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保育所、認定こども園（保育部）、小規模保育事業（以下「保育所等」）は、保護者が就労や病気などの理

由により家庭でお子様を保育できないときに、保護者の方に代わって一定時間の保育を行う「お子様のため」

の施設です。この申込書は、保育所等の利用のための申込書です。幼稚園や認定こども園（幼稚部）の利用申

込みはできませんのでご注意ください。 

※ 保育所等については、別紙「小田原市内保育所等一覧表」をご覧ください。 

保育所等の利用を希望する方は、保育の必要性についての認定を受ける必要がありますが、小田原市では保

育所等利用の申込手続きで認定申請を兼ねていますので、事前に認定の手続きをする必要はありません。 

 

 

 

お子様の保護者が次の事由（①～⑧）のどれかに該当し、保育ができない状態にある場合に限り、保育所等を利

用することができます。 

事由が発生している期間のみ保育所等をご利用できます。事由ごとの利用期間が切れた場合は、他の事由が新た

に発生しない限り保育所等を利用することができませんので、年度の途中であっても退所していただくことになり

ます。申込みにあたって必要な提出書類は事由ごとに異なります。P.10「6. 必要な書類について」とあわせてご

確認ください。 

保育を必要と
する事由 利 用 期 間 提 出 書 類 備 考 

①就労（内

定）してい

る場合 

（一月 15

日以上かつ

60 時間以

上の就労が

最低基準） 

就労している期間のみ保育所等を
利用することができます。仕事を
辞めた場合は保育所等を退所して

いただくことになりますのでご注
意ください。 
 
 
※きょうだいで申請する場合、き

ょうだいいずれかの利用が決まっ
た場合でも就労を開始する必要が
あります。 
 

 就労証明書 
（別添様式） 
 

※自営の方は、

就労証明書と

は別に自営を

証明する書類

が必要になり

ます。 

 

※指定様式以

外のもの（旧様

式を含む）は原

則受付してお

りません。 

●就労証明書は、事業主に記入してもらって

ください。 

●就労証明書は、発行日から 3 か月以内の

ものを提出してください。 

●勤務先が自営業又は事業主が親族（就労者

本人を含む）、農業、漁業に従事している

場合、自営を証明する書類（営業許可証、

開業届等）または収入を証明する書類（確

定申告書、源泉徴収票等）が必要です。証

明書類がない場合には書類不備扱いとな

ります。 

●就労証明書の訂正は、改めて事業主に記入

してもらってください。（訂正印は不要） 

●「1 か月の平均就労日数が１５日以上かつ

合計就労時間が 60 時間以上」を満たして

いない場合は、就労の事由とすることがで

きません。現状はこの時間と日数を下回る

が、保育所等入所次第、時間と日数が増え

る場合には、その旨と具体的な時間と日数

を備考欄に記入してもらってください。 

保護者が育児休業明けの場合は、復職（予定）日によって利用申込みができる月が決まります。 

 ・1日～14日付の復職  → 復職月の前月 1 日からの利用申込みができます。 

  （例）5 月１４日復職   → 4月 1 日からの利用申込みが可能 

 ・15日～３１日付の復職  → 復職月の当月 1 日からの利用申込みができます。  

  （例）5 月１５日復職   → 5月 1 日からの利用申込みができます。 

※育児休業期間中に、復職を早めて利用を希望する場合は、就労先に育児休業期間を短縮し

復職できるか確認する必要があります。 

※入所月の翌月１４日までに復職する必要があります。（休日にあたる場合は前営業日） 

１．保育所等を利用するにあたって 

２．保育を必要とする事由 

P.2～12 まで 

※入所後案内は 

P.13～16 
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保育を必要と
する事由 利 用 期 間 提 出 書 類 備 考 

②妊娠中
や、出産後
間もない 
場合 

出産（予定）月を基準として出産前 3

か月と出産月、出産後 3か月の最長 7

か月間、保育所等を利用することがで

きます（利用開始月にかかわらず出産

後 3 か月の末日までの利用となりま

す）。出産後、そのまま育児休業を取

得する場合であっても、保育所等を継

続して利用することができます。 

 母子手帳の
写し 

●出産予定日が記入されているページ
と、お母様の名前が記載されているペ
ージの写しを提出してください。 

●出産事由期間の終了後も申込みを続
ける場合には、ほかの事由が必要にな
りますので、その事由が確認できる書
類の提出が必要です。 

●出産事由で入所していて、引き続き育
児休業を取得する場合には、育児休業
期間の記載された就労証明書の提出
が必要です。 

③病気やけ
が、心身に

障がいがあ
り、家庭で
保育ができ
ない場合 

病気やけがなどの事由により保育所等

を利用する場合は、医師が発行する診

断書に記載される治療等を要する期間

のみ利用することができます。障害者

手帳及び療育手帳をお持ちの方は、診

断書の提出は不要です。 

 診断書 

 障害者手帳 

 療育手帳 

●診断書には、「○○の疾病のため、
家庭保育困難である」との記載と
「治療期間」を記入してもらってく
ださい。障害者手帳及び療育手帳を
お持ちの方は診断書の提出は不要
です。 

④親族の方

を常に介護
することが
必要であ
り、保育が
できない 

場合 

病人の看護等の事由により保育所等を

利用する場合は、看護等を必要とされ

る対象者の医師が発行する診断書に記

載される看護等を要する期間のみ利用

することができます。対象者が障害者

手帳及び療育手帳をお持ちの方は、診

断書の提出は不要です。 

看護等を必

要とする方

について 

 

 診断書 

 障害者手帳 

 療育手帳 

●診断書には、「看護等が必要なため、
家庭保育困難である」との記載と
「治療期間」を記入してもらってく
ださい。対象者が障害者手帳及び療
育手帳をお持ちの場合は診断書の
提出は不要です。 

⑤求職活動
をしている

場合 

求職活動の事由により保育所等を利用

した場合は、利用期間が入所開始月か

ら 3 か月間となります。 

不要 

●期間内に就労を開始した場合は、就労
証明書を提出してください。就労証明
書の発行に時間がかかる場合があり
ますので、就労が決定したら速やかに
就労先に就労証明書の発行を依頼し
てください。なお、就労時間等の都合
により保育時間を保育短時間（８時
間）から保育標準時間（１１時間）に
変更する場合には、別途届出が必要と
なります。 

⑥就学をし

ている場合
（職業訓練
校などでの
職業訓練を
含む） 

就学している期間のみ保育所等を利用

することができます。卒業した場合や

休退学をした場合は保育所等を退所し

ていただくことになりますのでご注意

ください。 

※原則、月 60 時間以上 

 在学証明書 
 

 就学時間の
分かる書類 

●在学証明書は、各学校の様式のもので
提出してください。 

●カリキュラムやシラバスのような就
学時間（時間割）の分かる書類を提出
してください。 

⑦地震、火
災などの災
害の復旧に
あたってい
る場合 

 
 り災証明書

など 
 

⑧その他 
その他の理由で保育所等を利用する場合、保育を必要とする事由の状況に応じて判断します。 
状況により必要な提出書類が異なりますので、小田原市保育課までお問い合わせください。 
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３．保育所等の利用までの流れ 

