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1．保育施設の種類と教育・保育給付認定等について

（１）箕面市内の保育施設について

箕面市内には、認可保育園（公立保育所、民間保育園）のほか、０～２歳児まで

の小規模保育施設・事業所内保育施設、認定こども園（保育園コース）がありま

す。

保育施設は就労等により家庭で保育ができないかたがご利用いただける施設で、

これら保育施設の入園に関しては、市役所に申込みいただき、市が入園内定者を決

定します。

※地域型保育事業所は、０～２歳児までの施設になります。

３歳児以降の預け先については、P.１４をご覧ください。

保育施設 対象年齢 申請先 利用料

認可保育園 … ０歳（生後５７日目以降）か

ら小学校就学前までの乳幼児

を保育する児童福祉施設で

す。

０～５歳児 保護者の市区町

村民税所得割額、

子どもの年齢、保

育の利用時間（保

育必要量）に基づ

き決定します。

３歳児クラス以

上のすべての児

童及び０～２歳

児クラスまでの

市区町村民税非

課税世帯の児童

の保育料は無料

です。

詳しくは

「１１．保育料等

について」をご確

認ください。

認定こども園 …

（保育園コース）

幼稚園と保育園の機能をあわ

せ持ち、教育と保育を一体的

に行うとともに、地域の子育

て支援も行う施設です。

地

域

型

保

育

事

業

所

※

小規模保育施設… 少人数（定員が６～１９人）

を対象に家庭的な雰囲気のも

とで保育を行います。

０～２歳児

事業所内保育施設

（地域枠） …

企業（事業所）の保育施設等

で従業員の子どもと地域の子

どもを一緒に保育します。

箕
面
市
役
所
子
ど
も
総
合
窓
口
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（２）教育・保育給付認定とは

保育園や認定こども園、地域型保育事業所、子ども・子育て支援新制度に移行し

た幼稚園を利用する場合は利用のための認定（教育・保育給付認定）を受ける必要

があります。子どもの年齢や世帯の状況に応じて、次の３つの区分に認定されま

す。

※１号認定＜幼稚園・認定こども園（幼稚園コース）の利用を希望する場合＞

直接各園にお申し込みいただき、各園を通じて市が給付認定（１号認定）を行います。就

労等され、P4.＜保育を必要とする事由＞に該当する場合、預かり保育が無償化の対象に

なります。詳しくは市ホームページ「教育・保育給付１号認定申請手続きのご案内」をご

確認ください。

※２号認定・３号認定＜保育所、認定こども園（保育園コース）、地域型保育事業所の利用

を希望する場合＞

P4.＜保育を必要とする事由＞に該当する場合に認定されます。

（３）幼児教育・保育の無償化について

令和元年（2019 年）１０月から幼児教育・保育の無償化制度により、幼稚園や

保育所、認定こども園などに通う３歳～５歳までのすべての子どもや０歳～２歳の

住民税非課税世帯の子どもの保育料は無料になりました。

＜施設等利用給付認定１号・２号・３号（新１号・新２号・新３号）とは＞

以下を無償化にするための認定です。

・新制度に移行していない幼稚園（新１号認定）

・幼稚園、認定こども園（幼稚園コース）の預かり保育事業（新２号認定）

・認可外保育施設（一次預かり事業、ファミリーサポート、ベビーシッターなど）

（新２号、新３号認定）

１号認定を受けて通園している園で預かり保育を利用する場合（新２号認定）、

利用料の一部が無料になります。詳しくは市ホームページ「幼児教育・保育の無償

化」をご確認ください。

認定区分 内容

１号認定

（教育標準時間認定）

対象 満３歳以上で幼児教育を希望する子ども

利用施設 公立幼稚園、新制度の私立幼稚園、

認定こども園（幼稚園コース）

保

育

認

定

２号認定

（満３歳以上の保育認定）

対象 満３歳以上で保護者の就労等で保育を必要とす

る子ども

利用施設 保育園、認定こども園（保育園コース）

３号認定

（満３歳未満の保育認定）

対象 満３歳未満で保護者の就労等で保育を必要とす

る子ども

利用施設 保育園、認定こども園（保育園コース）、地域型保

育事業所
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２．申込みの対象児童

次の（１）～（３）を全て満たす児童（毎月１日入園。月途中入園は行っていません。）

（１）令和５年４月１日時点で生後５７日目以降から小学校就学前までの児童

（令和５年２月３日までに出産予定のかたを含む）

（２）以下の保育を必要とする事由に該当する保護者の児童

（３）入園時（令和５年４月１日）に箕面市内に住んでいる児童

入園時までに転入予定の児童を含む。（申請時点では箕面市に住んでいなくて

も構いません。）

＜保育を必要とする事由＞

①居宅外で仕事をしている ※１

②居宅内で児童と離れて日常の家事以外の仕事をしている ※１

③妊娠中に入院、または出産月を含む前または後２か月

④病気、負傷または心身に障害がある

⑤長期にわたる病気や、心身に障害がある親族を常に介護している

⑥震災、風水害、火災などの災害の復旧にあたっている

⑦学生である

⑧その他、箕面市教育委員会教育長が特に認めた場合

（児童に発達上支援を要し、集団保育が望ましい場合（支援保育）など。なお、支援

保育については、申込みの前に子ども総合窓口へご相談ください。手続きのながれ

等については、「10．支援保育について」をご確認ください。）

※上記基準に満たない就労等で保育を必要とする場合は、一時保育など認可保育施設以

外の保育サービスをご利用ください。保育サービスについては、「15．様々な保育サ

ービス」をご確認ください。

※箕面市に転入予定のかたも、お申込みできます。

※箕面市に転入予定のかたで、今お住まいの市区町村での認可保育施設に「育児休業中

における継続要件」で在園されている場合、入園希望月に育児休業から復職する場合

はお申込みいただけますが、育児休業を継続される場合はお申込みいただけません。

育児休業から復職する時点でお申込みください。

※「集団生活をさせたい」「幼児教育の場として利用したい」等の理由では、お申込み

できません。幼稚園等をご検討ください。

※１ 週平均４日以上かつ１日平均概ね４時間以上（月６４時間以上）の就労等により家庭で

児童の保育ができないかたを対象とします。求職中でも申込みできますが、入園後2

か月以内に要件を満たす勤務に就き、勤務証明書をご提出ください（なるべく 1か月

以内にお仕事を決めていただきますようお願いします。)。
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3．申込み先

この案内を確認のうえ、必要書類をそろえて期日までに以下のいずれかの方法でお申

込みください。受け付けの順番は選考に影響ありません。

一次受付は、令和４年（２０２２年）１１月７日（月曜日）から

●郵送の場合 １２月５日（月曜日）まで（必着）

●窓口来庁の場合 １２月５日（月曜日）まで（締切厳守）

【郵送時の注意事項】

郵送の場合、必ず別紙「郵送申込用提出書類等チェックシート」を作成いただき、簡

易書留、特定記録郵便、レターパックなど追跡確認可能な郵便でご提出ください。受け

付けが完了したことがわかる控えや通知はお送りしませんので、ご自身で追跡記録をご

確認ください。

＜郵送先＞

〒５６２－０００３ 箕面市西小路４－６－１ 箕面市役所 子ども総合窓口 宛

【窓口来庁の注意事項】

受付時間：月曜日から土曜日(日曜日・祝日を除く)

午前８時４５分から午後５時１５分まで

受付場所：市役所別館２階 子ども総合窓口

※豊川・止々呂美支所では受け付けしていません。

※窓口が混雑している場合がありますので、お時間に余裕をもってお越しください。

また、ご相談を同時にされたいかたはなるべく月曜日～金曜日にご来庁ください。

急な転居や就職等により、一次受付で申請ができなかったかたを対象に二次受付を行います。

一次受付で申請されたかたは、再度申請する必要はありません。

二次受付は、令和５年（２０２３年）１月２３日（月曜日）から

●郵送の場合 １月３１日（火曜日）まで（必着）

●窓口来庁の場合 １月３１日（火曜日）まで（締切厳守）

※二次選考は、一次選考で保留(待機)となったかた及び二次受付で申込みをされたかたを対象

に、定員に空きがある施設について行います。

※一次選考で保留(待機)となったかたは、自動的に二次選考の対象となります。

※二次選考後の状況により、三次受付を行う場合があります。（三次受付を行う場合は２月中旬

頃に市ホームページでお知らせします。）
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【その他注意事項】

・不足書類は、それぞれの受付期間までに必ずご提出ください。期限を過ぎると選考に反映

できません。

・箕面市外の保育施設の利用を希望される場合は締切が異なります。詳しくは「９．市外の

保育施設等への申請・市外からの申請（広域申請）について」をご確認ください。

・令和５年１月入園、２月入園、３月入園の申込みも４月入園の一次受付と同じ期間に受け

付けます。

・令和５年２月、３月入園は、基本的には新年度４月に内定したかたで、かつ内定園に空き

がある場合のみのご案内となります。

記入例や「16．よくある質問」をご確認のうえ、申請書を作成してください。
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4．入園申込みのながれ

