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入園申込みの受付について 

 ★受付期間：令和４年１１月１日（火）～令和４年１１月２５日（金） 

 ★受付時間：午前８時３０分～午後５時まで（土・日・祝日除く） 

                            ※詳しくは６ページ以降をご覧ください。 

      

※この冊子は、申込み終了後、施設の利用開始後も大切に保管してください。 
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 子ども・子育て支援新制度について 

 

平成２７年度から新制度がスタートしています。新制度では、施設（保育所・幼稚園・認定こども

園等）の利用を希望する保護者の方に、利用のための認定を受けていただきます。 

 

【阿波市の認定区分と利用可能な時間】 

 

年 齢 

（R5.4.1時点） 

保育の 

必要性 
認定区分 利用可能な時間 

満３歳以上 

（３・４・５歳） 

なし １号認定 教育標準時間（４時間） 

  

あり ２号認定 
保育標準時間（11時間） 

保育短時間  （８時間） 

満３歳未満 

（０・１・２歳） 

 

あり ３号認定 
保育標準時間（11時間） 

保育短時間  （８時間） 

 

【３つの認定区分】 

 

 ◎１号認定 教育標準時間認定 

（お子さんが満３歳以上で、教育を希望する場合）  

 

◎２号認定 満３歳以上・保育認定 

（お子さんが満３歳以上で、「保育の必要な理由」に該当する場合） 

 

◎３号認定 満３歳未満・保育認定 

（お子さんが満３歳未満で、「保育の必要な理由」に該当する場合） 
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  施設利用の認定要件（基準）について 

 

【 ２号・３号認定（保育認定） 保育を必要とする事由 】 

保育所・認定こども園等で、保育を受けることができる児童は、次の基準に該当する児童です。

単に「集団生活に慣れさせるため」「下の子の保育に手がかかるから」「友だちがいないから」という

ような理由だけでは保育の利用はできません。 

① 保護者・児童ともに阿波市に住民票がある。 

② 児童の保護者が次のような理由により、児童を保育することができないと認められる場合に

限る。（※同居の親族、その他の者が児童を保育することができる場合、その優先度を調整すること

があります。） 

事由 内容 保育時間の区別 

就労（月４８時間以

上） 

フルタイムのほか、パートタイム、夜間、

居宅内就労等、基本的に全ての就労 

月１２０時間以上 保育標準時間 

月４８時間以上 

１２０時間未満 
保育短時間 

母親の出産 
母親が出産の前後（産前８週間・産後

８週間）の場合 
保育標準時間 

病気等 
保護者が病気や心身に障がい等があ

る場合 
保育標準時間 

病人の看護等 
同居の親族を常時看護・介護している

場合 

基本的に保育短時間（内容によって 

は、保育標準時間） 

災害等 
震災、風水害、火災等でその復旧に当

たっている場合 
保育標準時間 

求職活動 
就労予定（求職活動中）の場合（起業

の準備を含む） 
保育短時間 ※認定期間は最大９０日 

就学、職業訓練等 就学している場合(職業訓練を含む） 
学校、職業訓練の時間に応じて保育 

標準時間または保育短時間 

児童虐待、DV等 児童虐待や DVのおそれがある場合 保育標準時間 

育児休業 

育児休業取得前から、すでに「就労」の

事由で保育を利用している児童の継続

利用が必要である場合（原則、同一施

設に限る） 

※新規申込みの児童は該当しません。 

保育短時間 

（概ね１年の入園が可能） 

その他 
上記に類する状態にあると市長が認め

た場合 

保育の必要な事由の時間に応じて 

保育標準時間と保育短時間 

 

※ 申込み時に上の表の「保育を必要とする事由」を証する書類が必要となります。 

※ 年度途中でも上記に該当しなくなったら退園となります。 

※ 保育短時間と保育標準時間では保育料が異なりますので、就労等の状況に変化があった場合は早急 

   に届けてください。正当な理由なく変更の届けを行わない場合は、子ども･子育て支援法第２４条により 

 認定の取り消しを行う場合があります。 
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【 １号認定（教育認定） 入園資格 】 

満３歳以上の子どもは希望すればどなたでも認定を受けられますが、３歳児は定員等の関係で

希望する施設に入園できない場合があります。 

 ◎対象年齢   

  ＜３歳児＞ 平成３１年４月２日～令和２年４月１日生 

  ＜４歳児＞ 平成３０年４月２日～平成３１年４月１日生  

  ＜５歳児＞ 平成２９年４月２日～平成３０年４月１日生  

  ※原則として、４・５歳児は通園区域の施設にお申し込みください。 

 

 

施設の利用申込みと利用調整について 

 

【 阿波市内の施設利用を希望する場合 】 

 認定こども園の利用を希望する場合は、利用申込みが必要です。（６ページ以降参照）利用施

設の決定にあたっては、保護者の就労状況・家庭状況などを確認し、より保育の必要性が高いと考えられ

るお子さんが優先的に利用できるよう、調整します。（利用決定は申込みの先着順ではありません。）ただし、

｢保育を必要とする事由｣によって申込みされても次のような場合には入園できないことがあります。 

 

  ①申込み内容に虚偽があった場合。（決定の取り消しを行う場合もあります。） 

  ②希望者が多数いるため、定員や保育士数等に余裕がない場合。 

      （第２希望・第３希望の施設に決定する場合もあります。） 

 

【 阿波市へ転入予定の方及び妊娠期の場合の申込みについて 】  

 転入予定の方及び出産予定の方でこれから生まれてくるお子さんについて、令和５年度中に入園を希望

する場合は、受付期間中（令和４年１１月２５日まで）に申込みを行ってください。 

 年度途中の申込みも随時受付していますが、令和５年度の受付期間中に申込み手続きをされた方から

施設の利用調整を行います。 

 

【 育児休業復帰に伴う申込みについて 】 

 育児休業を終え、仕事に復帰する場合は、育児休業からの復職日が２０日までであれば前月の１日、 

２１日以降であれば当月の１日から就労での認定（利用申込み）が可能です。ただし、育児休業を取得した 

職場とは別の職場に復職されたり、退職された場合は、利用調整の指数が変更となり、再調整を行うことと 

なりますので、必ず子育て支援課へご連絡ください。 

※初めて入園されるお子さんについては、利用開始日から２～３週間程度、「慣らし保育」を実施していま

す。 復職予定での申込みの場合は、１０ページの「①慣らし保育について」をご覧いただき、入園希望

月を決定してください。 
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【 利用調整について 】 

希望者が多数いるため、定員を超過している場合は、「阿波市保育所等の利用調整に関する要綱」に基

づき、調整させていただきます。第２希望以降の施設に決定する場合や入園を待っていただく場合もありま

す。（詳しくは１７ページ以降をご覧ください。） 

 施設によっては定員超過や保育士の人数により、途中入園の受入れが厳しくなっています。受け入れ体 

制の関係で入園を待っていただく場合や希望の施設に入園できない場合があります。また、利用開始月の 

変更についてもご希望に添えないことがありますのでご了承ください。 

 

