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１ はじめに【必ずお読みください】 
 

①子ども・子育て支援新制度の概要 

 一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会の実現を目指して、平成

２４年８月に「子ども・子育て支援法」が成立し、平成２７年４月から、この法律に

基づく制度がスタートしました。 

 ◆新しい制度によって、次のような取り組みが進められていくことになりました。 

  １ 幼稚園と保育園の良さを合わせ持つ「認定こども園」の普及促進 

  ２ 保育の場を増やし、待機児童を減らして、子育てしやすい環境の整備 

  ３ 幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充と質の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ご利用できる施設・事業のご紹介 

 小学校就学前の施設としては、これまで幼稚園と保育園が多く利用されてきました。

新しい制度では、両方の良さを合わせ持つ認定こども園や、少人数の子どもを保育す

る事業（地域型保育事業）など、利用できる施設・事業の選択肢が増えています。 

 

 ◆各施設・事業のご紹介 

  幼稚園（対象年齢３～５歳） 

  ・小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う施設です。 

  ・利用時間は昼過ぎ頃までの教育時間のほか、施設によっては教育時間前後や、

施設の休業中の教育活動（預かり保育）などを実施します。 

  ・利用できる保護者の制限はありません。 

  ・新制度に移行済みの施設と、そうでない施設がありますのでご注意ください。 
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  保育園（対象年齢０～５歳） 

  ・労働などのため、家庭で保育ができない保護者に代わって保育を行います。 

  ・利用時間は夕方までの保育のほか、施設によっては時間外保育を実施します。 

  ・利用できる保護者は、共働き世帯など、家庭で保育のできない保護者です。 

 

  認定こども園（対象年齢０～５歳 ※幼稚園部分は３歳以上） 

  ・幼稚園と保育園の機能や特長を合わせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。 

  ・利用時間は短時間利用から長時間利用まで、利用者の都合に合わせて柔軟に利

用できます。 

  ・利用できる保護者は、幼稚園部分は制限がありません。保育部分は共働き世帯

など、家庭で保育のできない保護者です。 

  ・保護者が働かなくなったなど、就労状況が変更になった場合でも、幼稚園部分

で継続して利用できる場合があります（対象児童が３歳以上の場合）。 

 

  地域型保育事業（対象年齢０～２歳） 

  ・保育園等より少人数の単位（１９人以下）で、子どもを預かる事業です。 

  ・利用時間は夕方までの保育のほか、施設によっては時間外保育を実施します。 

  ・利用できる保護者は、共働き世帯など、家庭で保育のできない保護者です。 

  ・地域型保育事業には、➊家庭的保育（保育ママ）、➋小規模保育、➌事業所内

保育、➍居宅訪問型保育、の４つのタイプがあります。 

  ・➋小規模保育は、少人数（定員６～１９人）を対象に家庭的保育に近い雰囲気

で保育を行います。➌事業所内保育は、会社の事業所の保育施設などで、従業

員の子どもと地域の子どもを一緒に保育します。所沢市では➊➍は実施してい

ません。 

 

③施設・事業を利用するための認定 

 新制度では、幼稚園（新制度に移行していない園を除く）や保育園等の利用を希望

する場合、所沢市が定める基準に従って、認定を受ける必要があります。 

 【表１】認定の区分 

年齢 区分 希望する教育・保育の形態 利用先 

３歳 

以上 

１号認定（教育標準時間認定） 教育を希望する場合 
幼稚園 

認定こども園 

２号認定 

（保育認定） 

保育標準時間（注ア） 保育の必要な事由（ｐ３）

に該当し、保育を希望する

場合 

保育園 

認定こども園 
保育短時間（注ア） 

３歳 

未満 

３号認定 

（保育認定） 

保育標準時間 保育の必要な事由（ｐ３）

に該当し、保育を希望する

場合 

保育園 

認定こども園 

地域型保育 保育短時間 

  （注ア）保育標準時間は最長１１時間、保育短時間は最長８時間の保育必要量になります。 
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④保育の必要な事由（認定事由） 

 保育園などでの保育を希望する場合には、「保育の必要な事由」に該当することが

必要です。 

 【表２】保育の必要性の認定事由 

認定事由 内容 

①労働 
家庭の外で常時仕事をしている場合、又は、自営業により自宅で常時

仕事をしている場合（注イ） 

②出産 出産をする場合（注ウ） 

③保護者の 

疾病・障害 
病気、負傷、心身障害などの場合 

④同居親族等の 

介護・看護 

同居親族に病気や障害があるため、常時介護をしている場合（長期入

院中の親族を含む） 

⑤災害 地震、風水害、火災等の災害の復旧にあたっている場合 

⑥求職活動 求職活動を行う場合（注エ） 

⑦就学 学校、専修学校、各種学校または職業訓練校等へ在学する場合（注オ） 

⑧虐待・ＤＶ 虐待やＤＶの被害を受けている（おそれがある）場合 

⑨育児休業 
在園児が、下の子の育児休業中も継続して保育園等を利用することが

必要と認められる場合（注カ） 

⑩その他 上記に類する状態にあり、市長が認める場合 

  （注イ）「常時仕事をしている」とは、月実働 64 時間以上（月 16 日以上かつ 1 日実働 4

時間以上）の勤務をしていることが条件となります。 

  （注ウ）入園できる期間は産前１ヶ月から産後２ヶ月までとなります。 

  （注エ）入園後、３ヶ月以内に就労し勤務等の証明書を提出することが条件です。期限まで

に勤務等の証明書が提出できない場合は退園となります。 

  （注オ）学校教育法第 1 条、第 124 条、第 134 条第 1 項に規定する教育施設（準ずる施

設を含む）が対象です。 

  （注カ）在園児（上の子）が下の子の育児休業中も継続して保育園等を利用することが必要

と認められる場合とは、次の６項目のいずれかに該当した場合です。 

      ①クラス年齢が３歳児以上の場合、②出生児に疾病（厚生労働省の小児慢性特定疾

病の対象疾患）がある場合、③出産した母に疾病又は障害がある場合、④出生児に

係る出産が多児出産であった場合、⑤在園児が混合保育を利用しており引き続き混

合保育を利用することが必要と認められる場合、⑥在園児の家庭における保育環境

等を考慮し引き続き保育所等を利用することが必要と認められる場合 

      なお、育児休業中に上の子が継続して保育園等を利用することが必要と認められた

場合でも、下の子（育児休業取得の対象児童）が１歳になる月の１日から（誕生日

が１５日までの場合は誕生月の前月１日からも可能）の入園申込みをしていただく

ことが前提となります。利用調整（選考）の結果、下の子が保育園等に入園できな

かった場合、上の子は、下の子が１歳になる月の含まれる年度末まで、保育園等を

継続利用することができます。 
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⑤保育の必要量 

 保育の必要な事由のうち、労働、介護、就学の事由で申し込む場合は、保育の必要

量として次のいずれかに区分されます。 

 

 保育標準時間（最長 11 時間） 主にフルタイムでの従事を想定した利用時間 

 保育短時間（最長８時間）   主にパートタイムでの従事を想定した利用時間 

 

 ◆認定事由ごとの保育の必要量は以下の表のとおりです。 

 ◆標準時間の認定区分であっても、ご希望により短時間の認定区分とすることは可

能です（短時間認定を標準時間認定にするには条件があります。次の【表３】を

ご覧ください）。 

  【表３】認定事由ごとの保育の必要量 

認定事由 認定区分 

①労働（注キ） 
・月の勤務時間 120 時間以上は標準時間 

・月の勤務時間 64 時間以上 120 時間未満は短時間 

②出産 標準時間 

③保護者の疾病・障害 標準時間または短時間 

④同居親族等の介護・看護 

 （注ク） 

・月の従事時間 120 時間以上は標準時間 

・月の従事時間 64 時間以上 120 時間未満は短時間 

⑤災害 標準時間 

⑥求職活動（注ケ） 短時間 

⑦就学（注ク） 
・月の授業時間 120 時間以上は標準時間 

・月の授業時間 64 時間以上 120 時間未満は短時間 

⑧虐待・ＤＶ 標準時間 

⑨育児休業 短時間 

⑩その他 標準時間または短時間 

   （注キ）月の勤務時間が 100 時間以上あり、かつ 1 ヶ月の総労働時間（休憩時間を含む）

と総通勤時間の合計が 120 時間以上となる場合は標準時間とすることができま

す。勤務時間の最低基準は、月 64 時間以上（月 16 日以上かつ 1 日 4 時間以上）

の従事が必要です。 

   （注ク）同居親族等の介護・看護、就学の場合の保育の必要量は、労働の勤務時間に準じ

て認定します。 

   （注ケ）稼働予定で、勤務等の証明書が提出できる場合は、労働に準じて保育の必要量を

認定します。 
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２ 幼稚園に入園したい 
 

〈A〉新たに入園申込みをしたい 

 満３歳以上の子で、幼稚園・認定こども園（幼稚園部分）への入園を希望する場合

は、施設に直接申込みを行います。定員を超える場合は、施設側で選考を行う場合が

あります。 

 ◆幼稚園には、新制度に移行している園と、移行していない園があります。新制度

に移行していない園を申し込む場合は、施設に直接申込みを行うだけの手続きと

なります。（新所沢富士幼稚園は新制度に移行している幼稚園です。） 

 ◆幼稚園、認定こども園（幼稚園部分）と同時に、保育園、地域型保育事業を申し

込む場合は、幼稚園、認定こども園で入園申込みを行い、あわせて保育の必要性

の認定申請をしてください。この場合、以下の１号認定の申請は不要です。 

 

①入園申込みの手順（新制度に移行している園のみ） 

 【ステップ１】入園申込み               

     ・４月入園は１１月上旬頃、その他の時期の入園は随時受付 

（施設に直接お問合せください） 

 

 【ステップ２】入園内定                

     ・４月入園は１１月中、その他の時期の入園は随時 

 

 

 【ステップ３】施設を通じて１号認定の申請       

     ・４月入園は１１月～１２月上旬頃、その他の時期の入園は随時 

     ・入園内定後、施設から市へ１号認定を申請 

 

 【ステップ４】認定証の交付              

     ・４月入園は１月～３月頃、その他の時期の入園は随時 

     ※認定証は、施設を退園・卒園するときに返却してください。 

 

 【ステップ５】入園                  

     ・利用契約を締結します。（幼稚園の利用契約は施設と利用者が直接契約

します。） 

 
私立幼稚園の預かり保育（一時預かり）について 

 市内私立幼稚園各園では教育時間前後の預かり保育（一時預かり）を実施しており、保護者の

労働や兄弟の学校行事などの理由で預けることができます。各園の実施状況はｐ２８をご参照く

ださい。 
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３ 保育園・地域型保育事業に入園したい 
 

Q あなたのご希望やお知りになりたいことは？ 

  ●新たに入園申込みをしたい ⇒〈B〉（ｐ６） 

  ●現在、通っている園から転園をしたい ⇒〈C〉（ｐ１５） 

  ●市外の保育園等に申込みたい、市外から所沢市の保育園等に申込みたい 

                            ⇒〈D〉（ｐ１５） 

  ●育児休業に伴う利用継続の取扱い ⇒〈E〉（ｐ１６） 

 