保育施設の入園申込みから入園までのながれは以下のとおりです。申込み後に、世帯

状況や就労状況等に変更があれば、必ず子ども総合窓口へご連絡ください。

（１）４月入園選考

●定員を上回る入園希望者がいる場合、市は利用調整（入園選考）を行います。申請書

等の内容を基に「利用調整選考基準」に則って指数を確定し、必要度の高いかたから

順に内定します。「利用調整選考基準」については、子ども総合窓口でご覧いただけ

ます。選考については「7.利用調整（入園選考）」と「16．よくある質問」をご確認

ください。

●入園希望者が保育施設の定員を超えた場合、保留(待機)になることがあります。

●一次受付でお申し込みされたかたを対象に、一次選考を実施します。一次選考におい

て、4月に入園する保育施設が内定された場合、ここで内定した保育施設に 4月に通

園いただきます。

●利用希望施設は、送迎可能な範囲でできる限り多数ご記入ください（利用希望施設数

の上限はありません）。

●選考は、利用希望施設として記入された施設のみを、希望順位の順に選考します。第

1希望の保育施設が定員に達した場合、第 1希望の１園しか記入されていない場合、

その時点で保留(待機)となりますが、第 2希望以降の記入があれば、第 2希望の園を

選考します。第 2希望も定員に達した場合、第 3希望の順に選考をしていきます。希

望が書いていなければ、そこで選考は終了となります。

●市は、各保育施設の保育士確保状況、申込み状況等を踏まえ、各保育施設と定員の調

整を行います。

申込み書類の受付（子ども総合窓口）

一次受付 ： 令和４年（2022年）１１月７日～１２月５日 （※郵送は１２月５日必着）

【注意事項①】

●子ども総合窓口へ必要書類をそろえて申込みください。

不足書類がある場合も、12 月 5 日までにご提出ください。

●不明な点を電話等により伺ったり、追加書類の提出を依頼することがあります。

●利用希望施設については、12月 5 日までであれば、追加・変更ができます。その際

は、希望施設変更届をご提出ください。

●事前に、保育施設を見学するなど、保育・教育方針や実費負担、制服の有無、アレルギ

ーの対応などを各保育施設に確認してください。

●現在、市外にお住まいのかたも、令和 5年 4月 1日までに転入予定のかたは、直接箕

面市に申込みができます。

●本市にお住まいで、市外の保育施設への入園を希望するかたは、施設のある市区町村

に申込み締切日や必要書類を事前に確認のうえ、施設のある市区町村の 4月入園の締

切１０日前までに箕面市へ必要書類をご提出ください。（P16.を参照ください。）



8

入園の選考（一次選考） （結果発送は１月末頃予定）

内定した場合（２月、３月） 保留(待機)になった場合（２月、３月）

●一次選考において入園保留（待機）と

なったかたを対象に、二次選考を行い

ます。

●入園の取りやめなど、選考が不要にな

った場合は、利用調整取下届をご提出

ください。

●「第２次保育施設利用希望調査票」を

送付しますので、できる限り利用希望

施設を加えていただくことをおすすめ

します。

。

●内定した保育施設で、入園面談や説明

会、健康診断があります。4月入園に

向けて準備をお願いします。

●保育料は、３月末頃に通知します。

●内定を辞退される場合は、至急子ども

総合窓口にご連絡ください。

●一次選考で内定した施設が第１希望で

ない場合も、内定した施設に入園とな

ります。他の施設を希望される場合は、

以下２つのパターンがあります。

①４月は内定施設に一旦入園したうえ

で、５月以降の転園希望届を出す。

②内定辞退したうえで、二次選考を希望

する。

※ただし、二次選考で必ず希望施設に

内定できるとは限りません。

※辞退された園に４月に入園すること

はできませんのでご注意ください。

申込み書類の受付（子ども総合窓口）

二次受付：令和５年（2023 年）１月２３日

～１月３１日（※郵送は１月３１日必着）

【注意事項②】

●一次受付でお申し込みされたかたを対象に、一次選考を実施します。

●一次選考において保育施設が内定された場合（第 1希望以外の施設に内定した場合も含む）、

ここで内定した保育施設に 4月から通園いただきます。※繰り上がり選考はありません。

●選考結果については、電話でのお問い合わせにお答えしていません。結果通知をお待ちく

ださい。

入園（４月）

●４月１日に入園します。

●月途中での入園・転園はできません。

●復職の場合、保護者は１～１５日までに

勤務を開始してください。

●入園後１週間程度は、ならし保育が

あります。
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（２）５月入園以降の選考 ※４月に申し込まれたかたは再度の申込みは不要です。

内定の場合 保留(待機)の場合

入園（４月）

●４月１日に入園します。

●月途中での入園・転園はできません。

●復職の場合、保護者は１～１５日までに

勤務を開始してください。

●入園後１週間程度は、ならし保育が

あります。

子ども総合窓口へ申込み（入園希望月の前月５日締切） ※日・祝日の場合は翌開庁日

入園の選考等（前月５日～１５日頃）

内定のご連絡（前月１５日～２０日頃） 保留(待機)通知書等の発送（前月２0日頃）

保育料等の書類の発送（入園月上旬頃）

●引き続き保留(待機)の場合、連絡はあり

ません。内定した場合のみ連絡します。

●選考結果については、電話でのお問い合

わせにお答えしていません。

●内定した場合のみ連絡します。引き続き

保留(待機)の場合、連絡はありません。

●令和６年４月以降は改めて入園の手続き

が必要です（申込みは年度ごとに必要で

す）。

●選考が不要になった場合は、利用調整取

下届をご提出ください。

●利用希望施設を変更する場合は、希望施

設変更届をご提出ください。

●二次選考後の状況により、三次受付・

選考を行う場合は２月中旬頃に市ホーム

ページでお知らせします。

入園の選考（二次選考） （結果発送は２月末頃予定）

内定した場合（３月） 保留(待機)になった場合（３月）

●内定した保育施設で入園面談や説明会、

健康診断があります。

●内定を辞退する場合は、至急子ども総合

窓口にご連絡ください。

●保育料は、３月末頃に通知します。

５月以降も令和６年３月までの間、毎月

選考します
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５．申込みに必要な書類

入園の申込みには以下の(1)～(11)の書類が必要です。各書類は、児童１人につき１枚

必要ですが、(5)～(11)については、複数児童の申込みをされる場合、原本を１部提出し

ていただければ、後はコピーで構いません（ご自身でコピーをご用意ください。）。

また、保育所入所保留通知書（待機通知書）のみ交付を希望のかたは、(2)～(4)、

(6)、(7)、(11)の提出は不要です。

証明については、申込日からおおむね６か月以内に発行された書類をご提出ください。

ご提出いただいた書類に基づき、各家庭の指数を決定し、入園選考を行います。

記入例や「16．よくある質問」をご確認のうえ、申請書を作成してください。

【注意事項】

●書類は、ボールペンでご記入ください。鉛筆や消せるペンで記入しないでください。

●記載した内容を修正する場合は、修正液や修正テープを使用せず、二重線を引いたう

えに訂正印を押してください。

●提出された書類は、返却できません。控えが必要な場合は、提出前にご自身でコピー

をお取りください。

●締切までに必要書類が全てそろわない場合、入園選考に反映できませんので、必ず締

切までにご提出ください。

（１）教育・保育給付認定申請書兼利用調整申込書

●保育が必要であるという認定を受けていただくための申込書です（保育施設を

利用するみなさんに認定を受けていただく必要があります。）。

●別添の記入例を参考にご記入ください。

（２）保育施設に関する同意書兼誓約書

●必ず内容をよく確認のうえ、申込みの際にご提出ください。

（３）世帯調書

●該当する箇所にチェックまたはマルをつけ、必要事項をご記入ください。

●裏面７～９は該当する場合のみ、ご記入・ご署名ください。

（４）児童調書

●該当する箇所にチェックまたはマルをつけ、必要事項をご記入ください。

●お子さんの病気や体調については、保育施設で生活するうえで大切な情報ですの

で、漏れなくご記入ください。

●記載された内容については、入園する保育施設に情報提供することがありますの

で、あらかじめご了承ください。
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（５）保育を必要とする事由を証明する書類（父母それぞれの勤務証明書）

保育が必要な理由 必要書類 添付書類や注意事項

就労

※記入例

をご確認

ください。

被雇用 勤務証明書

・勤務先で証明を受けてください。

・就労内定のかたも証明を受けてください。

・転入予定でお申込みの場合、転入に伴い、勤務地が変

更になるかたは、勤務証明書の勤務地を変更後の勤務

地でご記入ください。

・育児休業から復職されるかたは、世帯調書の裏面「復職

に関する申立」にご署名ください。

自営業等 勤務証明書

【事業主の場合】以下のいずれかをご提出ください。追加で

書類の提出をお願いする場合があります。

・確定申告書（控）第一表及び第二表等、事業による収入

を確認できるもの

・税務署に提出されている「開業届出書（控）」

・保健所等から交付される「営業許可証（写）」

・法人設立届出書

・履歴事項全部証明書

【自営専従者の場合】

青色事業専従者給与に関する届出書

【自営業開業予定の場合】

店舗予定地の賃貸借契約書や開業経費の支出明細等

※自営業を開始できることが確認できるもの

妊娠・出産
母子健康手帳の

コピー

・マタニティカレンダー等、出産予定日がわかるものでも構

いません。

疾病 診断書（市の様式）

・医師に、保育できない、送迎できないなど具体的に記入し

ていただいてください。

・勤務実績報告書の裏面に様式があります。

介護
診断書（市の様式）

介護に関する添付書類

・勤務実績報告書の裏面に様式があります。

・介護に関する添付書類とは、介護度の分かる介護保険

被保険者証やケアプランなどです。

・身体障害者手帳の写し等が必要になる場合があります。

内職 勤務証明書 ・発注先で証明を受けてください。

就学 在学証明書 ・授業の時間割表（カリキュラム）を添付してください。

災害復旧 罹災証明書

求職中 なし

・求職活動の状況報告を依頼する場合があります。

・世帯調書の裏面「求職活動に関する申立」にご署名く

ださい。
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（６）勤務実績報告書

●すでに就労しているかたは、父母それぞれ直近２か月分の勤務実績をご提出くだ

さい。勤務実績は、勤務先に証明を受けるか、給与明細（会社名と氏名を含む）

のコピーをご提出ください。

●求職中のかたは提出不要です。

●育児休業から復帰するために申し込むかたは、産前休暇前の実績２か月分をご提

出ください。

●内定のかたは、予定の勤務日数、支給額等について勤務先に証明を受けてくださ

い。

（７）所得を証明する書類（海外での収入があるかたのみ）

●海外での収入があるかたは、令和３年（2021 年）１月～令和３年（2021 年）

１２月までの年収の額（税や保険料等の控除前の額）が分かる書類（給与明細な

ど）の提出が必要です。外国語で記載された文書の場合は、日本語訳と通貨単位

も記載してください。

（８）住居の賃貸契約書または売買契約書などの写し等と申込児童の公的医療保険の被保

険者証の写し（転入予定のかたのみ）

●契約者、転入先及び転入日が分かる書類をご提出ください。

●公的医療保険の被保険者証の写しは、被保険者証の記号・番号を見えないように

マスキングしたうえで、コピーをご提出ください。

（９）マイナンバーカードまたは通知カード

●来庁の場合は窓口でご提示ください。郵送の場合はコピーをご提出ください。

●令和２年（２０２０年）５月２５日時点で交付されている通知カードは、氏名、

住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限

り、利用可能となります。

（１０）本人確認書類（運転免許証など）

●来庁の場合は窓口でご提示ください。郵送の場合はコピーをご提出ください。

●公的医療保険の被保険者証の写しを提出される場合は、被保険者証の記号・番号

を見えないようにマスキングしたうえで、コピーをご提出ください。

（１１）その他必要書類

●「11．保育料等について」「12．保育必要量について」を確認し、例えばきょう

だいが私立幼稚園等に入園予定の場合など別途必要な書類を必ずご確認くださ

い。また、上記以外に、必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。

●生活保護受給中のかたは、生活保護受給証明書をご提出ください。
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６．申込み内容に変更が生じた場合