希望する保育所等の見学 

保育要件の確認・希望施設の選定 

保育所等利用の申込手続き 

利用の選考 

 保育の要件については、P.2～3「2.保育を必要とす

る事由」をご覧ください。 

 保育開始年齢は保育所等によって異なります。詳細

は、P.5「①入所可能年齢について」、別紙「小田原

市内保育所等一覧表」をご確認ください。 

 

 各施設で特色のある保育を行っております。事前に必

ず希望される保育所等の見学をお願いします。詳細は

P.6「②保育所等の見学について」をご覧ください。 

～～ フローチャート ～～ 

 令和 5 年度の申込受付期間内に申込書をご提出くだ

さい。 

※ 申込・提出方法や受付期間については、 

P.6「③申込受付について」をご覧ください。 

※ 書き方については、P.20～21「申込書の記載例」

をご覧ください。 

選考の結果・通知 

 保育所等利用申込者の「保育を必要とする事由」を指

数化し、その指数の高い順に希望保育所等の受け入れ

できる児童数を基に、公平に判定します。詳細は、P.8

「⑤利用の選考」をご覧ください。 

保育の必要性の認定 

 保育所等の利用にあたり、「子どものための教育・保

育給付」の認定を受けることになります。認定証は、

選考結果にかかわらず、申込者すべてに発行されま

す。詳細は、P.7「④「保育の必要性」及び「保育時

間」の認定について」をご覧ください。 

 利用の決定（面談） 

 選考の結果、保育所等の受入枠が確保できた場合は

「内定通知」、受入枠が確保できなかった場合には「不

可通知」を郵送にて通知します。詳細は、P.8「⑥選

考の結果・通知」をご覧ください。 

 内定のあった保育所等との連絡・面談後、正式に保育

所等の利用が決定します。また、決定した方について

は、郵送にて「保育の実施決定通知書」を送付します。

詳細は、P.8「⑦利用の決定」をご覧ください。 

利用の不可 

 不可の場合、申込みを取り下げるまでは選考の対象と

なります。P.8「⑥選考の結果・通知」をご覧ください。 
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① 入所可能年齢について 
保育開始年齢は、保育所等によって違います。利用を希望する月に保育可能な年齢であるか保育所

等に確認してからお申込みください。（詳細⇒別紙「小田原市内保育所等一覧表」） 

保育所のうち、「小田原乳児園」は 1 歳児クラス修了までとなります。 

保育所のうち、「分園」は次の表のクラス修了までの利用となり、修了後はそれぞれの本園に通う

ようになります。他園を希望する場合は、改めて申込みが必要となりますのでご注意ください。 

城前寺保育園そが分園 １～３歳児クラスまで ⇒ 城前寺保育園（本園） 

西大友保育園分園みらい １歳児クラスまで ⇒ 西大友保育園（本園） 

南鴨宮あいじ園駅前分園 ２歳児クラスまで ⇒ 南鴨宮あいじ園（本園） 

 
小規模保育事業の連携施設 
小規模保育事業については、すべての施設が 2 歳児クラス修了までの利用期間となりますのでご注意

ください。 

なお、2 歳児クラス修了後、3 歳児クラスから、施設ごとに設定されている連携施設に引き続き通う

ことができます。他園を希望する場合は、改めて申込みが必要となりますのでご注意ください。 

 

小 規 模 保 育 事 業 連 携 施 設 

矢作愛児園 さくら保育園 

育みの家カンガルー栄町第１ 新玉幼稚園 

アミッチ保育園 下府中保育園 

たんぽぽの家 
たんぽぽ保育園、こひつじ学園の２か所。 
それぞれの受入枠を超える希望がある場合には、市で改めて入所選考
を行い、入園先を決定します。※ 

保育所モナミ桑原園 豊川保育園 

ぎんがむら保育園しろやま 

みゆき愛児園、中島保育園、荻窪保育園の 3 か所。 
それぞれの受入枠を超える希望がある場合には、市で改めて入所選考
を行い、入園先を決定します。※ 

サンライズキッズ保育園 

小田原園 

桜井保育園、報徳保育園、富水保育園、保育園大地の４か所。 
それぞれの受入枠を超える希望がある場合には、市で改めて入所選考
を行い、入園先を決定します。※ 

保育所モナミ蓮正寺園 

友愛幼稚園、保育園大地の２か所。 
それぞれの受入枠を超える希望がある場合には、市で改めて入所選考
を行い、入園先を決定します。※ 

おだわら・もあな保育園 

国府津保育園、石塚保育園、桃重保育園の 3 か所。 
それぞれの受入枠を超える希望がある場合には、市で改めて入所選考
を行い、入園先を決定します。※ 

育みの家カンガルー久野第２ 久野保育園 

豊川すずらん保育園 豊川保育園 

ぎんがむら保育園 

オダワラソダチ 

久野保育園、御濠端幼稚園の２か所。 
それぞれの受入枠を超える希望がある場合には、市で改めて入所選考
を行い、入園先を決定します。※ 

（仮称）エンジェルキッズ鴨宮園 さくら保育園 

 

※ 連携先が複数設定されている小規模保育事業について、１１月以降に２歳児クラスに 

入所された場合は、連携施設への入所は保障されませんのでご注意ください。 
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② 保育所等の見学について 

各施設では、施設ごとに特色のある保育を行っております。保育所等の利用申込みにあたっ

ては、事前に希望される保育所等の見学をお願いします。 

保育所等によっては、指定日を設けて見学会を行うなど、各施設で対応方法が異なります。 

また、新型コロナウイルス感染症対応の為、人数を制限していることもありますので、必ず

事前に希望の保育所等に連絡してから見学に行ってください。 

※ 施設側も保育所等の運営を行いながら「保育所等見学」に対応しておりますので、園の行事

（運動会や発表会など）の日程により、ご希望の日時に見学が受けられない場合があります。 

【保育所等見学のポイント】 

 事前に通園可能な保育所等かを確認しましょう。 

 保育の方針やイベント等、施設の設備や雰囲気などお子様にあった環境かどうか確認しましょう。 

 保育所等によって開設時間が異なるため、事前に確認しましょう。 

 保育所等によっては、教材費や制服代等、別途料金が発生する場合もあるため、事前に確認しま

しょう。 

 お子様の体調面（アレルギー等）、園生活で不安に感じる点についても事前に相談しましょう。 

 ならし保育の期間は、お子様の状況や保育所等によって異なるため、事前に確認しましょう。 
 

③ 申込受付について（※市外からの申込み・市外保育所等への申込みの場合は P.9をご覧ください。） 
 

【令和 5 年度申込受付期間】 

募集内容 申込受付期間 （※土・日・祝日は除く。） 受付方法・場所・時間 

＜１次募集＞ 

令和５年４月 

利用分 

令和４年１０月１７日（月）～１１月４日（金） 

※郵送の場合、１１月４日（金）必着 

※ただし、申込に係る不足書類のみ１１月１１日（金）まで受付 

＜受付方法＞ 

窓口または郵送※ 

 

＜受付場所＞ 

小田原市役所本庁舎

5 階 保育課 

※郵送先は P.24 を参照 

 

