
令和５年度

年度当初申込受付日程

＜公私連携認定こども園＞

詳細はP.1~P.2をご覧ください。

＜在園児＞

受付期間：令和４年９月５日（月）～９月１６日（金）

入所している施設または南城市福祉事務所子育て支援課（南城市役所1階）へ提出してください。

＜新規申込み児童＞

受付期間：令和４年１０月１１日（火）～１０月３１日（月）【土日祝日を除く】

受付時間：午前９時００分～午後５時００分【昼１２時～午後１時を除く】

受付場所：南城市福祉事務所 子育て支援課（南城市役所１階１６番窓口）

※郵送での申込みを希望する場合は受付期間内必着となります。

※新たに申請（申込）を行う場合には、個人番号（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ）の記載が必要です。

※在園児の継続申込みの場合は個人番号（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ）の記載は不要です。

※受付期間終了後の申込みについては、欠員補充の対象となります（在園児も対象）

年度途中（令和５年５月１日以降）の申込について（随時受付）

申込受付期限：入所希望月の前々月の末日まで（P.4参照）

例：令和５年６月入所希望の場合は、令和５年４月末日までに申込書等の提出が必要です。

＜注意事項＞

※保育所等へ入所できる児童は、市内に居住し、両親が就労や妊娠・出産疾病等の理由により、

保育が必要だと認定を受けた乳幼児（2号認定、3号認定）になります。

※南城市内に転入先住所が決定している場合は、転入予定として申込は可能です。

ただし、市が指定する期日までに転入の手続きを完了していない場合、いかなる理由が

あろうとも入所はできません。市指定転入届出期限日：令和５年３月１６日（木）

※申込み後に住所が変更になった場合は、その都度届出書を提出して下さい。市より通知

などが送付できない場合がございます。

※申込みは出生届提出後からの受付となります。

※提出する際は、申込用紙及び添付書類は必ずホッチキスで留めて提出して下さい。

※書類不備や記入・押印漏れ等がある場合は受付いたしません。

☆お問合せ先：南城市福祉事務所 子育て支援課（南城市役所１階１６番窓口）

ＴＥＬ：０９８-９１７-５３４３

２・３号認定用

認定こども園・保育所等

園児募集案内
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　南城市では、「南城市立幼稚園の認定こども園移行に関する方針」を策定し、年次的に市立幼稚園を認定
こども園へ移行する計画としています。令和５年４月より認定こども園として予定している園は
南城市立佐敷幼稚園及び南城市立大里北幼稚園、南城市立大里南幼稚園です。
　佐敷幼稚園は公私連携認定こども園、大里北・南幼稚園は統合して公立こども園へ移行します。
（公私連携とは、市と教育・保育内容等について協定を締結する法人が運営を行うこども園です。）
認定こども園の２号認定児童については、本募集案内にあります２号認定と同様（2・3号の申込書を使用）
の取り扱いとなります。佐敷・大里こども園の施設情報等詳細につきましては、９月初旬頃配布予定の
利用案内（１号認定）に掲載します。入園を希望する方は、窓口または市ホームページでご確認ください。

1

認定区分については、P6をご確認ください。

2 市立幼稚園から公私連携・公立認定こども園へ移行に伴い、利用申込用紙が２種類（１号認定用,２・3号認定用）

に分かれます。2号認定用（保育認定）利用申込書は、認可保育施設等の利用申込書と兼用になります。

例. 公私連携認定こども園の２号認定（保育認定）を第１希望とし申し込まれる方は、募集案内に添付の
「令和５年度　教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書（2・3号認定用）（在園児：黄色、新規：緑色）
の希望する保育施設名の第１希望へ公私連携認定こども園の施設番号、園名を記入してください。

3
通っていた保育所への継続入所は保障されなくなります。(在園児優先適用なし)・・・P11注意事項参照

4

・ 【公私連携】佐敷こども園（南城市佐敷字佐敷1246番地2）

・ 【公　　立】大里こども園（南城市大里字仲間918番地1）

南城市在住で次の年齢に該当する児童

５歳児：平成２９年４月２日～平成３０年４月１日生まれの者

３歳児：平成３１(令和１）年４月２日～令和２年４月１日生まれの者

５歳児

４歳児

３歳児
※（　）内はクラス数。

３歳児は１クラス２０名定員、４歳児・５歳児は１クラス３０名定員。
　

進級を希望する在園児童は、必ず利用申込書等の提出が必要となります。
令和4年10月31日時点において、南城市立佐敷幼稚園へ通っている児童は、幼稚園へ提出

　 してください。必要書類につきましては、幼稚園を通してお知らせします。

●新規入園児童　（令和4年11月1日以降、市立佐敷幼稚園に入園する児童含む）

受付期間：令和4年10月11日（火）～令和4年10月31日（月）※土日、祝日を除く
受付時間：午前９時00分～午後５時00分　　※昼12時～午後１時を除く
申込場所：南城市役所　福祉部　子育て支援課（庁舎１階　16番窓口）
提出書類：1号認定と２号認定の提出書類が異なります。２号認定は、認可保育施設の入所

申込と同様の利用申込み書類となります。詳細はP.9~P.10をご覧ください。

1号認定は９月初旬配布の利用案内にてご確認ください。

４． 申込み手続きについて　　　　　　　　　　　　　　
●在園児童　(現・佐敷幼稚園の在園児）

　　　　６０名（２） 　　　１２０名（４）

　　　　３０名（１） 　　　　６０名（２）

　　　　２０名（１） 　　　　４０名（２）

年齢 【公私連携】佐敷こども園 【公立】大里こども園

《　概　要　》

１． 令和５年４月開園予定の認定こども園

２． 対象児童

４歳児：平成３０年４月２日～平成３１年４月１日生まれの者

３． 募集定員

R5年４月開園　認定こども園募集定員

１　市立幼稚園が認定こども園へ移行します

《公私連携・公立認定こども園の手続きに関する主な注意点》

市立幼稚園の利用申込とは異なります。（認定区分により申込書類や提出書類が異なります。）

提出期限があります。期限内に子育て支援課へお越しください。・・・P11注意事項参照

現在、保育所に在園している児童で、新規で公私連携や公立認定こども園を希望する場合、原則、これまで

現在、保育所に在園している児童で、一度申込書を提出した後に、希望する保育施設を変更する場合は、



引き続き園を利用希望する場合、進級することができます。

１号認定：中学校区内の児童を優先的に受入れします。
申込状況により抽選等による選考を行う場合もあります。

※ 募集の結果、定員を下回る場合は、校区外の児童の受け入れも可能ですが、校区外の児童
について、近隣小学校への入学を保障するものではありません。

２号認定：市内全域から入園申込が可能です。

保育所入所選考と同様に、基準点（P.13)の高い方からご案内いたします。

※利用時間及び休園日等は想定される時間です。

《１号認定》

《２号認定》

：日曜、祝日、慰霊の日

　　一時預かり※１

教育時間の14時までは認定区分に関わらず共通した時間を過ごします。

 ※１号認定について、降園後の預かり保育の実施はありませんが、冠婚葬祭等やむを得ず保育が
 　必要となる場合、一時預かり保育を実施予定です。（但し、常態的な利用は除く。）

１．保育料（利用者負担）について
３歳児から５歳児の教育・保育の無償化に伴い、保育料の負担はありません。

２．実費徴収について
保育料とは別で、下記については、実費徴収することとなります。
・主食費、副食費 ・延長保育料 ・その他（一時預かり保育料・文具・教材等）

※実費徴収の詳細につきましては、認定こども園の運営者による保護者説明会にて説明予定です。

・令和４年８月下旬　　保護者説明会（予定）

・令和４年９月初旬　　認定こども園利用案内配布

・令和４年１０月中旬　園児募集受付開始

　（詳細は９月配布予定の利用案内でご確認ください）　 Ｐ.16～18

９． 開園までのスケジュール

　年末年始（12月29日から31日及び翌年1月1日から1月3日）

開 園 日 ：月～土
保 育 標 準 時 間 ：７時３０分～１８時３０分（最大１１時間）
保 育 短 時 間 ：８時００分～１６時００分（最大８時間）
休 園 日

　年末年始（12月29日から31日及び翌年1月1日から1月3日）

８． 保育料について　　　　　　　　　　　　　　  　　   ・・・・・

開 園 日 ：月～金
教 育 標 準 時 間 ：８時００分～１４時００分
休 園 日 ：土曜、日曜、祝日、長期休業期間（春・夏・冬休み等）、慰霊の日

７． 認定区分ごとの利用イメージ　　　　　　　　　　　　

５． 利用調整（入所選考）について　　　　　　　　　　

●在園児童　(現　佐敷幼稚園の在園児）

●新規入園児童

６． 認定区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・ 　Ｐ.6

施設の利用にあたっては、毎年度、認定を受ける必要があります。

認定区分については、P.6の認定区分フローチャートでご確認ください。

教育時間（おおむね４時間程度)

《1号認定》

《2号認定》
・保育標準時間

・保育短時間

8:00

7:30

14:00

16:00

18:30

8:00

教育時間

登園 降園

教育時間＋保育時間

教育時間＋保育時間



子 ②　兄弟姉妹　

２　お知らせ

扶養義務者の範囲

③　曾祖父母　　　

②　祖父母　　　　

①　保護者（父母）

★必要書類について

①令和５年度の教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書の用紙色は下記のとおりとなります。

※１号認定用：白色

※２・３号認定用（在園児）：黄色

※２・３号認定用（新規） ：緑色

②教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書及び就労証明書（会社員・公務員用）は機械読み取りとなり

ます。詳細は別紙記入例をご確認ください。

③必要書類の押印は不要です。 ※就労証明書、医師の診断書は押印が必要です。

※詳細はP.9をご覧ください。

④保護者（父母）以外の要件は22歳以上60歳未満の扶養義務者（同住所地別世帯含む）となります。

※扶養義務者の範囲は下図をご確認ください。

★入所実施基準について

令和５年度南城市保育所入所基準に変更はありません。 ※詳細はP.13をご覧ください。

扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める者のことで、かつ保護者（父母）と生計をともに維持する