申込み後や入園後に次のような変更があった場合は、必ず子ども総合窓口にご連絡くだ

さい。申込み中の場合は、入園選考に影響がある場合もあります。

●氏名や住所（市内で引っ越しをする。転出が決まった。転入した。）

●世帯員の構成（同居者が変わる。祖父母と同居・別居する。結婚・離婚するなど）

●就労の状況

＜勤務日数や時間の変更・転職・就職内定した場合＞

勤務証明書と勤務実績報告書２か月分をご提出ください。（勤務時間の変更の場合、

勤務実績報告書２か月分は勤務時間の合計時間が増減した場合のみ）

＜勤務地、曜日が変更になった場合＞

勤務証明書をご提出ください。

＜育児休業から復職した場合＞

職場託児や認可外保育施設（企業主導型を含む）、一時保育などを利用し育児休業か

ら復職した場合は、復職証明書をご提出ください。

●保育施設の入園申請理由（就労で申請していたが妊娠したので、出産要件に変更する

など）

●妊娠、出産の予定

●お子さまの食物アレルギーや疾病などの健康状態

●希望施設の変更

希望施設変更届をご提出ください。

７．利用調整（入園選考）について

入園希望者が保育施設の定員を超えた場合、市が利用調整（入園選考）を行います。ご

提出いただいた申請書等の内容に基づき、「利用調整選考基準」に則って各家庭の指数を

確定し、指数の高いかたから順に内定します。入園希望者が保育施設の定員を超えた場

合、保留(待機)になることがあります。「利用調整選考基準」については、子ども総合窓

口にてご覧いただけます。

入園選考では、保護者が記入された利用希望施設についてのみ、選考を行います。利用

希望施設の記入が１園のみの場合は、この施設の定員に達した場合保留(待機)となります

が、利用希望施設を複数記入された場合は、第１希望の施設から順に選考を行いますの

で、入園内定のチャンスが増えます。利用希望施設数の上限はありませんので、保護者が

送迎できる範囲で多数ご記入ください。

４月入園で保留(待機)になった場合、翌月５月入園の選考を行い、翌年３月までの間、

毎月選考を行います。選考が不要になった場合は、利用調整取下届をご提出ください。希

望施設を変更する場合は、変更希望月の前月５日までに希望施設変更届をご提出くださ

い。
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８．３歳児以降の預け先について

３歳児以降の預け先として、下記①、②の２つの選択肢があります。

①私立幼稚園・認定こども園（幼稚園コース）＋預かり保育

※P4.の保育を必要とする事由に該当する場合、預かり保育料も無償化の対象に

なります（上限あり）。

②保育園・認定こども園（保育園コース）

３歳児以降の預け先として、就労する保護者のお子さんでも、保育園以外に認定こども

園や私立幼稚園も選んでいただけます。市内の認定こども園・私立幼稚園は、各園特色あ

る幼児教育・保育を行っているほか預かり保育も実施しています。また、認定こども園や

私立幼稚園は、市内だけではなく市外の園も広く選んでいただけます。様々な施設があり

ますので、各園を見学し、教育・保育内容や保育時間、入園金、諸費用等を確認のうえ、

お子さんに合った園を選んでください。

（１）私立幼稚園・認定こども園（幼稚園コース）に入園を希望する場合

●認定こども園は、幼稚園と保育所の機能をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。

１号認定（幼稚園コース）と新２号認定（預かり保育）を利用し、就労する保護者のお子さんで

も選んでいただけます。他市の私立幼稚園・認定こども園でも入園いただけます。

●私立幼稚園や認定こども園（幼稚園コース）の翌年４月入園手続きは、おおむね９月１日か

ら願書が配布され、１０月１日から願書を受付されます。９月上旬に入園説明会が開催され

る場合もありますので、入園手続き、説明会等については各園に直接確認してください。

●私立幼稚園や認定こども園(幼稚園コース）に入園されても、就労等で保育

の必要性の認定を受けた場合は、預かり保育の利用料が無償となります

（上限あり）。詳しくは、市ホームページ「保育料などの無償化と対象施設一

覧」（右の二次元バーコードからアクセス）をご覧ください。

＜入園手続きスケジュール＞

※保育園・認定こども園（保育園コース）の詳細は市役所子ども総合窓口に、私立幼稚園・

認定こども園（幼稚園コース）の詳細は各園に直接確認してください。

９月 １０月 １１月 １２月 ２月 ３月 ４月

・保育園 １次申請受付   内定の場合 保育料決定
・認定こども園（保育園コース） （市に提出）

２次申請受付 ２次選考（中旬）
（市に提出） 入園決定（下旬） 内定の場合

・私立幼稚園 願書受付
・認定こども園（幼稚園コース） 選考・入園決定

１月

申請案内配布
１次選考（上旬）
入園決定（下旬） 入園

見学会・説明会          定員に空きがあれば随時受付・選考等 入園
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●市ホームページで箕面市民が通う主な私立幼稚園・認定こども園をご紹介

しています。あわせてご覧ください（右の二次元バーコードからアクセスで

きます）。

箕面市民が通う主な私立幼稚園・認定こども園（一部抜粋）

（２）保育園・認定こども園（保育園コース）

●５歳児クラスまでの保育園は在園児（２歳児）の持ち上がりがあるため、３歳児の新規入園

枠は少ない傾向にあります。一方、３歳児クラスから入園できる私立幼稚園・認定こども園

（幼稚園コース、保育園コース）は、新規入園枠が多い傾向にあります。

●５歳児クラスまでの保育園を希望される場合、希望の園に入園できない場合もありますので、

通園できる範囲でできる限り多数の園を利用希望施設に記入してください。

●認定こども園（保育園コース）への入園を希望する場合、保育時間や休園日、入園金、諸費

用等について、あらかじめ各園に直接確認してください。市役所への申請（入園申込み書類

の提出）以外に園で必要な手続き等がないかもあわせて各園に直接確認してください。

●保育園・認定こども園(保育園コース）への入園申込み書類を出したうえで、私立幼稚園や認

定こども園（幼稚園コース）の入園手続きをすることも可能ですので、「（１）私立幼稚園・認定

こども園（幼稚園コース）に入園を希望する場合」もご確認ください。

箕面市

若葉幼稚園

豊中市

箕面自由学園幼稚園

箕面桜ヶ丘幼稚園 認定こども園せんりひじり幼稚園

みすず学園森町こども園（認定こども園） 認定こども園追手門学院幼稚園

認定こども園牧落幼稚園

池田市

石橋文化幼稚園（認定こども園）

こども園アサンプション国際幼稚園

（認定こども園）
認定こども園 亀之森幼稚園

認定こども園ひじりひがし幼稚園 友星幼稚園

箕面学園附属幼稚園（認定こども園）

茨木市

彩都敬愛幼稚園（認定こども園）

粟生幼稚園（認定こども園） 郡山敬愛幼稚園

吹田市
青山幼稚園 サニー幼稚園

ふじしろ幼稚園 能勢町 認定こども園みどり丘幼稚園
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９．市外の保育施設等への申請・市外からの申請（広域申請）について

（１）箕面市外の保育施設の利用をご希望される場合

箕面市に居住されているかたで、箕面市外の保育施設の利用を希望されるかたは、

通常の手続き・締切と異なります。以下をご確認のうえ、お手続きください。

●手続きの流れ

必要書類 申請締切日 申請場所

➊申請に必要な書類（「５．申込みに必

要な書類」をご確認ください。）

➋その他希望する保育施設等が所在す

る市区町村が求める書類

該当市区町村の申

請締切の 10 日前ま

で

箕面市役所子ども総合窓口

（郵送による申請はできませ

ん）

保護者

箕面市

○○市

（希望する保育施設がある

市区町村）

①

①申込み前に、利用を希望する保育施設がある市区町

村の入園担当部署に、保育施設を利用したい旨を説

明のうえ、申込み締切日・必要書類・空き状況をご

確認ください。

※他市区町村によっては、上記（１）➊申請に必要な

書類を、箕面市の様式ではなく他市区町村の様式で

提出しなければならない場合がありますので、あわ

せてご確認ください。

②他市区町村の締切日の１０日前までに、箕面市に必

要書類をご提出ください。

③箕面市から他市区町村に必要書類（写し）を提出し

ます。

④他市区町村にて入園選考を行います。

⑤他市区町村から箕面市に結果が届きます。

⑥箕面市から保護者へ電話または通知で結果をお伝え

します。

②

③

④

⑤

⑥
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【注意事項】

●選考においては、利用を希望する保育施設がある市区町村に在住もしくは転入予

定のかたが優先され、他市民の入園は難しい傾向です。そのため、必ず、箕面市

内の園も併願していただくようお願いいたします。

●他市区町村の保育施設を利用できる期間は、最長１年間で年度末（３月末）まで

です。翌年度も引き続き利用されたい場合は、年度毎に申込みが必要となりま

す。毎年（申込み毎に）他市区町村により再度、入園選考を行いますので、利用

できない場合もあります。

●箕面市内の園及び他市区町村の保育施設を併願される場合は、原則として箕面市

内の保育施設への入園が優先されます。箕面市内の保育施設に内定した場合は、

広域申請の取り下げをお願いします。

●箕面市へ提出された申請書（原本）の返却はできません。

（２）箕面市外に居住されているかたで、箕面市の保育施設を希望される場合

入園時までに箕面市に転入予定の場合は、箕面市に直接お申込みできます。

～箕面市へ転入予定がない場合～

箕面市に転入する予定がなく箕面市外に居住されているかたが、箕面市の保育施設

を希望される場合は、お住まいの市区町村を通して箕面市に入園の申込みをしてくだ

さい。

【注意事項】

●申請書は、現在お住まいの市区町村を通して箕面市に提出していただきます。提

出期限については、現在お住まいの市区町村にご確認ください。

●申請書は、現在お住まいの市区町村の様式でも構いません。

●入園選考は、箕面市民が優先となります。他市区町村に居住されているかた（転

入予定者をのぞく）の入園はとても難しい状況です。

●保育施設を利用できるのは、最長１年間で年度末（３月末）までです。年度毎に

改めて申込みが必要で、毎年（申請毎に）、入園選考を行います。

●選考結果は、お住まいの市区町村から連絡があります。本市から申請者（保護

者）へお伝えはありません。
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10．支援保育について

集団生活を送るうえでお子さんの成長や発達等に心配がある場合は、申込み前のできる

だけ早い段階で子ども総合窓口へご相談ください。ご相談後に支援保育を申請される場合

は、集団保育の中で必要な支援内容について検討を行います。

（１）手続きの流れ

来庁前に子ども総合窓口へご連絡ください。

相談機関と連携しながら、お子さんの状況を把握し、

集団保育の中で必要な支援内容について判断します。

（２）注意事項

●支援保育を希望されても、お子さんの状況によっては対象とならない場合がありま

す。

●希望園の定員や状況により、保留(待機)になる場合もあります。

●支援保育の対象となれば職員加配が必要となるため、支援保育の開始は職員体制を

決定する年度初めが基本となります。

ただし、支援保育についてのご相談は随時受け付けていますので、年度途中でも職

員体制が整えば入園できる場合もあります。

●入園後は定期的に支援内容や加配対数の見直しを行います。

事前相談

お子さんの状況把握

利用施設の調整（入園選考会）

入園・保留（待機）

入園申請
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１1．保育料等について

（１）保育料の決定について

保育料は、保護者の市区町村民税所得割額、保育の利用時間（保育必要量）に基づき

決定します。市区町村民税所得割額は住民税決定通知書や、課税証明書により確認でき

ます。金額については「（８）利用者負担額一覧表」をご参照ください。

３歳児クラス以上のすべての児童及び０歳から２歳児クラスまでの市区町村民税非課

税世帯の児童の保育料は無料です。ただし、給食料（３歳児クラス以上で発生する主食

費及び副食費）及び延長保育料などの費用や、実費が発生する場合があります。詳しく

は「（４）保育料以外の費用について」をご確認ください。

（２）保育料及び副食費免除対象者の算定・判定方法

保育料は下表のとおり年度に２回（４月と９月）算定するため、年度途中で保育料が

変わることがあります。

●世帯員それぞれの市区町村民税の所得割額の合算により、保育料を算定します。た

だし、生計の中心でない祖父母等が同居している世帯については、祖父母等の税額

は除外します。

●市区町村民税における住宅借入金等特別控除や寄附金控除等は、控除前の額で保育

料を算定します。

●児童の父母に生計を維持するうえでの収入がないと判断されるとき、または児童の

父母が児童の祖父母に扶養されている（父母の収入に関係なく所得税及び住民税課

税上の扶養親族となっている）場合、児童の祖父母等の税額も算定対象とします。

●海外での収入のあるかたは、対象年の年収の額（税や保険料等の控除前の額）が分

かる書類の提出が必要です。

【注意事項】

●自営業等で税務署への申告に該当しないかたであっても、市区町村への申告は必要

です。所得が未申告のかたは、申告状況をご確認のうえ、未申告の場合は必ず期日

までに、上表の基準日時点にお住まいの市区町村への申告を必ず行ってください。

●書類未提出や未申告などにより市区町村民税の課税の状況が確認できない場合は、

保育料を最高額で決定します。また、３歳児クラス以上の児童の給食料のうち副食

費は、免除対象者であっても免除対象外となります。

令和５年 令和６年

９月

算定基準

基準日

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

令和４（2022）年度市区町村民税の所得割額
（令和３年中の収入）

令和５（2023）年度市区町村民税に基づく所得割額
（令和４年中の収入）

令和４年（2022）１月１日 令和５年（2023年）１月１日
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●「（２）保育料及び副食費免除対象者の算定・判定方法」の表の基準日時点におい