【 広域利用について 】 

①阿波市外の施設を利用したい場合 

阿波市内に住民票がある方が、市外の施設（※認可外施設を除く）の利用を希望する場合は、施設の

所在する市町村の受付期間に応じて申込みをする必要があります。ただし、定員に空きがない、広域利用

を実施していない、利用可能な施設が限られているなど、市町村により実施状況が異なりますので、あらか

じめご希望の施設等がある市町村または阿波市子育て支援課へお問い合わせください。 

②阿波市外に住民票がある方が、阿波市内の施設を利用したい場合 

 住民票のある市町村に、利用申込みをしてください。ただし、施設の利用については阿波市内に在住の方

（住民票がある方）が優先となりますので、ご了承ください。 

 

入園申込みの手続きについて 

 

 申請様式については、子育て支援課、各支所（吉野・土成・阿波）に備え付けているほか、市ホームペー

ジからダウンロードできます。 

【新 規 の方】 市の認定を受けていない方、認定を受けているが市内の保育施設等を利用していない方 

【継 続 の方】 市の認定を受けて令和４年度末まで市内保育施設等を利用し、令和５年度も年度当初 

          から引き続き同じ保育施設の利用を希望する方 

【転園等の方】 市の認定を受けて令和４年度末まで市内保育施設等を利用し、令和５年度からは別の 

保育施設の利用を希望する方（再編される施設を希望する方も含みます。） 

※ 継続の方・転園等の方については、毎年新規申込みの受付時期に『現況届』を提出していただきます。

提出様式は、新規申込みの方と同じになりますが、マイナンバー申告書の提出は必要ありません。 

（１） １号認定（教育認定）での申込み 

公立認定こども園と私立認定こども園では手続きが異なりますので、ご注意ください。 

 

 

【受付日時】  令和４年１１月１日（火）～令和４年１１月２５日（金）  

   午前８時３０分～午後５時まで（土・日・祝日除く） 

【提出書類】  ①施設型給付費・地域型保育給付費・支給認定申請書（兼現況届） 

       ②マイナンバー申告書、マイナンバー及び本人確認書類（新規の方のみ） 

【提 出 先】  新規の方・・・子育て支援課（本庁１階㉓番窓口） 

       継続・転園等の方・・・現在利用中の施設  

公立認定こども園を希望の方 
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私立認定こども園に１号認定で入園申込みをされる方は、「入園申込み」と「認定申請（現況

届）」の２つの手続きが必要です。 

 

【 新規の方、転園の方 】 

◆入園申込み 

【受付日時】  令和４年１０月１１日（火）～１０月２８日（金） 

        午前９時～午後５時（土・日除く） 

【提出書類】   入園申込書（申込書は各施設で配布しています。） 

          ※子育て支援課窓口でも配布しております。 

  【提 出 先】  希望の施設に直接ご提出ください。 

 

◆認定申請 

【受付日時】  令和４年１１月１日（火）～令和４年１１月２５日（金） 

       午前８時３０分～午後５時（土・日・祝日除く） 

  【提出書類】 ①施設型給付費・地域型保育給付費・支給認定申請書（令和５年度申込書） 

         ②マイナンバー申告書、マイナンバー及び本人確認書類（新規の方のみ） 

  【提 出 先】 新規の方・・・子育て支援課（本庁１階㉓番窓口） 

        継続・転園等の方・・・現在利用中の施設  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 継続の方 】 

 ◆継続利用の確認  

   ご利用中の施設から、令和５年度の１号認定での継続利用について、希望調査を行います。 

                                                （１０月末までに） 

 

 ◆現況届 

【受付日時】  令和４年１１月１日（火）～令和４年１１月２５日（金） 

       午前８時３０分～午後５時（土・日・祝日除く） 

  【提出書類】 施設型給付費・地域型保育給付費・支給認定申請書（兼現況届） 

  【提 出 先】 現在利用中の施設  

 

 

 ≪お願い≫ 

   市内の私立認定こども園を１号認定（教育認定）でご利用希望の方は、 

  まず、希望の私立認定こども園に入園申込みを行ってください。申込み締切 

  後、１週間ほどで私立認定こども園より「入園内定通知」等が発行されま 

  す。認定申請の際には、入園内定通知等（写しでも可）も併せてお持ち 

  ください。 

 

私立認定こども園を希望の方 
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（２） ２号・３号認定（保育認定）での申込み 

【受付日時】  令和４年１１月１日（火）～令和４年１１月２５日（金） 

       午前８時３０分～午後５時（土・日・祝日除く） 

【提出書類】  ①施設型給付費・地域型保育給付費・支給認定申請書（兼現況届） 

②保育することができないことを証明する書類（下の表をご確認ください。） 

③マイナンバー申告書、マイナンバー及び本人確認書類（新規の方のみ） 

【提 出 先】   新規の方・・・子育て支援課（本庁１階㉓番窓口） 

          継続・転園等の方・・・現在利用している施設 

         

●保育することが出来ないことを証する書類 

保育できない事由 提出書類 

就労 （外勤、自営、農業、内職など） 「就労証明書」 

求職 ｢求職活動申立書｣＋ハローワーク等の証明 

出産 「出産要件に関する申立書」＋母子手帳の写し 

傷病・障がい  「病気等の状況に関する申立書」 ＋ 診断書又は障害者手帳の写し 

介護･看護 ｢介護・就学等要件に関する申立書｣ ＋ 診断書又は介護認定等の写し 

学生等(職業訓練も含む) ｢介護・就学等要件に関する申立書｣ ＋ 学生証等の写し 

その他 上記以外｢介護・就学等要件に関する申立書｣＋内容がわかる書類 

※基本的に、同居の親族（６５歳以下）の方の書類は必要ありませんが、希望が多い場合に、提出がある 

児童の入園を優先することがあります。 

 ※申請書（申込書）は、上記の証明の添付がない場合は受理できません。 

※求職活動中の場合は、入園を承諾した日から９０日間の入園となります。 

   最大９０日以内に就労されますと入園の継続が可能です。（ただし就労証明書等の提出が必要） 

※年度途中で出産予定がある方は、認定内容が変更になる場合がありますので事前にご相談ください。 

※入園の要件に該当し、その上児童に心身の障がいがあると思われる場合、受入れ体制等を考慮する 

 必要がありますので、申込みの時に必ずお申し出ください。 

 