３親等内直系血族（両親・（曾） 祖父母）及び 兄弟姉妹をいいます。

※下図太枠内の範囲が該当します。

★広域入所について

南城市外の保育所に申し込みをすることもできます。 ※詳細はP.40をご覧ください。

- 3 -



入所希望日 申込受付期限
入所承諾通知発送時期

（入所決定）

在園児童 令 和 4 年 9 月 5 日 令和4年9月16日

新規児童 令和4年10月11日 令和4年10月31日

令和5年5月1日 令 和 ５ 年 ３ 月 末 令和５年４月下旬

令和5年6月1日 令 和 ５ 年 ４ 月 末 令和５年５月下旬

令和5年7月1日 令 和 ５ 年 ５ 月 末 令和５年６月下旬

令和5年8月1日 令 和 ５ 年 ６ 月 末 令和５年７月下旬

令和5年9月1日 令 和 ５ 年 ７ 月 末 令和５年８月下旬

令和5年10月1日 令 和 ５ 年 ８ 月 末 令和５年９月下旬

令和5年11月1日 令 和 ５ 年 ９ 月 末 令和５年10月下旬

令和5年12月1日 令 和 ５ 年 10 月 末 令和５年11月下旬

令和6年1月1日 令 和 ５ 年 11 月 末 令和５年12月下旬

令和6年2月1日 令和６年１月下旬

令和6年3月1日 令和６年２月下旬

令和５年１２月２８日（木）をもって令和５年度入所申込受付は終了します。

令和４年１１月１日以降

３　施設利用申込日程表

令和5年4月1日 令和５年３月中旬

申込受付開始日

令和5年12月28日

（注意事項）
〇土日祝日は受付できません。12：00～13：00はお昼休み時間のため受付できません。
〇提出した申込書は令和5年度末まで有効です。令和6年度の入所については改めて申込みが必要です。
〇郵送での申込をする場合は、申込期限に必着となるよう余裕を持って発送してください。
〇書類不備や記入・押印漏れがある場合は受付できません。
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【法人認可保育所】

【地域型保育事業所】

【認定こども園】

　　～法人認可保育所・地域型保育事業所・認定こども園～

４　利用施設の種類

保育所は、保護者の就労や疾病等の理由で、家庭で児童を十分に保育することができない場合、保護者

に代わりその児童の保育を行う施設です。従って、どの家庭の児童も無条件に入所できるものではなく、

日頃から「保育する人のいない児童」と認められた場合に入所対象となります。

利用できる子どもの年齢は０歳児～５歳児クラス（※）までとなります。

※４歳児クラスまでの受け入れの園もあります。

※５歳児クラスがあっても、定員枠により４歳児クラスに在園しているすべての児童が進級できない場合も

あります。入所申込みの際は、施設情報を十分にご確認ください。

◆保育所の種類

認可保育所：法人の保育所で、保育士の配置基準や施設基準等の基準を満たすものとして、県が認可

している施設です。

０歳児～２歳児クラスの少人数を対象に保育を行う保育所です。法人認可保育所と同様、保育士の配置基

準や施設基準等の基準を満たすものとして、南城市が認可している施設です。

◆地域型保育事業所の種類

家庭的保育：定員５名以内の少人数で保育を行う施設です。

小規模保育：定員19名以内の少人数で保育を行う施設です。

事業所内保育：事業所に勤める従業員の児童（従業員枠）、南城市内の児童（地域枠）の保育を行う施設

です。定員は従業員枠と地域枠を合計した数になります。

※地域型保育事業所の卒園後の進級について

地域型保育事業所には３歳児クラスがないため、２歳児クラスの年度末で卒園となります。卒園後は卒園

まで利用していた地域型保育事業所と、卒園児の受入について協定を結んでいる「連携施設（保育所等）」

の３歳児クラスに優先的に入所することができます。

※連携先についてはP.20～P.21を参照ください。（※詳しくは各施設にご確認ください。）

認定こども園は、幼児教育を行う幼稚園の機能と保育を行う保育所の機能を備えた施設です。

児童の家庭保育が可能である場合は、幼稚園のような利用（朝からお昼過ぎまで）ができ、保護者の就労

や疾病等の理由で、日中の家庭での保育が難しい児童については、保育所のような利用が可能です。

◆認定こども園の種類

認定こども園：教育・保育を一体的に行う施設です。

公立・公私連携認定こども園：市立幼稚園から移行した認定こども園です。公立は南城市が運営する認定

こども園で、公私連携は市と教育・保育内容等について協定を締結する法人

が運営を行う認定こども園です。

私立認定こども園：私立の認可保育所から移行した認定こども園です。
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利用できる施設

・幼稚園

・認定こども園（教育）

・認定こども園（保育）

・保育所

・認定こども園（保育）

・保育所

・地域型保育事業所

（１）教育・保育給付認定

保育を必要とせず、

教育を希望する児童

２号認定

保護者の就労や疾病

等の理由により保育

を必要とする児童

給付認定区分 年齢 対象となる児童 利用できる施設保育の必要量

教育標準時間

２号認定

（保育認定）

利用できる施設 利用できる施設

保育の必要性

なし

あり

３号認定

（保育認定）

認定なし

申請の必要は

ありません。

※１号認定と２号認定を併願する場合は、先に２号認定を行います。

５　教育・保育給付認定について

お子さまの年齢は？

（R5.4.1現在）

「保育を必要とする理由（就

労など）」がありますか？

「保育を必要とする理由（就

労など）」がありますか？

教育施設

・幼稚園

・認定こども園（教育）

保育施設

・認定こども園（保育）

・保育所

保育施設

・認定こども園（保育）

・保育所

・地域型保育事業所

３号認定 ０歳～２歳

保育標準時間

保育短時間

１号認定

３歳～５歳

１号認定

（教育認定）

３～５歳 ０～２歳

いいえ はい はい いいえ

教育・保育施設を利用するには、市から「教育・保育給付認定」を受け「施設利用の承諾」を受ける

必要があります。

「教育・保育給付認定」については、児童の年齢や保育の必要性に応じて、下記の区分に分類され、

それぞれの区分により利用できる施設や時間が決まっています。

認定区分と利用できる施設を確認

しましょう!!

「保育を必要とする理由」とは？

保育を必要とする理由として

①就労 ②妊娠・出産 ③疾病・障害 ④同居親族の介護・看護 ⑤災害復旧

⑥求職活動（起業準備含む） ⑦就学 ⑧虐待・DV ⑨育児休業

があります。詳しくは次のページをご覧ください。
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（２）保育を必要とする理由

災害復旧
震災、風水害、火災その他の災害により家屋等の復旧

にあたっている場合
標準時間 必要な期間

保育の実施期間

診断書による療養期間中

産前２ヵ月、産後６ヵ月

診断書による療養期間中

標準時間

就労期間中
月64時間（週16時間）以上120時間（週30時間）未満

就労している
短時間

保育を必要

とする理由
保護者の状況 保育の必要量

虐待・DV 虐待やDVのおそれがある場合 標準時間 福祉事務所長が認める期間

育児休業(注4)
育児休業取得中に既に保育所等を利用している子ども

がいて、継続利用が必要である場合
短時間

育休対象児が１歳になる日が

属する月末まで

妊娠中、又は出産後間もない方（産前２ヵ月から産後

６ヵ月まで）
標準時間

疾病・障害
病気や心身に障害等があり児童を十分にみることがで

きない
標準時間

就労(注1)

月120時間（週30時間）以上就労している

短時間 入所後３ヵ月

就学（自動車学

校、習い事等を

除く）

職業訓練校、学校教育法で規定する教育施設で月120

時間（週30時間）以上の就学
標準時間

就学期間中
職業訓練校、学校教育法で規定する教育施設で月64時

間以上120時間未満(週16時間以上30時間未満)の就学
短時間

求職活動(注3)
求職活動を継続的に行っている場合（起業準備中を含

む）

介護・看護
長期にわたる病人や心身に障害がある同居親族を常時

介護・看護している
標準時間

妊娠・出産(注2)

その他 その他、上記に類する状態にある
標準時間

短時間
福祉事務所長が認める期間

保育施設の入所申込み後に、保育を必要とする理由、勤務先や就労状況などに変

更が生じた場合、変更が生じた日から14日以内に就労証明書等（事実発生日以降に

作成されたもの）の必要書類（P.９参照）を提出してください。

※就労状況等が変わって14日以内に提出がない場合や提出内容が事実と異なる場合は、認定の取り消し、

入所決定の取り消し、あるいは退所となる場合があります。

※保育を必要とする理由が変更になった場合は、変更後の理由に基づいて保育必要量、保育の実施期間が

決定されます。

「保育を必要とする理由」として認められるものは次のとおりとなります。なお、どの理由に該当するか

によって、保育の必要量（時間）と保育の実施期間が異なります。

注１）就労・就学について

就労・就学時間が月64時間（週16時間）未満の場合は、２号・３号認定の対象とはなりません。

就労の場合、就労先への訪問等により実態を調査することがあります。

注２）妊娠・出産における産前２ヵ月、産後６ヵ月とは

出産予定日が６月15日の場合、産前２ヵ月は４月１日、産後６ヵ月は12月31日までの保育の実施期間となり

ます。

注３）求職活動について

求職活動による申込みの場合、保育の実施期間は３ヵ月となります。入所後３ヵ月以内に月64時間（週16

時間）以上就労することを証明する書類を提出せずに保育の実施期間の満了を迎えた場合、保育を必要と

する理由に該当しなくなりますので、退所となります。

注４）育児休業について

育休対象児童が１歳に達した日以後も育児休業を継続する場合は、既に入所している児童（育休対象児童

のきょうだい)は原則家庭で保育を行うことになります。

育休対象児童の入所が決まった場合、入所した月の翌月末（４月入所の場合、５月末日）までに復職する

必要があります。

復職された場合は、復職後２週間以内に復職年月日が記入された就労証明書を提出してください。

※特別な理由なく育児休業を延長する場合には、在園児（上の子）は退所となります。
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★利用時間のイメージ★