て箕面市に住民登録がない等の理由により税額が確認できない場合、マイナンバー

（個人番号）による情報連携で税額の確認を行います。ただし、マイナンバー（個

人番号）による情報連携ができない場合やマイナンバー（個人番号）による照会を

希望しない場合は、課税証明書等の提出が別途必要です。

●生活保護受給中のかたは、「教育・保育給付認定申請書兼利用調整申込書」の「生

活保護受給世帯」の欄にご記入のうえ、生活保護受給証明書をご提出ください。

（３）保育料の軽減について

①多子世帯の保育料の軽減

（ア）市区町村民税所得割額７７,１００円以下の場合、生計が同一の兄姉（成年

に達している子を含む）から数えて、第２子は半額、第３子以降は無料とな

ります。

（イ）市区町村民税所得割額７７,１０１円以上の場合、未就学の在園児（※）で

ある兄姉から数えて、第２子は半額、第３子以降は無料となります。

※未就学の在園児とは、幼稚園、保育園、特別支援学校幼稚部、企業主導型保育

施設、児童発達支援・医療型児童発達支援施設、児童心理治療施設、居宅訪問

型児童発達支援等に在園する児童のことです。

入園申込みを行う児童にこれらの施設へ入園予定の兄姉がいる場合、または他

市から転入予定ですでに私立幼稚園等に通園しており転入後も引き続き同じ私

立幼稚園等に通園予定の兄姉がいる場合は、在園証明、入園許可証、入園金を

振り込んだことが分かる領収書のうちいずれかをご提出ください。兄姉の在籍

状況に変更があった場合は、必ず子ども総合窓口へご連絡ください。

なお、私立幼稚園に在籍中の場合や、公立幼稚園・保育園・認定こども園・

地域型保育事業所に在籍する兄姉の場合は市で在籍が確認できるため、証明の

提出は不要です。

②ひとり親世帯等の保育料の軽減（所得制限あり）

（ア）ひとり親世帯等（※）で市区町村民税所得割額７７,１００円以下の場合、

「利用者負担額一覧表」のＢ２階層（市区町村民税非課税世帯）並みに軽減

され、保育料は無料です。

（イ）ひとり親世帯等（※）で市区町村民税非課税世帯（Ｂ１階層）の場合、兄姉

の有無に関わらず、保育料は無料です。

ただし、（ア）（イ）いずれの場合も、別途発生する費用があるため、詳しくは

「（４）保育料以外の費用について」をご確認ください。

※「ひとり親世帯等」とは、次の（Ａ）～（Ｃ）に該当する世帯を対象とし、市が調

査のうえ認定します。
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（Ａ）ひとり親世帯

母子及び父子並びに寡婦福祉法第６条第１項及び第２項に規定する配偶者の

いないかたで、現に児童を扶養しており、児童扶養手当の認定を受けている

または遺族年金を受給している世帯。

（Ｂ）在宅障害児（者）のおられる世帯

次のいずれかに該当する世帯。該当する手帳等の写しをご提出ください。

・身体障害者福祉法第１５条の規定により身体障害者手帳の交付を受けてい

るかた

・厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けているかた

・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条の規定により精神障害

者保健福祉手帳の交付を受けているかた

・特別児童扶養手当等の支給に関する法律の定める特別児童扶養手当の支給

を受けているかた

・国民年金法の規定により障害基礎年金を受けているかた

（Ｃ）その他

生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると教育長が認める

世帯。

【注意事項】

Ｂ１階層（「（８）利用者負担額一覧表」参照）の認定に際しては、厚生労働

省及び大阪府の指導により保育料算定の対象となる保護者･扶養義務者の範囲に

ついて以下のとおり実施します。

・生計維持の状況等の確認を行い、父または母に生計を維持する収入（おお

むね 年間１０３万円以上）が見込めない場合は、児童の祖父母等の課税

状況に基づき保育料の算定を行います。

・生計維持の確認については、直近３か月の給与明細の写しや銀行口座の通

帳の写しを提出していただきます。

・児童の保護者が児童の祖父母に扶養されている場合は、父母の収入に関係

なく祖父母の税額も算定対象とします。

③児童の疾病等による欠席

児童の疾病等により、医師の指示でその月において連続して１５日以上欠席された

場合は、その月の保育料（３歳児クラス以上の児童については、給食料）は半額にな

ります。（欠席届に診断書等を添えて、登園後１か月以内に子ども総合窓口にご提出

ください。里帰り出産など保護者の判断による欠席は、減免の対象となりません。）

※１か月以上の欠席となる場合は、先に欠席届等の提出を依頼することがあります。
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④その他

災害、会社の倒産、長期にわたる保護者の傷病など特別な事情により前年と比べて

著しく収入が減少したり、不時のやむを得ない支出が必要になるなどして、保育料の

支払いが困難な場合には、分納、または減免できる場合があります。詳しくは子ども

総合窓口へご相談ください。

（４）保育料以外の費用について

①給食料（主食費及び副食費）

・３歳児クラス以上の児童に発生します。

・主食費とは、ごはんやパンの費用、副食費とは、おかずやおやつの費用のことで

す。

・保育園は月額５,５００円（内訳は、１,０００円（主食費）＋４,５００円（副食

費））、認定こども園は各園の定める金額となります。

・公立保育所は市が徴収します。公立保育所以外は、各施設の指示に従ってお支払い

ください。

・副食費については、生活保護受給世帯等、市民税所得割額が７７,１００円以下の

世帯及び第３子以降（世帯のなかの就学前児童のみを数える）は無料です。第２子

の副食費の軽減はありません（半額ではありません）。税額が確認できない場合は

免除対象となりません。また、免除対象となった場合でも「（２）．保育料及び副食

費免除対象者の算定・判定方法」に記載されている年に２回の算定により免除対象

外となった場合は、お支払いいただく必要があります。

②延長保育料

・延長保育の利用に応じて、以下の図のとおり費用が発生します。認定こども園につ

いては、各園で延長保育の時間帯と延長保育料が設定されていますので、各園にご

確認ください。

・延長保育料のお支払いについて、公立保育所は市が徴収します。公立保育所以外

は、各保育施設の指示に従ってお支払いください。

延長
保育

延長保育 延長保育

延長保育

延長保育

保育標準時間認定の利用可能な時間帯

保育短時間認定の利用可能な時間帯

7:00 7:30 9:00 17:00 18:00 18:30 19:00 19:30

230
円

120
円

230
円

230
円

120
円

保育標準

時間認定

保育短時

間認定
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※１９時３０分まで開園している保育施設のみ、１９時０１分から１９時３０分

までの延長保育も実施しています。

※延長保育料は１月あたり３,９１０円が上限です。（１９時までの保育施設の場

合）

※第２子は半額（１９時００分まで３０分ごとに１１０円、１９時０１分から

１９時３０分まで６０円）、第３子以降は無料です。

※Ａ・Ｂ１・Ｂ２階層（「（８）利用者負担額一覧表」参照）の世帯は延長保育料

は無料です。

※Ａ・Ｂ１・Ｂ２階層以外の市区町村民税の所得割額が７７,１００円以下のひ

とり親世帯等の第１子は半額（１１０円）、第２子以降は無料です。また、延

長保育料は１月あたり１,８７０円が上限です。（１９時までの保育施設の場

合）

※保育標準時間認定、保育短時間認定について、詳しくは「１２．保育必要量に

ついて」をご確認ください。

③その他の費用

・上記以外に、保育施設によって制服や体操服等の購入が必要な場合があります。

・認定こども園では入園料や教育充実費の負担がありますので、必ず各園で説明を受

けてください。

（５)保育料等のお支払い

保育園の保育料は、毎月末に口座引き落としによるお支払いになります。入園が決

定しましたら、口座振替の手続きをお願いします。

認定こども園、地域型保育事業所（小規模保育施設及び事業所内保育施設）の保育

料、公立保育所以外の給食料は、各施設の示す期限･方法で直接施設へお支払いくださ

い。

利用する保育施設 費用 支払先

公立保育所 保育料

給食料

延長保育料

市

民間保育園 保育料 市

給食料

延長保育料

各保育施設

地域型保育事業（小規模

保育、事業所内保育）

認定こども園

保育料

給食料

延長保育料

各保育施設
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（６）保育料の滞納があった場合

保育料を滞納した場合、督促手数料及び延滞金が課せられます。お支払い漏れのな

いようご注意ください。

保育園の安定的な運営及び保育料を期限内に支払われている保護者との公平性の観

点から、滞納対策の強化を行っています。正当な理由なくお支払いを放置されている

場合はお支払いの意思がないものとみなし、「児童手当から保育料の直接徴収」や、

「滞納処分を前提とした勤務先への給与照会等の手続き」などを行います。認定こど

も園、地域型保育事業所についても、必ず各保育施設の示す納期限内にお支払いくだ

さい。

（７）その他留意事項

●税の還付・修正申告等により年の途中に税額更正があった場合や保護者の離婚、再

婚など家庭状況に異動があった場合、保育料が変更になる場合があります。速やか

に子ども総合窓口まで届け出てください。

●保育料の変更や給食料（副食費のみ）の免除対象者の判定について、さかのぼって

お手続きはできません。届け出のあった翌月からの変更及び判定となります。

●退園する場合は、退園届の提出が必要です。提出がなかったり、遅れた場合、実際

の利用状況にかかわらず保育料が発生しますので、速やかに手続きをしてくださ

い。なお、月の１５日までに退園した場合、保育料は半額となります。

●利用者負担額一覧表の「生活保護世帯等」とは、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、教

育・保育給付認定保護者が児童福祉法第６条の４に規定する里親である世帯を言い

ます。
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（８）利用者負担額一覧表 保育園・認定こども園（保育園コース用）