 

【就労証明書等への押印について】 

令和３年９月１日以降、押印を不要とすることとしました。なお、申込者本人により、事業所名が記載され 

た就労証明書を無断作成・改変した場合、虚偽の申請にあたり、認定・入園決定（内定）を取消しするこ 

とがあります。また、有印私文書偽造、有印私文書変造等（刑法第１５９条）の罪に該当し得るものとされ 

ていますので、ご注意ください。 

※内容の正確性をはかるため、担当課から会社等に確認させていただく場合があります。 

 



9 

 

(３) 入園申込書の記入上の注意 

 記入にあたっては、別紙の「記入例」「記入上の注意」を参考にしてください。 

① 申請書はボールペンで記入してください。（字の消えるペンは使用しないでください。） 

② 申請書は入園を希望する児童１人につき１枚使用してください。 

③ ｢世帯の状況｣の欄は生計を同じくする家族全員（単身赴任の家族も含む）を記入してください。 

（欄が足りない場合は、別の用紙を添付してください。） 

④ 「保育の利用を必要とする理由」の欄は、認定事由（４ページ）の欄をよく読み、保育を必要とす 

る□に ☑ して具体的な状況を記入してください。 

⑤ 入園児童の年齢は下の表の年齢を記入してください。 

その他の世帯員の年齢については、令和５年４月１日現在の年齢を記入してください。 

 

５歳児  平成２９年４月２日生 ～ 平成３０年４月１日生 

４歳児  平成３０年４月２日生 ～ 平成３１年４月１日生 

３歳児  平成３１年４月２日生 ～ 令和 ２年４月１日生 

２歳児  令和 ２年４月２日生 ～ 令和 ３年４月１日生 

１歳児  令和 ３年４月２日生 ～ 令和 ４年４月１日生 

０歳児  令和 ４年４月２日生 ～  

 

 

申込みからご利用までの流れについて 

 

(1) 申込みからご利用までの流れ（公立認定こども園） 

１１月１日～１１月２５日    

      

１２月～１月末     

      

 ２月中旬   

      

  

 ２月下旬～３月上旬 

 

 ４月上旬 

 

支給認定申請受付期間 

 

提出された申請書及び証明書等により、市が施設の利用を調整 

 

市から認定証・施設利用承諾書の送付 

※継続児の方は施設を通じて送付します。 

 

各施設において入園説明会及び面接・健康診断 

                  

入園式 

※入園式後、慣らし保育が２～３週間程度あります。 

  ★私立認定こども園については、各園の入園案内等でご確認ください。 
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(2) 利用承諾後について 

 施設利用承諾後、入園説明会を受けていただきますが、次のことについてあらかじめご承知お

きください。 

①慣らし保育について 

認定こども園にはじめて通い始める児童は、生活に慣れるまでに一定期間要するのが通例です。 

   そのため、園での生活に無理なく慣れることを目的として、慣らし保育をしています。最初は１～２時間 

   の保育から始め、お子さんの状態に合わせて徐々に時間を延ばしていきます。（入園日から２～３週程 

   度）なお、慣らし保育は利用開始日より前に行うことはできませんので、ご家族や勤務先等とご相談の  

   うえ、対応をお願いいたします。 

 

②家庭状況の変更について 

家庭の状況（住所・世帯構成・勤務先など）が変わった時や認定の変更がある場合は、速やかに利 

   用施設または子育て支援課へ連絡してください。 

 

③保育認定の変更について 

就労時間や職場が変わったり、妊娠したりなど、保育認定（２・３号認定）の理由に変更が生じた場 

   合は、就労証明書等を提出してください。保育料、保育時間が変更になる場合があります。 

 

④預かり保育について（１号認定の方） 

１号認定の預かり保育については、別紙『１号認定の「預かり保育」制度について』をご覧ください。な 

お、利用する場合は、「預かり保育利用申請書」の提出が必要です。私立認定こども園については、 

直接施設へ申込みをしてください。また、別途、施設等利用給付認定を受けていただく場合がありま 

す。詳しくは、子育て支援課へお問い合わせください。 

 

⑤災害共済給付制度について 

公立認定こども園でお子さんが負傷した場合などに、（独）日本スポーツ振興センターより医療費や 

   見舞金等を給付される制度があります。入園と同時に加入することとなっております。 

※保険料は、保護者の方にも一部を負担していただきます。私立認定こども園については、各園にお 

  問い合わせください。 

 

⑥施設の変更について   年度途中で他の園への転園は、原則認められません。 

 

⑦施設の退園について 

年度途中で退園する場合は、退園しようとする日の１０日前までに退園届を施設に提出してくださ 

   い。退園届なく施設を休まれた場合は、保育料は徴収されます。    

 

⑧土曜日の保育についてのお願い 

    保護者の皆様におかれましては、すでに土曜休日を実施する職場にご両親のどちらかが勤務され 

   ているか、ご両親にかわる大人が家庭におられる等、土曜日に家庭で保育ができるご家庭につきまし 

   ては、お子さんとのふれあいをより一層深めるためにもご家庭での保育にご協力をお願いいたします。 
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公立認定こども園の利用時間について 

（１）  ２号・３号の利用時間（就労時間や認定要件により標準時間と短時間に分かれます。） 

① 保育標準時間：1日１１時間まで（就労時間…1ヶ月 120時間以上） 

    7:30       8：30                            17：15     18:30    19:00 

早朝保育 原則的な保育時間（8：30～17：15） 
随時降園 

(16:00～) 

時間外保育 

（保育料有） 

 