保育の必要量

（３）保育の必要量

（４）保育の必要量の変更申請について

開所時間 閉所時間

延長保育延長保育８時間（利用可能な時間帯）延長保育

延長保育11時間（利用可能な時間）

短時間

１日最大８時間

１日最大11時間

利用可能時間

短時間

標準時間

　　　　　教育・保育の給付認定に関するＱ＆Ａ

標準時間

Q & A

保育の必要量は、保育を必要とする理由に基づいて次のとおり決定されます。なお、保護者のいずれかが

短時間認定である場合、保育の必要量は短時間となります。

※標準時間の開所時間等についてはP.20～P.22に掲載しています。

※短時間については原則 8:30～16:30までとなります。詳細は各園へお問い合わせください。

※施設が定めた保育時間を超える場合、延長保育をご利用することができます。その場合、延長保育料を負担して

いただく必要があります。なお、延長保育料は無償化の対象とはなりません。

保育の必要量を変更（短時間から標準時間への変更など）するには教育・保育給付認定変更申請書の提出

が必要です。育児休業からの復帰、求職活動により就職が決まったなど、「保育を必要とする理由」の変更

に伴い保育の必要量を変更する方は、子育て支援課窓口へ就労証明書等の証明書類とともに教育・保育給付

認定変更申請書を提出してください。 ※申請書は子育て支援課窓口と南城市ホームページで配布しています。

※短時間と標準時間では、保育料が変わる場合があります。

※短時間に該当する方で、シフトや通勤時間等の関係で標準時間を希望する場合は、子育て支援課までご相談くださ

い。就労証明書等を確認後、標準時間へ変更できる場合があります。

Ｑ１：令和元年10月から始まった保育料無償化に伴い、保育料はどう変わるのですか？

Ａ１：保育料は、国が定める上限額の範囲内でそれぞれの市町村が定めます。基準額については、P.16に掲載して

います。３～５歳児クラスに通う子供の保育料は０円ですが、主食費と副食費は負担していただく必要があ

ります。ただし、年収によっては副食費が免除となります。

０～２歳児クラスに通う子供でも、非課税世帯であれば保育料は０円となります。

詳しくはP.16をご覧ください。

Ｑ２：認定の有効期間は何年ですか？期間の途中で認定事由に該当しなくなった場合はどうなりますか？

Ａ２：保育認定の有効期間については３年間（２号認定については、小学校就学前まで、３号認定は３歳の誕生日の

前々日まで）を基本としつつ、保育の必要性の認定を受ける事由に該当しなくなった場合はその時点までとしま

す。だだし、求職活動が事由である場合については90日を基本的な有効期間として取り扱います。

Ｑ３：３号認定の子どもが満３歳になった場合、何か手続きは必要ですか？保育料はどうなりますか？

Ａ３：満３歳になり、３号認定から２号認定になる際には、市が変更を行うので、保護者が改めて保育の必要性の

認定申請をする必要はありません。なお、満３歳になった年度途中の保育料は３号の保育料のままです。翌

年度から２号の保育料となり、保育料は無料となります。

- 8 -



６　申込み手続きについて

（１）申込みに必要な書類
認定区分 対象施設 必要書類 申込先

提出チェック 書類の名称 注意事項

１号認定
認定こども園（教育）

※佐敷こども園、大里こども園を除く
A）、C）、D）の該当する書類

利用申込：各施設

給付認定：南城市福祉事務所子育て支援課

２号認定
保育所、認定こども園（保育）、

公私連携認定こども園（保育）
A）、B）、C）、D）の該当する書類 南城市福祉事務所子育て支援課

３号認定
保育所、認定こども園（保育）、

地域型保育事業所
A）、B）、C）、D）の該当する書類 南城市福祉事務所子育て支援課

A）全員提出が必要な書類

□
教育・保育給付認定申請書兼

施設利用申込書

児童１人につき１枚の提出が必要です。在園児継続申込みの場合、保護者と

対象児童の個人番号の記載は不要です。

□ 保育所等入所に関する確認票
児童１人につき１枚の提出が必要です。入所申込みの際、事前に確認頂きたい

事項を記載したものです。必ず確認の上、保護者の署名をしてください。

B）保護者等の状況を確認できる証明書（各種証明書類は申込日より３ヶ月以内に発行されたものを提出）

父 母 保護者の状況 提出書類

「自営業・農業等従事者申告書（市指定様式）」

※次のいずれかの書類の写しを添付してください。

　□税申告書(事業所所得の営業等収入が記載されたもの)　□開業届　□営業許可証

　□直近３ヶ月の実績状況がわかる書類(手書不可、取引先会社の押印等があるもの)

※協力者は次のいずれかの書類の写しを添付してください。

　□税申告書　□源泉徴収票　□給与明細書（直近３ヶ月分）

　□その他従事していることがわかる書類（出勤記録など）

□ □
会社員・公務員の方

（育児休業中、採用予定含む）

「就労証明書（市指定様式）」

※社印又は代表者之印（認印不可）のないものは無効となります。

※採用予定で就労証明書を提出した場合、採用後に再度提出してください。

※保育士、保育教諭又は幼稚園教諭として保育所、認定こども園又は幼稚園で勤務されて

　いる方は、保育士等の資格、免許の写しを添付してください。

□ 障がいのある方

□ □
自営業・農林水産業・内職

（協力者、日雇い労働者含む）

□ □ 疾病の方
「医師の診断書（保護者用）（市指定様式）」

※押印のないものは無効となります。

□ □ 妊娠・出産
「妊婦健康診査受診票の写し」

※妊婦健診後に医療機関が記載したもので、出産予定日と医療機関が確認できるもの。

「身体障害者手帳の写し」、「療育手帳の写し」、

「精神障害者保健福祉手帳の写し」のいずれかひとつ

□ □ 介護・看護にあたっている方

「医師の診断書（介護・看護用）（市指定様式）※押印のないものは無効」

又は「介護保険被保険者証の写し（介護認定を受けている場合）」

及び「介護・看護状況申告書（市指定様式）」

□ □ 就学中の方
父母　　→「在学証明書」及び「年間カリキュラム、時間割」

世帯員　→「在学証明書」又は「学生証の写し（有効期間内のもの）」

□

□ □ 求職活動中（※年度内１回のみ）

「求職活動（起業準備）状況報告書（市指定様式）」

※次のいずれかの書類を添付してください。

　□ハローワークカードの写し　□南城市雇用サポートセンター発行の紹介状の写し、

　□面接先企業等の面接日程通知　□採否通知書などの写し、

　□活動状況がわかる状況報告書など

※入所後、求職活動報告書を提出していただく場合があります。

※保育利用期間終了日までに、「就労証明書」又はそれ以外の「保育を必要とする理由」

　が確認できる書類の提出がない場合は、保育利用期間終了日で退園となります。

※同一年度で、求職活動中を理由とする再利用及び継続利用はできません。

□ □ 家庭の災害 「被災を証明する書類（罹災・被災証明書等）」

※保護者（父母）及び22歳以上60歳未満の扶養義務者（同住所地別世帯含む。P.3参照）につき、各１部提出が必要です。

※事実婚、内縁、結婚予定で一緒に生活している方も含みます。

※各様式は南城市ホームページからもダウンロードできます。

※児童２人以上の申込みの場合は、コピーを添付してください。

※認定こども園（教育）を利用希望する場合、施設へ直接申し込みを行い、施設から入所の承諾を受けてください。

入所募集案内の配布時期や提出期日については各施設へお問合せください（佐敷こども園（1号）、大里こども園（1号）は市へ申込）
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「身体障害者手帳の写し」、「精神障害者保健福祉手帳の写し」、

「特別児童扶養手当証書の写し」、「障害基礎年金証書の写し」、

「療育手帳の写し」のいずれかひとつ

障がい者（児）のいる世帯

「里親委託証明書の写し」又は「措置書の写し」

※児童２人以上の申込みの場合は、コピーを添付してください。

提出チェック

□

□

□

□

□

□

里親

赴任先に住所を異動していることを証明する「住民票抄本」

※赴任先が沖縄本島以外の場合のみ
単身赴任者のいる世帯

「転入申立書（保育所用）（市指定様式）」及び「現住所の住民票謄本

（写し可）」及び「D）に示す書類」

※申込み後に住所が変更になった場合は、その都度届出書を提出してください。

　市より通知などが送付できない場合があります。

転入予定の方

C）世帯状況の確認に必要な書類（下記の条件に該当する世帯のみ。世帯につき各１部）

南城市福祉事務所発行の「生活保護受給証明書の写し」生活保護世帯

「児童扶養手当受給者証の写し」又は「母子及び父子家庭等医療費

受給者証の写し」両方ともない方は「離婚日が記載されている戸籍謄本

（発行日が１ヶ月以内のもの、写し可）」

母子・父子世帯

提出書類世帯の状況

（２）加配保育

※令和５年度の所得課税証明書については、令和５年６月中に提出してください。

D）保育料算定に必要な書類（父母及び世帯員（扶養義務者）につき各１部）

提出チェック

令和４年１月１日時点で南城

市民でない方

令和５年１月１日時点で南城

市民でない方

状況 提出書類

令和４年度住民税所得課税証明書

※所得・各種控除・課税額・住宅借入金等特別税額控除等の税額控除が記載されているもの

令和５年度住民税所得課税証明書

※所得・各種控除・課税額・住宅借入金等特別税額控除等の税額控除が記載されているもの

□

□

保育施設の入所申込み後に、保育を必要とする理由（P.７参照）、勤務先や就労時間、世帯状況

（結婚や離婚など）などに変更が生じた場合、変更が生じた日から14日以内に就労証明書等の必要

書類（事実発生日以降に作成されたもの）を提出してください。

※保育を必要とする理由の変更により保育の必要量の変更が生じる方は、教育・保育給付認定変更申請（P.８参照）

が必要となりますので、就労証明書等の必要書類の提出とともに申請をしてください。

※就労状況等が変わって14日以内に提出がない場合や提出内容が事実と異なる場合は、認定の取り消し、入所決定の

取り消し、または退所となる場合があります。

令和４年１月１日、令和５年１月１日時点で南城市に住所がある方は、保育料算定に係る書類の提出は

不要です。南城市民でない方については、下記の書類を転入前の市町村より取得して提出してください。

税情報が確認できない方（未申告者、税の証明書の提出がない方等）については、

最高額の保育料を算定します。

心身に障害がある児童および発達に遅れがある児童を保育所等で受け入れ、集団保育の中で保育士を配置し

適切な指導を実施することによって社会性の成長及び発達を促すことを目的としています。

加配保育を利用する場合は、申込書と併せて加配保育利用の申込みが必要となりますので、あらかじめ

窓口でお申出ください。在園児については、事前に保育所等とご相談の上、申請をお願いします。

★提出期限★

在園児：令和４年９月１６日(金)

