
よくあるお問い合わせ 

 

Ｑ.申込みは早いほうが選考の際、有利ですか？ 

 Ａ.一斉受付期間中であれば、申込みの時期は選考に関係ありません。 

   児童に対する保育の必要性を点数であらわし、点数の高い児童から順に希望保育所に空枠があれば内定とします。 

 

 Ｑ.現在、育児休業中ですが、申込みはできますか？ 

 Ａ.できます。ただし、入所した月の末日までに復職していただくことが条件となります。 

  ※入所継続児については、P.15をご覧ください。 

  また、「育児のための短時間勤務制度」を利用する予定である場合は、制度利用時の就労時間帯の選考基準点とな

ります。必ず就労証明書No.15「育児のための短時間勤務制度利用有無」欄に記入してください。 

  入所後に「育児のための短時間勤務制度」を取得し、選考時点での基準点と異なる状況になった場合は、内定取

消（退所）となる可能性があります。 

 

 Ｑ.町外の保育所を希望できますか？ 

 Ａ.勤務地等の都合で町外の保育所を希望する場合、斑鳩町から相手市町村への委託依頼が必要となりますので、 

   ご相談ください。 

 【町外保育 委託のながれ】 

  ①斑鳩町の申込書に町外の希望保育所名・希望する理由等を詳しく記入し、必要書類を添付し提出。 

  ②内部審査のうえ、申込書写しを添付して相手市町村へ委託依頼。 

  ③相手市町村にて受託可能かどうかの審査。 

  ④相手市町村より斑鳩町に受託または不承諾の回答が届き次第、斑鳩町から保護者に結果通知。 

   結果通知までに時間がかかる場合があります。 

  ※保育料は、斑鳩町保育所保育料徴収金額表により、斑鳩町が決定します。 

   ただし、保育料の納付先は利用施設により異なります。P.5をご覧ください。 

  ※入所期間は、入所した年度末（３月末）までとなります。 

  ※毎年、申込みが必要です。なお、継続できるとは限りません。 

 

 Ｑ.延長保育を利用する場合、どうしたらよいですか？ 

 Ａ.延長保育の利用手続きについては、各保育所により異なります。 

   また、延長保育料についても各保育所により異なりますので、直接保育所にお問い合わせください。 

 

 Ｑ.保育料は、保育所によって違うのですか？ 

 Ａ.保育料は、公立・私立とも保護者の市町村民税所得割課税額・児童のクラス年齢により決定されますので、 

   どの保育所（町外の保育所を含む）に入所されても同じです。 

 

 Ｑ.希望する保育所に入所できないことはありますか？ 

 Ａ.新規入所、継続入所にかかわらず、選考の結果、第１希望の保育所のお子さまの年齢のクラスに入所できない 

場合があります。その場合は第２希望の保育所、第３希望の保育所と以下順次繰り返させていただくことになり 

ます。 

また随時入所の場合、第１希望の保育所のお子さまの年齢のクラスに空きがない場合は、第２希望の保育所、第 

２希望の保育所で空きがない場合は、第３希望の保育所と以下順次繰り返させていただくことになります。 

   希望保育所すべてに空きがない場合は、保留（待機）となりますのでご了承ください。 
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【育児休業中の在園児の保育所等継続入所について】 

 

 保育所等とは、保護者（両親など）が仕事や病気などのために家庭内で保育ができない場合に利用可能な児童福祉施

設です。 

 育児休業中は、保護者が育児のために家庭にいるため「保育を必要とする事由」に該当しません。そのため、在園児は

入所解除（退所）となります。 

 ただし、以下のいずれかに該当する場合は、特例措置として在園児の継続入所が認められます。 

 

【特 例 措 置】 

① 育児休業対象児の満１歳の誕生月の末日までに、復職する場合 

※在園児の入所決定事由が「就労」であった場合に限ります 

※当初から１年を超えて育児休業の取得を予定している場合は対象となりません 

※育児休業の取得がわかるもの（「就労証明書」や「職場から発行された書類」）の提出が必要です 

※育児休業中は短時間認定への変更が必要です 

② 次年度に小学校入学を控えている場合（５歳児クラス） 

③ 保護者の健康状態が良好でない場合 

※診断書の提出が必要です 

④ 子どもの発達上環境の変化が好ましくない場合 

※申立書の提出が必要です 

 