② 保育短時間：１日８時間まで（就労時間…1ヶ月 48時間～120時間未満） 

8：30                     16：30     17：30 

原則的な保育時間（8：30～16：30） 
時間外保育 

（保育料有） 

                ※時間外保育…最大で利用可能な枠（10日／月以内の利用） 

  【留意事項】  

  ① 早朝保育については、通勤の関係上やむを得ない場合にご利用が可能です。（ご利用の施設で 

     就労状況を確認します。） 

  ② 保育の必要量の区分にかかわらず、保育施設等を利用できる時間は保育を必要とする時間の 

      みです。勤務時間が終了次第、速やかなお迎えをお願いいたします。 

  【土曜日の利用について】 

‣ 利用時間 … ２号、３号（７：３０～１２：１５）・１号預かり（８：００～１２：１５） 

‣ 利用施設 …一条認定こども園・土成中央認定こども園・八幡認定こども園・伊沢認定こども園 

  （※大俣認定こども園については、八幡認定こども園での預かり保育となります。） 

（２）  １号の利用時間 

① 教育標準時間：１日４時間（預かり保育 １３：００～１８：００ ※別途申請が必要です。）                     

   7:30    8:00             12:00  13:00             18：00    19:00 

集団登校

(５歳児) 

教育標準時間   

（8：00～12：00） 

給食 

降園 

預かり保育   

 （保育料有） 

時間外保育  

（保育料有） 

  【留意事項】 給食終了後、13時までに降園をお願いします。 

  【土曜日の利用について】 

‣ 利用時間 … １号預かり（８：００～１２：１５） 

   ‣ 利用施設 … 上記２号・３号と同じ 

  【長期休業日中の利用について（利用施設での１号預かり）】 

‣ 平日（月～金）利用時間（８：００～１８：００）・土曜日利用時間（８：００～１２：１５） 

  ※１号認定の方は、長期休業日（夏季・冬季・春季）があります。長期休業日中も施設利用

を希望する場合は、『１号認定の「預かり保育」制度について』をご覧いただき、利用申請を

してください。 

 

   私立認定こども園の利用時間については、２１ページ以降の施設情報をご覧いただくか、 

    各施設へお問い合わせください。 
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保育料について 

 

父母の市町村民税（所得割額）の合算により決定します。（ただし、祖父母等が生計の中心と 

なっている場合には、その方の所得割額を合算する場合があります。） 

 阿波市在住の保護者は、保育料算定のための書類の提出は必要ありません。 

転入等で令和４年１月１日に住民票が阿波市にない方は、マイナンバーを利用し情報連携する

ことで税情報を取得します。（税情報を取得することができなかった場合、課税証明書等の提出

をお願いすることがあります。） 

 

① 算定対象になる税 

‣ ４月～８月の保育料（令和４年度市町村民税額で算定します。） 

‣ ９月～３月の保育料（令和５年度市町村民税額で算定します。） 

※税額控除（住宅借入金等特別税額控除、寄付金控除、配当控除、外国税額控除等）は適用しま 

せん。 

 

◎ 毎年９月が保育料の切り替え時期となります ◎ 

《令和５年度の場合》 

Ｒ５年                                                                           Ｒ６年 

4月   5月   6月   7月   8月   9月  １0月  11月  12月  1月  2月  3月 

令和４年度の市町村民税額に基づく保育料 

（令和３年中の所得） 

令和５年度の市町村民税額に基づく保育料 

（令和４年中の所得） 

※保護者等の市町村民税の状況により、年度の途中で保育料が変更になる場合があります。 

 

 

② 年齢 

令和５年４月１日現在の満年齢（途中入園の場合も同じ）を適用し保育料を算定します。誕生日を迎

えても年度途中で適用年齢の変更はありません。 

 

③ 保育料 

保育料の額は令和５年度阿波市保育料表（１３～１４ページ）のとおりです。ただし、国基準額の変更 

に伴い改正する場合があります。（時間外保育・土曜保育を利用する場合は１５ぺージをご覧ください。） 

 

④ 納期限 

公立認定こども園の保育料納期限は１５ぺージをご覧ください。 

 

⑤ 口座振替 

納期限が振替日となっていますので、預貯金残高等ご注意ください。残高不足等により振替不能とな 

った場合は、当月分の再振替は致しません。別途納付書を発行しますので、利用している施設を通じて 

集金袋にて納付してください。 
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令和５年度 阿波市保育料表 

 ◎２号認定（３～５歳児）、３号認定（０～２歳児）【保育標準時間認定・保育短時間認定】  

                                                   (単位：円/月額) 

各月初日の入園児童の属する世帯の階層区分  保育料徴収金基準額(月額) 

階層区分 定義 

３歳未満児 ３歳児～５歳児 

保育標準 

時間 

保育 

短時間 

保育標準 

時間 

保育 

短時間 

第1階層 生活保護法による被保護世帯 0 0 

0円 

（無償化） 

第2階層 市町村民税非課税世帯 0円（無償化） 

第3階層 市町村民税均等割課税世帯 11,000 10,800 

第4階層 
市町村民税所得割額 

48,600円未満 
14,000 13,800 

第5階層 
市町村民税所得割額 

97,000円未満 
17,800 17,500 

第6階層 
市町村民税所得割額 

120,000円未満 
24,000 23,600 

第7階層 
市町村民税所得割額 

169,000円未満 
31,000 30,500 

第8階層 
市町村民税所得割額 

200,000円未満 
35,000 34,500 

第9階層 
市町村民税所得割額 

301,000円未満 
39,000 38,400 

第10階層 
市町村民税所得割額 

301,000円以上 
41,000 40,300 

 

※兄弟姉妹同時入所 

同一世帯から２人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業、小規模 

保育事業、居宅型保育事業、事業所内保育事業、特別支援学校幼稚部、情緒障がい児短期治療施設

通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合、３号認定の保育料は、

年齢が１番上の児童は全額、２人目の児童は半額、３人目以降の児童は０円になります。 

 

※ 所得割額 57,700 円未満の世帯については、第何子かを判定する際の年齢制限がなくなり、保護者と

生計を同一とする子どものうち２人目の児童の保育料が半額、３人目以降の児童の保育料が０円になり

ます。保護者と生計が同一であれば市外の学校に通っているなど別居の子も含めることができます。大

学生などで市外にお住まいの兄姉がいる場合はお知らせください。 
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★第３階層及び所得割額 77,101 円未満の世帯で、次の世帯に該当する場合は、保育料が次表のとおり

減額又は免除されますので、申込み時に必要書類を提出してください。 

※ひとり親家庭等 … 児童扶養手当の証書の写しなど 

※次のいずれかに該当する在宅障がい者(児)のいる世帯 

   ‣身体障害者手帳の交付を受けた者 … 身体障害者手帳の写し 

   ‣療育手帳の交付を受けた者 … 療育手帳の写し 

   ‣精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 … 精神障害者保健福祉手帳の写し 

   ‣特別児童扶養手当の支給対象児 … 特別児童扶養手当証書の写し 

   ‣国民年金の障害基礎年金等の受給者 … 国民年金証書の写し 

※その他の世帯 ･･･ 生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※所得割額 77,101円未満のひとり親世帯、在宅障がい者（児）のいる世帯の場合は、保護者と生計 