新規申込み児童：令和４年１０月３１日（月）
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８　注意事項

７　利用調整（入所選考）について
１．利用調整（入所選考）方法について

各施設において受入人数を超える申し込みがあった場合は、第１希望から第４希望の児童を含めて利用調

整（入所選考）を行い、保育の必要性が高い方から決定します（申込み順ではありません。）。保育の必要

性は、受付期間中に提出された書類をもとに、保育を必要とする理由に応じて点数化します。

例）Ａ施設を第１希望とした38点の方よりＡ施設を第２希望とした40点の方が決定。

※利用調整は保育の必要性の高い順で行いますので、入所の順番や待機の順番は変動する場合があります。

※各施設の受入人数に基づき、利用調整を行います。各施設の受入人数は保育所等の面積、保育士数、保育状況等によ

り決まりますので、希望する月に必ず入所できるとは限りません。また、年齢によっては新規受入れを行わない施設

もあります。ご了承ください。

２．保育の必要性の点数化について

南城市保育所入所実施基準（P.13）に基づき、基礎指数と調整指数の合計で点数化を行います。

申込み時点で、保育を必要とする理由が複数ある場合、より高い基礎指数を適用します。なお、入所後の

保育の必要量及び利用可能期間（P.7参照）は適用された基礎指数（保育を必要とする理由）に基づき決定し

ます。 例）週20時間の就労と妊娠出産の場合 → 妊娠出産の基礎指数、保育必要量、利用可能期間を適用

※申込み時の状況が入所時も継続していることを前提とします。

※締切日までに提出された書類をもとに、点数付けを行います。

※申込み後に提出された書類により、保育を必要とする理由が変更になった場合は、変更後の理由に基づいた点数付け

を行います。また、保育の必要量、利用可能期間も変更後の理由に基づき決定されます。

１．令和４年度の申込みをしている方でも、令和５年４月からの入所を希望する方は、新たに申込みをする

必要があります。

２．必要書類の提出がない場合には選考の対象になりません。また、書類不備の場合は受付できません。

３．保育士、保育教諭又は幼稚園教諭として保育所、認定こども園又は幼稚園で勤務されている方は、保育

士等の資格、免許の写しを提出してください。提出がない場合、加点を行いません。

4．きょうだい児申込の加点について、1号認定の児童は加点の対象外となります。

５．保護者の一方が転勤等で市外在住の場合でも、就労証明書等の保育の必要性を証する書類の提出が必要

です。

６．在園児で令和５年４月以降も同じ保育所等を希望される場合は、第一希望に在園している保育所名を記

入してください（在園児優先適用あり）。別の保育所等にきょうだい児がいない児童で、在園している

保育所以外を第一希望に記入した場合は、新規の申込みとして取り扱います（在園児優先適用なし）。

７．きょうだい児が別々の保育所に在園している場合で、転園を目的としてどちらか一方の保育所名を第一

希望に記入し、第二希望に現在在園している保育所名を記入したときは、在園児優先が適用されます。

ただし、４月入所希望者のみの適用となり、必ずしも転園できるとは限りません。

※令和５年４月以降、きょうだい児が幼稚園生または小学生になる場合は適用されません。

８．令和５年３月末で小規模保育施設を卒園する児童については、連携施設入所を希望する場合、連携施設

の在園児を継続入所させた後、最優先で利用調整（入所選考）を行います。連携施設を希望せず、他の

保育所を希望する場合は、新規の申込みとして取り扱います。連携施設については、各園にお問い合わ

せください。

９．在園児でも、４月入所申込み受付期間終了後に申込みをしたときは、欠員補充の対象となります。

10．在園児でも保育を必要とする理由が確認できない場合は、保育所の継続利用はできません。

11．令和５年４月一斉入所に係る就労証明書等の必要書類（P.9～P.10に示す保護者の状況を確認できる証

明書）の記載事項に変更がある場合は、令和4年11月11日（金）の午後５時までに届け出てください。

12．一度申込書を提出した後に、希望する保育施設を変更する場合は、令和4年11月11日（金）の午後5時

までに子育て支援課へお越しください。期限後の変更は受け付けません。
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～よくご質問をいただく内容を載せています。ご確認下さい。～