●金額は、第１子の額を表示しています。きょうだいで保育施設を利用する場合は、第２

子は半額、第３子以降は無料となります。市区町村民税所得割額７７,１００円以下の

世帯で小学生以上の兄姉がいる場合は、多子軽減が拡大されます。詳しくは「１１．保

育料等について」の（３）「①多子世帯の保育料の軽減」をご確認ください。

階層区分 保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間

Ａ 0円 0円 0円 0円

Ｂ１ 0円 0円 0円 0円

Ｂ２ 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円

Ｃ１ 7,000円 6,900円 0円 0円

Ｃ２ 6,000円未満 8,700円 8,600円 0円 0円

Ｃ３ 6,000円以上 48,600円未満 9,600円 9,500円 0円 0円

Ｃ４ 48,600円以上54,000円未満 11,400円 11,300円 0円 0円

Ｃ５ 54,000円以上60,000円未満 13,200円 13,000円 0円 0円

Ｃ６ 60,000円以上75,000円未満 15,200円 15,000円 0円 0円

Ｃ７ 75,000円以上89,000円未満 18,700円 18,500円 0円 0円

Ｃ８ 89,000円以上102,000円未満 23,400円 23,100円 0円 0円

Ｃ９ 102,000円以上122,000円未満 29,400円 29,000円 0円 0円

Ｃ１０ 122,000円以上141,000円未満 35,300円 34,800円 0円 0円

Ｃ１１ 141,000円以上162,000円未満 39,200円 38,700円 0円 0円

Ｃ１２ 162,000円以上182,000円未満 42,200円 41,600円 0円 0円

Ｃ１３ 182,000円以上202,000円未満 46,000円 45,400円 0円 0円

Ｃ１４ 202,000円以上271,000円未満 48,200円 47,500円 0円 0円

Ｃ１５ 271,000円以上318,000円未満 52,300円 51,600円 0円 0円

Ｃ１６ 318,000円以上364,000円未満 56,500円 55,700円 0円 0円

Ｃ１７ 364,000円以上397,000円未満 59,800円 59,000円 0円 0円

Ｃ１８ 397,000円以上 69,400円 68,400円 0円 0円

保育料（月額）※年齢は4月1日時点の区分です

３歳未満児の場合 ３歳児以上の場合

定　　　　　義

生活保護世帯等

ひとり親世帯等で市区町村民税非課税世帯

市区町村民税非課税世帯

ひとり親世帯等でＣ１～Ｃ６階層及びＣ７階層のうち、市
区町村民税の所得割額が77,100円以下の世帯

市区町村民税均等割の額のみ
(所得割の額のない世帯)

各月初日の在籍児童の属する世帯の
階層区分

市区町村民税
の所得割額の
区分が次の区
分に該当する
世帯（Ａ階
層・所得割額
77,100円以下
のひとり親世
帯等を除く）
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小規模保育施設・事業所内保育施設用

●金額は、第１子の額を表示しています。きょうだいで保育施設を利用する場合は、第２

子は半額、第３子以降は無料となります。市区町村民税所得割額７７,１００円以下の

世帯で小学生以上の兄姉がいる場合は、多子軽減が拡大されます。詳しくは「１１．保

育料等について」の（３）「①多子世帯の保育料の軽減」をご確認ください。

階層区分 保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間

Ａ 0円 0円 0円 0円

Ｂ１ 0円 0円 0円 0円

Ｂ２ 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円

Ｃ１ 6,700円 6,600円 0円 0円

Ｃ２ 6,000円未満 8,300円 8,200円 0円 0円

Ｃ３ 6,000円以上 48,600円未満 9,200円 9,100円 0円 0円

Ｃ４ 48,600円以上54,000円未満 10,900円 10,800円 0円 0円

Ｃ５ 54,000円以上60,000円未満 12,600円 12,400円 0円 0円

Ｃ６ 60,000円以上75,000円未満 14,500円 14,300円 0円 0円

Ｃ７ 75,000円以上89,000円未満 17,800円 17,600円 0円 0円

Ｃ８ 89,000円以上102,000円未満 22,300円 22,000円 0円 0円

Ｃ９ 102,000円以上122,000円未満 28,000円 27,600円 0円 0円

Ｃ１０ 122,000円以上141,000円未満 33,600円 33,100円 0円 0円

Ｃ１１ 141,000円以上162,000円未満 37,300円 36,800円 0円 0円

Ｃ１２ 162,000円以上182,000円未満 40,100円 39,600円 0円 0円

Ｃ１３ 182,000円以上202,000円未満 43,700円 43,200円 0円 0円

Ｃ１４ 202,000円以上271,000円未満 45,800円 45,200円 0円 0円

Ｃ１５ 271,000円以上318,000円未満 49,700円 49,100円 0円 0円

Ｃ１６ 318,000円以上364,000円未満 53,700円 53,000円 0円 0円

Ｃ１７ 364,000円以上397,000円未満 56,900円 56,100円 0円 0円

Ｃ１８ 397,000円以上 66,000円 65,000円 0円 0円

保育料（月額）※年齢は4月1日時点の区分です

３歳未満児の場合 ３歳児以上の場合

定　　　　　義

生活保護世帯等

ひとり親世帯等で市区町村民税非課税世帯

市区町村民税非課税世帯

ひとり親世帯等でＣ１～Ｃ６階層及びＣ７階層のうち、市
区町村民税の所得割額が77,100円以下の世帯

市区町村民税均等割の額のみ
(所得割の額のない世帯)

各月初日の在籍児童の属する世帯の
階層区分

市区町村民税
の所得割額の
区分が次の区
分に該当する
世帯（Ａ階
層・所得割額
77,100円以下
のひとり親世
帯等を除く）
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１2．保育必要量について

（１）保育必要量について

保育必要量とは、保育認定にかかる児童が、保育施設を利用できる時間を示すもの

で、保護者の保育を必要とする事由や就労時間等に合わせて、「保育標準時間」と「保

育短時間」の２つに区分されます。

どちらの区分でも、保育を施設を利用できるのは原則、実際の父母の就労や通勤等で

保育が必要な日時のみになります。（育児休業中や求職中などの場合は、利用時間の短

縮にご協力をお願いします。）

※１ 延長保育の利用に際しては、延長保育料が発生します。

※２ １か月の勤務時間が１２０時間未満の場合でも、通勤時間＋勤務時間が保育短

時間の利用時間帯（９時から１７時まで）を超えることが常態的である場合

は、保育標準時間です。

※疾病の理由で保育を必要とする場合は、基本的に短時間と認定します。

※介護・災害の復旧等の理由で保育を必要とする場合は、各家庭の個別の状況から判

断したうえで認定します。

（２）保育必要量の認定変更の手続きについて

保育必要量の認定変更が必要な場合は、変更希望月の前月１５日までに子ども総合窓

口に「教育・保育給付認定変更申請書 兼 施設等利用給付認定変更申請書」と添付書類

をご提出ください。月途中での変更はできません。また、添付書類がない場合、受け付

けできない可能性があります。

保育必要量 該当するかた 保育施設を利用できる時間

保育標準時間

７時３０分～１８時３０分

●１か月の勤務時間がおおむね

１２０時間以上のかた

通勤時間＋勤務時間が保育短時

間の利用時間帯（9 時から 17 時ま

で）を超えることが常態的である。

７時３０分から１８時３０分までのうち、保育

の必要な時間、保育施設を利用できます。

ただし、１８時３１分以降も保育が必要な場

合は、延長保育が利用できます。※1

保育短時間

９時００分～１７時００分

●１か月の勤務時間がおおむね

１２０時間未満のかた※2

●育児休業中で継続利用のかた

●求職活動中のかた

９時００分から１７時００分までのうち、保育

の必要な時間、保育施設を利用できます。

ただし、１７時０１分以降も保育が必要な場

合は、延長保育が利用できます。※1
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１3．入園後の保育施設の利用について

（１）箕面市内の保育施設の利用について

入園後、保育施設を利用するうえでは以下の点にご注意ください。

●入園後は、おおむね１週間程度「ならし保育」を行い、徐々に保育園に慣れる期間を

設けています。保育施設に入園することは子どもにとって大きな環境の変化で、疲労

やストレスが高いとされています。そのため、お子さんの状態に合わせて徐々に新し

い生活やリズムに慣れていくことが大切です。ならし保育の詳しい日程は、各保育施

設にご確認ください。なお、入園月より前にならし保育を行うことはできません。

●保育時間は、保護者（父母）の通勤時間＋勤務時間のうち、短いほうで決まります。

例えば、父が通勤時間３０分で勤務時間８時間、母が通勤時間１時間で勤務時間８時

間、どちらも９時から１８時までの勤務の場合、保育時間は父の通勤時間＋勤務時間

になります。保育施設は、各ご家庭の保育時間をもとに、必要な職員体制を配置して

おりますので、保育時間が変わられた場合は必ず各保育施設へご連絡ください。

●就労要件で入園されたかたの場合、基本的に父母ともにお仕事のある日のみ保育施設

を利用できます。例えば、父が火曜日～土曜日の週５日勤務、母が月曜日～金曜日の

週５日勤務の場合、火曜日～金曜日は保育園を利用できますが、月曜日、土曜日はご

家庭で保育をお願いします。なお、個別の事情で保育園をご利用されたい場合は、各

保育施設に直接ご相談ください。

●土曜日の保育は、原則として就労要件で父母ともに土曜日勤務のあるかたのみ利用可

能です。（父母ともに土曜日勤務があることが証明された勤務証明書のご提出が必要

です。）

●勤務状況などの確認のため、各保育施設からシフト表などのご提出を毎月依頼する場

合があります。

●消防職、警察、看護職など夜勤のあるかたについて、仮眠をとる間については、保育

施設を利用できますので、各保育施設にお伝えください。

●保育施設では、感染病等の流行を防ぐため留意していますが、乳幼児期は抵抗力が弱

く、特に入園直後は環境の変化などにより、体調を崩すことがあります。発熱した場

合や体調が優れない場合は、保護者に連絡し、お迎えをお願いする場合があります。

病院を受診のうえお子さんの病気が治るまで、ご家庭で経過を観察し、お過ごしくだ

さい。なお、お仕事が調整できない場合は、病児・病後児保育をご利用いただけます

（ご利用に際しては、「15．様々な保育サービス」の「（２）病児・病後児保育」をご

確認ください）。

●入園までに予防接種を受けていない場合は、できる限り速やかに予防接種を受けてく

ださい。予防接種を受けていない場合、感染症が流行した際、周りの子どもたちの感

染リスクを軽減するため、家庭保育を行っていただく場合があります。
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（２）妊娠・出産時のお手続きについて