を同一とする子どものうち２人目以降の児童の保育料が０円になります。 

 

 

◎３号認定の多子世帯児童に係る保育料軽減事業 

‣第３子以降 

１８歳未満の児童が３人以上いる世帯で、阿波市から支給認定を受けている第３子以降の児童が入園し 

 た場合、保育料は無料となります。 

該当する場合は、年度毎に「多子世帯児童保育料免除申請書」の提出が必要です。（申請が必要と思  

 われる方には、入園月の前月中に子育て支援課より申請書を送付いたします。） 

 

◎１号認定（３～５歳児）【教育標準時間認定】 

無償化により教育標準時間にかかる保育料は無料となります。 

 

 

 

 

 

階層区分 

保育料徴収基準額表 （単位：円/月額） 

３歳未満児 

保育標準時間 保育短時間 

第３階層 4,500 4,500 

第４階層 4,500 4,500 

第５階層のうち所得割額

77,101円未満 
4,500 4,500 
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◎特別保育 保育料（公立認定こども園） 

項目 時間 金額 

１号預かり保育 

通年利用 

１３：００～１８：００ 

月額 ４，０００円  

一時利用 
日額 １，０００円 

（１０日/月以内） 

１号預かり保育（時間外） １８：００～１９：００ 日額 ２５０円 

時間外保育 

（２号、３号） 

短時間認定児 １６：３０～１７：３０ 
日額 ２５０円 

（１０日/月以内） 

標準時間認定児 １８：３０～１９：００ 日額 １００円 

土曜保育（１号） ８：００～１２：１５ 日額 ５００円 

 ◇ 時間外保育・土曜保育の利用には別途申請書が必要となります。 

 ◇ 1号預かり保育の通年利用を希望する場合は、別途、保育が必要なことを証する書類の 

提出が必要です。（『１号認定の「預かり保育」制度について』をご覧ください。） 

 ◇ １号預かり保育（時間外除く）・１号土曜保育については、保育料のほか、別途おやつ代が 

    かかります。 

 ◇ 上記を利用する児童が生活保護法による被保護世帯に該当する等の場合は、保育料を 

減免します。 

 ◇ 私立認定こども園の特別保育料については、直接施設にお問い合わせください。 

  

◎公立認定こども園 保育料納期限（令和５年度） 

納付月 納期限（口座振替日） 納付月 納期限（口座振替日） 

令和５年４月分 令和５年５月１日 令和５年１０月分 令和５年１０月３１日 

令和５年５月分 令和５年５月３１日 令和５年１１月分 令和５年１１月３０日 

令和５年６月分 令和５年６月３０日 令和５年１２月分 令和５年１２月２５日 

令和５年７月分 令和５年７月３１日 令和６年 １月分 令和６年 １月３１日 

令和５年８月分 令和５年８月３１日 令和６年 ２月分 令和６年 ２月２９日 

令和５年９月分 令和５年１０月２日 令和６年 ３月分 令和６年 ４月１日 

※ 祝日の新設等により口座振替日が祝日となった場合は、翌営業日に変更となります。 

※ 私立認定こども園の保育料の納付については、納期限や納付方法が異なりますので、直接施設

にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 納期限が口座振替日となって

います。預貯金残高にご注意く

ださい。 
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給食費について 

 

 １号認定・２号認定については、給食費のうち副食費（おかず代等）は実費徴収となります。 

 国の制度では副食費の支払いを免除する範囲が定められていますが、阿波市におきましては、

国が示す免除対象の範囲を拡大し、子育て世代の負担軽減を図ります。阿波市の副食費免除対

象の範囲は下の表のとおりです。 

 なお、給食費のうち、ごはん代にあたる主食費については、１号認定・２号認定とも阿波市が負担

します。（ただし、市内認可保育施設に限ります。） 

 ※３号認定については、給食費は保育料に含まれていますので、実費徴収はありません。 

 

 副食費の免除対象者（１号・２号認定） 

阿波市 

国の免除対象者（下欄参照）に加えて、以下のすべての要件を満たす児童 

①１８歳未満の児童が２人以上いる世帯で、阿波市から支給認定を受けている

第２子以降の児童 

②阿波市内の認定こども園を利用する児童 

 

◆ 補助額は、月額４，５００円 

 ※給食提供日数等により補助額が変更する場合があります。 

 ※利用施設の副食費が補助額を超える場合は、超えた分は保護者負担となり 

   ます。 

国 

・年収３６０万円未満相当（※１）の世帯のすべての児童 

・所得階層にかかわらず、すべての第３子以降の児童 

◆第３子の考え方：１号認定の場合は、小学校３年生までの児童から数えて３人目 

            ２号認定の場合は、小学校就学前の児童のうち３人目 

 

※１ 「年収３６０万円未満相当世帯」とは次の表のとおりです。（１号認定と２号認定で対象範囲が異なり 

   ます。） 阿波市で課税台帳等を確認の上、決定いたします。 

１号認定の場合 保護者の市町村民税（所得割額）の合計額が、77,101円未満の世帯 

２号認定の場合 
保護者の市町村民税（所得割額）の合計額が、57,700円未満の世帯 

※ひとり親家庭、在宅障がい者（児）のいる世帯については、77,101万円未満 

 

    

  副食費は、ご利用の施設に直接支払ってください。 

  徴収方法は施設によって異なります。詳しくは、各施設から 

  ご案内します。 
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保育の利用調整基準について 

 

ご希望される認定こども園の申込者が利用定員を超過している場合は、「阿波市保育所等の利

用調整に関する要綱」に基づき、調整・決定します。 

 

【 利用調整指数について 】 

 保育を必要とする事由やその状況に応じた『世帯の基準指数』とその他の状況に応じた『調整指数』を 

合計した『利用調整指数』の高い世帯の児童から優先して調整・決定します。 

 

（１）基準指数について 

保育を必要とする事由により設定します。  

‣ 保育を必要とする事由が２項目以上ある場合は、指数の高いものを当該保護者の基準指数とします。 

‣ 父母それぞれの基準指数の合算を『世帯の基準指数』とします。 

‣ ひとり親世帯については、当該保護者の基準指数を２倍したものを『世帯の基準指数』とします。 

‣ 父母がいない場合は、その他の保護者で『世帯の基準指数』を設定します。 

 