～　保育所Ｑ＆Ａ　～

13．４歳児クラスまでの保育施設を卒園される方で、４月以降も保育施設を希望される場合は、新規児童と

して新たに申込みが必要となります。

14．令和５年度申込時に、就労証明書を提出しているにもかかわらず、住民税申告等で相応の収入がない場

合には調査をし、虚偽が判明したときは入所を認めません。

15．保育所入所後でも申込書や添付書類等に虚偽が判明した場合は、入所の取り消しや支給認定の取り消し

の対象となります。また、保育所入所要件を満たさなくなった場合には、保護者の在園希望期間に関わ

らず退所となります。

16．保育所等へ入所できる基準に該当しないため入所が認められない、あるいは希望者が多数いるため希望の

保育所等へ入所できない場合があります。あらかじめご了承ください。

17．障がいをお持ちの児童、または児童の発達について心配されている方はあらかじめご相談ください。

18．新規入所児童は入所内定後、健康診断書の提出が必要です。未提出の場合入所できません。

19．入所内定後、内定園を辞退する場合は期限までに辞退届を提出して下さい。提出しない場合、入所承諾

したものとみなして手続きを行います。

20．新規入所児童は、ならし保育が１～２週間程度あります(個人差あり)。

21．転入予定の方で、入所内定後、市が指定する期限までに南城市への転入の手続きが完了していない場合、

いかなる理由があろうとも入所内定を取り消します。

22．申込みをする際は、保育所等名は間違わずに記入をお願いします。

23．申込みをする際は、「保育所等入所に関する確認票」を必ずお読みになり、署名をお願いします。

Ｑ１：市内の認可保育所は申込みをすれば必ず入所できますか？

Ａ１：申込人数が募集人数を超えた場合は、選考基準に基づいて利用調整（入所選考）となるため、お待ち

いただくことがあります。ご了承ください。

Ｑ２：申込み後、結果はいつ頃分かりますか？

Ａ２：４月入所の申込みをされた方は、１月末頃までに封書で内定通知又は保留通知を送付する予定です。

なお、５月以降の入所については、入所希望の前月中旬頃に内定者へ電話連絡を行います。

Ｑ３：南城市外に住民登録がある場合でも入所できますか？

Ａ３：南城市に住所を有する方のみ入所できます。今後転入予定で申込をされる方については、P.9～P.10に

記載されている提出書類をご準備の上、お申込みください。なお、４月入所を希望される方で、令和

５年３月16日までに南城市へ転入の手続きが完了していない場合は、入所することができません。

年度途中での入所申込みの場合、入所月までには南城市に転入する必要があります。

Ｑ４：兄弟姉妹はそろって入所できますか？

Ａ４：空き状況・申込み状況によっては、兄弟姉妹そろって入所できない場合があります。

Ｑ５：これから出産予定ですが、いつから入所申込みができますか？

Ａ５：出生届を提出した後から入所申込みができます。ただし、利用を希望する期間は各保育所で定めてい

る受入可能月齢に達した月以降になります。

Ｑ６：入所できなかった場合は毎月申込みをしないといけませんか？

Ａ６：申込みをされた年度末（令和６年３月末）まで有効ですので、毎月の申込みは必要ありません。

Ｑ７：加配保育利用を申請した場合、すぐに加配の保育士は付きますか？

Ａ７：保育所にて加配保育士が雇用できないなど、すぐに加配保育士を付けることが出来ない場合がありま

す。ご了承ください。
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【基礎指数】

4.きょうだい児申込

※１号認定は加点対象外

人数×1d.多胎児童数に応じて加点（例　双子：2点、三つ子：3点）

4

2

3.児童の状況

2.家庭状況

5.その他

当初申込期限内に申込み（４月入所希望者のみ） 1

第1～第4希望にあげた保育施設の入所内定を２回辞退した場合（辞退した月から年度末まで） -1

同一世帯の親族その他の者が保育をすることができる場合 -5

申込書類等に虚偽があった場合 -10

その他（状況に応じて加点）

a.きょうだいともに申込みをした場合

b.きょうだい児が在園中（４月以降も在園する児童を対象）の保育施設を第一希望として申込みを

　した場合

c.きょうだい児が別々の保育施設に在園している場合で、転園を目的として、どちらか一方の保育

　施設を第一希望として申込みをした場合（４月入所希望者のみ）

父 母

自営業・農業等従事者で確認書類の提出がない者又は申込み時点で採用予定の者 -2

母子・父子世帯（児童扶養手当受給者証など確認書類を提出した場合） 25

ひとり親とみなす場合（離婚調停中など確認書類を提出した場合） 19

障がい児（者）のいる世帯（障害者手帳など確認書類を提出した場合） 3

1

里親・生活保護世帯（生活保護受給証明書など確認書類を提出した場合） 5

虐待やDVの恐れがある

育児休業中 1

保育所、認定こども園、幼稚園で保育士、保育教諭又は幼稚園教諭として週３日以上、かつ週16時間以

上週25時間未満勤務している（資格など確認書類を提出した場合）
3

3

単身赴任世帯（赴任先が本島以外の場合で、赴任先の住民票を提出した場合）

1

入所児童が障がい児（障害者手帳など確認書類を提出した場合） 5

2

船舶従事者で、一度の出航につき３ヶ月以上帰港しないことが証明できる者

い

ず

れ

か

1

つ

1.就労状況

保育所、認定こども園、幼稚園で保育士、保育教諭又は幼稚園教諭として週５日以上、かつ週35時間以

上勤務している（資格など確認書類を提出した場合）
7

保育所、認定こども園、幼稚園で保育士、保育教諭又は幼稚園教諭として週４日以上、かつ週25時間以

上35時間未満勤務している（資格など確認書類を提出した場合）
5

求職活動が確認できる場合 10

求職活動が確認できない場合（確認書類の提出がない者） 7

【調整指数】

類型 摘要細目 点数

上記以外の者を居宅内で常時介護・看護している 15

5.就学
大学・各種学校へ１日７時間、週５日以上 17

上記未満（ただし１日４時間、週３日以上） 12

長期にわたり週３日以上通院付添をしている 15

週３日以上障がい者（児）の通園通学付添をしている 18

　〃(４級以下、又はB2) 16

20

3.疾病等

疾病のため長期入院（入院内定者も含む） 20

居宅内において日中の大半を病床で過ごしている 20

精神又は感染症により児童に悪影響を及ぼす恐れがある 20

定期的通院治療及び自宅療養している 15

身体障害者手帳(1～2級)、療育手帳所持者(A1～A2)又はそれと同程度と認められる

　〃(３級、又はB1) 18

週25時間以上働いている者 17

週20時間以上働いている者 16

９　令和５年度　南城市保育所等入所実施基準

週16時間以上働いている者 15

類型 摘要細目 点数 父 母

1.就労

週38時間以上働いている者 20

週35時間以上働いている者 19

週30時間以上働いている者 18

2.出産
出産前に１月以上入院又は療養が必要な場合（医師の診断書を提出した場合） 20

6.求職中

（起業準備含む）

求職活動が確認できる場合（ひとり親世帯） 13

7.災害復旧 火災、風水害などで長期間その復旧にあたっている 20

4.介護・看護・付添

１ヵ月以上にわたり入院している者の付添をしている 20

寝たきり老人、重度心身障害者等の常時観察と介護を必要とする者を居宅内で介護 18

上記以外の場合 18

※該当する内容につき、加点を行う。

※保護者の就労状況等に変更が生じた場合は、変更後の状況に基づいた調整指数を適用する。

※在園児は原則として継続入所とする（期限外申込み、単に在園施設以外を第一希望とした場合、保育の必要事由に該当しない場合を除く）。

※父母ともにいずれか１つの事由を適用する（２つ以上該当する事由がある場合は、どちらか点数の高い事由を適用する）。ただし、申込後に提出される

就労証明書等により就労時間や保育を必要とする理由などが変更になった場合は、変更後の理由等に基づいた基礎指数を適用する。
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令和５年度　同一指数の場合の保育所入所選考について

　保育所等入所実施基準において同一指数の場合は、優先順位を次のとおりとする。

　（３）両親の勤務時間の平均が長い世帯

　（４）両親の勤務日数の平均が多い世帯

　（５）就学前児童数の多い世帯

　（７）両親の所得額の合計が少ない世帯

３．以上においてもなお同位の場合は、実態調査の上判断する。

　　　　３日以上、かつ週16時間以上25時間未満勤務している

　（２）保育所等入所実施基準における基礎指数が高い世帯

　（13）保育所等入所実施基準の出産

　（14）単身赴任世帯

　（15）両親とも居宅外で勤務している

　（16）片方が居宅外、片方が居宅内で勤務している

　（17）両親とも居宅内で勤務している

　（18）保育所等入所実施基準の就学

　（19）会社等へ採用されることが決まっている者（採用予定の者）

　（20）保育所等入所実施基準の求職者

２．なお同位の場合における優先順位

　（１）保育所等入所実施基準における調整指数において減点がない世帯

　（６）前年度（4月1日時点）待機児童のいる世帯

　（12）保育所等入所実施基準の看護・介護

１．基本的な優先順位

　（１）申込みした保育所等において前年度在園児である

　（２）保護者が保育所、認定こども園又は幼稚園で保育士、保育教諭又は幼稚園教諭として週

　　　　５日以上、かつ週35時間以上勤務している

　（５）身体障害者手帳等、本人が障がい児であると確認できる

　（６）本人が発達障害児と診断や検査結果が出されている

　（７）保育所等入所実施基準の求職活動中の母子・父子世帯

　（８）保育所等入所実施基準の母子・父子世帯

　（９）保育所等入所実施基準の災害復旧

　（10）保育所等入所実施基準の保護者の疾病

　（11）同一保育施設にきょうだいが在園又は内定している

　（３）保護者が保育所、認定こども園又は幼稚園で保育士、保育教諭又は幼稚園教諭として週

　　　　４日以上、かつ週25時間以上35時間未満勤務している

　（４）保護者が保育所、認定こども園又は幼稚園で保育士、保育教諭又は幼稚園教諭として週
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１０　入所決定までの流れ　※令和５年４月１日入所の場合

①教育・保育給付認定申請・

施設利用申込

（9月～10月）

②教育・保育給付認定の審査

（書類審査・実態調査）

（11月～12月頃予定）

③利用調整（入所選考）

（12月～1月中旬予定）

④－２ 入所保留

（1月末頃予定）

④－１ 入所内定

（1月末頃予定）

⑤健康診断書の提出・施設

との面談

（2月上旬～中旬頃予定）

⑥入所承諾通知発送

（入所決定）

（３月中旬頃予定）

※入所内定・決定後でも、提出書類に虚偽が発覚した場合や、保育の必要性が無くなった場合は、内定・決定を取り消す

ことがあります。

※入所保留となった場合でも、令和５年度末まで申込みは有効ですので、毎月の申込みは必要ありません。

※年度途中の入所決定までの流れについては、入所できる場合にのみ保護者へ内定の連絡をし、入所承諾通知を送付

します。

※利用調整（入所選考）の方法については、P.11をご確認ください。

入所希望月の申込受付締切日までに、必要書類をすべて揃えたうえで提出してください。

（郵送の場合は締切日必着）

勤務状況等について、電話や訪問等により書類の内容確認を行います（１号認定を除く）。

事実と異なる場合は入所できませんのでご注意ください。

入所実施基準（P.13～P.14）に基づき、年齢ごとに保育の必要性の高い順に入所内定を

行います。

利用調整の結果、入所できる場合は、入所内定通知と支給認定証を送付します。

健康診断書（市所定の様式）を同封しますので、提出をお願いします。

※在園児の場合、提出は不要です。ただし、在園児でも現在在籍する園以外に入所内定した場合は

提出が必要です。

利用調整の結果、入所できなかった児童は入所保留（待ち）

となります。入所保留通知と支給認定証を送付します。

※希望施設に空きがでれば、再度、③利用調整（入所選考）を行います。

内定の場合は、④－１以降と同様。

④－３ 入所辞退

（2月上旬頃予定）
入所内定後、内定園を辞退する場合は期限までに辞退届を提出

して下さい。提出しない場合、入所承諾したものとみなして手

続きを行います。

市へ健康診断書（市所定の様式）を提出してください。内定施設と面談を行ってください。

面談日については、施設へお問合せください。

⑤の結果、集団保育に支障がないと認められれば、入所決定となります。

入所承諾通知を送付します。集団保育に支障がある、またはその他の理由により、

入所困難な場合は、入所保留通知を送付します。

- 15 -



※主食費と副食費については、施設への直接納付となります。金額等については、施設へお問い合わせください。

第4階層

第5階層

※施設へ

直接納付

所得割額

397,000円以上

【階層：440】

【階層：500】

【階層：510】

第8階層 【階層：800】

第7階層 【階層：700】

第6階層

所得割額

169,000円以上

301,000円未満

所得割額

301,000円以上

397,000円未満

第3階層

所得割額

77,101円以上

97,000円未満

※施設へ

直接納付

25,000 24,500

所得割額

48,600円未満

【階層：300】一般世帯

0

（免除）

25,000

所得割額

48,600円以上

57,700円未満

【階層：400】一般世帯

所得割額

72,800円以上

77,101円未満 9,000

所得割額

57,700円以上

72,800円未満

【階層：400】一般世帯

15,000

【階層：410】ひとり親世帯・障害者世帯

【階層：430】ひとり親世帯・障害者世帯

所得割額

97,000円以上

133,000円未満

所得割額

133,000円以上

169,000円未満 ※施設へ直接

納付

37,000 36,300【階層：600】

46,000 45,200

41,500 40,700

32,900

34,500 33,900

33,500

【階層：420】一般世帯

※施設へ

直接納付

0

（免除）
14,700

【階層：310】ひとり親世帯・障害者世帯 7,000 6,850

0

（免除）

0

【階層：210】ひとり親世帯・障害者世帯 0 0

23,500

【階層：410】ひとり親世帯・障害者世帯

9,000 9,000

9,000

24,000 23,500

9,000 9,000

24,500

24,000

第2階層
市町村民税

非課税世帯

【階層：200】一般世帯 0

短

時間

第1階層 生活保護世帯 0 0

区分 市町村民税状況・世帯状況 主食費 副食費
標準

時間

11　保育料について

利用者負担額（保育料等）基準表
利用者負担額（保育料等）月額（円）

３歳児クラス以上

主食費・副食費

０～２歳児クラス

保育料

（１）２号・３号認定の保育料等について
保育料は、均一ではなく、前年度と当年度(令和４年度と令和５年度）の住民税課税状況と児童の年齢や

保育の必要量（保育標準時間・保育短時間）、世帯状況（生活保護、母子、父子、障がい等)によって決定されます。

・基本的には両親の課税状況で保育料を算定しますが、両親の収入が生活保護の基準を下回る場合は同居の扶養義務者

(児童の祖父母等 P.3参照)の内で最高収入者等の課税状況も含めて算定します(世帯分離していても住所が同じであれば同居とみなします)。

・きょうだいが保育所または幼稚園、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保育料の多子軽減が適用されます。