〈B〉新たに入園申込みをしたい 

①入園申込みの手順 

 【ステップ１】保育の必要性の認定申請・入園申込み   

     ・締切日は毎月１５日（閉庁日の場合はその直前の開庁日）まで 

     ・２月・３月入園の締切日は１月４日（閉庁日の場合は翌開庁日）まで 

     ・翌年４月入園の申込期間は広報ところざわ１０月号でお知らせします。 

 

 【ステップ２】利用調整（選考）            

     ・毎月２０日頃に利用調整（選考）手続きを行います。 

     ・２月・３月入園の場合は１月中旬頃、翌年４月入園の場合は２月上旬頃

に利用調整（選考）手続きを行う予定です。 

 

 【ステップ３】認定証の交付、利用調整結果の通知    

     ・毎月２５日頃に認定証と利用調整結果の通知を郵送します。 

     ・２月・３月入園の場合は１月下旬頃に認定証と利用調整結果の通知を郵

送します。 

・翌年４月入園の場合は１月初旬頃に認定証を、２月下旬頃に利用調整結

果を郵送する予定です。 

 

 【ステップ４】内定施設で面接             

     ・入園が内定した場合は、各施設で面接（対象児童同伴）を行います。 

     ・面接は毎月２７日頃までに行います。２月・３月入園、翌年４月入園の

場合は、別途お知らせします。 

 

 【ステップ５】入園                  

     ・利用契約を締結します。（保育園の利用契約は入所承諾書の発送をもっ

て市と利用者が契約したことになります。地域型保育事業の利用契約は

施設と利用者が直接契約します。） 
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②入園申込みの手順の注意事項 

 【ステップ１】保育の必要性の認定申請・入園申込み   

 ◆申込みは、市役所窓口での受付のほか、郵便でも受け付けています。郵便の場合

は、必ず書留で、締切日必着で郵送してください。書留以外の方法で書類が到達

しなかった場合、市では責任を負いかねますのでご了承ください。 

  【表４】受付場所・時間 

受付場所・方法 
市役所窓口 

（保育幼稚園課） 
郵送 

保育園 

地域型保育事業 

受付時間等 

開庁日の 

8:30～17:15 

（注コ） 

書留にて 

締切日必着 

翌年４月入園分のみ 

開園日の 

8:30～17:00 

（注サ） 

   （注コ）翌年４月入園・転園の受付場所・時間については、広報ところざわ１０月号でお

知らせします。 

   （注サ）翌年４月入園・転園の申込みについては、各保育園・地域型保育事業の施設で受

付できます。申込期間は広報ところざわ１０月号でお知らせします。 

 

 ◆申込み順や申込み方法は、利用調整（選考）にはまったく影響がありません。 

 ◆申込み書類に不備があった場合、利用調整（選考）の対象外となることがありま

す。不足書類等も必ず締切日までに提出してください。 

 ◆各施設の空き状況は、毎月７日頃に市ホームページ上で公開します（「空き状況」

で検索）。空き状況の公開期間は、毎月７日頃から締切日までです。翌年４月入

園の場合は、別途お知らせします。２月・３月入園の空き状況は公開しません。 

 ◆申込みできるクラス年齢は、４月１日を基準日として決まります。 

  【表５】平成２８年度クラス年齢早見表 

クラス 生年月日  クラス 生年月日 

0 歳児 H27.4.2 ～ （注シ）  ３歳児 H24.4.2 ～ H25.4.1 

１歳児 H26.4.2 ～ H27.4.1  ４歳児 H23.4.2 ～ H24.4.1 

２歳児 H25.4.2 ～ H26.4.1  ５歳児 H22.4.2 ～ H23.4.1 

   （注シ）０歳児の保育実施月齢は施設によって異なります。 

 

 ◆保育園・地域型保育事業の申込みに合わせて、幼稚園・認定こども園（幼稚園部

分）の申込みをする場合、申請書類は所沢市（保育園・地域型保育事業分）と、

幼稚園・認定こども園（幼稚園・認定こども園（幼稚園部分）分）のそれぞれに

提出していただく必要があります。幼稚園・認定こども園への申込み方法は、各

施設にお問合せください。 



8 

 

 【ステップ２】利用調整（選考）            

 ◆利用調整（選考）は、利用調整指数の高い方から順に行います。 

 ◆希望する施設の数（例えば１園のみ希望のいわゆる「単願」）や、希望順位（注

ス）によって、他の申請者より利用調整（選考）上で有利又は不利になることは

一切ありません。通園できる範囲で、できるだけ多くの施設を希望していただけ

れば、それだけ入園できる可能性が高まります。利用調整（選考）は、申請書の

「希望する施設（事業者）名」の欄に記載のある園のみで行いますので、少数の

施設だけを希望すると、入園できない可能性があります。あらかじめよくお考え

の上、希望施設を選んでください。 

   （注ス）希望順位は、申請者の中での優先順位であり、他の申請者との利用調整（選考）

にはまったく影響がありません。通園できる範囲で、できるだけ多くの施設を希

望し、希望順位を決めて申請書に記載してください。希望順位が低くても、利用

調整指数で比較し、指数の高い方から順に利用調整（選考）させていただきます。 

 

 【ステップ３】認定証の交付、利用調整結果の通知    

 ◆認定証が交付されても、施設・事業の定員等により入園できない場合があります。 

 ◆認定証は、施設を退園・卒園するときに返却してください。 

 ◆申請時点で虚偽の記載があったり、利用調整後に申込内容に変更が生じた場合は、

利用調整（選考）結果を取り消す場合があります（既に入園していた場合は退園

していただく場合があります）。 

 

 【ステップ４】内定施設で面接             

 ◆面接は、各施設で保護者と児童同伴で行います。内定通知が届きましたら、内定

施設に電話連絡し、面接日程を調整してください。 

 ◆施設利用のための重要事項（施設利用時間、時間外保育料金、実費負担金等）を

確認してください。 

 

 【ステップ５】入園                  

 ◆入園手続きは、利用契約の締結で完了します。 

・保育園の場合は、市からお送りする「入所承諾書」をもって利用契約を締結し

たこととなります。 

  ・地域型保育事業の場合は、入園する施設と利用者が直接契約を行います。 

 ◆入園は毎月１日付けです。月途中での入園はできません。 

 ◆子が施設に慣れるまで、通常より短い時間での「受入保育」を行います。「受入

保育」の期間は、年齢や慣れやすさにより個人差があります。詳細は、入園する

施設にご確認ください。 

 



9 

 

 

 ポイント 希望施設の選び方ガイド 

 ・希望施設を決める際は、実際に施設を訪問し、園内を見学してください。 

 ・訪問する時間がない場合、電話で、保育時間・保育内容・保育料以外の費用等を

確認しておいてください。 

 ・お車での送迎を希望する場合、駐車場の状況等を事前にご確認ください。 

 ・希望施設は、通園できる範囲で、できるだけ多くの施設を希望してください。２

歳児以下であれば、地域型保育事業も希望できます。多くの施設を希望すれば、

それだけ入園できる可能性が高まります。少数の施設だけを希望すると、入園で

きない可能性が高まりますので、あらかじめよくお考えの上、希望施設を選んで

ください。 

 

 ！注意！ 

 ・利用調整の結果、内定が出た場合で、その内定を辞退したときは、次回以降の利

用調整時に、指数上のマイナスが付き、不利になります。 

 ・入園後、「施設が遠い」「保育時間が短い」「行事協力が多い」等の理由で転園を

希望しても、同一年度内の転園希望は利用調整指数上のマイナスが付き、不利に

なります（兄弟姉妹のいる園を１園のみ希望する場合はマイナスは付きません）。 

 

 

 

③その他、入園申込み時の注意事項 

 産後休暇・育児休業からの復職 

 ◆復職する月の１日の入園から申込みができます。ただし、復職日がその月の１５

日までの場合は、復職する月の前月１日の入園から申込みができます。 

   例）復職日が６月１５日（産休・育休が６月１４日まで） ⇒ ５月１日の申込みが可能 

   例）復職日が６月１６日（産休・育休が６月１５日まで） ⇒ ６月１日の申込みが可能 

 ◆復職後、復職したことを証明する書類（復職証明書、辞令等）を提出していただ

きます。提出は復職後１週間以内です。期限までに書類が提出できない場合、翌

月末で退園となります。 

 ◆産休・育休中からの復職を当初の予定より早め、保育園に入園を希望する場合は、

入園希望月内に復職することを条件として、申込みを受付けます。この場合、②

勤務等の証明書の「育児休業期間」欄に「※入園出来次第、入園月内に復職する

ことを了承します。」と記載の事実をもって、勤務先が産休・育休を短縮して復

職することを認めていることを確認します。 

 ◆育児休業に伴い一時退園した方の再入園は、ｐ１８以降をご覧ください。 
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 出産予定がある場合 

 ◆上の子の入園（出産事由での申込み） 

  ・出産予定日の前月１日の入園から出産予定日の翌々月１日の入園までの申し込

みが可能です。 

    例）７月１日出産予定の場合 ⇒ ６月１日入園～９月１日入園の申込みが可能 

    例）７月１日入園の申込みができる場合 ⇒ ５月１日～８月３１日に出産予定のある方 

  ・出産日の翌々月末で退園になります。引き続き入園を希望する場合は、一旦退

園後、新たな認定事由で再度申込みをしてください。 

    例）７月１日出産の場合 ⇒ ９月３０日まで在園可能 

 ◆出産した子の入園 

  ・出生前の子の入園申込みはできません。ただし、４月入園については、出産予

定日により出生前の申込みが可能な場合があります。平成２８年４月入園の場

合、出産予定日が平成２８年２月５日（金）までの方は、出生前の子の入園申

込みができます（産後８週から受入可能な保育園・地域型保育事業に限ります）。 

 

 子に食物アレルギーや疾患等がある場合 

 ◆子に食物アレルギーがある場合、安全を確保するため、必ず事前に希望施設・事

業者へ現在の症状や除去内容などを詳しく伝え、対応が可能かどうかご相談くだ

さい。事前の相談がない場合、内定が出ても入園できない場合があります。 

 ◆食物アレルギーの検査をした方は、申込みの際に検査結果の写しを持参してくだ

さい。 

 ◆給食での対応が必要な場合は、内定面接後、診断書又は生活管理指導表の提出を

お願いします。（内定面接時に様式をお渡しします。） 

 ◆入園申込み後、子の成長過程の中で食物アレルギーが確認された場合や、病気、

発育状況で気になることなどがある場合は、速やかに保育幼稚園課又は希望施

設・事業者にご相談ください。 

 