■提出書類 

  □認定変更申請書 

  □該当の添付書類（就労証明書、診断書、申立書など） 

■提出期限 

  育児休業を取得されるまで（産後８週間以内） 
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【初年度】

6週 出産 ８週

就労状況

※復職月に合わせて育児休業対象児の

　新規入所申込を行うこと（P.4参照）

※復職したことがわかる「就労証明書」

　を提出すること

在園児 ※育休を延長する場合は退所となります

※「給付認定変更申請書」の提出が必要
　出産から育休（短時間認定）への変更

※「退所届」の提出が必要
　（次年度同時入所時加点あり）
※当初から１年を超えて育児休業の取得
を予定している場合は退所となります

育児休業 就労（復職）

【次年度】

育児休業対象児

↓満１歳の誕生月の末日

就労状況 育児休業
産前・産後休業

在園児

育児休業対象児童 出産 家庭保育 家庭保育継続

在園（標準・短時間認定）

退所 ⇒ 家庭保育

在園継続（短時間認定のみ）

家庭保育継続
家庭保育 ※在園児は退所となります

保育園入所（標準・短時間認定）

在園継続

（短時間認定のみ）

退所 ⇒ 家庭保育

在園継続（標準・短時間認定）
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斑鳩町保育の実施入所選考基準点数表

１　入所優先順位に関する基準点（児童の保護者それぞれにつき適用）

事由 保護者の状況 基準点 備考

就労時間が7時間以上 13

就労時間が6時間以上 12

就労時間が5時間以上 11

就労時間が4時間以上 10

中心者である場合は「外勤」に準ずる 7～13

協力者である場合は「外勤」に準ずるが、最高点は「12」とする 6～12 家庭外中心者より-1点

中心者である場合は「外勤」に準ずるが、最高点は「12」とする 6～12 家庭外中心者より-1点

協力者である場合は「外勤」に準ずるが、最高点は「11」とする 5～11 家庭内中心者より-1点

週4日以上かつ１日4時間以上従事している場合 6

週3日以上かつ１日4時間以上従事している場合 5

3 出産 出産または出産予定日の産前6週、産後8週の間 8

就労時間や日数が下限に満たない場合 4

求職活動を行っており、求職活動状況の提出がある場合 3

入所できてから求職活動を行う場合 2

概ね3か月以上の入院が必要と診断された場合 13

概ね1か月以上の入院が必要と診断された場合 11

13

9

4

介護を要する場合（身体障害者手帳1、2級または療育手帳A判定程度） 12

保育に支障がある場合（身体障害者手帳3級または療育手帳B判定程度） 10

上記以外の事由で保育が困難な場合（身体障害者手帳4級以下） 6

11

9

5

兄弟姉妹の施設通所付添い（週3日以上かつ月48時間以上）の場合 7

概ね1か月以上の入院が必要と診断された者に常時付き添う場合 6

その他介護・看護 5

8 災害等（火災等による家屋の損傷、その他災害復旧のため保育ができない場合） 13

週4日以上かつ就学時間が7時間以上 10

週4日以上かつ就学時間が6時間以上 9

週4日以上かつ就学時間が5時間以上 8

週4日以上かつ就学時間が4時間以上 7

※児童の保護者のうち、合計点が低い者の点数を適用します。

※就労時間が不規則な場合はその平均とします。

※保護者が同じ自営業の場合は１人を協力者とみなします。

細目

※介護の対象者が申
込子ども本人である
場合を除く

4
求職活動

中等

※就職に必要な技能
習得のため就学して
いること

6
介護
・

看護

入院

同居親族
の介護

重度の介護を要する場合（身体障害者手帳1、2級または療育手帳A判定程度、要介護4・5）

中度の介護を要する場合（身体障害者手帳3級または療育手帳B判定程度、要介護2・3）

軽度の介護を要する場合（身体障害者手帳4級、要介護1）

通所・入
院付添い

上記以外で保護者の3親等内親族を週3日以上かつ月48時間以上介護・看護している場合

障がい

通院等一般療養が必要と診断され、保育が困難な場合

自宅療養 1か月以上の安静を要し、保育が困難と診断された場合

常時伏臥

自営（個人事業主）

出産

就労中

求職活動中

今後就労予定

別表１

9
　学校、職業訓練学校等への通学
　※週3日　：-1点

週5日以上就労
（不規則の場合は、月20日
　以上）
　※週4日 ：　-2点
　※週3日 ：　-3点家庭外労働1

内職

家庭内労働2

5 疾病等

保育所への入所（入園）申込児童数が受入可能数を上回った場合には、選考により、保育の必要性が高いと認められる順に入所児童を決
定します。選考にあたっては、入所優先順位に関する基準点と児童の家庭の状況等に関する調整点との合計点を基本とし、保育の必要性
の程度を総合的に審査、判定します。