●出産に伴う保育の利用について

保育施設を利用中に出産される場合、保育要件が「就労」から「出産」に切り替

わりますので、必ずお申し出ください。妊娠・出産要件は出産月を含む前または後

２か月です。

●育児休業取得中の保育施設の利用継続について

育児休業を取得し、復職が確約されている場合、復職時の保育の場の確保と入園

している児童の環境の変化に配慮して、育児休業中も保育の利用を継続できる制度

があります。（育児休業中は保育短時間認定となります。）ただし、利用継続の可否

については就労実績がある等、一定の条件に該当する必要があります。詳しくは

「今後新たに妊娠・出産の予定がわかった場合のお手続きについて」をご参照くだ

さい。また、待機児童の状況や就労実績によっては許可できない場合があります。）

妊娠がわかった時点で子ども総合窓口に必ずご連絡ください。

（３）転園について

●現在入園中の保育施設からの転園を希望される場合は、転園希望届を子ども総合窓

口にご提出ください。（豊川・止々呂美支所では受け付けを行っていません。）提出

締切は転園希望月の前月５日です。（２月、３月、４月の転園のみ締切が異なりま

す。）

●選考により転園先が決まらなかった場合は、元の園に引き続き通園いただきます。

●転園の内定連絡を受けた後は転園を取り消す（転園せずに元の保育施設を継続す

る）ことはできませんので、ご注意ください。（元の保育施設には次に入園する児

童が決定しています。）

●転園先に入園するまでに転園先の施設において、入園面談や説明会、健康診断があ

ります。また、転園先に入園後は一週間程度のならし保育があります。

●現在入園中の園を退所した場合は、転園希望届も取り下げとなります。

（４）退園について

●現在在園の保育施設を退園する場合、退所届を退園月の５日までに子ども総合窓口

にご提出ください。締切を過ぎた場合は早急にご提出ください。月の１５日までに

退園した場合、保育料または給食料が半額になります。退園は取り下げできません

ので、ご注意ください。
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１4．入園後に提出していただく書類について

以下①～③に該当するかたは、入園後に必要書類をご提出ください。期限までに提出がない

場合、保育施設の利用等に影響が生じます。（提出の締切は、勤務実績報告書を除き、入園月

の月末までです。提出は郵送でも受け付けています。）期限に間に合わない場合は、必ず子ど

も総合窓口までご連絡ください。

該当するかた 提出が必要な書類及び注意事項

① 育児休業か

ら復職する

かた

復職証明書【復職後用】

※復職日以降の証明が必要です。入園月の１５日までに復職してください。期限を過ぎ

た復職は退園となる場合があります。

② 申請時に求

職中のかた

勤務証明書 勤務実績報告書（就業後２か月分）

※期日までに提出がない場合、退園となる場合があります。

※勤務実績報告書は勤務後速やかにご提出ください。

③ その他のか

た

勤務証明書 のみ提出が必要なかた

・契約社員やパートのかたで、契約期間を更新されたかた（契約更新後の勤務証

明書の提出が必要です。）

・入園後に勤務地、勤務形態や曜日などを変更するかた

勤務実績報告書（就業後２か月分） のみ提出が必要なかた

・申請時に内定状態のかた

・入園前からすでに勤務先と週４日かつ１日４時間以上の契約により勤務を開

始しているが、実態として週４日かつ１日４時間以上の勤務をされていなかっ

たかた

勤務証明書 勤務実績報告書（変更後２か月分） のどちらも提出が必要なかた

・勤務時間を変更するかた（勤務時間の変更の場合、勤務実績報告書２か月分

は勤務時間の合計時間が増減した場合のみ）

・入園前からすでに週１～３日で勤務を開始されていたかた（週４日かつ１日４

時間以上の証明が必要になります。）

診断書 の提出が必要なかた

過去に提出していただいた診断書の期間が切れたかた、または保育の必要性確認

のため医師の診断が必要と認められるかたは、提出が必要です。

在学証明書 学校のカリキュラム（年間計画表等） の提出が必要なかた

※入学日以降に発行されたもの
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１5．様々な保育サービス

利用に際しては、各保育サービス事業者に直接お問い合わせください。

（１）休日保育

休日（日曜・祝日）に保護者の就労などにより保育が必要な乳幼児を保育します。

詳しくは保育施設へお問い合わせください。

【対象児童】

以下の条件を満たし、次の①②のいずれかを満たす児童

＜利用条件＞

箕面市在住で、利用日において満１歳以上の児童

※対象年齢については、利用日の満年齢とします。

①認可保育園、地域型保育事業所、認定こども園の保育園コースに在籍する児童の

うち、保護者の就労等により家庭保育が困難な児童

②幼稚園、認定こども園の幼稚園コース等に在籍する児童のうち、保護者が就労中

で市から保育の必要性があると認定を受けた児童（施設等利用給付２号または３

号の児童）

【実施場所】

【開園日】

日曜日・祝日・年末(１２月２９日・１２月３０日)

(１２月３１日、１月１日、１月２日、１月３日は開園しておりません。)

【休日保育対象時間及び利用料】

午前７時３０分～午後６時３０分のうち、保育の必要な時間

利用料は無料です。

（２）病児・病後児保育

各施設で開室日や利用資格、利用方法、料金などが異なります。

詳しくは、別紙「箕面市病児・病後児保育ご利用案内」をご確認

ください。（二次元バーコードから、ご覧いただけます。）

保育施設名 住所 電話番号

桜保育園 箕面市桜２－１５－１４ ０７２－７２４－９６１４
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◆病児保育

箕面市在住で、認可保育園等を利用している児童が、病気「病中」であり、入院の必

要はないが集団保育が困難で、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うこ

とが困難な場合に、児童をお預かりする保育です。詳しくは保育施設へお問い合わせく

ださい。

【実施場所、電話番号、定員など】

保育施設名 萱野保育所内 病児・病後児保育室

住所 萱野１－１９－３０

電話番号 ０７２－７２４－８０２６（保育所：０７２－７２３－５４００）

利用資格 満１歳以上で、ＢＣＧ・ＭＲ（麻疹・風疹）の予防接種を受けており、入院の必

要性がない児童で次の（１）または（２）に該当する児童

（１）認可保育園、地域型保育事業所、認定こども園の保育園コースに在籍する

児童のうち、保護者が就労中の児童

（２）幼稚園、認定こども園の幼稚園コース、認可外保育園等に在籍する児童の

うち、保護者が就労中で市から保育の必要性があると認定を受けた児童

（施設等利用給付２号または３号相当の児童）

※（１）、（２）ともに保護者が育児休業・産前産後休業（医師から安静の指示が

ある場合を除く）中の児童はご利用できません。

定員 ５人／日（病児・病後児の合計人数） ※変動の可能性あり

開所時間 ・開室時間

月曜日～金曜日 午前８時～午後６時

・休業日

土曜日、日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで）

利用料金 ・午前８時～午後１時 １，０００円

・午後１時～午後６時 １，０００円

・１日 ２，０００円

保育施設名 病児保育室「ここちぃ」

住所 箕面６－７－４５

電話番号 ０７２－７３７－９３４３

利用資格 保育園・学童保育等に在籍する生後６か月～小学校３年生（未就学児優先）

定員 ９人／日（病児・病後児の合計人数） ※変動の可能性あり

開所時間 ・開室時間

月曜日～金曜日 午前８時～午後６時

・休業日

土曜日、日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで）

利用料金 ・１日 ２，５００円
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◆病後児保育

箕面市在住で、認可保育園等を利用している児童が、病気「回復期」であり、集団保

育が困難で、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な場合

に、児童をお預かりする保育です。詳しくは保育施設へお問い合わせください。

【利用資格】

（１）認可保育園、地域型保育事業所、認定こども園の保育園コースに在籍する児童

のうち、保護者が就労中の児童

（２）幼稚園、認定こども園の幼稚園コース、認可外保育園等に在籍する児童のう

ち、保護者が就労中で市から保育の必要性があると認定を受けた児童（施設等利

用給付２号または３号相当の児童）

※（１）、（２）ともに保護者が育児休業・産前産後休業（医師から安静の指示があ

る場合を除く）中の児童はご利用できません。

【実施場所、電話番号、定員など】

【利用料金】

午前８時～午後１時：１，０００円

午後１時～午後６時：１，０００円

１日：２，０００円

（３）一時保育

箕面市内在住の保護者が、就労、傷病、リフレッシュなどで一時的に保育が必要に

なった場合にご利用できます。利用される場合は、事前に登録が必要です。なお、各

保育施設ごとに利用人数に限度があり、児童の年齢によって１日の受け入れ上限が変

動します。また、保育施設の行事等によって利用できない日もありますので、詳しく

は各保育施設に直接お問い合わせください。

保育施設名（住所） 電話番号 定員と開所時間

桜ヶ丘保育所内

病後児保育室

（桜ヶ丘３－１２－５）

０７２－７２３－８１００

【保育所】

０７２－７２３－８１１８

・定員

２人／日（桜ヶ丘保育所・東保育所）

５人／日（萱野保育所は病児・病後児

の合計人数）

・開室時間

月曜日～金曜日 午前８時～午後６時

土曜日 午前８時～午後１時

・休業日

日曜日、祝日

年末年始（１２月２９日から翌年の１

月３日まで）

東保育所内

病後児保育室

（粟生外院５－２－１）

０７２－７２８－１３０３

【保育所】

０７２－７２８－４８５８

萱野保育所内

病児・病後児保育室

（萱野１－１９－３０）

０７２－７２４－８０２６

【保育所】

０７２－７２３－５４００
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【対象児童】

おおむね生後６か月から小学校就学前で、保護者が次のいずれかに該当する箕面

市内在住の児童

なお、保育所、地域型保育事業所、認定こども園（保育園コース）、企業主導型保

育施設に在籍している児童については、利用ができません。

①保護者の就労等により、家庭における保育が困難

②保護者の通院やリフレッシュ（買い物・美容院・ランチ等）などで一時的に保育

が必要

③保護者の傷病・入院、災害・事故により、緊急かつ短期的に保育が必要

【保育期間】

・【対象児童】の①及び②については、週３日以内

・【対象児童】の③については、１か月以内

【開園時間】

午前７時３０分から午後６時３０分まで

（実際の保育利用時間は、上記の時間帯の範囲内で、保護者の実際の就労等のため

に必要な時間のみです）

【休園日】

・日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日まで）

・災害、感染症の発生時など（詳しくは、各保育施設にお問い合わせください。）

【利用料金】

以下の(ア）と（イ）が必要となります。（支払日については、直接保育施設にご

確認ください。）

（ア）保育料

・０歳児 １人日額２，５００円

・１歳児、２歳児１人日額２，０００円

・３歳児以上 １人日額１，８００円

（年齢は４月１日現在の満年齢）

（イ）食費

・１人日額４００円（年齢によらず一律）

・アレルギー対応及び離乳食については、保育施設に直接ご相談ください。お弁

当をお持ちいただく場合があります。（離乳食は、衛生上、未開封の既製品でお

願いします。）
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※保育の必要性があると認定を受けることで、３歳児から５歳児までの一時保育の利