詳細は次のページをご覧ください。

※多子軽減については、世帯によって異なる場合がございます。

(私立幼稚園、企業主導型保育事業への在園の場合は、令和５年４月以降の在園証明書等の提出が必要になります。)

・保育料算定に住宅借入金等特別控除・配当控除・外国税額控除・電子証明書等特別・控除(e-tax)・寄付金控除等は適用されません。

・毎年９月に保育料の切り替えを行います。９月に新しい年度（令和５年度)の市民税額で保育料を算定し、切り替え、変更がある

世帯に新しい保育料通知を行います。

・保育料は口座振替となります。引落し日は毎月10日、10日に引落しできなかった場合は末日です（土曜、休日の場合は翌営業日）。

○幼児教育・保育の無償化について

３～５歳児クラス児童の保育料は０円となりますが、主食費と副食費は負担していただく必要があります。ただし、世帯年収360万

未満相当世帯の児童と多子計算による第３子以降の児童は、副食費が免除となります。（注意）主食費と副食費については、施設へ

お支払いください。０～２歳児クラスの非課税世帯の児童も保育料は０円となります。なお、０～２歳児クラス児童については、保

育料の中に主食費・副食費が含まれております。

○保育料算定における寡婦(夫)控除みなし適用について

平成25年度より、保育料算定に際して、寡婦(夫)控除のみなし適用を行っております。くわしい内容につきましては、子育て支援課

までお尋ねください。 ※寡婦(夫)控除みなし適用には、保護者の申請が必要です。
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Ｂ．【所得割額　80,000円】 Ａ．【所得割額　40,000円】

父：なんじぃ 父：なんじぃ

子：一郎（７歳） 子：一郎（７歳）

子：次郎（４歳） 子：次郎（４歳）

子：姫（１歳） 子：姫（１歳）

D．【所得割額　90,000円】 C．【所得割額　15,000円】

父：なんじぃ 父：なんじぃ

母：ともこ 母：ともこ

子：一郎（７歳） 子：一郎（７歳）

子：次郎（４歳） 子：次郎（４歳）

子：姫（１歳） 子：姫（１歳）

※上記は、架空の家族構成です。

○０～２歳児クラスの課税世帯児童の保育料は、下記例のように軽減されます。

保育料軽減額 保育料軽減額

保育料軽減額 保育料軽減額

第３子 保育料　無償

第何子か利用施設 第何子か 利用施設

第３子 保育料　無償

例２）一般世帯の場合

姫 保育園 第２子 保育料　半額

一郎

―

（２）２号・３号認定の多子軽減について

姫 保育園 第２子 保育料　半額 姫 保育園

―

次郎 保育園 第１子 保育料　無償 次郎 保育園 第２子 保育料　無償

小学２年 第１子一郎 小学２年 ― ―

第１子 保育料　無償 次郎 保育園 第２子 保育料　無償

一郎 小学２年 ― ― 一郎 小学２年 第１子

利用施設

姫 保育園

利用施設 第何子か

57,700円未満

第2子目以降は、無償

所得割の額
小学校入学前

第2子目は、半額

57,700円以上 第3子目以降は、無償

第3子目以降は、無償

第2子目は、半額

第3子目以降は、無償

　　非課税世帯 なし 第2子目以降は、無償

第何子か

一般世帯

次郎 保育園

第1子目以降

は、免除

例１）ひとり親世帯・障害者世帯の場合

77,101円未満

Ｂ． 所得割の額
小学校入学前

第2子目は、半額

77,101円以上

世帯区分 市町村民税の所得割額 第1子の年齢制限 第2子以降の保育料軽減額 副食費の免除

第3子目以降

は、免除

第3子目以降

は、免除

第1子目以降

は、免除

Ｄ．

ひとり親世帯・

障害者世帯

Ａ． 所得割の額
なし

Ｃ． 所得割の額
なし

同一世帯または生計を一緒にする場合の世帯で、第２子目以降の保育料を次の市町村民税所得割額に応じて保育料を

軽減します。また、３～５歳児クラス児童にご負担していただく副食費について、第3子目以降は免除となります。

※Ｂ、Ｄの世帯では、幼稚園（新制度移行）及び認定こども園、認可保育所、私立幼稚園（新制度未移行）、

企業主導型保育事業を利用している子どものうち、最年長の子どもを第１子、その下の子を第２子と数えます。

※一定額の収入がある子どもについては、多子対象から除きます。

●世帯の所得割額が、77,101円以上。一郎さんは小学生以

上なので、次の次郎さんから第１子として数える。

●世帯の所得割額が、77,101円未満。第１子の年齢制限が

ないので、一郎さんを第１子として数える。

●世帯の所得割額が、57,700円以上。一郎さんは小学生以

上なので、次の次郎さんから第１子として数える。

●世帯の所得割額が、57,700円未満。第１子の年齢制限が

ないので、一郎さんを第１子として数える。
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※一定額の収入がある子どもについては、多子対象から除きます。

例1)第1階層～第3階層の場合 例2)第4階層以上の場合 例3)第4階層以上の場合

父：なんじぃ 父：なんじぃ 父：なんじぃ

母：ともこ 母：ともこ 母：ともこ

子：一郎（１０歳） 子：一郎（９歳） 子：一郎（１０歳）

子：次郎（４歳） 子：姫（８歳） 子：次郎（４歳）

子：姫（１歳） 子：次郎（４歳） 子：姫（１歳）

区分

保育園

―

（３）１号認定の保育料等・多子軽減について

●多子軽減について（１号）

市町村民税状況・世帯状況

【階層：101】生活保護世帯

【階層：201】一般世帯

【階層：211】ひとり親世帯・障害者世帯

【階層：301】一般世帯

【階層：311】ひとり親世帯・障害者世帯

【階層：401】所得割額　77,101円以上211,201円未満

【階層：501】所得割額　211,201円以上

３歳以上児

主食費 副食費

第２子

こども園

(1号)
第３子 免除 姫

小学４年

利用施設 第何子か 副食費

― 一郎 ―

次郎
こども園

(1号)
第1子 全額姫

一郎

姫 保育園

次郎
こども園

(1号)
第２子 免除

次郎

小学２年

小学３年 第１子 ―一郎 小学４年 第１子

第1子目以降は、免除

第４階層以上 小学校３年生 第3子目以降は、免除

利用施設 第何子か 副食費

例）こども園（１号）に入園している次郎さんの場合（保育料は一律０円となります。）

副食費利用施設 第何子か

第１階層、第２階層、階層311

なし
階層301

※施設へ

直接納付

第3階層
所得割額

1円以上77,101円未満

第4階層

第5階層

※施設へ

直接納付

階層区分

0

（免除）

第1階層

第2階層
市町村民税非課税世帯

(所得割額非課税世帯含む)

第1子の年齢制限 副食費の免除

○幼児教育・保育の無償化について

３歳以上児童の保育料は０円となりますが、主食費と副食費は負担していただく必要があります。ただし、

世帯年収360万未満相当世帯の児童と多子計算による第３子以降の児童は、副食費が免除となります。

（注意）主食費と副食費については施設へお支払いください。

同一世帯または生計を一緒にする場合の世帯で、第3子目以降の児童の副食費を次の所得階層に応じて免除

します。
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12　市内教育・保育施設等簡易MAP

○知念あさひ保育園

○以和貴保育園

●船越認定こども園

○輝咲保育園

● 認定こども園
○ 法人保育園
◎ 認可外保育施設

★公私連携認定こども園

☆公立認定こども園

めだか保育園○

○馬天保育園

バンビ保育園○

小羊保育園○

あおぞらこども園●

愛護保育園○

あおぞら第２こども園●

つはこきらきら

ほいくえん○

◎新開保育園

○木の国保育園

○南城みなみ保育園○おひさま保育園

○むぎの子共同保育園

めばえ保育園○

○さしき保育園

大里地区

佐敷地区

知念地区

玉城地区

○しののめｎｕｒｓｅｒｙ ｓｃｈｏｏｌ

◎しののめｎｕｒｓｅｒｙ ｓｃｈｏｏｌⅡ

○愛地友遊保育園

○どんぐり保育園

○おおざと保育園●松の実こども園

◎ あいあい保育園

○家庭的保育くだから

かりゆしキッズ保育園

○

○のびるっこ保育園

さくら保育園○

◎あおぞら保育園

おひさま保育園分園○

ゆうな小規模保育園○

玉城こども園 ★

★知念こども園★佐敷こども園

☆大里こども園

- 19 -



13　教育・保育施設等一覧

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計

1 めばえ保育園 10003
佐敷字新里

463-6
947-0310 2,3号 12 18 18 14 14 14 90 6ヵ月 あり 月～土 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00

300円/1時間

3,000円/月
なし

主食1,500円

副食3,500円
看護師

土曜日は延長保育なし

土曜日はお弁当持参となります

（３～５歳児）

2 めだか保育園 10004
佐敷字佐敷

230-1
947-1553 2,3号 15 15 15 15 15 15 90 6ヵ月 あり 月～土 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 18:30

300円/30分

3,000円/月
なし

主食1,500円

副食4,500円
土曜日は延長保育なし

3 馬天保育園 10005
佐敷字津波古

1335-1
947-2717 2,3号 12 17 17 17 17 10 90 6ヵ月 あり 月～土 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00