（２）調整指数について 

世帯の状況や子どもの状況に応じて加算・減算します。 

 

【利用調整指数の計算方法】 

 

 

              ＋             ＋          ＝ 

              

 

 

（３）利用調整指数が同一指数になった場合 

 利用調整指数が同一指数で並ぶ場合には、「同一指数の場合の順位表」により優先順位を決定しま

す。 

 

（４）利用調整の結果について 

新年度の受付期間中に申込みされた方の内、利用調整の結果、希望の施設での調整がつか

なかった場合は、再度施設の利用希望調査を行い、調整させていただきます。（1月下旬の予

定。） 

 

 

 

 

父の基準指数 母の基準指数 

世帯の基準指数 

調整指数 利用調整指数 
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【阿波市保育所等利用調整指数表】 

①基準指数  

保育の必要性の認定区分 保護者の状況 基準指数 

１ 就労 

外勤 

月１５０時間以上 ２０ 

月１２０時間以上 １８ 

月８０時間以上 １６ 

月４８時間以上 １４ 

上記該当指数より減算 内定 -２ 

自営業 

月１５０時間以上 ２０ 

月１２０時間以上 １８ 

月８０時間以上 １６ 

月４８時間以上 １４ 

上記該当指数より減算 

自営業の中心者ではない -１ 

自宅内での勤務 -１ 

就労見込み -２ 

内職 
月１２０時間以上 １６ 

月４８時間以上 １２ 

２ 妊娠・出産 出産の前後の場合（産前８週・産後８週の間） １６ 

３ 
保護者の 

疾病・障がい 

疾病 
１ヵ月以上の入院又は常時寝たきりの状態 ２０ 

上記以外の状態で常時保育が困難な場合 １６ 

障がい 

身体障害者手帳１・２級、精神障害者福祉手帳１・ 

２級又は療育手帳Ａ１・Ａ２の交付を受けている 
１８ 

上記以外の状態で常時保育が困難な場合 １６ 

４ 病人の看護等 同居している親族を常時介護・看護している場合 １８ 

５ 災害等 災害、風水害、火災等でその復旧にあたっている ２０ 

６ 求職活動 求職活動中（起業準備も含む） ８ 

７ 就学、職業訓練等 自宅外での就学（職業訓練を含む） １８ 

８ 児童虐待、ＤＶ等 児童虐待やＤＶのおそれがある場合 ２０ 

９ 育児休業 
育児休業取得中に既に保育を利用している児童の継続利用が 

必要である 
１８ 

１０ その他 上記に類する状態にあると市長が認めた場合 適宜 

【備考】 

１ 保育の必要な事由が２項目以上ある場合は、高い方を基準指数とします。 

２ 父及び母の状況について、それぞれ当てはまる指数の合計数を世帯の基準指数とします。また、 

ひとり親世帯は、当該保護者の基準指数を２倍した指数を世帯の基準指数とします。 
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②調整指数 

区分 状  況 調整指数 

世帯の状況 

両親が不存在 +３５ 

ひとり親世帯・離婚調停中につき父母が別居中 +３０ 

虐待やＤＶのおそれがある +１５ 

生活保護受給世帯 +２ 

生計中心者の失業（生活保護受給世帯を除く） +５ 

保護者が単身赴任中である +３ 

育児休業明け +３ 

住所が学区内 +３ 

障がい者（児）等がいる世帯（認定区分が３・４以外の場合） +２ 

保護者が市内の保育所等に就労している保育士等である（内定含

む） 
+５ 

土日のみの勤務を常態としている -３ 

正当な理由もなく保育料を３ヵ月以上滞納している -１０ 

子どもの 

状況 

兄弟姉妹が在籍する保育所等に入所を希望する場合又は兄弟姉妹

で同じ保育所等の入所を希望する場合 
+３ 

継続児である +５ 

入所又は入園希望児が身体障害者手帳・療育手帳を交付されてい

る 
+３ 

【備考】 

１ 調整指数は、該当する項目すべてを加算・減算の対象とします。 

 

③同一指数の場合の順位表 

利用調整指数が同一の場合は下記の順位表により決定します。 

順位  状  況 

１ 両親が不存在 

２ ひとり親世帯 

３ 同居で保育できる者がいない 

４ 基準指数が高い者 

５ 

保育の必要性の事由順 

①虐待・ＤＶ ②災害復旧 ③就労 ④育児休業継続 ⑤疾病・障がい ⑥看護・介護 

⑦妊娠・出産 ⑧求職活動  

６ 在籍中の保育所等の利用を継続して希望している（継続児の場合） 

７ 保育料の滞納がない 

８ 養育している就学前児童が多い世帯 

９ 現住所が希望する施設に近い順 
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令和５年度 阿波市 認定こども園一覧表 

 

【公立 幼保連携型認定こども園】 

施設名             住  所 （電話番号） 受入年齢 定員 

一条認定こども園 
吉野町西条字岡ノ川原１３４番地 1 

（088-696-3837・088-696-3046） 
８ヶ月～５歳児 １８０人 

土成中央認定こども園 
土成町吉田字山の神２３番地 1 

（088-637-8881・088-695-5681） 
８ヶ月～５歳児 ２５０人 

八幡認定こども園 
市場町大野島字稲荷１７９番地 

（0883-36-3288・0883-36-2810） 
８ヶ月～５歳児 １６０人 

大俣認定こども園 
市場町大俣字行峯２５７番地１ 

（0883-36-2809・0883-36-5565）  
８ヶ月～５歳児 ８０人 

伊沢認定こども園 
阿波町南柴生８３番地１ 

（0883-35-3866・0883-35-3849） 
８ヶ月～５歳児 １２０人 

 ◇大俣認定こども園の土曜保育については、八幡認定こども園での集中預かりとなります。 

 

【私立 幼保連携型認定こども園】 

施設名 【設置者】 住  所 （電話番号） 受入年齢 定員 

かきはら子ども園 

 【（福）和田島福祉会】 

吉野町柿原字ヒロナカ２３８番地１ 

（088-696-3838） 
６ヶ月～５歳児 １０５人 

市場かもめこども園 

 【（福）かもめ福祉会】 

市場町市場字上野段６６９番地 

（0883-30-1219） 
６ヶ月～５歳児 １２０人 

久勝かもめこども園 

 【（福）かもめ福祉会】 

阿波町森沢２６番地 

（0883-35-5086） 
６ヶ月～５歳児 １０５人 

はやし子ども園 

 【（福）和田島福祉会】 

阿波町東整理１５５番地１ 

（0883-35-5047） 
６ヶ月～５歳児 １２５人 

◇令和５年度より、久勝かもめこども園・はやし子ども園の利用定員が変更となります。 

◇私立認定こども園の定員の内訳は、２１ページ以降の施設情報をご覧ください。 
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～