用料が無償化の対象になります（月額３７,０００ 円が上限）。また、０歳児から

２歳児までは、市民税非課税世帯のみ無償化の対象です（月額４２,０００円が上

限）。詳しくは「一時保育」（市ホームページに掲載）をご参照ください。

【実施保育施設】

＊めばえ保育園は、受入可能人数に余裕がある日に限り、当日受付（直前受付）で、一時

保育の提供が可能です。

（４）ちょこっと保育「あそびー」「まみーず」

子育て中の保護者のかたが、時間単位でお子さんを預けることができる一時保育サ

ービスです。保護者のかたのリフレッシュ、ランチやショッピングなど、ご自身の都

合に合わせてお気軽にご利用ください。運営はシルバー人材センターです。詳しくは

ちょこっと保育「あそびー」「まみーず」（電話番号：０７２－７２２－０５５５）に

お問い合わせください。

【対象児童】

１歳６か月～未就学児（保育園・認定こども園等に在籍しているかたを除く）

◆ちょこっと保育「あそびー」（最大８時間）

保育施設名 住所 電話番号

小野原学園 小野原西１－１２－４１ ０７２－７２９－２６６８

瀬川保育園 瀬川３－２－６ ０７２－７２３－２３０２

箕面保育園 箕面５－１２－３０ ０７２－７２３－５２５２

紅葉夢保育園 萱野５－７－３０ ０７２－７２６－９６１４

めばえ保育園（＊） 箕面６－１０－１９ １階 ０７２－７４１－１１２７

みすず学園森町こども園 森町中１－２３－１１ ０７２－７４３－９００１

こぐまの森保育園箕面彩都園 彩都粟生南２－１２－３２ ０７０－１５３０－９９３９

（専用回線）

トレジャーキッズいまみや保育園 現在休止中（R4.10.1 時点）

ひじりとよかわ保育園 粟生間谷西１－２－１

豊川支所２階

０７２－７２９－４１５２

実施場所（住所） 利用日時

みのおサンプラザ１号館６階

（箕面６－３－１）

定員：５人

利用日時：月、水、金曜日の９時～１７時
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◆ちょこっと保育「まみーず」（最大４時間）

（５）ファミリー・サポート事業

「子育ての応援をしてほしいかた」と「子育ての応援をしたいかた」がそれぞれ会

員登録をして、子育ての援助活動を行います。運営はシルバー人材センターです。詳

しくはみのおファミリーサポートセンター（電話番号：０７２－７２１－２６１１）

にお問い合わせください。

（６）認可外保育施設

認可外保育施設とは、認可保育園以外の保育施設です。

お子様を預けられる施設を選ぶにあたっては、厚生労働省作成の「よい保育施設の

選び方十か条」等を参考にしてください。

また、情報収集のうえ、必ず施設を見学してください。施設内に提供するサービス

内容が掲示されておりますので確認し、保育内容等を当該保育施設の設置者、管理者

（園長）などにご確認ください。

利用される場合は、施設に直接申込みを行ってください。契約する際には、必ず契

約内容を確認し、契約内容を記載した書面の交付を必ず受けてください。

【市内の認可外保育施設】

（７）認定こども園・私立幼稚園での預かり保育

認定こども園（幼稚園コース）・私立幼稚園では、保護者が就労等で所定の時間内

にお迎えにいけない場合にご利用いただける延長保育の制度があります。 詳しくは

各保育施設へお問い合わせください。

実施場所（住所） 利用日時

小野原多世代地域交流センター

（小野原東６－１５－４６）

定員：５人

利用日時：火、木曜日の９時～１７時

保育施設名 住所 電話番号

リトカ知育保育園 船場東２－４－１ ２階 ０７２－７３７－７７２０

ちびっこランド南箕面園 小野原東３－９－２９ ２階 ０７２－７３５－７１２０

ひじりきっずるーむ 稲６－１４－３６ ０７２－７２６－７７０１

Kid's and More 彩都保育園 粟生間谷東５－５－８ ０７２－７４６－３９９６
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１6．よくある質問

以下のよくある質問をご確認のうえ、申請書等の作成をお願いします。

●申込み等について

問１ 保育施設はどのように選んだらいいですか？

答１ まずは「保育園・認定こども園など一覧」を

ご覧いただき、市内のどこに園があるかご確認ください。

市ホームページでも保育施設をご確認いただけます。

右のＱＲコードを読み取りください。

保育施設は市内のどこの園でも通うことができます。保育施設を選ぶ際は、実際に

園に見学に行っていただくことが望ましいですが、園のホームページなどで教育保

育方針や活動内容、入園後の実費などについてご確認ください。

問２ ０～２歳児の保育施設を希望したら、３歳児以降の預け先がないのでは？と心配

です。

答２ ３歳児以降の預け先は、就労する保護者のお子さんでも保育園以外に、認定こども

園や私立幼稚園も選んでいただけます。詳しくは「８.３歳児以降の預け先につい

て」をご覧ください。

問３ 箕面市に転入する予定です。４月入園は申し込めますか？

答３ ４月入園は、４月１日までに箕面市に転入予定のかたは直接箕面市にお申し込みい

ただけます。また、４月入園が内定し入園する場合、４月１日までに必ず箕面市に

転入していただく必要があります。４月２日以降に転入予定の場合は４月入園はお

申し込みいただけません。５月入園をお申し込みください。

問４ 早く申込みを提出したほうが有利ですか。また、窓口への来庁回数が多い方が有利

ですか？

答４ 申込みの受け付けの順や窓口への来庁回数は、選考に影響ありません。締切までに

お申し込みください。

問５ 窓口はいつが混みますか。

答５ 窓口は申請期間の初日と後半（特に最終日）、また、夕方は混み合います。申請書

等は必ず記入のうえ、お持ちいただき、受付時間の短縮に協力ください。
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問６ 締切を過ぎたら、もう４月入園は申込みできませんか？

答６ 令和５年４月入園の申込みの一次受付は、令和４年１１月７日（火）から１２月５

日(月)（郵送の場合は必着）です。この期間に申込みを忘れた場合、二次受付（令

和５年１月２３日（月）から１月３１日（火）まで）に提出してください。ただし

二次選考は、一次選考後の余剰分に対して選考を行いますので、できる限り一次受

付期間に申し込んでください。一次選考後、空きのある施設については、一次受付

で保留(待機)になったかた及び二次受付で申込みをされたかたを対象に、二次選考

を行います。三次受付・選考を行う場合があります。三次受付を行う場合は２月中

旬頃に市ホームページでお知らせします。

問７ 令和５年１月に出産予定ですが、４月から復職を考えており保育施設への入園を考

えています。申込み時点ではまだ出生前ですが、４月入園は申し込めますか？

答７ 保育施設は入園日時点で生後５７日目以降から入園できますので、令和５年４月入

園であれば、令和５年２月３日までに出産予定のかたはお申し込みいただけます。

出産前に、４月入園の締切までにお申し込みください。

問８ 定員に空きがない保育施設でも、希望することはできますか？

答８ 現在、定員に空きがない保育施設でも、今後辞退や退園されるかたがいたり、職員

体制の調整により新たに児童を受け入れることができるようになる可能性もありま

すので、希望施設としてご記入いただけます。

問９ 必ず復職しないといけないので、保留(待機)になると困ります。保留(待機)になら

ないようにするにはどうしたらよいですか？

答９ できるだけ、一次受付の申込み時に利用希望施設を多数ご記入ください。選考は、

利用希望施設として記入された施設のみを、希望順位の順に選考します。第１希望

の保育施設が定員に達した場合、第１希望の１園しか記入されていない場合、その

時点で保留(待機)となりますが、第２希望以降の記入があれば、第２希望の園を選

考します。第２希望も定員に達した場合、第３希望の順に選考をしていきます。希

望が書いていなければ、そこで選考は終了となります。利用希望施設を複数ご記入

されると内定のチャンスが増えますので、保護者が送迎できる範囲で複数園ご記入

ください。利用希望施設数の上限はありません。

また、０～２歳児のお子さんについては、２歳児までの施設も検討してください。

３歳児以降のお子さんは、３歳児から入園できる認定こども園（保育園コース）の

ほか、預かり保育のある私立幼稚園・認定こども園（幼稚園コース）もあわせて検

討してください。預かり保育も無償化の対象です。



39

問 10 利用希望施設をたくさん記入すると、希望順位の低い施設にされてしまいません

か。第１希望のみを１園だけかくほうが有利ですか？

答 10 ご記入いただいた希望順に選考していきますので、希望順位が低い保育施設が優

先されることはありません。希望園数については、答９をご覧ください。

問 11 児童調書に記載している体調や病気などは、選考に影響ありますか？

答 11 入園選考に影響はありません。お子さんが安心して保育園で生活するうえで大切

な情報となりますので、正確な情報をご記入ください。

問 12 申請後に就労内容などの状況に変更があった場合、連絡する必要はありますか？

答 12 選考に影響がある可能性がありますので、早急に子ども総合窓口までご連絡くだ

さい。また、勤務証明書等を新たに提出いただく場合があります。

●選考等について

問 13 パートで勤務していますが、正社員のほうが選考に有利ですか？

答 13 正社員やアルバイト・パートなどの雇用形態は影響せず、勤務時間の長さに応じ

て必要度を決定します。

問 14 保育施設の各年齢ごとの定員は教えてもらえますか？

答 14 入園選考までに保育施設の職員体制や退園等の状況など

園と調整しているため、変動があり、お答えすることは

できません。ホームページに空き状況を掲載していますので、

参考にしてください。右のＱＲコードを読み取りください。

（４月選考の調整のため掲載していない時期があります。）

問 15 どのような人が優先されるのですか？

答 15 就労しているかたであれば、正社員やアルバイト・パートなどの雇用形態は影響

せず、勤務時間の長さに応じて優先度が高くなります。

これに加えて、各世帯の状況（ひとり親世帯、育児休業から復帰、きょうだいが保

育施設に入園している、きょうだいを同時に申込むなど）により、調整する点が加

わります。

問 16 きょうだい同時に申請したいと思っていますが、同時に同じ園に入れますか？

答 16 きょうだいの申込みは、きょうだい同時にお申し込みするかた、きょうだいがす

でに入園済みのかた、きょうだいが別々の施設に入園し転園を希望などの状況に

応じて、きょうだいが同じ施設に在籍しやすくなるよう加点を行っています。

また、申込みの際は、保護者のご希望をできるだけ丁寧にお伺いしています。世

帯調書のきょうだい関係欄にチェック項目を設けていますので、お考えに近いもの

にチェックをお願いします。
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問 17 母子家庭で現在求職中です。働かないといけないので、子どもを預けたいのです