 心身に障害や言葉の遅れ等がある場合（混合保育） 

 ◆毎年９月上旬頃、心身に障害等のある子の翌年４月入園について、担当職員によ

る入園相談を行っています。 

 ◆入園申込み後、子の状況により、面接・観察保育を実施し、混合保育審査会にお

いて集団生活の可否について審査を行います。 

 ◆審査会で可と判定されても、希望施設に欠員がない等の理由で入園できない場合

があります。 

 ◆混合保育の対象児童は、両親ともに仕事をしているなど保育を必要とする認定事

由に該当していることが必要です。 

 ◆原則として年度途中の入園・転園は行っていません。 

 

入園相談申込 

（９月上旬頃） 
⇒ 

面接・観察保育 

(面接後に認定申請) 
⇒ 

混合保育 

審査会 
⇒ 認定証交付 ⇒ 利用調整 
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④入園後の注意事項・諸手続き 

 在園児の認定事由の確認 

 ◆保育園等は、保護者が労働や疾病等の事由により、保育を必要とする子を預かっ

て保育を行うことを目的とした施設です。入園後であっても、保育を必要とする

事由に該当しなくなったときは、退園していただきます。 

 ◆保育を必要とする事由に該当するか否かは、随時、調査を行っています。電話等

でお問合せさせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

 ◆例えば、労働で入園した場合、月 64 時間（月 16 日以上かつ 1 日 4 時間以上）

の勤務時間を満たさなくなったときは、退園となります。 

 ◆保育料に滞納がある場合、状況によっては新規申込みの方と利用調整を行う場合

があります。その結果、退園となる場合があります。 

 

 退園の手続き 

 ◆保育の必要がなくなったときは退園していただきます。事前に支給認定変更申請

書を保育幼稚園課（施設・事業者経由も可）まで提出してください。 

 ◆「保育の必要がなくなったとき」とは、家庭での保育が可能になった、療養中の

病気が治った、出産事由の入園期限が経過した、等の場合を指します。 

 

 市外転出の手続き 

 ◆市外転出により所沢市民でなくなるときは、事前に支給認定変更申請書を保育幼

稚園課（施設・事業者経由も可）まで提出してください。退園を希望する場合は、

あわせてその旨も記入してください。 

 ◆市外転出後も継続して現在利用中の施設・事業の利用を希望する場合は、以下の

手続きをしてください。 

  ・支給認定変更申請書に、転出予定日と、転出後も引き続き通園を希望する旨を

記入のうえ、保育幼稚園課（施設・事業者経由も可）まで提出してください。 

  ・市外転出後速やかに、転入した市区町村の保育園担当課で、所沢市の施設・事

業を継続利用するための手続きをしてください。（ｐ１５参照） 

  ・地域型保育事業は、転出先の市区町村により、利用できない場合があります。 

 ◆市外転出後に継続して通園する場合の在園できる期間は次のとおりです。 

  ・所沢市内に勤務地がある場合 卒園まで 

  ・所沢市内に勤務地がない場合 転出した年度の年度末（３月３１日）まで 

  ・育児休業に入る場合     出産の翌々月末まで 

 ◆市外転出に伴い市外の施設への入園を希望する場合で、もし入園できなかった場

合は現在利用中の施設・事業（所沢市内）を継続して利用することを希望する場

合は、支給認定変更申請書にその旨を記入のうえ、保育幼稚園課（施設・事業者

経由も可）まで提出してください。 
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出産に伴う在園児（兄・姉）の取扱いについて 

◆育児休業制度を有する場合 

  ｐ１６以降をご覧ください。 

◆上記以外の場合 

【産前】出産予定月の前１ヶ月より後の退職であれば、出産事由として継続利用が

できます。それ以前の退職については、診断書の提出により安静が必要である

等、保育を必要とする認定事由に該当することが書面で確認できる場合は、継

続利用ができます。 

【産後】出産の翌々月末までは出産事由での継続利用が可能です。その後は産前の

場合と同様、保育を必要とする認定事由に該当することが書面で確認できる場

合は、継続利用ができます。産後、求職活動をする場合は、誓約書をご提出く

ださい。その場合は、出産事由の在園期間（出産の翌々月末）後、３ヶ月以内

に労働を再開し、勤務等の証明書を提出してください。期間内に労働を再開さ

れない（勤務等の証明書が提出されない）場合は退園となります。 

 

 その他の注意事項 

 ◆保育の必要性の事由が変更になる場合、必ず利用施設及び保育幼稚園課にご相談

ください。（就学→労働、労働→介護など） 

 ◆利用施設に一定期間通わない場合は、必ず利用施設及び保育幼稚園課にご連絡く

ださい。（３ヶ月以上の期間にわたり通園しない場合は、原則として退園していた

だきます。） 

 ◆入園後、子の成長過程の中で、食物アレルギーが確認された場合や、病気、発育

状況などで気になることが生じた場合は、速やかに利用施設及び保育幼稚園課に

ご相談ください。 

 

12 
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⑤入園することが出来なかった場合 

 利用調整（選考）は、利用調整指数の高い方から順に行います。各施設・事業には

受入可能な定員の枠がありますので、結果として入園ができない場合があります。 

 

 ◆認定証が交付されても、施設・事業の定員等により入園できない場合があります。 

 ◆利用調整（選考）の結果は、利用調整結果通知でお知らせします。（注セ） 

  （注セ）利用調整結果通知は、申請書に記載された入園希望月に限り郵送します。翌月以降

は、入園の内定が出た場合のみ利用調整結果通知を郵送します。なお、「施設等申請

変更届」により希望園の変更等があった場合は、その後の最初の利用調整結果に限

り郵送します。 

 ◆入園の申込書の有効期限は、申込みから平成２９年３月入園分までです。平成 

２９年４月以降の入園を希望する方は、再度申込みをしていただく必要がありま

す。 

 ◆利用調整（選考）の結果、不承諾となっても、翌月以降、継続して利用調整を行

いますので、毎月申込みをする必要はありません。 

 ◆入園の希望をしなくなった場合は、「施設等申請変更届」を提出し、入園の申込

みを取下げてください。 

 ◆申込み内容に変更があった場合は、保育の必要量の認定や、利用調整指数に影響

がありますので、入園することが出来なかった場合であっても、必ず届け出てく

ださい。各様式は保育幼稚園課又は各保育施設等にあります（別途、関係する証

明書類を提出していただく場合があります）。 

 【表６】入園申込み中に変更があった場合の提出書類 

変更内容 提出書類 

希望園を変更したい 施設等申請変更届出書 

入園の必要がなくなった 施設等申請変更届出書 

住所や世帯員に変更があった 施設等申請変更届出書 

勤務先が変わった（支店の異動等を含む） 勤務等の証明書 

一時保育や認可外保育施設の利用期間が１ヶ月を 

超えた 

「一時保育・認可外・事業所内」

保育施設等利用証明書 

妊娠が分かった 
施設等申請変更届出書、母子手帳

（出産予定日記載ページ）の写し 

その他、申請内容に変更があったとき 施設等申請変更届出書 

 

 ◆次の場合は、入園申込みが無効になります。無効となった後に入園を希望する場

合は、再度、申込みが必要になります。 

  ・所沢市民として所沢市内の保育施設等の入園申込み中に、所沢市外へ転出した

場合（引き続き入園を希望する場合は、転出先の市区町村を経由して、改めて

申込み手続が必要になります。） 

  ・明らかに保育を必要とする認定事由に該当しないことが確認できた場合 
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私立幼稚園の利用を検討してみませんか？ 
 

 保育園各園では、それぞれが保育指針を掲げ、特色ある保育を行っていますが、

私立幼稚園各園でも、それぞれが教育目標を掲げ、特色ある教育を行っています。

また、各園では教育時間前後の預かり保育（一時預かり）を実施していて、保護者

の労働などの理由で預けることもできます。「うちは共働きだから、幼稚園には預け

られない…」とお考えの方、ご家庭の労働条件に合う幼稚園が見つかるかもしれま

せんので、私立幼稚園の利用を検討してみてはいかがでしょうか？（各園の預かり

保育の実施状況はｐ２８をご参照ください。） 

保育幼稚園課では私立幼稚園の情報冊子を作 

成し、各園の教育目標や特色、その他ＰＲポイ 

ント等を紹介していますので、そちらもぜひご 

覧ください。 

※幼稚園の入園手続きはｐ５をご覧ください。 
 

●私立幼稚園の保育料の保護者負担は？ 

従前制度の幼稚園と新制度の幼稚園で、保護者負担の仕組みが異なります。市内

私立幼稚園の新制度への移行状況はｐ２８をご参照ください。 

従前制度の幼稚園

一旦、一律の保育

料を支払った後、

就園奨励費で所得

に応じて還付※

  

新制度の幼稚園

市町村ごとに定め

る所得に応じた保

育料を支払う

 

 ※年収約 600 万円の世帯の場合、第 1 子には年額 97,200 円、小学 3 年生までに兄・姉が

いる第 2 子には年額 220,000 円が還付されます（H27 年度補助額）。 

●保育園と幼稚園は何が違う？ 

 保育園 幼稚園 

利用できる 
保 護 者 

共働き世帯など、家庭で保育ので

きない保護者 
制限なし 

対 象 年 齢  0 歳～就学前 満 3 歳～就学前 

利 用 時 間  
夕方までの保育のほか、園により

延長保育を実施 

昼過ぎまでの教育時間のほか、園によ

り教育時間前後や園の休業日（夏休み

等）の預かり保育を実施 

保護者負担 
所得に応じた保育料、延長保育料、

各種実費等 

【従前制度】入園料・保育料（所得に

応じた補助あり）、預かり保育料、各

種実費等 

【新制度】所得に応じた保育料、預か

り保育料、各種実費、その他教育に

係る費用等 

※詳しくは各園にお問い合わせください。  
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〈Ｃ〉現在、通っている園から転園をしたい 

①転園申込みの手順 

 ◆転園の場合も、新規申込みの方と一緒に利用調整（選考）を行います。 

 ◆入園・転園した年度と同一年度内の転園希望は、利用調整指数上のマイナスが付

き、不利になります（兄弟姉妹のいる園を１園のみ希望する場合はマイナスは付

きません）。 

 ◆育児休業中に転園を申請する場合は、転園月に復職することが条件となります。 

 ◆転園ができた場合、元の園にできた空席には別の子を利用調整（選考）してしま

うため、元の園に戻ることはできません。利用調整後に転園希望を取下げること

はできませんのでご注意ください。 

 ◆転園の申請をした後、転園を希望しなくなった場合は、必ず転園申込みを取下げ

てください。申込み状態が続くと、毎月利用調整（選考）を行うことになり、転

園が決まった場合は元の園に戻れなくなります。 

 

 