＜受付時間＞ 

８時３０分～１７時 

＜２次募集＞ 

令和５年４月 

利用分 

令和４年１１月２１日（月）～ 令和５年１月２０日（金） 

※郵送の場合、１月２０日（金）必着 

※ただし、申込に係る不足書類のみ１月２７日（金）まで受付 

令和５年５月～ 

令和６年３月 

利用分 

利用を希望する月の前月１０日まで 

※郵送の場合、１０日必着 

（１０日が休みの場合は前開庁日） 
 

※ 郵送受付については、書留郵便等の配達記録が残る方法のみとなります。 

なお、郵送の場合、マイナンバーの提出はできません。P.10「６．必要な書類について」をご確認く

ださい。また、提出期限についても「必着」となりますので、お早めにお申し込みください。 

 

※ ＜１次募集＞及び＜２次募集＞の「申込に係る不足書類」とは、それぞれの受付期間内に申し込まれ

た保育要件の要件確認書類（就労証明書等）のみとなります。希望園の追加や変更などはできません。 

 

※ 保育所等の利用は、月単位（毎月１日付け）での利用となります。月の途中からの利用はできません。 

 

※ 出生前のお子様の申込みも可能です。この場合、申込書の児童氏名・生年月日・性別を空欄にし、 

母子健康手帳の写し（出産予定日が分かるページとお母様の名前が記載されているページ）を添付 

してください。（出生後は速やかに保育課へご連絡ください。） 
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④ 「保育の必要性」及び「保育時間」の認定について 

（１）「保育の必要性」について 

保育所等の利用にあたり、「子どものための教育・保育給付」の認定を受けることになります。 

認定の区分は、年齢や利用希望の施設によって 3つに分かれます。 

認定区分 対   象 主な利用施設 

1 号認定 お子様が満 3 歳以上で、幼稚園等での教育を希望する場合 幼稚園・認定こども園（幼稚部） 

2 号認定 
お子様が満 3 歳以上で、「保育を必要とする事由」に該当

し、保育所等での保育を希望する場合 
保育所・認定こども園（保育部） 

3 号認定 
お子様が満 3 歳未満で、「保育を必要とする事由」に該当

し、保育所等での保育を希望する場合 

保育所・認定こども園（保育部） 

小規模保育事業等 

※ 「1 号認定」に該当する方は、幼稚園や認定こども園（幼稚部）に直接申込みとなります。 

※ 年度途中でお子様が満 3歳を迎える場合、3号認定から 2 号認定に変更となりますが、満 3 歳を 

迎えた年度については、認定区分変更に伴う利用者負担額の変更はありません。認定変更の通知は、

市から届きます。 

★認定証は、選考結果にかかわらず、お申込みいただいた方全員に発行されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）「保育時間」について 

保育所等の開所時間（保育所等が開いている時間）は基本的に 11 時間です。利用可能時間は、各

保育所等の開所時間の範囲内での利用となります。その中で「保育を必要とする事由」から、保育時

間が保育の必要量によって「保育標準時間（おおむね 11 時間）」と「保育短時間（おおむね 8時間）」

のいずれかに区分され、保育所等を利用できる時間や利用者負担金（保育料）が決められます。 

ただし、勤務形態や通勤時間等により 8時間の範囲に収まらず、恒常的に延長保育料が発生してし

まう場合など、認定変更申請により保育標準時間へ変更できる場合があります。 

保育を必要とする事由 必要量の区分 保育を必要とする事由 必要量の区分 

就労【フルタイム】 保育標準時間 病人の看護等 保育標準時間 

就労【パートタイム】 保育短時間 災害の復旧 保育標準時間 

出産 保育標準時間 求職活動 保育短時間 

病気・けが・障がい 保育標準時間 就学 就労に準じて判断 

※保育標準時間に該当する方が保育短時間での利用を希望することはできますが、保育短時間に該当する方が保育標準時間での利用を希望することはできません。 

【重要】施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定について 

子ども・子育て支援法第 20 条第６項の規定により、当該申請のあった日から 30 日

以内に認定の申請に対する処分を行わなければならないこととされておりますが、令和

５年４月利用１次申込申請にかかる支給認定については、新規利用申込に係る事務処理

に時間を要することから、同条第６項ただし書きに基づき、これを延期し、保育所等の

利用調整結果とともにお知らせいたしますので、ご承知おきください。 

 

7：30 9：00 17：00 18：30 19：00 

（※延長保育） 
保育標準時間（おおむね 11 時間） 

保育時間の利用例（開所時間 7：30～19：00 の場合） 

保育短時間（おおむね 8 時間） 

預
か
れ
な
い 

（※延長保育） （※延長保育） （※延長保育） 

※ 延長保育については、別途料金がかかります。また、実施状況や料金も保育所等によって異なります。 

※ 実際に保育所等を利用する場合は、好きな時間に登園してよいわけではなく、園で定めた時間までに登園

する必要がありますのでご注意ください。 
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⑤ 利用の選考 

保育所等利用申込者の「保育を必要とする事由」を指数化し、その指数の高い方から順に希望の

保育所等の受入れできる児童数を基に、利用する保育所等を公平に判定します。 

 

※ 「令和５年度保育所等利用判定基準表」は、小田原市ホームページの保育所等利用申込みに関

するページに掲載します。 

 

 

⑥ 選考の結果・通知 
保育所等の受入枠が確保できた児童に対して「内定通知」を、受入枠を確保できなかった方には 

「不可通知」を書類選考結果として郵送にて通知します。「内定」となった方は、各施設に連絡を 

とっていただき、面接を行ってください。 

 なお、書類選考結果が「不可」だった場合には、申込みの取り下げがない限り、次回も選考の対象と

なります。申込みを取り下げる場合は、別途「保育所入所申込取り下げ書」をご提出ください。 

 

 
書類選考結果通知の発送予定 

 ・令和５年 4月利用 1 次判定・・・・・・・令和４年 12月下旬頃 

   ・令和５年 4月利用 2次判定・・・・・・・令和５年 2月下旬頃 

   ・令和５年 5月～令和６年 3月利用分・・・利用希望月の前月 2０日頃 

 

 

 

⑦ 利用の決定 
保育所等との面接の結果、集団保育への参加に問題がないと確認できた場合、正式に保育所等の

利用が決定します。保育所等の利用が決定した方については、小田原市から「保育の実施決定通知

書」を郵送にてお送りします。認定こども園（保育部）、小規模保育事業の利用が決定した方につ

いては、施設との直接契約となります。（詳細は園との面接時にご確認ください。） 

 

 

  決定通知の発送予定 

・令和５年 4 月利用 1次判定・・・・・・・令和５年 1 月下旬頃 

   ・令和５年 4月利用 2次判定・・・・・・・令和５年 3月中旬頃 

   ・令和５年 5月～令和６年 3月利用分・・・利用希望月の前月末 

 

 

～毎月の選考結果にかかる集計表の公表について～ 

 

毎月の保育所等の選考結果については、集計表を作成し、市役所本庁舎保育課窓口

に掲示しているほか、小田原市ホームページにおいても公表しております。 
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●小田原市内にお住まいの方で、市外の保育所等の入所を希望する場合 