計 人

～

～

～ ～

～ ～

～ ～ ～

～ ～ ～

～ ～ ～

～ ～ ～

保育認定時間の前後

30分につき100円

19:00土曜

16:30

（教育標準時間認定）

無し

長期休暇中（8：30～16：30）

1，850円/日

給食費

その他

教材費　500円程度/月、他

副食費4,500円/月（減免措置は、阿波市公立施設に準じる）

保護者会費300円/月、学校安全会210円/年

※基本の保育料の範囲内で利用できる保育時間。延長保育等の利用は下記「保育料以外の利用者負担額」を
ご覧ください。

保育料以外の
利用者負担額

実費徴収

上乗せ徴収

教材費等

平日

土曜

8:30

18:30 19:00 16:30

7:00

土曜

7:30

18:30

18:30

8:30

土曜

預かり保育
・延長保育

学期中

長期休業

7:30

平日

平日

保育時間
（※）

～

～

8:30

16:30

7:00

休園日

平日 14:00

項目
２・３号認定（保育認定）

保育標準時間 保育短時間

月曜日から土曜日

日曜日、祝日

16:30 19:00

３号認定

教育・保育の提供時間

7月21日

12月24日 翌年1月7日

3月25日 4月7日

長期休業
（１号認定）

夏季休業

冬季休業

１号認定 ２号認定
利用定員

１号認定

16:30

４８人 ３３人 ９人105

月曜日から金曜日

土曜日、日曜日、祝日

園の概要

受入年齢

園の名称 かきはら子ども園

写真

7:00
14:00

8:30
19:00

施設の種類

設置者

所在地

社会福祉法人　和田島福祉会

阿波市吉野町柿原字ヒロナカ238番地1

５歳児６ヶ月幼保連携型認定こども園

３～５歳児 ３～５歳児 １・２歳児 ０歳児

１５人

春季休業

8月24日

8:30

開園日

令和５年度　私立認定こども園施設情報

法人のその他事業

○一時預かり事業　　○病児・病後児保育（体調不良児対応型）事業

○音感教育、言語(英語)教育事業　　○子育て支援センター事業

問い合わせ先

預かり保育料 延長保育料

学期中；教育時間の前後

30分につき100円

8:30

7:00 7:30

18:30 19:00

7:00 7:30

平日

土曜
8:30

０８８－６９６－３８３８

　当法人は、小松島市花しんばり子ども園を含め８
園を運営しており、＜地域に根ざした、子育て家庭
に優しい子ども園＞を理念として、生活習慣の自立
と健康で意欲的な活動を通して、豊かな人間性を育
てる教育・保育を行っております。かきはら子ども
園では、園児の笑顔、笑い声があふれる子ども園と
して、音感・言語教育や病児・病後児保育に取り組
むとともに、子育て支援センター事業の実施等、地
域の皆様のご協力も頂きながら運営しております。
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～

計 人

～

～

～

～ ～

～ ～

～ ～ ～

～ ～ ～

～ ～ ～

～ ～ ～

　０歳児から小学校就学前までの一貫した教育・保育を行なうなかで
「じょうぶなカラダと豊かなココロの育成」を基本方針として、一人ひと
りに即した援助を行ないながら「元気」「勇気」「根気」の3本の木（気）

を育み、「生きる力」をつけることを目標としています。
　情緒の安定を図りながら、食事・睡眠・排泄などの基本的な生活習慣の

自立を目指し、また、体育あそびや、リトミック、スイミングなどのカリ
キュラムも積極的に取り入れ、園生活の中での様々な経験と併せて、何事

にも積極的かつ意欲的に取り組めるように保育を進めています。
＜めざす子ども像＞

○健康で丈夫な子ども             ○個性豊かな子ども
○情緒豊かな子ども                ○思いやりのある子ども
○何事にも挑戦できる子ども　 ○最後まで頑張れる子ども

○主体性・自主性のある子ども ○自分の気持ちを伝えられる子ども

園の概要

受入年齢

園の名称 市場かもめこども園

写真

13:30 17:30

16:30 18:30

３号認定

教育・保育の提供時間

8月11日

12月29日 1月3日

3月25日 3月31日

長期休業
（１号認定）

開園日

休園日

120 60 36 915

預かり保育
・延長保育

学期中

長期休業

7:30

8:00

18:30

18:00

8:30

土曜

8月20日

（教育標準時間認定）

保育時間
（※）

～

～

保育短時間

月曜～土曜

日曜・祝日・年末年始

１号認定

設置者

所在地

社会福祉法人かもめ福祉会

阿波市市場町市場字上野段669番地

就学前６ヶ月幼保連携型認定こども園

利用定員
３～５歳児 ３～５歳児 １・２歳児 ０歳児

１号認定 ２号認定

問い合わせ先 （０８８３）３０－１２１９

令和５年度　私立認定こども園施設情報

平日 13:30

項目
２・３号認定（保育認定）

保育標準時間

16:30

18:30土曜

平日

平日

8:30

施設の種類

16:30

16:30

夏季休業

冬季休業

19:00
平日

土曜

春季休業

18:00土曜

月曜～金曜

土曜・日曜・祝日・年末年始

※基本の保育料の範囲内で利用できる保育時間。延長保育等の利用は下記「保育料以外の利用者負担額」をご覧ください。

保育料以外の
利用者負担額

実費徴収

上乗せ徴収

預かり保育料

教材費等

平日

土曜

8:30

無し

延長保育料

13:30～15:30　500円  標準     18:30～19:00 100円

給食費

その他

絵本代（380円～450円）

1号・2号共に、4,500円

行事費、制服・体操服（2歳児～）

15:30～17:30　500円  短時間  16:30～18:30 200円
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～

計 人

～

～

～

～ ～

～ ～

～ ～ ～

～ ～ ～

～ ～ ～

～ ～ ～

　０歳児から小学校就学前までの一貫した教育・保育を行なうなかで
「じょうぶなカラダと豊かなココロの育成」を基本方針として、一人ひと

りに即した援助を行ないながら「元気」「勇気」「根気」の3本の木（気）
を育み、「生きる力」をつけることを目標としています。
　情緒の安定を図りながら、食事・睡眠・排泄などの基本的な生活習慣の