〈Ｄ〉市外の保育園等に申し込みたい 

市外から所沢市内の保育園等に申し込みたい 

①市外の保育園等の申込み手順 

 ◆所沢市民が市外の保育園等へ入園を希望する場合は、所沢市保育幼稚園課で受付

を行います。 

 ◆入園希望先の市区町村ごとに、申込み要件や締切日、必要書類が異なります。必

ず事前に入園希望先の市区町村保育園担当課にお問合せのうえ、余裕をもって申

込み書類を提出してください。提出先は、所沢市保育幼稚園課です。 

 

②市外から所沢市内の保育園等への申込み手順 

 ◆お住まいの市区町村保育園担当課の窓口にお問合せのうえ、申し込みください。

申込み書類は、お住まいの市区町村から所沢市に送付されます。所沢市の締切日

までに書類が届くよう、余裕をもって申込み書類を提出してください。 

 ◆「所沢市に転入予定がある場合」「勤務地が所沢市にある場合」「里帰り出産の場

合」に限り、申込みができます。 

 ◆所沢市に転入予定がある場合は、転入が確認できる書類（物件の売買もしくは賃

貸借契約書等の写し）及び③税額等の証明書（ｐ２１）を提出してください。 

 ◆利用調整（選考）は、所沢市民の方が優先になります。ただし、不動産売買契約

書等で、入園希望月の１日までに所沢市に転入することが確認できるときは、所

沢市民として利用調整（選考）を行います。この場合、転入後速やかに、所沢市

保育幼稚園課の窓口で再度の手続きをしてください。 
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〈Ｅ〉育児休業に伴う利用継続の取扱い 

①育児休業取得に伴う保育園等の利用継続について 

保育園は、保護者の労働、疾病その他の事由により、保育を必要とする子を預かっ

て保育することを目的とした児童福祉施設です。 

「育児休業中」の保育の継続利用については、従来より、施設長の判断により、保

育の必要性が認められた場合に、継続して在園とさせていただいておりました。 

平成 27 年４月よりスタートしました『子ども・子育て支援新制度』において、継

続利用の取扱いが明確となったことから、所沢市では、一定の要件や特別な事情がな

い場合、0～2 歳の在園児は、原則、一旦退園していただくことになりました。 

    家庭で保育 

 

 

 

    一旦退園                  元の園へ再入園 

この運用の目的は？ 

◆原則、育児休業中は保育の必要性はないが、これまでは、国の通知に基づき、各

施設の施設長が一定の条件の範囲で継続利用を認めてきたところ、施設によって

継続の可否が異なっていました。新制度では、新たに保育の必要性の認定を市町

村が行うことから、利用する施設にかかわらず、育児休業中の取扱いについての

統一化を図ります。 

◆育児休業中に家庭で育児をしたい人が、一旦、退園すると戻れないという不安を

解消します。 

◆家庭での保育が可能な子に一旦退園していただくことで、現に就労等により保育

が必要で入園を待っている子が入園できるようになります。 

 

②育児休業中に利用継続できる事由 

 育児休業中に、上の子が保育園等を利用継続できる場合は、育児休業取得期間が１

年未満で、次の事由のいずれかに該当する場合です。市外在住の方は産後２ヶ月で退

園となります。 

 【表７】育児休業中に利用継続できる事由と確認書類・方法 

事 由 確認書類・方法 

クラス年齢が３歳児以上  

出生児の疾病（厚生労働省の小児慢性特定疾病の対象疾患） 診断書 

出産した母親の疾病・障害 診断書 

多児出産（双子以上） 母子手帳の写し 

混合保育により入園している在園児  

在園児の家庭における保育環境等を考慮し、引き続き利用するこ

とが必要と認められる場合 
聴き取り調査 
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③育児休業中の利用継続を申請する場合の手順 

 【図１】退園及び保育の継続が決定するまでの手続きフロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妊娠が分かる 

出産月の翌々月までは標準保育時間で在園が可能。認定事由、認定時間は変更にならない。 

産後３週間以内 

支給認定変更申請書にて出産と退園の届

けを園に提出していただきます。 

産後３週間以内 

園に『育児休業中における在園児の保育の利

用継続申請書』を提出していただきます。 

出産月の翌々月の中旬頃 

出 産 

【ある】保育の継続を申請 
 

 

引き続き在園 

【ない】退園 
 

退園後、認定証を返却していただきま

す。 

出産の翌々月末で退園 

支給認定変更申請書にて退園の届けを園に

提出してください。退園後、認定証を返却

していただきます。 

保護者の方へ育児休業期間終了
の４ヶ月前に復帰後の意向確認 

 

園に出産予定を伝えていただきます。（園から保育幼稚園課へ連絡） 

保育の継続利用を必要とする事由 

出産月の翌々月の５日まで 

面談等によるヒアリングを実施します。

日程については事前に連絡します。 

利用継続の可否を決定し、保護者に決定

通知書を発送します。 

保育認定証の変更、

保育料の変更となる

ことがあります。 

【不可の場合】 【可の場合】 

出産の翌々月末で退園 

【退園】 

再入園について、園と調整します。 

期限までに申請書を提出 

復帰時の利用調整（再入園）をします。 

産後４週間以内 

園は『育児休業中における在園児及び保護者に

関する状況』を記入し、利用継続申請書と併せ

て保育幼稚園課に提出していただきます。 
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④育児休業中における保育の実施期間 

 ◆育児休業中に継続利用が認められた場合の在園期間は、次のとおりです。 

  ・育児休業が終了する月の末日、又は生まれた子が１歳になる月の月末のいずれ

か早い日 

  ・生まれた子の入園申込みをしたが、利用調整（選考）の結果、入園できなかっ

た場合は、当該年度末まで延長が可能 

 ◆育児休業中の保育の必要量は、短時間（最長８時間）になります。 

 ◆市外在住の方は、出産の翌々月末で退園となります。 

 

⑤育児休業による退園からの再入園の手順 

 利用調整指数の加算 

 ◆育児休業取得に伴い上の子が退園した場合で、再入園の申込みをするときは、上

の子、下の子のそれぞれに利用調整指数の１００点を加算します。ただし、次の

条件を満たすことが必要です。 

  ・育児休業に伴う一時退園であり、産前６週（多胎児は１４週）にあたる日の属

する月の初日から、出産した月の翌々月末までに退園した場合が加算対象です。 

  ・出産した月の翌々月末を越えて上の子が在園した場合は、その後育児休業を理

由に退園しても、加算の対象とはなりません。 

  ・育児休業中に退職し、別の会社に就職したり、求職など別の事由で申込みを行

う場合は、加算の対象とはなりません。 

  ・上の子と下の子の入園申請時期が異なる場合は、下の子への加算はありません。 

 

 上の子の再入園、下の子の入園の手順 

 ◆育児休業期間終了の４ヶ月前頃をめどに、復職時の意向確認を行います。復職の

時期、希望園などを伺います。 

 ◆復職時の意向を確認した後、施設・事業者と入園枠の確保について調整します。 

 ◆上の子の再入園、下の子の入園の手続きは、新規申込みの手順（ｐ６）と同じで

す。申込み期限までに申込みをしてください。 

 ◆上の子の再入園申込みの取扱い 

  ・平成２７年９月～平成２８年１月に出産予定の方で、育児休業中の利用継続を

申請する予定のある方（在園児が３歳児クラス以上である方を除く）は、審査

の結果、利用継続が不可となる可能性がありますので、仮に利用継続不可とな

った場合を想定し、平成２８年４月に上の子の再入園を希望する場合は、下の

子の新規申込みと同時に上の子の再入園の申込み（平成２８年度支給認定（現

況）申請書①の提出）をしてください。なお、事情によりこの申込みができな

い場合は、平成２７年９月に在園児の保護者から提出していただく「平成２８

年度の保育実施（継続）申請」を、再入園の申込みに代えさせていただく場合

があります。 
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  ・上の子の再入園に合わせて、平成２８年４月に下の子の入園を希望する場合は、

新規申込みの期限までに必ず申込みをしてください。 

 ◆再入園（入園）を希望する園が元の園の場合は、入園枠の確保策を講じて、入園

していただきます（下のポイントを参照）。別の園を希望する場合は、利用調整

指数に１００点を加算したうえで、通常の利用調整を行います。 

 

 

 

 ポイント 育児休業による一時退園からの再入園（入園）枠の確保策 

 確保策① 何歳児クラスに何人の再入園（入園）希望があるかを事前に把握したう

えで、４月当初の利用人数を設定する際、持ち上がり分＋育休復帰分の

枠が確保できるよう、施設・事業者とあらかじめ調整します。 

 確保策② 確保策①では再入園（入園）枠の確保が難しい場合、一時的に認可定員

を超えても、保育士の配置や面積の基準を超えない範囲で、受入ができ

るよう、施設・事業者と調整します。 

 確保策③ 確保策①②では再入園（入園）枠の確保が難しい場合は、「育児休業復

帰後特別預かり事業」により、受入ができるよう、施設・事業者と調整

します。 

 

 育児休業復帰後特別預かり事業 

 ・事業の内容は、保護者の育児休業を理由に退園となった子が、育児休業復帰後に、

元の園において遊戯室等の通常保育で使用していない部屋を使用して保育する

ものです。 

 ・対象施設は、予備保育室や遊戯室等があり、面積の基準において事業の実施が可

能な民間保育園です。（地域型保育事業は対象外です。） 

 ・保育時間は、通常保育と同様に、認定された保育の必要量により、施設が定める

標準時間又は短時間の時間帯の範囲での利用となります。 

 ・利用負担額は、通常保育における保育料に準じて市が定めた額を上限に、施設が

定める額を施設に納入していただきます。 
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４ 認定こども園に入園したい 
 

〈Ｆ〉新たに入園申込みをしたい 

 認定こども園には、幼稚園部分（１号認定こどもが対象）と保育園部分（２・３号

認定こどもが対象）の受入があります。 

 ◆幼稚園部分は、入園を希望する施設に直接申込みをしていただきます。申込みの

手順は幼稚園と同様です。詳しくはｐ５をご覧ください。 

 ◆保育園部分は、保育幼稚園課に申込みをしていただきます。申込みの手順は保育

園と同様です。詳しくはｐ６以降をご覧ください。 

 

 認定こども園と幼稚園、保育園の違い 

 ◆認定こども園は、同じ園の中に幼稚園と保育園の機能や特長を合わせ持つ施設で

す。例えば、労働で保育部分に入園していた子が、保護者の退職により保育の必

要性がなくなった場合でも、同じ園の幼稚園部分に切り替えることで、引き続き

在園できる場合があります（対象児童が３歳以上の場合）。 

 ◆認定こども園の保育園部分（２・３号認定子ども）の入園は、所沢市が利用調整

（選考）を行い、入園できる方を決定します。 

 ◆利用契約は、入園する施設と利用者が直接契約を行います。保育料の納入先は各

施設・事業者です。 

 