受 付 場 所 P.6「③申込受付について」にある受付場所のとおり 

受 付 期 間 

希望する保育所等がある市区町村が設定する締切日の１週間前まで 

※小田原市から希望先市区町村に郵送しますので、余裕をもって提出してください。  

※市区町村によって、申込み事由等が異なりますので、事前に、希望する保育所等が

ある市区町村の保育担当課に、「申込みが可能か」「申込締切日」「必要書類」「受

入年齢」など必要事項を確認してください。 

必 要 書 類 小田原市様式の申込書および添付書類一式と、希望先市区町村の指定する書類 

選 考 結 果 の 通 知 希望先市区町村での選考後に、小田原市から選考結果の通知をします。 

入 所 後 保 育 料 小田原市の基準により算定。支払先の詳細は P.15「●保育料の支払先」を参照。 

※ 申請中に小田原市外へ転出される方については、取下げ書の提出が必要です。転出先の自治体より改めて入所申込を行ってください。  

●小田原市外にお住まいの方で、小田原市内の保育所等の入所を希望する場合 

受 付 場 所 

申込時点でお住まいの市区町村の保育所等入所申込窓口 

※お住まいの市区町村によっては、申込先の市区町村へ直接申込みの場合があり

ます。事前に、お住まいの市区町村にお問い合わせください。 

受 付 期 間 

小田原市の設定する締切日（P.6「③申込受付について」）の 1 週間前まで 

※お住まいの市区町村から小田原市に書類が送付されますので、締切日までに書

類が届くよう、余裕を持ってお申込みください。 

必 要 書 類 

・お住まいの市区町村で使用する申込書一式（小田原市に転入する場合は、小田原市様式の申込書一式）  

・転入に関する同意書 

・小田原市に転入することを証明する書類 

（賃貸契約書や不動産売買契約書の写し等、小田原市への転入時期、転入後の住所が記載されているもの） 

※提出があると利用選考にあたり小田原市民と同様の選考指数となります。 

選 考 結 果 の 通 知 
小田原市での選考後に、小田原市からお住まいの市区町村に対して結果を送付し

ます。その後、お住まいの市区町村から保護者あてに結果が通知されます。 

転 入 後 手 続 
小田原市への転入後は、改めて小田原市での申込みをし、支給認定を受ける必要

があります。転入後すみやかに行ってください。 

入 所 後 保 育 料 お住まいの市区町村の基準により算定。支払先の詳細は P.15「●保育料の支払先」を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育所等に既に入所している方で転園を希望される場合の申込方法及び提出書類は、新規申込み

をする場合と同様です。受付期間（P.6「③申込受付について」）を確認し、書類を提出してくださ

い。また、現在通っている保育所等を退所して新規申込みをするのか、転園先が決定するまでは現

在の保育所等に通い続けるのかをお伝えください。 

※ 申込時点で、住民登録（住民票）がある自治体から申し込むこととなります 

例えば、令和５年４月からの小田原市内の保育所利用を希望しているが、令和４年１１月４日（１次申込

締切日）の時点では、まだ小田原市外に住民登録があるといった場合には、申込時点で住民登録がある自治

体に申込みをしていただくようになります。 

申込後に、小田原市に住民登録を移した際には、小田原市民としての申込みの手続きを改めてしていただ

くようになりますので、保育課までお越しください。 

４．市外からの申込み・市外の保育所等への申込みについて 

５．転園の申込みについて 
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保育所等の利用申込みにあたっては、次の書類が必要となります。 

家庭の状況や世帯構成によって必要な書類が異なりますので、漏れのないようご注意ください。 

※ 申込書類は、市ホームページからもダウンロードすることができます。 
 

～兄弟姉妹で申し込む場合～ 

 お子様ごとに申込書が必要になります。保育所の受入の状況によっては、同じ保育所等に入所できな

い場合もあります。申込書に兄弟姉妹の利用の優先順位について、「同じ月に同じ施設を希望」「別々

の施設でもよい」「年齢が上の子を優先」など、希望を記入する欄がありますのでご検討ください。 
 

１．保育所等利用申込書 
P.20～21 の「14. 申込書の記載例」を参考に、太枠の中を記入漏れのないように記入してください。 

 

２．保育所等利用申込にかかる誓約書 

申込みにあたって、重要な事項を記載しておりますので、確認していただき、ご署名のうえ、申込書

と一緒にご提出ください。 

 

３．保育所等利用児童健康状態調査票 
お子様の病気履歴や生活状況、アレルギー等について事前に調査させていただき、保育所等での面接時

に活用させていただきます。※出産前に入所申込する場合は、出産後 1か月以内に必ずご提出ください。 

 

４.「保育を必要とする事由」を証明する書類 
保育を必要とする事由に応じて、それぞれの保護者の状況を証明する書類をご提出ください。申込期

限までに提出書類が未提出の場合、選考において不利になることがありますので、ご注意ください。 

※P.2～3「２.保育を必要とする事由」に記載された事由ごとの提出書類をご確認ください。 

 

５．利用者負担金（保育料）算定及び副食費徴収対象判定の基礎となる書類（市外に住民票がある（あった）方） 
令和４年 1月 2日以降に小田原市へ転入してきた方、また、単身赴任により小田原市外に住民票があ

る方は、マイナンバーの提供、または、保育料の算定・副食費徴収対象の判定を行うための資料の提出

が必要です。現在同居している祖父母についても、同様の場合は提出が必要です。 

※ 住民税未申告の方は、マイナンバーをご提供いただいても算定できないため、必ず住民票のある（あ

った）居住地で税の申告を行ってください。 

※ 郵送の場合は下記の書類を同封、または、後日マイナンバー確認書類（P.22～23「１５.マイナン

バー（個人番号）の記入について」参照）を窓口に持参してください。 

対 象 者 提出書類 備    考 

令和４年 1月 1日時
点で小田原市外に住
民登録があった方 

令和４年度住民
税課税(非課税)
証明書 

●令和４年1月1日に居住していた市区町村で発行を受けてください。なお、

収入が無かった方も「非課税証明書」の提出が必要です。 

※４月分から８月分までの保育料の算定または副食費徴収対象の判定を行う

ために必要となります。 

 外国にいた方 令和３年１月～１２月の１年間の収入の分かる書類 

令和５年 1月 1日時
点で小田原市外に住
民登録があった方 

令和５年度住民
税課税(非課税)
証明書 

●令和５年1月1日に居住していた市区町村で発行を受けてください。なお、

収入が無かった方も「非課税証明書」の提出が必要です。 

※９月分からの保育料の算定または副食費徴収対象の判定を行うために必要

となります。 

※「令和５年度住民税課税（非課税）証明書」は、令和５年６月以降でない

と発行できませんので、それ以前に申込みをされる方はその時点では提出

の必要はありません。 

 外国にいた方 令和４年１月～１２月の１年間の収入の分かる書類 

※ 外国にいた方については、住民税の税額情報が確認できないため、マイナンバーのご提供をいただい

た方でも収入のわかる書類の提出が必要となります。 

６．必要な書類について 
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申込後の変更事項については、速やかに届け出てください。 