が、優先されますか？

答 17 ひとり親世帯の場合、各家庭の指数を調整する際の加点があります。

問 18 入園内定を辞退した場合、今後の選考に不利になりますか？

答 18 内定を辞退されると他のかたの選考に影響が生じますので、ご自身の希望が変わ

った場合、できる限り早急に利用調整取下届もしくは希望施設変更届を提出いただ

きますようお願いします。みなさまのご協力をお願いします。

問 19 ４月入園で保留(待機)となった場合、どうなりますか。毎月申請が必要ですか？

答 19 ４月入園希望を申請いただき、保留(待機)となった場合、利用調整取下届のご提

出がない限りは当該年度の３月まで毎月選考を行い、内定した場合のみ入園月の前

月２０日頃に連絡します。次年度４月入園は別途申請が必要です。

●入園後の保育等について

問 20 保育施設の入所承諾通知書が届きましたが、短時間認定と書かれていました。短

時間認定とは何ですか？

答 20 保護者の就労状況等により、保育短時間、標準時間のいずれかの認定を行いま

す。保育短時間認定は、９時から１７時までのうち、保育の必要な時間、保育施

設を利用できます。ただし、１７時以降も保育が必要な場合は、延長保育が利用

できます（延長保育の利用に際しては、延長保育料が発生します）。保育標準時間

認定は、７時３０分から１８時３０分までのうち、保育の必要な時間、保育施設

を利用できます。

詳しくは「１２．保育必要量について」をご確認ください。

問 21 標準時間認定されましたが、月～土曜日まで、朝７時３０分から１８時３０分ま

で毎日利用できますか？勤務時間は、父が週５日（月～金曜日）の９時から１７

時３０分まで、母が週４日（月～木曜日）の９時から１５時までです。通勤時間

は父母ともに３０分です。保育施設の利用時間はどうなりますか？

答 21 保育施設の利用時間は、保護者（父母）の通勤時間＋勤務時間のうち、短いほう

で決まります。ご質問の場合では、母の勤務時間のほうが短いため、月～木曜日の

通勤時間と勤務時間の間、保育施設をご利用できます。なお、金曜日と土曜日はご

家庭で保育をお願いします。

市内保育施設は、月曜日から土曜日まで、早朝から夕方遅くまで、多くの園が１２

時間以上開園し、保育を提供しています。開園時間が長いことから、園児の利用状

況に応じた職員体制を組み、園の運営をしています。保育の利用につきましては、

保護者のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
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問 22 保育園に入園後、きょうだいの通院の時、他の子は預けられますか？病院から患

者となる子以外は病院に連れてこないように言われます。

答 22 病院から指示がある場合など、患者となる子以外の子を連れて行けない場合は、

各保育施設にご相談ください。

問 23 保護者自身の体調が悪く、仕事を休んだ場合は子どもを預かってもらえますか？

答 23 保護者による家庭保育が難しい場合は、各保育施設に事情を説明のうえ、保育施

設をご利用ください。

問 24 きょうだいが別々の園になった場合、引き落とし口座はそれぞれ登録しなければ

いけませんか？

答 24 引き落とし口座の登録は通園する園によって異なります。支払い先については、

「１１．保育料等について」の「（５)保育料等のお支払い」をご確認ください。

支払い先が箕面市の場合、きょうだいが別々の保育施設であっても、それぞれ登

録する必要はありません。
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１7．今後の公立保育所・幼稚園について

（１）公立保育所の再編について

質の高いサービスを提供・維持していくために令和３年８月に策定した「新箕面ア

ウトソーシング計画」に基づき、公立保育所・幼稚園の再編を予定しています。

＜予定＞

●令和５年４月 稲保育所を民営化（受託法人はアートチャイルドケア株式会社）

●令和６年４月 （仮称）ちゅうぶ認定こども園（施設分離型）を開園

＊萱野保育所、なか幼稚園、かやの幼稚園を統合

＊０～２歳児は現萱野保育所で、３～５歳児は現かやの幼稚園

で保育を実施

●令和９年４月 （仮称）せいぶ認定こども園（３～５歳児）を開園

＊現せいなん幼稚園を活用

（仮称）とうぶ認定こども園（３～５歳児）を開園

＊現とよかわみなみ幼稚園を活用

桜ヶ丘保育所、東保育所を乳児特化型保育園（０～２歳児）

として民営化又は公立のまま縮小か廃止

＊２歳児を終了した後の３歳児からの接続園としては、希望

により（仮称）せいぶ認定こども園、（仮称）とうぶ認定こ

ども園に接続し、入園していただくことを想定

（２）令和５年度入園のかたへの留意点

①稲保育所

令和５年４月から民間法人「アートチャイルドケア株式会社」による運営開始を

予定。

②萱野保育所

令和５年度に入園された場合の令和６年度以降の保育の実施場所について

・０歳児は、３歳児となる令和８年４月から現かやの幼稚園へ登園

・１歳児は、３歳児となる令和７年４月から現かやの幼稚園へ登園

・２～４歳児は、それぞれ３～５歳児となる令和６年４月から現かやの幼稚園へ

登園

・５歳児は、卒園まで萱野保育所へ登園

③桜ヶ丘保育所

令和５年度に入園された場合の令和９年度以降の保育の実施場所について

・０・１歳児は、４・５歳児となる令和９年４月から現せいなん幼稚園へ登園

・２～５歳児は、卒園まで桜ヶ丘保育所へ登園
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④東保育所

令和５年度に入園された場合の令和９年度以降の保育の実施場所について

・０・１歳児は、４・５歳児となる令和９年４月から現とよかわみなみ幼稚園へ

登園

・２～５歳児は、卒園まで東保育所へ登園

入園を希望される際は、ご留意いただきますようお願いいたします。

具体的なスケジュール等、進捗がありましたら、

適宜、市ホームページ等でお知らせさせていただきます。

公立保育所・幼稚園の再編については、市ホームページを

ご確認ください。右のＱＲコードを読み取りください。
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１8．保育施設一覧

※電話番号の市外局番は 072 です。

※日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、年末年始（１２月２９日から１

月３日まで）は休園日です。

№ 保育施設名 所在地／電話番号 定員 開園時間 備考

公立保育施設

１ 桜ヶ丘保育所 桜ヶ丘 3-12-5

／723-8118

140 7:00～19:00 病後児保育

２ 萱野保育所 萱野 1-19-30

／723-5400

120 7:00～19:00 病児・病後児保育

３ 東保育所 粟生外院 5-2-1

／728-4858

140 7:00～19:00 病後児保育

民間保育施設

10 常照寺隣保館

保育園

白島 2-15-12

／723-1075

80 7:00～19:00

11 小野原学園 小野原西 1-12-41

／729-2668

120 7:00～19:00 一時保育

12 法泉寺保育園 粟生間谷東 5-21-14

／729-3319

75 7:00～19:00

13 もみじ保育園 今宮 2-4-25

／729-7371

90 7:00～19:00

14 みすず学園

桜ヶ丘保育園

桜ヶ丘 1-10-29

／720-7575

30 7:00～19:00 0 歳から 2歳クラスのみ

15 瀬川保育園 瀬川 3-2-6

／723-2302

160 7:00～19:30 一時保育

16 桜保育園 桜 2-15-14

／724-9614

120 7:00～19:00 休日保育

17 つばさ学園 外院 1-2-3

／729-0283

120 7:00～19:00

18 彩都みのり

保育園

彩都粟生南 6-15-4

／749-1500

80 7:00～19:30

19 森町友星保育園 森町中 1-1-6

／738-0303

60 7:00～19:30

20 箕面保育園 箕面 5-12-30

／723-5252

140 7:00～19:30 一時保育

21 紅葉夢保育園 萱野 5-7-30

／726-9614

90 7:00～19:00 一時保育
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22 アートチャイルドケ

ア箕面

桜井 2-11-16

／720-0234

90 7:00～19:30

23 アスク彩都西

保育園

彩都粟生南 1-18-38

／749-0850

130 7:00～19:30

24 箕面ポッポ

保育園

桜 4-18-14 メゾンア

ーデンⅢ北棟 1階

／722-5756

36 7:00～19:00 0 歳から 2歳クラスのみ

25 めばえ保育園 箕面 6-10-19 ユナイ

テッドジェイズ 1階

／741-1127

24 7:00～19:30 0 歳から 2歳クラスのみ

一時保育

26 あい保育園牧落

（令和 5年 4月名称

変更予定：アイグラ

ン保育園牧落）

牧落 2-5-15

／736-9650

90 7:00～19:30

27 こぐまの森保育園

箕面彩都園

彩都粟生南 2-12-32

URBANHILLS SAITO

Ⅰ 1 階

／749-6100

30 7:00～19:00 0 歳から 2歳クラスのみ

一時保育

28 みのおっこ保育園 萱野 5-7-35

／734-7734

30 7:00～19:00 0 歳から 2歳クラスのみ

29 トレジャーキッズ

あおみなみ保育園

彩都粟生南 2-12-22

／734-8010

80 7:00～19:30

30 トレジャーキッズ

いまみや保育園

今宮 3-8-2

／737-6033

80 7:00～19:30 一時保育

31 トレジャーキッズ

にしじゅく保育園

西宿 2-21-19

／749-3008

90 7:00～19:30

32 こぐまの森保育園

箕面園

粟生外院 2-16-30

／729-1680

90 7:00～19:00

33 さくらさくみらい

箕面

船場西 3-6-3

／737-8239

81 7:00～19:00

34 稲保育所

（名称変更予定）

船場西 1-11-9

／728-5000

140 7:00～19:00 令和 5年度（2023 年度）4月

に公立保育所から民営化

35 保育園みのおのお

うち

船場西 2-2-1 ニュー

エリモビル 2階

／735-7029

19 7:00～19:00 令和 5年度（2023 年度）から

0 歳から 5 歳までの園に移

行予定

小規模保育施設（地域型保育事業）（民間）

50 かいせいプチ保育

園 小野原園

小野原東 5-4-12 小

野原サンハイツ 1階

／737-4880

19 7:30～19:00 0 歳から 2歳クラスのみ
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※幼稚園型認定こども園は土曜日も休園日となります。

51 のいちご保育園 小野原西 5-4-20

／743-3235

12 7:30～18:30 0 歳から 2歳クラスのみ

52 ひじりとよかわ

保育園

粟生間谷西 1-2-1

豊川支所 2階

／729-4152

19 7:00～19:00 0 歳から 2歳クラスのみ

一時保育

53 フェアリーキッズ保

育園 桜井

桜井 1-13-2-101 ハ

レリア桜井

／737-9941

12 7:30～19:30 0 歳から 2歳クラスのみ

54 れもんのこ彩都保

育園

粟生間谷東 5-5-8

／786-9044

19 7:30～19:30 0 歳から 2歳クラスのみ

55 どんぐり保育園 牧落 3-13-33 アクテ

ィブ箕面 2階

／734-6669

19 7:00～19:30 0 歳から 2歳クラスのみ

事業所内保育施設（地域型保育事業）（民間）

60 つくし保育園 白島 1-1-33

／725-1123

9

(19)

7:00～19:00 0 歳から 2歳クラスのみ

61 くるーる保育園 稲１-14-5 箕面市役

所第三別館 4階

／736-8405

12

(19)

7:00～19:00 0 歳から 2歳クラスのみ

62 陽だまり保育園 瀬川 2-3-2

／080-4664-4654

12

(19)

7:30～19:00 0 歳から 2歳クラスのみ

認定こども園（民間）

70 みすず学園

森町こども園

森町中 1-23-11

／743-9001

75 7:00～19:30 一時保育

71 認定こども園

牧落幼稚園

牧落 2-12-41

／722-2855

55 7:30～19:00

72 こども園アサンプ

ション国際幼稚園

如意谷 1-10-11

／722-3933

47 7:30～18:30 2 歳クラスから

73 認定こども園ひじり

ひがし幼稚園（幼稚

園型認定こども園）

粟生間谷西 1-7-1

／729-1566

20 7:30～19:00 3 歳クラスから

74 幼稚園型認定こど

も園箕面学園附属

幼稚園

箕面 7-7-31

／723-6566

40 7:30～19:00 3 歳クラスから

75 幼稚園型認定こど

も園粟生幼稚園

粟生間谷東 5-30-19

／729-4192

30 7:30～18:30 3 歳クラスから