150円/30分

3,000円/月
なし

主食1,500円

副食4,500円
土曜日は延長保育なし

4 さしき保育園 10006
佐敷字新開

1-1
947-1935 2,3号 15 15 15 15 15 15 90 6ヵ月 あり 月～土 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 18:30 300円/30分 なし

主食1,500円

副食4,500円

土曜日は延長保育なし

土曜日職員研修時は家庭保育協力有り

5
知念あさひ

保育園
10007

知念字久手堅

21
948-3760 2,3号 12 17 18 8 70

産休

明け
あり 月～土 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00

100円/30分

1,000円/月
なし

主食1,500円

副食4,500円

土曜日は延長保育なし

土曜日職員研修時は家庭保育協力有り

6 バンビ保育園 10008
玉城字當山

125-9
948-1416 2,3号 15 20 20 20 15 90 6ヵ月 あり 月～土 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00

200円/1回

3000円/月
なし

主食1,500円

副食4,500円
土曜日は延長保育なし

7 小羊保育園 10009
玉城字仲村渠

1496
948-7211 2,3号 15 20 20 20 25 100 6ヵ月 あり 月～土 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 100円/30分 あり

主食1,500円

副食4,500円

土曜日は延長保育なし

職員の休み確保のため、土曜日に関してはできるだ

け家庭保育の協力をお願いしています。

8 以和貴保育園 10011
玉城字屋嘉部

79-2
949-7770 2,3号 6 12 12 30 30 90 6ヵ月 あり 月～土 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00

150円/30分

3,000円/月
なし

主食1,500円

副食4,500円
看護師 土曜日は延長保育なし

9 どんぐり保育園 10018
玉城字富里

136-2
948-2937 2,3号 12 12 12 12 12 60 3ヵ月 あり 月～土 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00

300円/1時間

3,000円/月
なし

主食1,500円

副食4,500円
土曜日は延長保育なし

10 愛護保育園 10013
大里字稲嶺

1997
945-7705 2,3号 9 18 18 16 15 14 90 6ヵ月 あり 月～土 7:15 ～ 18:15 18:15 ～ 19:00

18：30まで

200円

19：00まで

300円

なし
主食1500円

副食4500円
看護師

延長保育（短時間の場合）

16：31～　一律500円

11 輝咲保育園 10030
大里字平良

2513
945-3964 2,3号 12 18 15 15 15 15 90 6ヵ月 あり 月～土 7:15 ～ 18:15 18:15 ～ 19:00

18：30まで

200円

19：00まで

300円

あり
主食1,500円

副食4,500円
看護師

12 おひさま保育園 10019
大里字稲嶺

2770-2
943-4552 2,3号 12 18 18 12 60 6カ月 あり 月～土 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00

300円/60分

3000円/月
なし

主食1500円

副食4500円
看護師

13
おひさま保育園

分園
10055

大里字稲嶺

2773
943-4552 2,3号 15 15 30 あり 月～土 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00

300円/60分

3000円/月
なし 看護師

14 木の国保育園 10020
大里字稲嶺

2853-1
917-5685 2,3号 9 12 18 20 20 11 90 6ヵ月 あり 月～土 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00

300円/日

3,000円/月
なし

主食1,500円

副食4,500円
土曜日は延長保育なし

15
南城みなみ

保育園
10022

字つきしろ

1678-295
948-7733 2,3号 9 12 12 13 14 60 6ヵ月 あり 月～土 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 300円/1時間 なし

主食1,500円

副食4,500円
土曜日は延長保育なし

16
むぎの子

共同保育園
10025

大里字古堅

198
945-8192 2,3号 9 12 12 12 12 12 69 6ヵ月 あり 月～土 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 300円/30分 なし

主食1,500円

副食4,500円

土曜日の延長保育はありません(18時を過ぎた場合に

は、500円の超過料金が発生します)

月～金の延長保育時間を過ぎた場合には、500円の追

加料金が発生します

17 愛地友遊保育園 10026
玉城字愛地

241-1
917-1510 2,3号 9 12 12 12 60 6ヵ月 あり 月～土 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00

150円/30分

3,000円/月
なし 給食費6,000円 土曜日は延長保育なし

※日曜、国民の祝日、慰霊の日及び年末年始（12月29日～１月３日）は休園となります。

※各施設から提供された資料に基づき作成（令和４年７月１日時点）。詳細は各施設へお問い合わせください。

15

施設名 所在地 連絡先 認定
施設

番号
備　考1号預かり時間

1号預かり

利用料

（月額）

延長保育時間
延長保育

利用料

15

未入所児一時

預かり事業実

施の有無

3～５歳児

食費

（月額）

特定の資

格

在籍者

開所曜

日

教育・保育時

間

0歳児

受入

障害児

加配実

績

利用定員数
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0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計

18 おおざと保育園 10031
大里字大里

1681-1
988-1618 2,3号 12 12 12 12 12 60 6ヵ月 あり 月～土 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00

150円/30分

4,000円/月
なし

主食1,500円

副食4,500円
土曜日は延長保育なし

19
のびるっこ

保育園
10050

大里字仲間

458-4
945-8806 2,3号 12 12 12 18 18 18 90 6ヵ月 なし 月～土 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 150円/30分 なし

主食1,000円

副食4,500円
看護師

土曜日は延長保育なし

第２、４土曜日はおべんとう会（予定）

20
つはこきらきら

ほいくえん
30006

佐敷字津波古

246
975-5909 2,3号 6 6 7 19 6ヵ月 なし 月～土 7:15 ～ 18:15 18:15 ～ 19:00 150円/15分 なし

土曜日は延長保育なし

連携施設：以和貴保育園、おおざと保育

園、輝咲保育園

21 さくら保育園 31003
大里字稲嶺

898-1
944-8020 2,3号 6 6 7 19 3ヵ月 あり 月～土 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00

300円/1時間

3000円/月
なし

土曜日は延長保育なし

連携施設：のびるっこ保育園、輝咲保育

園、おおざと保育園

22
かりゆしキッズ

保育園
30003

大里字高平

593-3
943-0695 2,3号 6 6 7 19 4ヵ月 なし 月～土 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00

300円/1時間

※18時以降

3000円/月

なし
土曜日は延長保育なし

連携施設：木の国保育園、のびるっこ保育

園、おおざと保育園、松の実こども園

23
ゆうな小規模

保育園
30004

大里字稲嶺

2770-1
955-9477 2,3号 6 6 7 19 5カ月 なし 月～土 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 150円/30分 なし

土曜日は延長保育なし。毎月最終土曜日は弁当持参

の午前保育。

連携施設：おひさま保育園、輝咲保育園、愛護保育

園

24
しののめ

nursery school
60002

大里字大城

1392
943-1018 2,3号 4 7 8 19 4ヵ月 なし 月～土 7:30 ～ 18:30 18:30 ～ 19:00 150円/30分 なし 看護師

土曜日は延長保育なし

連携施設：松の実こども園

25
家庭的保育

くだから
40001

知念字久高

231-2

090-5536-

2637
2,3号 2 2 1 5 5ヵ月 なし 月～金 8:00 ～ 17:00 あり

1号 5 5 5 15 あり 月～土 9:00 ～ 13:00
7:00

13:00

～

～

9:00

18:00
5,000円 18:00 ～ 19:00

150円/30分

3,000円/月
なし

主食500円

副食4,500円

2,3号 15 15 15 15 15 15 90 6ヵ月 あり 月～土 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00
150円/30分

3,000円/月
あり

主食1,500円

副食4,500円

1号 5 5 5 15 なし 月～土 9:00 ～ 14:00 14:00 ～ 18:00 5,000円 18:00 ～ 19:00
1200円/60分

3,500円/月
なし 給食費5,000円

2,3号 15 15 15 15 15 15 90 6ヵ月 あり 月～土 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00
1200円/60分

3,500円/月
あり

主食1,500円

副食4,500円

1号 5 5 5 15 なし 月～土 9:00 ～ 14:00 14:00 ～ 18:00 5,000円 18:00 ～ 19:00
1200円/60分

3,500円/月
なし 給食費5,000円

2,3号 15 15 15 15 15 15 90 6ヵ月 あり 月～土 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00
1200円/60分

3,500円/月
あり

主食1,500円

副食4,500円

1号 5 5 5 15 なし 月～土 9:00 ～ 14:00 14:00 ～ 18:00 5,000円 18:00 ～ 19:00
300円/日

3,000円/月
あり

主食500円

副食4,500円

2,3号 12 12 18 18 18 12 90 6ヵ月 あり 月～土 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00
300円/日

3,000円/月
あり

主食1,500円

副食4,500円

※日曜、国民の祝日、慰霊の日及び年末年始（12月29日～１月３日）は休園となります。

946-4755 看護師

※各施設から提供された資料に基づき作成（令和４年７月１日時点）。詳細は各施設へお問い合わせください。

土曜日は延長保育なし

１号認定のみ土曜日利用の際には、別途

預り保育利用料（1,000円/１日）、給食

費（250円/１日）が発生します。

土曜日は延長保育なし

土曜日は延長保育なし

あおぞら

こども園

大里字嶺井

537
945-3557

26
船越認定

こども園

玉城字船越

939-2
949-7213

施設名 所在地 連絡先 認定
利用定員数施設

番号

備　考

※連携施設はR4年度の実績

0歳児

受入

障害児

加配実

績

開所曜

日

教育・保育時

間
1号預かり時間

1号預かり

利用料

（月額）

延長保育時間
延長保育

利用料

未入所児一時

預かり事業実

施の有無

3～５歳児

食費

（月額）

特定の資

格

在籍者

土曜日は延長保育なし（開所時間7：00～18：00）

平日の延長保育時間（18：00～19：00）を過ぎてお

迎えの場合は、超過料金として100円を請求致しま

す。

1号認定預かり時間について、夏季休暇中の預かり利

用料は、月の上限額9,000円となります。

29
松の実

こども園
03002

大里字平良

2651-1
917-5700

28
あおぞら第２

こども園

大里字嶺井

556

01004

01005

01006

27
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0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計