 認定こども園への移行予定 

 ◆平成２８年４月から認定こども園に移行する予定の施設は、次のとおりです。 

  ・なかよし保育園 

  ・第二なかよし保育園 

  ・東所沢たんぽぽ保育園 

  ・れんげ保育園 
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５ 提出書類、保育料、保育時間のご案内 
 

〈Ｇ〉提出書類等を知りたい 

①新規入園・転園申込み（注ソ） 

 【表８】新規入園・転園申込みの提出書類 

 ※記号の説明 ◎必ず提出、○該当するものいずれか提出、△該当する場合のみ提出 

１号 ２・３号 提出書類 説 明 

◎ ◎ ①支給認定（現況）申請書 ※転園の場合は支給認定変更申請書でも可 

 ◎ ⑧利用調整指数表  

 ○  保育を必要とする証明書 ※【表９】をご覧ください。 

△ △ ③税額等の証明書 
平成２７年１月１日、平成２８年１月１日
に所沢市外に住所がある場合 
※ｐ２２【表１０】をご覧ください。 

 △  食物アレルギーの検査結果 子に食物アレルギーがあり検査済の場合 

 △ 
④一時保育・認可外・事業所

内保育施設等利用証明書 
一時保育や認可外施設等を、申請時点で１
ヶ月を超えて利用している場合（注タ） 

 △ 
⑦離婚を前提とした別居中等
の誓約書 

離婚調停はしていないが、別居中等で父母
どちらかの証明が提出できない場合 

 △ 
 裁判所の呼出し状等、調停

中であることが分かる書類
の写し 

離婚調停中で、父母どちらかの証明が提出
できない場合 

  （注ソ）上記書類は所沢市に提出していただく書類です。幼稚園、認定こども園（幼稚園部

分）に申込みの方は、施設から別途提出依頼がある場合があります。 

  （注タ）施設の証明日が、利用開始日から１ヶ月を超えている場合のみ有効です。 

 

 【表９】保育を必要とする証明書 

  ※保護者それぞれの書類が必要になります。別居中や内縁の方の場合も必要になります。 

  ※証明書は、申込み締切日前３ヶ月以内に発行されたものが有効となります。 

認定事由 提出書類 

労働 

②勤務等の証明書 
※自営業の場合は、商業登記簿謄本、確定申告書（第一表と収支内訳書

又は決算書）、委託契約書、営業許可書、開業届、のいずれかの写しを
添付してください。 

出産  母子手帳の出産予定日記載ページの写し 

疾病（疾病） ⑥診断書（指定様式） 

疾病（障害）  障害者手帳の写し 

介護・看護 
 被介護者の障害者手帳の写し又は被介護者の診断書（指定様式なし） 

 介護スケジュール表（様式不問） 

災害  罹災証明書 

求職 ⑤誓約書 

就学  在学証明書や合格通知及び時間割表 

虐待・ＤＶ ※直接保育幼稚園課にお問合せください。 
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 【表１０】税額等の証明書 

  ※保護者それぞれの書類が必要になります。 

  ※証明書は、申込み締切日前３ヶ月以内に発行されたものが有効となります。 

  ※詳しくは、「③税額等の証明書」の様式に説明があります。 

  ※海外での所得がある場合には、その所得がわかる証明書等の提出が必要になる場合があり

ます。詳しくは保育幼稚園課へお問い合わせください。 

入園希望の開始月 住所 提出書類 

４月～６月 
・平成 2７年 1 月 1 日に所沢

市外に住所がある場合 
平成 27 年度課税（非課税）証明書 

７・８月 

・平成 2７年 1 月 1 日に所沢
市外に住所がある場合 

・平成 2８年 1 月 1 日に所沢
市外に住所がある場合 

平成 27 年度課税（非課税）証明書 
平成 28 年度課税（非課税）証明書 

９月～翌年３月 
・平成 2８年 1 月 1 日に所沢

市外に住所がある場合 
平成 28 年度課税（非課税）証明書 

 

②在園中、当初の申請内容から変更があったとき 

 【表１１】当初の申請内容から変更があったときの提出書類 

変更内容 提出書類 

勤務先や勤務時間が変わった、 
支店が変わった、社名が変わった等 

・②勤務等の証明書 
・支給認定変更申請書 

市内で転居した、 
世帯員の構成が変わった等 

・支給認定変更申請書 
 
※証明書類の提出を求める場合があります。 
※保育料が変更となる場合があります。 

仕事を退職した 

・⑤誓約書（求職事由に変更する場合） 
・支給認定変更申請書 
・②勤務等の証明書（再就職後） 
 
※退職後、１週間以内に⑤誓約書と支給認定変更申

請書を提出してください。 
※退職後、３ヶ月以内に「②勤務等の証明書」を提

出してください。退職後、３ヶ月以内に再就職さ
れない場合は、退園となります。 

 

 

 提出書類の注意事項 

 ◆①～⑧の番号のついた用紙は、保育幼稚園課及び各施設に用意してあります。ま

た、市のホームページからもダウンロードできます。 

 ◆用紙が足りない場合は、お手元にある用紙をコピーして使用してください。 

 ◆兄弟姉妹で同時に申し込む場合は、人数分の書類を提出してください。（【表９】

「保育を必要とする証明書」に記載の書類はコピーで結構です。） 

 ◆提出書類の虚偽・不正が判明した場合は、申込みの取消し又は利用調整結果の取

消し（退園）となる場合があります。 
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〈H〉保育料、保育時間を知りたい 

①保育料 

 子ども・子育て支援新制度の教育・保育の利用に係る保育料は、保護者の所得や世

帯状況などに応じて所沢市が決定します。 

 

 保育料の区分と階層の決定 

 ◆保育料は、教育・保育の認定の区分に応じた額となります。保育認定の場合は、

クラス年齢、保育時間の区分別となります。 

 ◆保育料は、原則として保護者の合算した市民税額により階層を決定します。 

 ◆保育認定を受け、常態的に土曜日を閉所する施設を利用する場合は一定額を減じ

ます。 

 

 【表１２】所沢市保育料徴収基準額表（注チ） 

 

（注チ）所沢市保育料徴収基準額表の見方、注意事項 

 ・年齢はクラス年齢です。年度途中で３歳になっても、当該年度中は３号認定の保育料をお支

払いいただきます。 

 ・「標準時間」は最長１１時間まで、「短時間」は最長８時間までの認定区分です。どちらに該

当するかはご自分の認定証をご確認ください。 

 ・月の途中に、保育料に係る世帯状況の変更（生活保護受給開始、離婚など）があっても、保
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育料の階層変更は翌月分からとなります。 

 ・ひとり親家庭、在宅障害児（者）のいる世帯等の場合は、Ｂ階層は無料となります。 

 ・階層区分決定の基礎となる市民税所得割額は、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附

金税額控除などの税額控除を適用する前の額となります。所沢市では、市民税所得割額に、

更に年少扶養控除を反映させて階層を決定します。 

 

 保育料の切替時期 

 ◆保育料は、市民税額を基礎に算定するため、市民税の年度切替に伴い、毎年９月

に保育料が切り替わります。 

  ・４月～８月分の保育料   前年度の市民税額を基礎に算出 

  ・９月～翌年３月分の保育料 当年度の市民税額を基礎に算出 

 

 保育料の納入方法 

 ◆市内の保育園を利用する場合 

  ・保育料の納入先は所沢市です。 

  ・保育料の納入は口座振替により行っていただきます。入園決定後速やかに、ご

利用の指定金融機関の窓口で口座振替の手続きを行ってください。 

  ・口座振替による納入日は毎月月末（金融機関が休業日の場合は翌営業日）です。 

 ◆市内の幼稚園、認定こども園、地域型保育事業を利用する場合 

  ・保育料の納入先は各施設・事業者です。 

  ・納入方法、納入日などは各施設・事業者に直接お問合せください。 

 

 多子世帯の保育料の軽減 

 ◆幼稚園、保育園、認定こども園、地域型保育事業を兄弟姉妹で利用する場合は、

保育料の軽減を行います。（新制度に移行していない幼稚園に兄弟姉妹が通園し

ている場合は申請が必要になります。） 

 ◆次の対象範囲内で、最年長の子から順に、第二子は半額、第三子以降は無料とな

ります。 

  ・教育標準時間（１号認定） 年少から小学校３年までの範囲 

  ・保育認定（２・３号認定） 小学校就学前までの範囲 

 

 その他の注意事項 

 ◆保育料は、公立/私立、保育園/認定こども園/地域型保育で差はありません。 

 ◆月の途中での退園の場合には、保育料の月額を日割り計算します。 

 ◆同一世帯に障害者がいる、大きな災害にあった、等の理由により保育料の支払い

が著しく困難になったときは、保育料が減免される場合があります。 

 ◆年齢や施設により、保育料とは別に諸経費（主食費、おむつ代等）がかかる場合

があります。 

 ◆結婚や離婚により保護者が変更になったり、修正申告により市民税額が変更にな

った場合は、保育料を再計算しますので、必ずお手続きしてください。 
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②保育時間 

 保育園、認定こども園、地域型保育事業の開園時間は施設により異なります。保育

標準時間（最長１１時間）、保育短時間（最長８時間）のコアタイム（時間外保育料

のかからない時間帯）も施設により異なります。 

 

 【図２】公立保育園の保育時間例 

７：００

7:00から30分間の時間外保育料（100円）発生

18:30から90分間の時間外保育料（300円）発生

※保育標準時間利用の場合

　コアタイム（１１時間）以外の部分に時間外保育料が発生します。

8:00から30分間の時間外保育料（100円）発生

16:30から60分間の時間外保育料（100円）発生

※保育短時間利用の場合

　コアタイム（８時間）以外の部分に時間外保育料が発生します。

　

利用者２ １０：３０～１７：３０（８時間利用）

利用者１ ８：００～１６：００（８時間利用）

保育短時間（８時間）
のコアタイム

16:30

利用者１

利用者２

8:30

７：００～１８：００ （１１時間利用）

９：００～２０：００（１１時間利用）

保育園の開園時間 ２０：００

7：3０ 18：3０保育標準時間（１１時間）のコアタイム

 

 

 ◆公立保育園のコアタイムは、次のとおりです。 

  ・保育標準時間（最長１１時間） 午前７時３０分～午後６時３０分 

  ・保育短時間（最長８時間）   午前８時３０分～午後４時３０分 

 ◆私立保育施設のコアタイムは、施設により異なります。詳しくはｐ３０・３１を

ご覧ください。 

 ◆日曜日、祝休日及び年末年始（１２月２９日～１月３日）は休園です。 

 ◆土曜日の保育時間が平日の保育時間と異なる施設・事業があります（土曜閉所の

場合もあります）。詳しくはｐ３０・３１をご覧ください。 
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③時間外保育 

 各施設の保育標準時間（最長１１時間）、保育短時間（最長８時間）のコアタイム

を超えて保育を受けた場合は、時間外保育料が発生します。公立保育園の時間外保育

料は、下記のとおりです。私立保育施設の時間外保育料は施設により異なりますので、

各園へお問い合わせください。 

 