外勤

自営（個人事業主）
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２　児童の家庭の状況等に関する調整点（世帯を単位として採点）

調整点 備考

2

5

2 勤務シフト表を添付すること

7 職場都合による失業に限る

10

2

兄弟姉妹の入所（兄弟姉妹が同一保育所に入所中の場合） 2

申込子どもが多胎児の場合（三つ子以上の場合は１名増えるごとに３点ずつ加点） 1

2 在宅障害児のいる世帯

ひとり親（母子家庭、父子家庭、またはそれに類する場合） 5

3

虐待やDVのおそれがある場合など、社会的養護が必要な場合 優先 家庭の状況により判断

3

3

1

調整点 備考

-1

-2

就学状況 -2

その他 -1

※正当な理由なく期限内に保育の必要性を証明する書類の提出がなかった場合は、選考対象外になります。

※申込子どもの世帯に保育料・給食費の滞納がある場合は、選考基準点を０点とします。

※その他、特別な事情により減算、加算調整する場合があります。

３　合計点（基準点＋調整点）が同点の場合の判断基準

申込施設の希望順位が高い

生計中心者が失業中（職場都合による失業に限る）である

生計中心者が失業中であり求職活動中の場合

保護者が扶養控除、配偶者控除の対象となっている、または所得が48万円以下の場合
（産前産後休暇中であった方、育児休業中であった方は除く。保護者の前年の所得
（4～8月入所時は前々年の所得）で判断します。）

詳細

区分

就労状況

世帯状況

所属状況

自営の中心者が児童の保護者または同居の祖父母であり、かつ保護者が扶養控除、配
偶者控除の対象となっている、または所得が48万円以下の場合（産前産後休暇中で
あった方、育児休業中であった方は除く。保護者の前年の所得（4～8月入所時は前々
年の所得）で判断します。）

保護者が単身赴任の場合（単身赴任先の住所を記載した就労証明書を添付すること）

町外からの転入者のうち、転入前の地方公共団体において、利用申込時点で、申込事
由を理由として、申込子どもが認可保育所等に週３日以上かつ月48時間以上通所して
いた場合（育児休業中や休業中を除く）

育児休業を終了し、復職する場合

育児休業の取得によって、一度保育所を退所し、育児休業から復職する場合

両親ともに土・日・祝日勤務する場合

詳細

子どもが障害を有する場合

地域型保育施設（小規模保育所など）の卒園児童

生活保護世帯で、就労による自立支援につながると見込まれる場合

利用申込時点で、申込事由を理由として、申込子どもが認可外保育所・一時預かりを
週3日以上かつ月48時間以上利用し、かつ認可保育所等に入所できるまで引き続き利
用する予定がある場合（育児休業中や求職中を除く）

扶養している子どもの数が多い

その他、必要性・緊急性が高いと判断される

保護者の合計所得金額がより低い

項目

父または母および父母のいない世帯である

同居祖父母のいない世帯である

利用調整を行うも利用保留期間が長い
（申請しているが、自ら利用調整を停止している期間は、利用保留期間に含まない。
　また、入所の内定をキャンセルした場合は、期間の算定をリセットする。）

通信制大学、通信教育の学生の場合

同一年度内に内定を辞退したことがある場合

減算
指数

保育士又は幼稚園教諭の資格を有しており、かつ町内保育施設又は幼稚園で就労する場合

就労状況

加算
指数

区分
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斑鳩町保育所保育料徴収金額表 

各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 町の徴収金額(月額：円) 