令和５年４月利用申込みについては、１次は令和４年１１月４日、2 次は令和５年 1 月２０日までに提出されたも

の、令和５年５月～令和６年３月利用申込み以降については、毎月１０日（休みの場合は前開庁日）までに提出され

たものを翌月の利用選考に反映させています。 

利用希望保育所等の変更・兄弟

姉妹の利用の優先順位の変更 

申込後に利用を希望する保育所等の追加・削除・順番の変更や、兄弟姉妹の

利用の優先順位の変更をする場合には、保育課窓口にて変更の手続きを行っ

てください。 

求職中から就労が決定（内定）

した場合 

就労決定（内定）先の就労証明書をご提出ください。また、保育時間の変更

を希望する場合には、あわせて変更の届出を提出してください。 

申込み中に退職したとき 
その旨を保育課に届け出してください。また、求職活動をする場合には、そ

の旨も届け出してください。 

申込み中に転職したとき 転職先の就労証明書をご提出ください。 

育児休業期間が変更になった

とき 

変更後の育児休業期間の記載された就労証明書をご提出ください。育児休業

期間中に、復職を早めて利用を希望する場合は、就労先に育児休業期間を短

縮し復職できるか確認する必要があります。 

申込み中に妊娠が分かったと

き 

母子健康手帳の写し（出産予定日が記入されているページと、お母様の名前

が記載されているページ）をご提出ください。出産予定月の前後３か月を妊

娠・出産事由に変更します。 

認可外保育施設の利用をして

いる場合 

月極めで利用している場合には、在園証明書を利用施設に発行してもらい提

出してください。 

その他変更事項があったとき 
住所・氏名・電話番号の変更、家庭状況の変更（結婚・離婚等）、保育を利

用する事由の変更をするときなどは、変更の届け出をしてください。 

 

 

 

 

●内定を辞退する場合 

入所の内定を辞退する場合には、内定先の保育所等と市役所保育課の両方に連絡していただくとともに、

保育課に内定を辞退する旨の届出「保育所等入所内定（決定）辞退届」をご提出ください。 

  申込みを続ける場合には、利用選考の際に、選考指数から減点されることとなりますのでご承知おきく

ださい。 
 

●申込みを取り下げる場合 

  保育所等の利用の申込みを取り下げる場合には、「保育所入所申込取り下げ書」をご提出ください。 
 

●申込みの有効期間 

申込の有効期間は、令和６年３月利用分までです。 

令和６年４月以降の入所についても希望する場合には、申込みが改めて必要となります。(例年 10 月中旬頃) 

また、令和５年４月２次の利用選考の結果、入所ができなかった場合、5月以降の利用選考の継続につい

て意向調査があります。引き続き利用選考を希望する方は、希望票の提出が必要です。 

 

●申込みの内容に虚偽があった場合 

就労状況や育児休業の期間等、申込内容に虚偽があった場合は入所の内定があった場合でも取り消しとな

ります。また、すでに入園しているお子様についても退園していただくことになりますので、ご承知おきく

ださい。  

７．申込み後の変更事項について 

８．申込みにあたっての注意事項 
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保育コンシェルジュとは、保護者のニーズにあった保育サービスのアドバイスなどを行う、保育士資格を

持った専門相談員です。 

保育所等の入所相談のほか、保育サービスに係るさまざまな情報をお伝えします。 

 

 ※ 庁外施設への出張相談により外出中の場合や、ほかの相談者の対応中の場合があるため、

ご相談をされる際は、事前にお電話でのご予約をお願いします。 

 

 

【相談日時】 【相談場所】 【電話番号】 

平日   9：００～１２：００ 

１３：００～１７：００ 

小田原市役所 5階(赤通路) 

保育課 窓口 
0465-33-1451 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

９．保育コンシェルジュ相談について 

【令和５年４月１次申込受付期間中の対応について】 

１次申込の受付期間中は、お問い合わせが増えるため、 

ご相談の予約が取りづらくなります。 

可能な限り、受付期間より前にご予約の上、ご相談ください。 

※ 受付期間については、P.6「③申込受付について」をご確認

ください。 

保育園の申込みに悩んだら、

保育コンシェルジュさんに相談

してみよう！ 
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●お子様が保育所等に慣れるまでの短縮保育（ならし保育）について 

利用開始直後は、お子様のストレスを少なくするため、保育所等に慣れるまで短い時間の保育（なら

し保育）を行い、徐々に通常の保育時間にしていきます。このため、就労等で利用される方は、保育時

間にご注意ください。なお、ならし保育の期間は、お子様の状況や保育所等によって異なるため、事前

に相談しておきましょう。 
 

●家庭状況の変更に伴う報告について 

利用中に、以下に示すような家庭状況に変更があった場合は、速やかに小田原市保育課及び在園して

いる施設に「届出事項変更届出書」で変更事項を届け出るようにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●長期欠席について 

原則として、家庭の事情等により 1 か月以上の長期欠席をする場合は、退所していただくことになり

ますのでご了承ください。なお、1 か月に満たない欠席の場合は、各保育所等へ理由を申告するようお

願いします。 
 

●退所・市外への転出について 

家庭の事情や市外への転出等により保育所等を退所する場合は、退所する月の 15 日頃までに「保育

の実施解除申請書」に必要事項を記入の上、小田原市保育課又は各保育所等へ提出するようにしてくだ

さい。「保育の実施解除申請書」の提出が遅れると、翌月の保育料を支払っていただくこととなります

のでご了承ください。 

なお、市外へ転出し、引き続き同じ保育所等を利用したい場合は、転出先の市町村で手続きが必要と

なりますので事前にご相談ください。 
 

●入所後に妊娠が分かった場合 

  母子健康手帳の写し（出産予定日が記入されているページと、お母様の名前が記載されているページ）

をご提出ください。出産予定月の前後３か月を妊娠・出産事由に変更します。引き続き育児休業を取得

する場合には、育児休業期間の記載された就労証明書を提出してください。育児休業中の保育時間は、

保育短時間となります。また、出産事由中に父親が育児休業を取得する場合も保育短時間となります。 
 
●求職中から就労が決定（内定）した場合 

 就労決定（内定）先の就労証明書を提出してください。また、保育時間の変更を希望する場合には、

別途「届出事項変更届出書」を提出していただく必要があります。 
 
●翌年度継続利用申込について 

  例年１２月頃に、入所保育所等を通じて、翌年度の保育所等の継続利用を希望する方には継続利用申

込書を提出していただきます。その際に、保育を必要とする事由が確認できる書類もあわせて提出して

いただきます。 

（1）住所・氏名・電話番号等に変更があった場合 

（2）妊娠が分かった場合 

（3）その他家庭状況に変更があった場合（結婚、離婚等） 

（4）保護者が就労を辞め、「求職中」となった場合 

※転職により就労先が変更になった場合は、改めて就労証明書をご提出ください。 

（5）育児休業中に下の子の入所が決定した場合 

  ※育児休業から必ず復帰していただくことになりますが、すでに在園している子の保育時間は「保育短時間」となっています。  

「保育標準時間」への変更を希望される場合は、届出事項変更届出書の提出が必要となります。 

１０．保育所等の入所後について 

（※ P.13～16 まで） 
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□ ３～５歳児クラスの子ども 