自立を目指し、また、体育あそびや、リトミック、スイミングなどのカリ
キュラムも積極的に取り入れ、園生活の中での様々な経験と併せて、何事

にも積極的かつ意欲的に取り組めるように保育を進めています。
＜めざす子ども像＞

○健康で丈夫な子ども             ○個性豊かな子ども
○情緒豊かな子ども                ○思いやりのある子ども

○何事にも挑戦できる子ども　 ○最後まで頑張れる子ども
○主体性・自主性のある子ども ○自分の気持ちを伝えられる子ども

園の概要

受入年齢

園の名称 久勝かもめこども園

写真

13:30 17:30

16:30 18:30

３号認定

教育・保育の提供時間

8月11日

12月29日 1月3日

3月25日 3月31日

長期休業
（１号認定）

開園日

休園日

105 55 30 515

預かり保育
・延長保育

学期中

長期休業

7:30

7:30

18:30

17:30

8:30

土曜

8月20日

（教育標準時間認定）

保育時間
（※）

～

～

保育短時間

月曜～土曜

日曜・祝日・年末年始

１号認定

設置者

所在地

社会福祉法人かもめ福祉会

阿波市阿波町森沢26番地

就学前６ヶ月幼保連携型認定こども園

利用定員
３～５歳児 ３～５歳児 １・２歳児 ０歳児

１号認定 ２号認定

問い合わせ先 （０８８３）３５－５０８６

令和５年度　私立認定こども園施設情報

平日 13:30

項目
２・３号認定（保育認定）

保育標準時間

16:30

7:30

18:30土曜

平日

平日

8:30

7:00

施設の種類

16:30

16:30

夏季休業

冬季休業

19:00
平日

土曜

春季休業

17:30土曜

月曜～金曜

土曜・日曜・祝日・年末年始

※基本の保育料の範囲内で利用できる保育時間。延長保育等の利用は下記「保育料以外の利用者負担額」をご覧ください。

保育料以外の
利用者負担額

実費徴収

上乗せ徴収

預かり保育料

教材費等

平日

土曜

8:30

無し

延長保育料

13:30～15:30　500円 標準  7:00～  7:30 100円

短時間 16:30～18:30 200円

給食費

その他

絵本代（380円～450円）

1号・2号共に、4,500円

行事費、制服・体操服（2歳児～）

15:30～17:30　500円 標準 18:30～19:00 100円
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～

計 人

～

～

～

～ ～

～ ～

～ ～ ～

～ ～ ～

～ ～ ～

～ ～ ～

保育認定時間の前後

30分につき100円

法人のその他事業
○一時預かり事業　　○病児・病後児保育（体調不良児対応型）事業
○音感教育、言語(英語)教育事業　　○子育て支援センター事業

その他 保護者会費300円/月、学校安全会210円/年

上乗せ徴収 無し

預かり保育料

学期中；教育時間の前後

延長保育料
30分につき100円

19:00

※基本の保育料の範囲内で利用できる保育時間。延長保育等の利用は下記「保育料以外の利用者負担額」
をご覧ください。

保育料以外の
利用者負担額

実費徴収

教材費等 教材費　500円程度/月、他

給食費 副食費4,500円/月（減免措置は、阿波市公立施設に準じる）

長期休業

長期休暇中（8：30～16：30）

1，850円/日

7:00 8:30

土曜 18:30 19:00 16:30

平日 8:30 16:30
土曜

7:00

7:00 8:30

土曜 18:30 19:00 16:30 19:00預かり保育
・延長保育

学期中
平日

7:00
14:00

8:30
19:00 平日

7:00 7:30
平日

7:30
土曜

休園日 土曜日、日曜日、祝日 日曜日、祝日

保育時間
（※）

平日 8:30 ～ 14:00 7:30 18:30 8:30 16:30

土曜 ～ 7:30 18:30 8:30 16:30

開園日 月曜日から金曜日 月曜日から土曜日

春季休業 3月25日 4月7日

教育・保育の提供時間

項目
１号認定 ２・３号認定（保育認定）

（教育標準時間認定） 保育標準時間

長期休業
（１号認定）

夏季休業 7月21日 8月24日

冬季休業 12月24日 翌年1月7日

保育短時間

３～５歳児 １・２歳児 ０歳児

125 １５人 ６５人 ３６人 ９人

所在地 阿波市阿波町東整理155番地1

問い合わせ先 ０８８３－３５－５０４７

利用定員
１号認定 ２号認定 ３号認定

３～５歳児

令和５年度　私立認定こども園施設情報

施設の種類 幼保連携型認定こども園 受入年齢 ６ヶ月 ５歳児

設置者 社会福祉法人　和田島福祉会

園の名称 はやし子ども園

写真

　当法人は、小松島市花しんばり子ども園を含め８
園を運営しており、＜地域に根ざした、子育て家庭
に優しい子ども園＞を理念として、生活習慣の自立
と健康で意欲的な活動を通して、豊かな人間性を育
てる教育・保育を行っております。はやし子ども園
では、園児の笑顔、笑い声があふれる子ども園とし
て、音感・言語教育や病児・病後児保育に取り組む
とともに、子育て支援センター事業の実施等、地域
の皆様のご協力も頂きながら運営しております。

園の概要
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2号認定
1号認定

（預かり保育）
1号認定

7:30 7:30 早朝保育

8:00 8:00 随時登園

8:30 8:30 随時登園 教育・保育活動

　個々・グループ

教育・保育活動 　クラス

9:30 9:30 　個々・グループ

　クラス

10:00 10:00

11:00

12:00 給食

　準備・食事

12:30 　片付けなど

降園準備

13:00 午睡 降園

＊５歳児は必要に応じて行う

15:00 15:00 おやつ

16:00 16:00 随時降園

16:30 16:30 時間外保育(短時間)

17:30 17:30 時間外保育終了(短時間)

18:00 時間外保育

18:30 18:30 時間外保育(標準時間)

19:00 19:00 時間外保育終了(標準時間) 時間外保育終了

時間外保育(短時間)

時間外保育終了(短時間)

時間外保育(標準時間)

時間外保育終了(標準時間)

おやつ

随時降園

給食準備・食事

　準備・食事

　片付けなど

午睡

おやつ

遊び

早朝保育

随時登園

デイリープログラム（大まかな1日の流れ）

【公立認定こども園】

時間

0歳児～2歳児

時間

３歳児～5歳児

3号認定