【図３】公立保育園の時間外保育料 

 ●保育短時間認定の方 

 

 ●保育標準時間認定の方 

   

  

・午後７時以降の利用については、時間外保育料と別に夕食代 200 円がかかります。 

 ・上の図〔ア〕の区分における時間外保育料は、保護者の申し出により月額とすることができ

ます。（朝と夕方合わせて１ヶ月あたり一律 4,500 円。夕食代は含まない。） 

 ・生活保護世帯又は市民税非課税世帯については、時間外保育料の軽減を受けることができま

す（時間外保育料が無料となります）。 

・上の図〔イ〕の両区分の１ヶ月当たりの時間外保育料の合計額の上限は、所沢市保育料徴収

基準額表（ｐ２３をご覧ください。）において区分される階層区分の、保育標準時間と保育短

時間の保育料の差額になります。（差額は下の図のとおり。） 
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④休日保育 

 休日に保護者の就労等で家庭での保育が困難な子を保育園でお預かりします。お申

込みは、直接保育園にお問い合わせください。 

 ※下記の実施園一覧に記載している保育園のみ実施しています。 

< 内容 >

< 実施園一覧 >

(仮称)れんげこども園 松郷278-3 2944-0138

桑の実西所沢保育園  ※１ 山口289-1 2935-3181

所沢元氣保育園 北岩岡213 2943-7700

北秋津355-1

※１：平成28年３月31日で廃止予定。　　

※２：平成28年４月より実施予定。

実 施 園

未定

上記(１)に該当する児童は無料。（別途、おむつ代等を実費徴収することがありま
す。）

上記(１)に該当する児童で、保育短時間認定の方は施設が定める保育短時間の時間
帯、保育標準時間認定の方は施設が定める保育標準時間の時間帯のうち、保育を必要
とする時間。ただし、休日保育を利用する場合は、通常通園している保育所等におい
て１週間に１日は、保護者が児童を養育してください。

上記(２)に該当する児童は、各園にお問い合わせください。

利 用 料 金

(仮称)第二やまゆり保育園　※２

利 用 年 齢 ０歳～就学前まで

(１)利用日時点で市内の保育所、認定こども園（保育所部分）又は地域型保育事業
　　（以下「保育所等」という）に在園しており、支給認定を受けている事由と同じ
　　事由で休日に保育を必要とする児童

(２)上記に該当しない児童

利 用 で き る 児 童

上記(２)に該当する児童は、各園にお問い合わせください。

利 用 時 間
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６ 平成２８年度 各施設・事業のご案内 

①私立幼稚園 

（五十音順） 平成２７年１０月１日現在

春季・

学年末
夏季 冬季

（1） けやき幼稚園 牛沼324-1 2994-9088 8:10 ～ 18:00 0日 21日 8日

（2） 小手指幼稚園 小手指町2-12-1 2924ｰ9797 8:30 ～ 18:00 11日 0日 8日

（3） こでまり幼稚園 狭山ヶ丘1-3015 2948ｰ3125 8:30 ～ 18:00 0日 0日 0日

（4） 慈光幼稚園 下安松487 2944-0355 8:00 ～ 18:00 10日 26日 7日

（5） 新所沢こひつじ幼稚園 緑町2-19-4 2922-4015 7:00 ～ 18:00 0日 13日 1日

（6） ◎ 新所沢富士幼稚園 緑町4-15-32 2922-3856 8:00 ～ 17:30 13日 10日 3日

（7） 新所沢幼稚園 美原町2-2929 2942ｰ6038 ― ― ― ―

（8） すずらん幼稚園 北原町966-2 2992-9090 7:30 ～ 18:30 8日 25日 7日

（9） 所沢文化幼稚園 星の宮1-2-25 2922ｰ2739 7:30 ～ 18:30 2日 20日 5日

（10） 所沢第二文化幼稚園 上安松1255-5 2992-6950 7:30 ～ 18:30 2日 20日 5日

（11） 所沢中央文化幼稚園 宮本町2-22-15 2922ｰ7343 7:30 ～ 18:30 2日 20日 5日

（12） 所沢第三文化幼稚園 山口5350 2924ｰ9943 7:30 ～ 18:30 2日 20日 5日

（13） 所沢第五文化幼稚園 荒幡442-1 2924ｰ7657 7:30 ～ 18:30 2日 20日 5日

（14） 所沢第六文化幼稚園 北野1-1-22 2948-1311 7:30 ～ 18:30 2日 20日 5日

（15） 所沢ひまわり幼稚園 三ヶ島4-2282 2949ｰ0426 ８:15 ～ 18:00 6日 25日 0日

（16） 所沢富士幼稚園 元町10-16 2922-2888 8:00 ～ 17:30 4日 17日 5日

（17） 所沢若草幼稚園 緑町3-22-15 2922-5751 8:20 ～ 17:30 0日 18日 5日

（18） マルハ幼稚園 中新井4-15-7 2942-5131 9:00 ～ 18:00 5日 17日 7日

（19） ミチル幼稚園 下富1100-2 2942-8445 7:30 ～ 18:30 14日 25日 6日

（20） 三ヶ島幼稚園 三ヶ島3-1410 2949ｰ1611 8:30 ～ 17:30 0日 0日 0日

（21） 美原幼稚園 美原町3-2958-3 2942-3343 8:00 ～ 18:00 14日 20日 9日

※長期休業日の期間は各園により異なります。目安は次のとおりです。
　○春季・学年末…3月下旬～4月上旬　　○夏季…7月下旬～8月下旬　　○冬季…12月下旬～1月上旬

預かり保育時間

（教育時間含む）

◎…新制度に移行済みの幼稚園です。各施設での入園の申込みに加えて、保育幼稚園課での保育の給付にかかる支給
　　認定の申請が必要になります。

※預かり保育の詳細は各園にお問い合わせください。

施設名　/　幼稚園 所在地 電話番号 長期休業日保育実施日数

預かり保育実施状況【参考】
※H26年度実績又はH28年度予定
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②公立保育園 

（五十音順）

施設名 定員
保育実施年齢

（歳）
所在地 電話番号

開園時間

（月～土）

（22） 吾妻保育園 120 ８週～５ 久米 ２２１７ 2923-0798 7：00～20：00

※2 （23） 北秋津保育園 120 １～５ 北秋津 ７３３－１０ 2993-8694 7：00～20：00

（24） 北所沢保育園 110 １～５ 美原町２－２９３８－３ 2942-2828 7：00～20：00

（25） 小手指保育園 120 ８週～５ 小手指南４－１５－１ 2948-1488 7：00～20：00

（26） さやまが丘保育園 120 １～５ 若狭 １－２９５９－６ 2948-5200 7：00～20：00

（27） 新所沢保育園 180 ８週～５ 緑町 ３－４－６ 2922-4595 7：00～20：00

（28） 所沢保育園 160 １～５ 元町 ７－３２ 2923-6927 7：00～20：00

（29） 富岡保育園 80 １～５ 下富 ６５４－２ 2942-0058 7：00～20：00

※2 （30） 中新井保育園 90 １～５ 中新井 ３－１８－８ 2942-8702 7：00～20：00

（31） 並木保育園 150 ８週～５ 並木 ６－１－２ 2998-1933 7：00～20：00

（32） 西新井保育園 120 ８週～５ 西新井町 ６－９ 2992-3592 7：00～20：00

（33） 西所沢保育園 110 ８週～５ 上新井 ５－５－３ 2922-2964 7：00～20：00

（34） 松井保育園 90 ８週～５ 下新井１２４７－２ 2992-9022 7：00～20：00

（35） 松郷保育園 120 ８週～５ 松郷 ９２－１ 2944-2100 7：00～20：00

※1 （36） 三ヶ島保育園 90 １～５ 三ヶ島 ５－１９７４－４ 2948-3489 7：00～20：00

※2 （37） 安松保育園 100 １～５ 上安松 ５８２ 2995-0316 7：00～20：00

（38） 柳瀬保育園 120 ８週～５ 本郷 ２９７－１ 2944-2392 7：00～20：00

（39） 山口保育園 120 ８週～５ 山口 ７１０ 2922-8606 7：00～20：00

※1 （40） 山口西保育園 120 １～５ 上山口 １１５ 2924-1497 7：00～20：00

【公設民営保育施設】

※3 （41） 東所沢保育園 90 ８週～５ 東所沢和田３-１９-２ 2946-3310 7：00～20：00

※1

※2

※3

☆公立・私立保育施設共通の注意事項

☆

☆

☆

☆ この内容は予定ですので、変更が生じることがあります。

東所沢保育園については、指定管理者制度による運営をしているため、指定管理者の責めに帰すべき事由により運
営を継続することが適当でないと認められる場合には、運営主体に変更が生じる場合があります。

平成２７年１０月１日現在

お車での送迎をご希望の方は、駐車場の台数が少ない園もありますので、必ず各園にご確認ください。

1歳～5歳については、平成28年4月1日時点の満年齢でクラスが決まります。したがって、年度の途中で1歳のお
誕生日を迎えても、保育実施年齢が1歳からの園は希望出来ません。
また、募集状況等を確認する際も、クラス年齢を間違えないようご注意ください。（クラス年齢については、ｐ７
の「平成28年度クラス年齢早見表」でご確認ください。）

０歳児の保育実施年齢のうち「○週」については入園月の初日に生後満○週を過ぎていること、「□ヶ月」につい

ては入園月の初日にその月齢に達していること（ただし、★泉町および★北野★きたの第２については4月1日にそ

の月齢に達していること）が条件になります。

三ヶ島、山口西保育園については、耐震診断の結果、強度不足が判明したことから、補強工事等の検討を行ってい
ます。工事の内容によっては、平成29年度より児童の受入を制限する場合があります。また、卒園まで同じ園での
保育ができない場合があります。

北秋津、中新井、安松保育園は、平成27年度中に耐震診断を行います。診断により強度不足が判明した場合は、卒
園まで同じ園での保育ができない場合があります。
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③私立保育園 