３歳児クラス以上の保育料は無償となります。（実費として徴収されている費用（通園送迎

費、給食食材料費、行事費等）や延長保育料等は、無償化の対象外です。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ ０～２歳児クラスの子ども 

保育所等の利用にかかる利用者負担金（保育料）は世帯の収入に応じて決定します。 

4 月分から 8 月分は前年度の市民税を基に、9 月分から翌年 3 月分は当年度の市民税を基にそれぞれ

保育料を算定いたしますので、9 月に保育料が変更となります。 

【保護者負担金（保育料）の算定基準】 

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

  

前年度の市民税を基に保育料を算定 当年度の市民税を基に保育料を算定（9月に保育料変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●保育料を算定する市区町村 

  お住まいの市区町村の基準に基づいて、その市区町村で決定されます。 
小田原市にお住まいの方は、別紙「令和５年度 3号認定月額利用者負担」の階層表をご覧ください。 

 

●保育料の軽減について 

就学前児童の兄弟・姉妹が同時に保育所等を利用している場合、第 2 子は半額に、第 3 子以降は無料と

なります。また、兄弟・姉妹の上の子が幼稚園、認定こども園（幼稚部）、障害福祉施設、企業主導型保育

事業に在園している場合でも、保育所等を利用しているとみなして、同様のサービスを行っています。当該

事由で保育料の減額を受ける場合は、各施設より別紙「在園証明書（別途様式）」に必要事項を記入しても

らい証明を受けた上で、小田原市保育課へ提出してください。 

※ 「障害福祉施設」とは、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設、児童発達支援や医療型児童発達支援等を

実施する施設のことを指します。 

 

（1）公立と民間で保育料の料金の違いはありません。 

（2）認可保育所、小規模保育事業、認定こども園（保育部）で保育料の料金の違いはありません。 

（3）保育所等の利用中は、実際の利用の有無に係らず毎月保育料を納付していただきます。 

（4）以下の場合は、最高額の保育料がかかりますのでご注意ください(遡っての再算定はしません。) 

 ・住民税が未申告の場合  

※転入された方は、転入前に居住していた市区町村にて必ず税の申告を行ってください。 

 ・転入された方で、マイナンバーの提供にご同意いただけず、保育料算定の基礎となる書類（課

税証明書等）が未提出の場合 

 ・外国にいた方で、収入のわかる書類が未提出の場合 

（５）保育料算定の基礎となる書類が申込時に未提出であっても、選考において不利になることは

ありません。 

 

施設で提供する給食の材料にかかる費用（給食費）については、自宅で子育てを行う場合も同様にかかる費用

です。このため、施設を利用する保護者も、自ら自宅で子育てを行う保護者と同様に、その費用を負担するこ

とが原則となりますので、主食・副食費ともに保護者のみなさまの実費負担となります。施設の設定した金額

を直接施設にお支払いください。 

年収約３６０万円未満の世帯の子どもおよび、第３子以降（※）の子どもについては、副食費部分の支払いが

免除されます。対象者には、市から通知します。※小学校就学前の子どもで保育所などに入所している子どもで算定 

 

 

給食費について 

１１．利用者負担金（保育料）について 
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●生計を一にする子ども 

就学・療養などの理由により別居しているが、生活費学資金・療養費などの送金が行われているなどの「生

計を一にする子」がいる場合には、世帯の市民税額所得割額に応じて、保育料の軽減が適用される場合があ

ります。軽減にあたり届出が必要となりますので、保育課へお問い合わせください。 

 

●在宅障がい児（者）のいる世帯の場合 

在宅障がい児（者）のいる世帯（次の者がいる世帯）については、世帯の市民税額所得割額に応じて、保

育料が軽減となる場合があります。軽減にあたり手帳等の写しの提出が必要になりますので、入所申込みの

際に添付してください。 

・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者 

・特別児童扶養手当の支給対象児童 

・国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者 

 

●祖父母と同居している世帯の場合 

  対象年(度)の父母の収入に対して賦課される市民税が非課税の世帯については、国からの指導により、生

活保護費に準じた本市独自の基準を設け、基準未満の収入の世帯について、同居の祖父母がいる場合、祖父

母分の税額による保育料算定を行うこととさせていただいております。 

 

●保育料の支払先 

利用する施設によって、支払先が次のように異なります。 

 利用施設 支払先 

小田原市にお住まいの方 

小田原市内の認可保育所（公立・民間） 
小田原市 

市外の認可保育所（民間） 

市外の認可保育所（公立） 
保育所のある市区町村 
（またはその保育所） 

小規模保育事業（市内・市外・公立・民間） 
利用施設に直接 

認定こども園（市内・市外・公立・民間） 

市外にお住まいで小田原
市内の施設を利用する方 

小田原市内の認可保育所（民間） お住まいの市区町村 

小田原市内の認可保育所（公立） 小田原市（またはその保育所） 

小田原市内の小規模保育事業（民間） 
利用施設に直接 

小田原市内の認定こども園（民間） 

 

●保育料の納付方法について 

小田原市にお住まいの方で小田原市が支払先となる保育料は、原則口座振替でのお支払いとなります。

「小田原市納付金口座振替依頼書兼変更・解約届」に必要事項をご記入の上、金融機関で登録手続きをし

てください。登録用紙は、市内各金融機関又は小田原市保育課にございます。なお、振替日は毎月末です。 

市ホームページからもダウンロードできますが、この場合は保育課にご提出ください。 

登録は、保育所を利用する児童ごとに必要です。 

口座振替のお申込みをいただいてから、開始までに約 40～60 日程度かかります。 

口座振替の手続が完了していない方や都合により口座振替の手続きができない方につきましては、 

毎月 15日以降に保育所経由でお渡しする納入通知書兼領収証書でお支払いください。 

※ 市外の民間保育所に通園されている場合は、郵送にてご自宅に送付させていただきます。 

対象 

金融機関 

横浜銀行 スルガ銀行 りそな銀行 静岡銀行 静岡中央銀行 さがみ信用金庫 中南

信用金庫 中央労働金庫 小田原第一信用組合 かながわ西湘農業協同組合 ゆうちょ

銀行（郵便局を含む） みずほ銀行（※） 三井住友銀行（※） 

【利用できるスマートフォン決済アプリ】 

  ・PayPay ・LINE Pay ・はま Pay ・ゆうちょ Pay 

※ 保育料をスマートフォン決済アプリでお支払いいただく場合、手数料はかかりませんが、通信

料は自己負担となります。 

（※）口座振替のみ 
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●市民税額の見方について 

 保護者の方の市民税額の所得割額を合算した額で保育料の階層が決定されます。この場合における所得割額は、

「税額控除前の所得割額」から「調整控除額（例：1,500 円）」を引いた額が算定額となります。所得割額が課

税されていない場合は、均等割額が課税されているかを確認します。 

 ※実際にお支払いになる納税額とは異なる場合があります。 

 ※配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除、ふるさと納税などの市町村等に対する寄付金控除等の税

額控除の適用前の金額となります。 

 