1号 6 18 36 60 なし 月～金 9:00 ～ 14:00 14:00 ～ 18:00 500円/1回 なし
主食1,000円

副食4,000円

2,3号 14 42 84 140 あり 月～土 7:15 ～ 18:15 18:15 ～ 19:15
①100円/30分

②300円/60分

※月額は備考参照

あり
主食1,500円

副食4,500円

1号 6 9 9 24 なし 月～金 9:00 ～ 14:00 14:00 ～ 18:00 500円/1回 なし
主食1,000円

副食4,000円

2,3号 14 21 21 56 あり 月～土 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00
①100円/30分

②300円/60分

※月額は備考参照

あり
主食1,500円

副食4,500円

32 佐敷こども園 01029
佐敷字佐敷

1246-2

33 大里こども園 01030
大里字仲間

918-1

※市立幼稚園から移行する認定こども園については、9月初旬頃配布予定の「認定こども園利用案内」をご覧ください。

※市立幼稚園から移行する認定こども園については、9月初旬頃配布予定の「認定こども園利用案内」をご覧ください。

※各施設から提供された資料に基づき作成（令和４年７月１日時点）。詳細は各施設へお問い合わせください。

※日曜、国民の祝日、慰霊の日及び年末年始（12月29日～１月３日）は休園となります。

土曜日は延長保育なし

延長保育料の月額は

①1,000円/月（30分以内）

②2,000円/月（30分を超える場合）

31 知念こども園 01021
知念字久手堅

679
948-1751

土曜日は延長保育なし

延長保育料の月額は

①1,000円/月（30分以内）

②2,000円/月（30分を超える場合）

30 玉城こども園 01020
玉城字屋嘉部

76
948-7511

備　考

※連携施設はR4年度の実績

1号預かり

利用料

（月額）

延長保育時間
延長保育

利用料

未入所児一時

預かり事業実

施の有無

3～５歳児

食費

（月額）

特定の資

格

在籍者

開所曜

日

教育・保育時

間
1号預かり時間施設名

施設

番号
所在地 連絡先 認定

利用定員数 0歳児

受入

障害児

加配実

績
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開所時間

佐敷字新開1-55
月～金　7:00～18:30

　　土　7:00～17:00

大里字大城1392
月～金　7:30～18:30

　　土　7:30～18:00

大里字仲間807 月～金　7:00～19:00

大里字嶺井539
月～金　7:00～18:00

　　土　7:00～13:00

玉城こども園

子育てひろば（船越認定こども園内）

認可外保育施設一覧（※子育て支援課にて申込みの受け付けはしていません）

あおぞら保育園 917-1007 0歳～2歳

しののめ

ｎｕｒｓｅｒｙ　ｓｃｈｏｏｌ Ⅱ
943-1018 3歳～4歳

新開保育園 947-1424 １歳～4歳

種別 保 育 園 名

15　認可外保育施設・地域子育て支援拠点事業

★詳しくは、各施設へ直接お問い合わせください。★

地域子育て支援拠点事業

※各施設の保育料金・保育サービスについては、直接お問い合せください。

認

可

外

保

育

施

設

住 所 電 話 番 号 入 所 年 齢

あいあい保育園

南城園
917-1792 2ヶ月～4歳

めだか広場（めだか保育園内)

あおぞら広場（あおぞら保育園内)

知念こども園

「子育ての情報交換や悩み等、共に考え育ち合う場所」

内容：育児相談・園庭開放・リズム・製作あそび・園外交流・サークル作り・クッキング・プールやクラス

交流、園行事への参加・給食体験・地域の保育資源の情報提供・絵本、育児書の貸出

(月曜日～金曜日) 午前９：００～午後２：００

連絡先：０９８-９４７-１５５３

「保育園ってどんなところ？うちの子も一緒に遊ばせたい！」そんな希望をかなえます。

お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、そして妊婦さんも大歓迎！

内容：子育て相談・広い園庭で泥んこあそびや水あそび、ヤギとのふれあいを楽しみます

給食体験・リズム遊び・プール体験・絵本の読み聞かせ・子育て講演会・園児との交流

(月曜日～土曜日) 午前９：３０～１２：３０ 午後２：００～４：００（水曜日は電話相談のみ）

連絡先：０９８-９４５-３５５７

「いつもと違う環境で、親子でゆったりと時間を過ごしてみませんか？」

お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんもご参加いただけます。

内容：育児相談・園庭開放

（毎週月・水・金曜日） 午前９：３０～１２：３０ 午後２：００～４：００

連絡先：０９８-９４９-７２１３

内容：育児相談・園庭開放

（毎週火・木曜日）午後１：００～３：００

連絡先：０９８-９４８-７５１１

内容：育児相談・園庭開放

（毎週月～金曜日）午前９：００～午後６：００

連絡先：０９８-９４８-１７５１
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●　南城市在住の方が他市町村の保育施設の利用を希望する場合

16　広域入所（市外保育施設申込み）について

●　南城市外の方が南城市内の保育施設の利用を希望する場合

保育施設は市町村ごとに申込受付や入所決定を行っているため、原則として住んでいる市町村へ

申込みを行います。しかし、例外として住んでいる市町村以外の保育施設へ申込みを行うことが

でき、これを「広域入所」といいます。

南城市を通して入所申込みを行う必要があります。その後、南城市と利用を希望する保育施設の

所在市町村で協議を行い、入所の可否を決定します。

※利用調整（入所選考）は保育施設の所在市町村が行うため、入所できない場合があります。

申込み手続きを行う前に、希望する施設の所在市町村へ問い合わせ、

以下の事項をご確認ください。

①入所希望月の申込み受付期間

②必要書類（※様式はどちらのものを利用するかも併せてご確認ください。）

※必要書類は希望する施設の所在市町村の申込み締切日の10日前までに

子育て支援課窓口まで提出して下さい。

＜南城市へ転入予定の方＞

南城市民と同様に利用調整（入所選考）を行います。申込日程及び必要書類を確認のうえ、子育て

支援課まで申込書を提出して下さい。

※詳細はP.4、P.9～P.10をご確認ください。

＜南城市へ転入予定のない方＞

在住市町村を通して入所申込みを行う必要があります。申込日程及び必要書類を確認のうえ、在住

市町村へ申込書を提出して下さい。

※詳細はP.4、P.9～P.10をご確認ください。

※申込書類の様式は南城市の指定様式を使用してください。

※南城市内の待機児童が解消するまでは、市内児童を優先するため入所できない場合があります。
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申込みの際に同意していただいた事項です。大切に保管してください。

⑮ 市民税の更正が判明し、保育料が増額となった場合は、遡って保育料を納付することになります。

⑯ 保育施設の利用は年度毎となります。引き続き利用を希望する場合は、毎年度申込みをする必要があります。

⑫
求職活動で入所した場合、入所期間は3ヵ月です。期間内に就労証明書の提出がない場合は退所となります。また、

当該年度において求職中での再申請はできません。

⑬
在園児が在園以外の保育所を希望する場合（施設利用申込書の第一希望にて）は、新規児童の取扱いとなります。

その際第1希望から第4希望の保育所に入所できなかったとしても、元の保育所に戻ることはできません。

⑭ 保育料の算定資料の提出が無く保育料が決定できない場合は、一番高い階層で保育料を算定します。

⑨
育児休業にかかる子が1歳に達した日以降も育児休業を継続する場合は、既に入所している児童(育児休業にかかる子の

きょうだい)は原則家庭保育を行うことになります。

⑩
育児休業にかかる子が入所した場合は、入所した月の翌月の末日までに復職となります。

(例：４月入所の場合は５月末日までに復職)。

⑪
保育を必要とする理由に該当しなくなった場合は退所となります。就労・出産・介護・就学等による保育の実施期間

終了後、異なる理由で引き続き入所をご希望の場合は、その根拠となる資料を提出することになります。

⑥
保育所の受入人数は面積、保育士数、保育状況等により決まります。退所等により空きが出た場合に利用調整

（入所選考）を行いますので、希望する月に必ず入所出来るとは限りません。

⑦
利用調整（入所選考）の結果、第1希望から第4希望の保育所に入所出来なかった場合は、欠員補充の対象となり

待機扱いとなります。

⑧ 入所日は毎月1日となります。ただし、1日が日曜・祝日に当たるときは登園できません。

③

就労証明書は必ず事業所の担当者が記入したものをご提出下さい。入所審査時・入所後も随時職場への電話・訪問等で

勤務確認を行います。そのときに勤務確認が出来ない方や、就労証明書の内容が違う場合・書類の改ざんが認められる

場合は虚偽申請とみなし、一切の入所手続きを行いません。訂正がある場合は必ず事業所印または代表者印で訂正のう

えご提出下さい。

④
利用調整（入所選考）は、締切日までに提出された書類によって審査します。期限後に提出された書類は、

次回の利用調整（入所選考）からの審査対象とします。また、提出された書類はお返しできません。

⑤
利用調整（入所選考）は申込みの先着順ではなく、保育の必要性の高い順に行いますので、入所の順番は変動する場合

があります。

確認事項及び同意事項

① 保育所入所案内（その他関連書類を含む）は全てお読みになり、理解したものとして対応します。

②

保育所の利用調整（入所選考）は、提出された書類を基に審査し決定します。申込後、家庭状況（住所・連絡先・家族

構成・勤務状況・保育状況等・入所要件）に変更があった場合は速やかに届出書を提出して下さい。申込内容が事実と

異なると判明したときは入所の内定や決定を取り消すことがあります。

＊ ＊ ＊ お問い合わせ先 ＊ ＊ ＊

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地

南城市福祉事務所 子育て支援課（南城市役所１階）

ＴＥＬ：０９８－９１７－５３４３