（五十音順）

月～金 土

（42） あかね保育園 80 ８週～５ 三ヶ島5-2037 2949-3000 7：00～19：00 7：00～18：00 7：00～18：00

（43） あかねの風保育園 60 ８週～５ 北野2-7-1 2938-6600 7：00～19：00 7：00～18：00 7：00～18：00

（44） あかねの虹保育園 60 ８週～５ 北野3-24-35 2947-9800 7：00～19：00 7：00～18：00 7：00～18：00

（45） アンドレア保育園 70 ８週～５ 北所沢町 2066-7 2943-1641 7：30～19：30 7：30～1８：30 7：30～1８：30

（46） 泉町保育園 90
★4/1現在

満6ヶ月～５
泉町1830 2924-9221 7：30～19：00 7：３0～18：30 7：３0～18：30

（47） 北野保育園 120
★4/1現在

満5ヶ月～５
小手指町5-16-5 2949-3001 7：00～19：00 7：00～18：00 7：00～18：00

（48） きたの第２保育園 20
★4/1現在
12週～２

小手指町5-13-35 2008-2001 7：00～19：00 7：00～18：00 7：00～18：00

（49） くすのき台保育園 60 6ヶ月～５ くすのき台1-9-3 2998-3838 7：00～20：00 7：00～18：00 7：３0～18：30 ◆

（50） 桑の実保育園 60 ８週～５ 東狭山ヶ丘6-2823-12 2922-0033 7：00～19：00 7：00～18：00 7：00～18：00

（51） 桑の実西所沢保育園 90 ８週～５ 山口289-1 2935-3181 7：00～20：00 7：00～18：00 7：00～18：00

（52） 桑の実本郷保育園 60 ８週～５ 本郷269-1 2946-8717 7：00～19：00 7：00～18：00 7：00～18：00

（53） 向陽保育園 120 ８週～５ 向陽町2119-1 2924-0994 7：00～19：00 7：00～18：00 7：00～18：00

（54） 小手指向陽保育園 30 8週～２ 小手指町1-38-10 2940-8711 7：00～19：00 7：00～18：00 7：00～18：00

（55） 第二所沢元氣保育園 60 ８週～５ 山口1447-5 2925-8110 7：00～20：00 7：00～20：00 7：00～18：00

（56） □ 太陽園 90 ８週～５ 下安松206-16 2944-1841 7：00～19：00 7：00～18：00 7：00～18：00

（57） 所沢おひさま保育園 60 6ヶ月～５ くすのき台２－１－３ 2941-6160 7：00～20：00 7：00～18：00 7：00～18：00

（58） 所沢元氣保育園 60 ８週～５ 北岩岡213 2943-7700 7：00～20：00 7：３0～18：30 7：00～18：00 ◆

（59） 所沢すこやか保育園 60 ８週～５ 宮本町１－１－１０ 2941-6130 7：00～20：00 7：00～18：30 7：３0～18：30

（60） 所沢中央文化保育園 60 6ヶ月～５ 宮本町２－２２－１５ 2939-3663 7：00～19：30 7：00～18：00 7：３0～18：30 ◆

（61） 所沢文化保育園 60 ６ヶ月～５ 元町４－３ 2926-9797 7：00～19：３0 7：00～18：00 7：３0～18：30 ◆

（62） ところっこ保育園 60 6ヶ月～５ くすのき台3-5-5 2998-2761 7：00～20：00 7：00～20：00 7：00～18：00

（63） Nicot小手指 60 ８週～５ 小手指町1-16-23 2925-3663 7：00～20：00 7：00～20：00 7：00～18：00

（64） Nicot新所沢 60 ８週～５ 緑町１-21-10 2925-5553 7：00～20：00 7：00～20：00 7：00～18：00

（65） 東所沢たんぽぽ駅前保育園 30 ８週～２ 東所沢和田２－６－２ 2951-0880 7：00～19：00 7：00～18：00 7：３0～18：30 ◆

（66） ひまわり保育園 90 ８週～５ 大字中新井435 2942-8774 7：00～20：00 7：00～18：00 7：00～18：00

（67） □ 双実保育園 120 6ヶ月～５ 北岩岡480-3 2942-7047 7：00～19：00 7：00～18：00 7：00～18：00

（68） みどり保育園 90 6ヶ月～５ 狭山ヶ丘1-3003-52 2948-2613 7：00～19：00 7：00～19：00 7：00～18：00

（69） やまゆり保育園 60 ８週～５ 北野1-2-69 2947-4300 7：00～20：00 7：00～20：00 7：00～18：00

（70） 優々保育園 30 ８週～２ 東狭山ヶ丘4-2686-4 2923-8311 7：00～19：00 7：00～18：00 7：00～18：00

（71） 優々の森保育園 90 ８週～５ 東狭山ヶ丘4-2659-3 2926-8600 7：00～19：00 7：00～18：00 7：00～18：00

（72） □ 陽明保育園 130 ４ヶ月～５ 中富1652-1 2943-0077 7：00～19：00 7：00～18：00 7：00～18：00

（73） わかたけ保育園 30 ８週～2 元町8-24 2903-4088 7：00～19：00 7：30～18：30 7：00～18：00 ◆

（74） わかたけ鳩峯保育園 50 ８週～５ 久米2280 2936-8045 7：00～19：00 7：30～18：30 7：00～18：00 ◆

（75） わかたけ元町保育園 90 ８週～５ 元町6-13 2940-8135 7：00～19：00 7：30～18：30 7：00～18：00 ◆

（76） わかば保育園 70 5ヶ月～５ 小手指町2-12-10 2924-2298 7：00～20：00 7：00～18：00 7：３0～18：30 ◆

（77） ※ (仮称)第二やまゆり保育園 100 ８週～５ 北秋津355 未 7：00～20：00 7：00～20：00 7：00～18：00

（78） ※ (仮称)所沢おひさま第二保育園 100 6ヶ月～５ くすのき台2-2-6 未 7：00～20：00 7：00～18：00 7：00～18：00

□…バスでの送迎があります（詳しくは施設にお問い合わせください）。
※…平成28年4月1日開園予定です。内容に変更が生じる場合がありますので、
　　あらかじめご了承ください。

施設名 定員
保育実施

年齢（歳）
所在地 電話番号

平成２７年１０月１日現在

標準時間の
コアタイム

 ◆印は、標準のコアタイムが土曜日開所時間と違う施設です。
 短時間のコアタイムは全施設８：３０～１６：３０です。

開園時間
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④認定こども園 

（五十音順）　※この４園は、平成28年4月より認可保育所から認定こども園に移行する予定です。

月～金 土

（79） (仮称)第二なかよしこども園 70 ８週～５ 若狭4-2479-21 2938-5166 7：00～19：00 7：00～18：00 7：３0～18：30 ◆

（80） (仮称)なかよしこども園 110 ８週～５ 三ヶ島3-1476-1 2968-5851 7：00～19：00 7：00～18：00 7：３0～18：30 ◆

（81） (仮称)東所沢たんぽぽこども園 80 ８週～５ 亀ヶ谷172-1 2946ｰ5200 7：00～19：00 7：00～18：00 7：３0～18：30 ◆

（82） □ (仮称)れんげこども園 90 ８週～５ 松郷278-3 2944-0138 7：00～20：00 7：00～18：00 7：00～18：00

□…バスでの送迎があります（詳しくは施設にお問い合わせください）。
 ◆印は、標準のコアタイムが土曜日開所時間と違う施設です。
 短時間のコアタイムは全施設８：３０～１６：３０です。

施設名 定員
保育実施

年齢（歳）
所在地 電話番号

開園時間 標準時間の
コアタイム

 
 

⑤地域型保育事業 

（地区別）

月～金 土

A にじいろ保育室 18 5ケ月～２
緑町2-5-15
ﾒｿﾞﾝｱﾂﾞﾐ101

2939-7229  7：30～19：00 7：30～18：30 7：30～18：30

B 保育ﾙｰﾑ・ﾋﾟｰｶｰﾌﾞｰ 18 ６ケ月～２
緑町4-3-15
ﾚｼﾞｴ1Ｆ

2926-8258  7：30～18：30 休み 7：30～18：30

B ぐるんぱ保育室 6 1～２ 花園3-2389-7 2943-2948  7：30～18：30 休み 7：30～18：30

A じょんのび保育園 7 ６ケ月～２ 北所沢町2245－21 2936-6036  7：30～18：30 休み 7：30～18：30

B 田村保育室 9 ６ケ月～２ 御幸町19-6 2924-3370  7：30～18：30 休み 7：30～18：30

B 保育室 ｴﾝｼﾞｪﾙｷｯｽﾞ 15 2ケ月～２
北有楽町22-13
航空公園ｱｰﾄﾋﾞﾙ1F

2926-8053  8：00～19：00 休み  8：00～19：00

B 所沢ひまわりルーム 15 ８週～２ 寿町10-8 2907-6636  7：30～18：30 7：30～18：30 7：30～18：30

B 保育所ちびっこランド 所沢園 12 ６ケ月～２
寿町27-7
ｺﾝｾｰﾙﾀﾜｰ所沢1F

2936-8209  7：00～19：30 7：30～18：30 7：30～18：30

A かめさん保育園 12 ６ケ月～２ 西住吉10-14 2928-8697  7：00～18：00 7：00～18：00 7：00～18：00

吾　妻 A さくらんぼ保育室 15 8週～２
南住吉1-14
ｱﾑﾊｰﾄﾞ所沢1Ｆ

2928-4778  7：30～19：00 7：30～18：30 7：30～18：30

山　口 B どんぐりほいくしつ 9 1～２ 山口2808-16 2924-0786  7：30～18：30 休み 7：30～18：30

A まみい保育室 10 ６ケ月～２
上新井1-5-9
ｻﾝﾗｲｽﾞ中村102

2921-1128 ８：０0～19：00 休み  8：00～19：00

A なでしこ保育室 8 ８ケ月～２ 上新井3-28-9 2921-7811  7：30～19：00 休み 7：30～18：30

B ﾍﾞﾋﾞｰﾗﾝﾄﾞ保育室 18 ２ケ月～２ 小手指南3-34-12 2947-0106  7：00～18：00 休み 7：00～18：00

B ちびっ子の森家庭保育室 18 ６ケ月～２
小手指町1-18-4
ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞ小手指B館202