（１）主に給与所得者の方の例【給与から住民税を引かれている方（特別徴収税額の決定の方）】 

 例年６月頃に勤務先から配布される「令和●●年度給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変

更通知書（納税義務者用）」の市民税額の欄をご覧ください。（通知書の様式は市区町村によって異なる場合があ

ります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）主に事業をなさっている方の例【口座振込や納付書等で住民税を納付している方（普通徴収の方）】 

 例年６月頃に市から送付される「●●年度 市民税・県民税 納税通知書」の「●●年度 市民税・県民税の課税

計算明細書」の市民税額の欄をご覧ください。（通知書の様式は市区町村によって異なる場合があります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※（１）（２）の両方の通知をもらっている方は、（２）をご覧ください。 

④税額控除前所得割額 ― 調整控除額（⑤税額控除額の一部：例 1,500 円）＝保育料算定の基準となる所得割額 

 ※⑤税額控除額には、調整控除額以外の税額控除の金額も含まれています。「調整控除」のみの額については、この通知

書の裏面をご確認ください。 

 

①税額控除前所得割額 

― ②調整控除額 

＝保育料算定の基準と

なる所得割額 

令和 
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●一時保育事業について（※全ての保育所で行っているわけではありません） 

通常の保育所等の利用とは別に、保護者の方が、「就労」「就学」「通院」「買い物」「息抜き」「冠婚葬祭」

などの理由で、日中にお子様を一時的に保育所等に預けることができるサービスを行っている保育所等がありま

す。保育所等に直接申込みし、施設側が受入可能であれば利用できるサービスです。一時保育事業の利用を希望

する方は、各施設へ直接お問い合わせください。なお、利用にあたっては各施設で定めた利用料金が掛かります。

実施施設は、別紙の小田原市内施設一覧表の「一時」の欄をご覧ください。 
 

●小田原市内の認可外保育施設について 

小田原市内にある認可外保育施設で、一般の方の利用が可能な施設として次の施設があります。 

申込方法、保育料金、保育可能年齢、保育時間などは各施設に直接お問い合わせください。 

施設名 住所 電話 

ぎんが邑「ママちゃんHOUSE」 曽我光海８－３ ４２－３０６３ 

Nursery May 鴨宮８１１－１アーバンステージ ２０２号室  ２０－４２２６ 

ダイナシティ保育園 ※ 中里２０８ ダイナシティ ウエスト４F ４４－４３６６ 

バンビーノハウス ※ 栄町２－１２－１０ ２１－２１１５ 

クーピーガーデン ※ 栄町２－１３－３ セルアージュ小田原銀座通り２F  ４６－８７８０ 

ナーサリーとみず ※ 飯田岡９２－１ ４６－６９６４ 

ミナカ小田原 てんしの森保育園※ 栄町 1―1―15 ミナカ小田原４F ２２－１２１２ 

ママズスマイル小田原鴨宮店 南鴨宮３－７－１２ ヴィラ S&K１F 050-8883-0574 

マナマーレ保育園 中町３－１１－３３ ３３ー６６７７ 

託児所あずルーム 延清１４７番地の１ 090-3537-5345 

※ 国の助成制度（企業主導型保育事業）を活用し、設置された保育施設になります。 
 

●病児・病後児保育サービスについて 

病気中や病気回復期で集団保育が困難なお子様を、専用の保育室で看護師等がお預かりすることにより、お子

様にとって無理のない環境で保育するサービスを行っている施設があります。利用するには市または施設へ事前

登録が必要です。（※詳しい内容は、小田原市保育課にお尋ねください。） 

【病児保育サービス】 

施 設 名 住 所 利用定員 開 所 時 間 休 園 日 
TEL 

FAX 

医療法人横田小児

科医院  病児保育

室「JAMBO
ジ ャ ン ボ

!」 

小田原市北ノ窪 514-1 

（横田小児科医院隣） 
6 名 

月曜日〜金曜日 

午前 7時 30分〜午後 5時 30分  

土日祝日、年末年始 

医療機関の臨時の休診日  

34-6000 

34-1115 

小田原駅前病児保育 

ファイン・おだわら 

小田原市栄町 1-5-17 

ヘルスケアタワー小田原 6 階 
3 名 

月曜日〜金曜日 

午前 8時 30分〜午後 6時 30分  

土日祝日、年末年始 

医療機関の臨時の休診日  

27-2929 

27-3899 

マナマーレ保育園 小田原市中町 3-11-33 6 名 
月曜日〜土曜日 

午前 8時 00分〜午後 6時 00分  
日曜日、年末年始 

33-6677 

20-8257 

【病後児保育サービス】 

施 設 名 住 所 利用定員 開 所 時 間 休 園 日 
TEL 

FAX 

宗教法人城前寺 

城前寺保育園病後 

児保育室「らっこ組」 

小田原市曽我光海 20-1 

2 階（下曽我駅曽我病院側ロータリー）  
4 名 

月曜日〜金曜日 

午前 7時 30分〜午後 5時 30分  

土日祝日、年末年始 

城前寺保育園行事に伴う休園日  

42-6354 

42-6354 

社会福祉法人宝安寺 

社会事業部 病後児保育室 

ほうあんりすのもり 

小田原市浜町 1-3-8 

(小田原愛児園園舎内） 

4 名 

月曜日〜金曜日 

午前 8 時 30 分〜午後 5 時 30 分 

土日祝日、年末年始 

小田原愛児園・小田原乳児園 

行事に伴う休園日 

080-4371-1900 

22-3524 

１２．その他の保育サービスについて 
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 令和元年１０月から幼児教育・保育の無償化が全国的に実施されております。 

 ３歳児クラス以上の幼稚園や保育所等の基本保育料が無償となるほか、保育の必要性のある方については、

認可外保育施設等の利用料も無償となる場合があります。なお、無償化されるためには、新たな「子育ての

ための施設等利用給付認定」を取得する必要がありますので希望者は保育課にご連絡ください。 

 

 

【対象者】 

子どもの年齢（4月 1日時点） 対象者 給付（無償化）上限額 

３～５歳 全員 ３７，０００円まで 

０～２歳 住民税非課税世帯のみ ※ ４２，０００円まで 

※４月～８月分までは前年度の住民税、９月～３月分は当年度の住民税で判断 

【無償化の条件】 

 条 件 ①  

無償化を希望する期間中に、市が定める「保

育の必要性の事由」に該当すること。 

 条 件 ②  次の施設に入所していないこと。 

 ●認可保育所 ●地域型保育事業 ●企業主導型保育 

 ●認定こども園（保育部） 

【対象施設・サービス】入園料、実費（通園送迎費、食材料費、行事費など）は対象外 

対象施設・サービス ※ 備考 

認可外保育施設 ・月極め利用、一時利用、いずれも対象 

・事業所内にある託児施設やベビーシッターも対象 

一時預かり事業  

病児・病後児保育事業 ・送迎に要する費用は対象外 

ファミリー・サポート・

センター 

・援助を行う会員が①緊急救命講習②事故防止に関

する講習を受講していること。 

・送迎のみの利用は対象外 

※最終的に、市で無償化対象施設であると確認できたものに限られます。 

 

 

