ 

 子育て支援課（生き生きプラザ斑鳩内）に辞退届を提出してください。 

≪保育所を退園するには≫ 

 子育て支援課（生き生きプラザ斑鳩内）に退所届を提出してください。 

 ※月末までに退所届が提出されない場合は、翌月分の保育料の納入義務が生じますので、ご注意ください。 

ご注意いただきたいこと 

 次のような場合には、必ず、速やかに子育て支援課に認定変更申請書を提出してください。 

 ①世帯の状況が変わったとき（離婚・結婚・氏名変更など） 

 ②住所が変わったとき 

 ③勤務先が決まった場合や勤務先が変更になったとき 

 ④仕事を辞めたとき 

 ⑤母の妊娠がわかったとき 

 ⑥育児休業を取得するとき 

 ※③の場合、就労証明書が必要です。 

 ※④の場合、求職活動申立書及び求職活動支援機関等利用証明書が必要です。 

 ※⑤の場合、母子手帳の分娩予定日記載ページの写しが必要です。 

 ※⑥の場合、原則在園児は退所となります。詳しくはP.15をご確認ください。 

 なお、申込時の就労状況（勤務先・就労日数・就労時間等）が、入所内定後又は入所時点で転職等により変更にな

っている場合（選考基準点が下がる場合）は、内定の取消又は退所となる場合があります。 

申込受付期間について 

 保育の利用は、毎月１日から開始します。年度途中からの保育利用の申込受付期間は、以下のとおりですが、申込

締切日までに提出が困難な場合は、事前に子育て支援課へご相談ください。 

利用開始希望月 申込受付期間 利用開始希望月 申込受付期間 

令和5年4月から R5.2.28まで※ 10月から R5.7.3～R5.8.31 

5月から R5.3.31まで※ 11月から R5.8.1～R5.9.29 

6月から R5.4.28まで※ 12月から R5.9.1～R5.10.31 

7月から R5.5.31まで※ 令和5年1月から R5.10.2～R5.11.30 

8月から R5.5.1～R5.6.30 2月から R5.11.1～R5.12.25 

9月から R5.6.1～R5.7.31 3月から R5.12.1～R6.1.31 

 ※一斉申込受付期間終了後は各申込受付期間までにご提出ください。受付期間終了後、選考となります。 

支給認定の有効期限について 

 保育を必要とする事由により支給認定の有効期間（保育が必要と認められる期間）が異なります。支給認定期間が

終了すると、原則として保育施設を利用できません。 

保育が必要な事由 支給認定の期間 

就労 

疾病・障害 

介護・看護 

災害復旧 

児童の就学前まで 

（ただし、保護者が事由に該当しなくなった場合は、その時点まで） 

妊娠・出産 出産予定日前６週間と出産後８週間のうち必要な期間 

求職活動 ３ヶ月 

就学 就学期間満了日が属する月の月末まで 

その他 町長が認める期間 

 ※必要に応じて、保育の必要性について勤務先等への就労確認等を行いますのでご了承ください。また、確認の  

結果保育の必要性が認められない場合は、退所となります。 
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保育料等について 

 

◆保育料の決定＜０から２歳児のみ＞ 

 ・保育料は、別表２の「令和５年度 斑鳩町保育料のイメージ」の予定です。 

・保育料は、児童の父母の市町村民税所得割課税額の合計額により算定します。 

  （同居の祖父母等が家計の主宰者である場合は、同居の祖父母等の市町村民税所得割額も合計します。） 

 ・町民税の申告がない方は、最高階層の保育料になる場合がありますのでご注意ください。 

 ・保育料は、入所決定後に通知します。 

 ・保育料は、月額です。日割り計算は行いませんので、月に１日でも在籍されていればその月分の保育料をお支払 

  いいただきます。 

 ・保育料の納入は、口座振替（自動振込）となります。 

 ・事情により登所（登園）しない場合でも、在籍していれば納入義務が生じます。 

 ・延長保育を受ける場合には、通常の保育料のほかに延長保育料を負担していただきます。 

  （町立保育所⇒１か月単位で口座振替、町立以外の施設⇒直接施設に納入） 

 ・保育料の納入がない場合は、児童手当からの徴収や差し押さえなどの滞納処分を行うことがあります。 

 

  【年度切替の時期】 

   保育料は、４月分～８月分は前年度、９月分～翌年３月分は当該年度の市町村民税所得割課税額により算定し

ます。これに伴い、年度途中で保育料が変更になる場合があります。 

４月分～８月分 ９月分～翌年３月分 

令和４年度市町村民税所得割額 

（納税通知は、令和4年6月） 

令和５年度市町村民税所得割額 

（納税通知は、令和5年6月） 

 

 

  【保育料（給食費含む）の納付】 

保育施設・事業所の種別 納付先 振替日 

町立保育所・民間保育園 斑鳩町 
毎月８日 

（※１・※２） 

町外公立保育所 所在市町村 

施設により異なります 上記以外の保育施設・事業所 

認定こども園・小規模保育事業所等 
保育施設・事業所 

   ※１ ４月分の保育料は４月末の金融機関営業日が振替日となります。 

   ※２ 引き落とし日が金融機関の休日の場合は、翌営業日の引き落としとなります。 

 

  【給食費】 

   保育所では、給食を提供します。 

   ３歳以上児は、給食費が徴収されます。 

（斑鳩町立保育所は、副食費３，６００円 ＋ 主食費９００円  計４，５００円 / 月） 

※斑鳩町立保育所以外を利用される場合は施設に問い合わせください。 

    ※副食費については免除される場合があります。(年収３６０万円未満相当の世帯の全ての児童及び 

全所得階層の就学前児童第３子以降が対象) 

３歳未満児は、給食費の徴収はありません。 
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