2937-5125  7：30～19：00 休み 7：30～18：30

B れおん保育室 15 9ケ月～２
小手指町4-19-8
ｷﾝｸﾞｽｳﾞｨﾚｯｼﾞ107

2948-8779  8：00～19：00 休み  8：00～19：00

B ぶんぶん保育室 18 ６ケ月～２ 上新井3-64-9 2946-7568  8：00～19：00 休み  8：00～19：00

B
(公財)埼玉YMCA所沢ｾﾝﾀｰ

ﾁｬｲﾙﾄﾞｹｱｾﾝﾀｰ　こぐま
15 ３ケ月～２ 小手指町1-39-2 2939-5051  7：30～19：30 7：30～19：30 7：30～18：30

B 保育ﾙｰﾑ ｽﾏｲﾙｷｯｽﾞ 12 ６ケ月～２ 上安松1262-1 2907-3435  7：30～18：30 休み 7：30～18：30

B ほしのこ保育室 9 ６ケ月～２
東所沢和田1-28-6
Kﾌﾗｯﾄ101

2946-5461  7：３0～18：30 休み 7：30～18：30

B あおぞら保育室 11 ６ケ月～２ 東所沢和田2-18-12 2946-3853  7：30～18：30 休み 7：30～18：30

B ﾊﾞﾙｰﾝﾅｰｻﾘｰｽﾞ保育室 12 ６ケ月～２ 東所沢2-1-3　2F 2951-8700  7：30～18：30 休み 7：30～18：30

三ヶ島
事業

所内

（Ａ）

(医)至仁会　ちびっこランド
19

（地域枠

5）
６ケ月～２ 東狭山ヶ丘4-2666-1 2920-0523  7：00～20：00  7：00～20：00  7：30～18：30

新所沢

松　井

柳　瀬

電話番号

所　沢

小手指

新所沢東

※事業類型　Ａ型　全員が保育士
　　　　　　Ｂ型　１/２以上が保育士（保育士以外は必要な研修を実施）

※事業所内保育事業とは、従業員の子どものほか、地域において保育を必要とする子どもにも保育を提供する事業です。

事業

類型
施設名地区 定員

保育実施

年齢（歳）
所在地

平成２７年１０月１日現在

標準時間の

コアタイム

開所時間
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⑥認可外保育施設 

認可外保育施設は、「認可保育所」以外の児童を預かる施設の総称です。 

●認可外保育施設指導監督基準

・認可外保育園は、全ての施設が所沢市による指導監督の対象となります。

・所沢市では、『認可外保育施設指導監督基準』に基づく立入検査を定期的に行っています。

◎ 指導監督基準を満たす証明書の交付を受けている施設は、一覧表に○印がされています。

●料金等について

・料金は施設によって異なります。

・夜間の保育が可能な施設は、一覧に○印がされています。

・施設によって、様々な目的や特徴により保育を行っていますので、ご利用にあたっては、

 保護者自身の目で直接確認し、十分な説明を受け、納得した上で選ぶことが大切です。

＜認可外保育施設一覧＞ 平成2７年１０月1日現在

-10 子うさぎ保育園 狭山ヶ丘1-3003-138　流星堂ビル1F 2949-8556 浅見　修矢 ○

○

-

-

○
埼玉西ヤクルト

販売㈱
ヤクルトキッズランド西所沢

若狭2-1677-7 2938-5550

2928-4971

-

○

○

○

中川　千恵子

佐々木　敦寛

○○

2995-0337 谷口　侑子

美原町3-2944-2　ワイズユウラク新所沢102

2942-8960

2936-6413
厚生労働省共済組合

国立障害者リハビリテー

ションセンター支部

2942-8830

設置者

○

-

夜間
保育

-

○

(株)秀学会

-

○ -

名称

○

電話番号所在地

1 ヤクルトキッズランド中富 中富1142-7
埼玉西ヤクルト

販売㈱

証明

ほがらか保育室 牛沼134-5

ぷれぷれ

baby to kids gardenアオとアクアの家

山口237-1

秀学会　新所沢駅前保育園

秀学会　所沢ハナミズキ保育園 並木4-1厚生労働省国立障害者リハビリテーション病院内

2

5

4

9

8

7

3

6

スマイル サン キッズ 保育園 メディホーム(株)

緑町2-7-13　ミヤオカビル1F 2936-8417

東住吉12-8　イーストⅡ１Ｆ 2926-9888

ひまわりルーム 寿町10-8 2907-6636 （株）ひまわり
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⑦保育関連事業 ※お問い合わせはこども支援課へ（℡2998-9124） 

●　一般型一時預かり事業（保育園での一時預かり）

私的理由：月１日、育児休業取得時：月４日以内

（私立）各園にお問い合わせください

各園に直接お申込みください。原則先着順ですので利用できない場合もあります。

所沢市こども未来部こども支援課　℡：２９９８－９１２４

< 実施園一覧 >

実施園 (仮称)なかよしこども園 三ヶ島３－1476－１ 2968-5851

優々保育園 東狭山ヶ丘４－2686－４ 2923-8311

双実保育園 北岩岡480－３ 2942-7047

陽明保育園 中富1652－１ 2943-0077

北野保育園 小手指町５－16－５ 2949-3001

あかね保育園 三ヶ島５－2037 2949-3000

ひまわり保育園 中新井435 2942-8774

(仮称)第二なかよしこども園 若狭４－2479－21 2938-5166

優々の森保育園 東狭山ヶ丘４－2659－３ 2926-8600

わかば保育園 小手指町２－12－10 2924-2298

あかねの風保育園 北野２－７－１ 2938-6600

桑の実本郷保育園 本郷269－１ 2946-8717

あかねの虹保育園 北野３－24－35 2947-9800

桑の実西所沢保育園 山口289－１ 2935-3181

やまゆり保育園 北野１－２－69 2947-4300

所沢元氣保育園 北岩岡213 2943-7700

Nicot新所沢 緑町１－21－10 2925-5553

第二所沢元氣保育園 山口1447-5 2925-8110

Nicot小手指 小手指町１－16－23 2925-3663

所沢すこやか保育園 宮本町１－１－１０ 2941-6130

所沢おひさま保育園 くすのき台２－１－３ 2941-6160

(仮称)第二やまゆり保育園　※ 北秋津３５５－１ 未

(仮称)所沢おひさま第二保育園　※ くすのき台２－２－６ 未

東所沢保育園 東所沢和田３－19－２ 2946-3310

西新井保育園 西新井町６－９ 2992-3592

新所沢保育園 緑町３－４－６ 2922-4595

松井保育園 下新井1247－２ 2992-9022

柳瀬保育園 本郷297－１ 2944-2392

山口西保育園 上山口115 2924-1497

並木保育園 並木６－１－２ 2998-1933

利 用 方 法

担 当 部 署

　※平成28年４月より
　　実施予定

利 用 年 齢 各園にお問い合わせください

利 用 時 間 月～金曜日：８時３０分～１７時、土曜日:８時３０分～１２時３０分

利 用 料 金
（公立）月～金曜日：１，３００円、土曜日：７００円　（別途、食事代３００円）　

事 業 内 容
保護者の就労や病気・出産・冠婚葬祭等の緊急時に、家庭での保育が一時的に困難な場合や、保護
者の育児に伴う心理的・肉体的負担を解消するために、保育園で一時的に児童をお預かりする事業

利 用 日 数 ･ 期 間
緊急時：最長１ヶ月間、就労：週３日程度、最長６ヶ月間、

利 用 で き る 児 童 所沢市内に住所がある児童
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● 病児・病後児保育事業

所沢市こども未来部こども支援課　℡：２９９８－９１２４

< 実施施設一覧 >

瀬戸病院 病児保育「もりもり保育室」 金山町8-6 2922-1200

東狭山ヶ丘6-2823-12 080-4053-5662

桑の実本郷保育園「ぞうぐみ」 本郷269-1 2946-8717

事 業 内 容
児童が病気又は病気の回復期にあり集団保育が困難で、保護者が保育をできない場合に保育園でお
預かりする事業

利 用 で き る 児 童
所沢市内に住所があり、保護者の勤務の都合、傷病、事故等のやむを得ない理由で家庭において保
育が困難な、病気又は病気の回復期にある小学校３年生までの児童

利 用 時 間 月～金曜日：８時～１８時、土曜日:８時～１４時３０分

利 用 年 齢 ０歳～小学校3年生まで

病 気 の 範 囲
感染性疾患、慢性疾患、外傷性疾患その他児童が日常罹患する疾患
 ◎病児保育･･･急性期から対応できますが、流行性角結膜炎・水疱・麻疹・疥癬は入室制限あり。
 ◎病後児保育･･･急性期を過ぎた状態（回復期）で、且つ感染期を過ぎていること。

利 用 料 金 一人　日額２，０００円　　その他経費（飲食物、オムツ等）実費

利 用 方 法
各施設に直接お申込みください。
原則先着順ですので利用できない場合もあります。
事前に主治医の承諾が必要となりますので、書類等については各施設に確認してください。

担 当 部 署

事　業　区　分 施　設　名 所　在　地 連　絡　先

病 児 ・ 病 後 児

病 後 児 ｹｱｽﾃｰｼｮﾝ所沢（桑の実保育園内「ﾏﾐｰﾙｰﾑ」）

病 後 児

♪ 地域子育て支援拠点事業

子育て親子の交流・育児相談など、地域の子育て支援の中心として子育て家庭への支援を行ってい

ます。お気軽にご利用ください。

三ヶ島３－１４７６－１ 2968-5851

優々保育園子育て支援ｾﾝﾀｰ 東狭山ヶ丘4-2686-4 2923-8311

太陽園子育て支援ｾﾝﾀｰ 下安松２０６－１６ 2944-1841

東狭山ヶ丘６－２８２３－１２ 2922-0033

あかね保育園子育て支援ｾﾝﾀｰ 西狭山ヶ丘２－２１１５－２ 2949-0600

ひまわり保育園子育て支援ｾﾝﾀｰ 中新井４３５ 2942-8774

松郷２７８－３ 2944-0138

若狭４－２４７９－２１ 2938-5166

わかたけ元町保育園子育て支援ｾﾝﾀｰ 元町６－１３ 2940-8135

くすのき台保育園子育て支援ｾﾝﾀｰ くすのき台１－９－３ 2998-3838

あかねの風保育園子育て支援ｾﾝﾀｰ 北野2-7-1 2938-6600

ところっこ広場 くすのき台３－５－５ 2998-2760

柳瀬保育園子育て支援ｾﾝﾀｰ 本郷297-1 2944-2392

新所沢保育園子育て支援ｾﾝﾀｰ 緑町３-４-６ 2922-4595

みどり児童館子育て支援ｾﾝﾀｰ 緑町１－８－3 2928-8414

まつば児童館子育て支援ｾﾝﾀｰ 上安松９５２－２ 2995-0995

やなぎ児童館子育て支援ｾﾝﾀｰ 東所沢４－１６－４

ひかり児童館子育て支援ｾﾝﾀｰ 中富南４－４－１ 2996-3995

ひばり児童館子育て支援ｾﾝﾀｰ 北有楽町２６－２１

つばめ児童館子育て支援ｾﾝﾀｰ 久米７８３－１

さくら児童館子育て支援ｾﾝﾀｰ

こばと児童館子育て支援ｾﾝﾀｰ 小手指町１－２８－３

つばき児童館子育て支援ｾﾝﾀｰ 山口５０５７

すみれ児童館子育て支援ｾﾝﾀｰ 若狭１－２９６６－５

わかば児童館子育て支援ｾﾝﾀｰ 和ヶ原３－２６６－２

所沢市こども未来部こども支援課　℡：２９９８－９１２４

れんげ広場（(仮称)れんげこども園内）

2926-8669

2924-3065

市内の一部の保育園や児童館などで子育て支援拠点事業を実施しています。子育て情報の提供・

実施施設一覧

桑の実ちびっこ広場（桑の実保育園内）

(仮称)なかよしこども園子育て支援ｾﾝﾀｰ

(仮称)第二なかよしこども園子育て支援ｾﾝﾀｰ

2923-6155

2949-3826

2948-3222

担 当 部 署

※この他に、市内の公立保育園では地域の親子が参加できる「あそぼう会」なども実施しています。詳細は各園に
　お問い合わせください。

2944-8819

2922-0410

並木８－３（並木まちづくりセンター１階） 2998-5912

 