①「子育てのた

めの施設等利用

給付認定」を取

得 

■保育所等の利用申込中の方は、申請書の提出は不要です。 

■保育所等利用申込書の 2 ページ目の該当欄にご記入くだ

さい。申込後に希望する場合は保育課にお電話ください。 

■現在の状況を聞き取り、認定対象となる方に認定通知を送

付します。 

②施設等を利用 ■領収書や提供証明書などを取得したら保管しておく。 

③市に給付請求 ■別途、市から給付請求の案内をしますので、受付期間中に

市に請求書などを提出します。 

■市で審査して、給付金を指定口座に振り込みます。 

 

認可外保育施設等を利用される保護者様へのお知らせ ■認可外保育施設等も無償化の対象 

■無償化希望者は保育課に電話連絡 

 問合せ先  

小田原市保育課 電話：３３－１４５１ 

幼児教育・保育の無償化の 
実施について 

 

認可外保育施設等の無償化対象・内容 

 

「企業主導型保育」については、

標準的な利用料が無償化されま

す。ただし、企業主導型保育の施

設に入所している場合、その他の

サービスの利用については、無償

化の対象外となります。無償化の

対応は、施設が直接行うこととな

りますので、施設にお問い合わせ

ください。 
認可外保育施設等の無償化の手続き 

幼稚園や認定こども園幼稚

部に在籍する子どもの預か

り保育については、在園施

設から案内が配布されてい

ます。 

１３．幼児教育・保育の無償化の実施について 
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認可外保育施設等以外の無償化について 

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもたち 

【対象者・利用料】 

○ 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する３歳から５歳までの全ての子供たちの利用料

が無償化されます。 

 幼稚園については、月額上限 2.57万円です。 

 無償化の期間は、満３歳になった後の４月１日から小学校入学前までの３年間です。 

（注）幼稚園と認定こども園の幼稚部については、入園できる時期に合わせて、満３歳から無償化

します。 

 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。 

（注）ただし、年収 360万円未満相当世帯の子供たちと全ての世帯の第３子以降の子供たちについ

ては、副食（おかず・おやつ等）の費用が免除されます。 

 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための認定

や市町村によって償還払いの手続きが必要な場合がありますので、保育課にご確認くださ

い。 

○ ０歳から２歳までの子供たちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化

されます。 

 さらに、子供が２人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利

用する最年長の子供を第１子とカウントして、０歳から２歳までの第２子は半額、第３子

以降は無償となります。 

（注）年収 360万円未満相当世帯については、第１子の年齢は問いません。 

【対象となる施設・事業】 

○ 幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業（標準的な利用

料）も同様に無償化の対象とされます。 

（注）地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。  

 

幼稚園の預かり保育を利用する子どもたち 

【対象者・利用料】 

○ 無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。 

 （注）原則、通われている幼稚園を経由しての申請となります。「保育の必要性の認定」の

要件については、就労等の要件（認可保育所の利用と同等の要件）です。 

 （注）認可保育所等の申込みを行っている場合には、「みなし確認」により申請が不要とな

る場合がありますので、保育課にお問い合わせください。 

○ 幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額 1.13 万円 までの範囲で預かり保育

の利用料が無償化されます。 
 

就学前の障害児の発達支援を利用する子供たちについても、３歳から５歳までの利用料が無償

化されます。 
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１４．申込書の記載例 
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「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律（マイナンバー法）」の施行に伴い、支給認定申請に係る手続きには個人番

号（マイナンバー）の記入と本人確認等の手続きが必要となりました。 

 

【保育所等利用申込書の記載欄】 

申込書の 1 ページ目の児童氏名と家族構成を記入する欄に、全員の個人番号を記入

してください。 

 

○「利用申込児童」について 

児 童 氏 名
フ リ ガ ナ

 
生 年 月 日 

年齢 性  別 
個人番号（12 ケタ） 

  
平成・令和  年  月  日 

歳 

□男 □女 
 

 

            

 

                 ･･
･

 

 

 ○「利用申込児童の家族構成」について（父母、兄弟姉妹及び同居している方を記入ください。） 

児童と  

の続柄  家 族 氏 名
フ リ ガ ナ

 
生 年 月 日 

 年齢 就労先名・学校名 
個人番号（12 ケタ）  

父親 

  
□昭和 

□平成 

  年   月   日 

歳 
 

  
            

母親 

  
□昭和 

□平成 

  年   月   日 

歳 
 

  
            

 

 

 

 

※保育課窓口で申込書提出の際、本人確認（番号確認・身元確認）が必要です。 

個人番号（マイナンバー）を記載した保育所等利用申込書を提出する場合、なり

すましなどを防止するため、個人番号が正しい番号であることの確認（番号確認）

と、番号の正しい持ち主であることの確認（身元確認）を行います。 

 

詳しくは次のページ（P.23）をご覧ください。 

 

 

 

申込書へのマイナンバー（個人番号）記入のお願い 

１５．マイナンバー（個人番号）の記入について 
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≪本人確認に必要な書類等≫ 

本人確認には次の書類等を窓口で提示していただきます。 

 

番号確認書類（次のうちの１つ・コピー不可） 

・個人番号カード 

・個人番号通知カード 

・住民票の写し又は住民票記載事項証明書（個人番号が記載されたもの） 

  

   

身元確認書類 

顔写真付きの公的証明書（１つ必要・コピー不可） 

・個人番号カード 

・運転免許証、運転経歴証明書（平成２４年４月１日以降に交付されたもの） 

・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳 

・旅券（パスポート）、在留カード、特別永住者証明書 

・官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって氏名・住

所もしくは生年月日が記載され写真の表示等の措置が施されているもの 

 

顔写真なしの公的証明書（２つ必要・コピー不可） 

・公的医療保険の被保険者証、介護保険被保険者証、国家公務員共済又は地方 

公務員共済の組合員証、私立学校教職員共済の加入者証、国民年金手帳 

・児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 

・その他官公署等から発行された書類であって氏名・住所もしくは生年月日が

記載されているもの 

 

※個人番号カードがあれば、番号確認と身元確認を１枚で行うことができます。 

※必ず原本をお持ちください。 

 

≪窓口で申込書を提出するとき≫ 

１．申込書に記入した家族全員の個人番号を記載して保育課窓口で提出 

 

２．申込書に記入した申込者の個人番号の確認を行います。 

➣申込書に記入されている申込者の方の「番号確認書類」を提示 

  

３．申込書の提出者（代理人を含む）の身元の確認を行います。 

➣申込書の提出者の方の「身元確認書類」を掲示 

 

窓口に来られる方が代理人（申請者とは別の方）の場合は、「委任状」の

提出をお願いします。 

ご不明な点は小田原市保育課（３３－１４５１）までお問い合わせください。 
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〒250-8555 小田原市荻窪 300 番地 

小田原市子ども青少年部 保育課 保育係（小田原市役所 5 階） 

TEL：0465-33-1451 FAX：0465-33-1456 

 

 

 

 

 

  【相談日時】平日 ９：００～１２：００／１３：００～１７：００ 

  【相談場所・電話番号】上記問い合わせ先と同じ 

   ※ 事前にお電話でのご予約をお願いします。（詳しくは P.12 をご覧ください） 

 

 

問い合わせ・郵送先 

保育コンシェルジュへの相談 