階層 

区分 
定義 

保育標準時間認定 保育短時間認定 

3歳未満児 

の場合 

3歳以上児 

の場合 

3歳未満児 

の場合 

3歳以上児 

の場合 

第1 生活保護法による被保護世帯(単給世帯

を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関す

る法律による支援給付受給世帯 

0 0 0 0 

第2 第１階層及び第３～８階層を除き、当該

年度（４月から８月までの間にあっては、

前年度）の市町村民税非課税世帯 

0 0 0 0 

第3 第１～２階層を

除き、当該年度

（４月から８月

までの間にあっ

ては、前年度）

の市町村民税の

所得割課税額が

次の区分に該当

する世帯 

48,600円未満 
15,600 0 15,400 0 

第4 1 48,600円以上 

72,800円未満 
19,800 0 19,600 0 

2 72,800円以上 

97,000円未満 
24,000 0 23,700 0 

第5 1 97,000円以上 

133,000円未満 
29,800 0 29,400 0 

2 133,000円以上 

169,000円未満 
35,600 0 35,100 0 

第6 1 169,000円以上 

235,000円未満 
42,200 0 41,600 0 

2 235,000円以上 

301,000円未満 
48,800 0 48,100 0 

第7 301,000円以上 

397,000円未満 
64,000 0 63,000 0 

第8 397,000円以上 

 
73,200 0 71,100 0 

備  考 

１ この表の第３階層から第８階層における地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第２号の

所得割を計算する場合には、寄附金税額控除、外国税額控除、配当控除、配当割額・株式等譲渡所得割額、住

宅借入金等特別税額控除の規定は適用しません。 

２ この表の３歳未満児とは、児童福祉法第２４条第１項の規定による保育の実施が行われた年度の初日の前日

（３月３１日現在）において３歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で３歳に達した場合

においても、その年度中にかぎり３歳未満児とみなします。また３歳以上児についても同様とします。 
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斑鳩町では、保育料の軽減に努めています 

 斑鳩町では、令和２年４月から、保育料を従来よりもさらに5％軽減しています。 

（国基準より15％軽減⇒20％軽減） 

 さらに、多子世帯の負担軽減を図るため、同時在園等の３歳未満児について、保育料を国基準の２分の１か

ら、町単独事業で４分の１に軽減しています。 

 

別表２ 



３ 特定被監護者等（子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第２１３号）第１４条の２第１項に規定す

る特定被監護者等をいう。）が２人以上いる場合におけるこの表の適用については、児童の属する世帯が市町

村民税の所得割額が５７，６９９円以下の世帯（児童の属する世帯が第５項に掲げる世帯（以下「要保護者等

世帯」という。）を除く。）の徴収金の額は、最年長の特定被監護者等から順に２人目は同表に定める徴収金

の額の半額とし、３人目以降は無料とします。 

４ 第３階層から第８階層までの世帯であって、同一世帯から２人以上の小学校就学前子どもが保育 

所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、企業主導型保育施設、情緒障害児短期治療施設 

通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合において、次表の第１ 

欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第２欄により計算して得た額をその児童の徴収金 

の額とします。 

区分 第１欄 第２欄 

Ａ ア 上記４に掲げる施設を利用している小学校就学前子ども（該当する児

童が２人以上の場合は、そのうち年長のもの１人とする。） 

徴収金額表に定める額 

Ｂ イ 上記４に掲げる施設を利用しているア以外の小学校就学前子ども（該

当する児童が２人以上の場合は、そのうち最年長のもの１人とする。）で

３歳未満児 

徴収金額表×０．２５ 

（※） 

Ｃ ウ 上記４に掲げる施設を利用している上記以外の小学校就学前子ども ０円 

（注） １００円未満の端数は切り捨てる。 （※）平成２７年度の保育料からの適用です。 

５ 小学校就学前子どもの属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、市町村民税の所得割額が７７，１００円以下

の世帯が次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる徴収金の

額とする。ただし、当該世帯において特定被監護者等が２人以上いる場合にあっては、最年長の特定被監護者

等から順に２人目以降は無料とする。 

① 「ひとり親世帯等」………母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）に規定する配偶

者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯 

② 「在宅障害児(者)のいる世帯」………次に掲げる児(者)を有する世帯 

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健手帳

の交付を受けた者 

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象

児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 

階層区分 

徴収金額（月額：円） 

保育標準時間認定 保育短時間認定 

３歳未満児 

の場合 

３歳未満児 

の場合 

第３階層 7,200 7,200 

第４階層１ 7,200 7,200 

第４階層２のうち（市町村民税所

得割課税額が７７，１００円以下） 
7,200 7,200 
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宣伝隊長 

「うまやどさん」 


