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※上記一覧表の施設は全て「私立」です。保育施設の名称・住所・定員・開所時間等は変更になることがあります。 

※土曜日の保育については、園の運営（給食準備や保育士確保等）に配慮いただき、保護者全員が家庭で保育できない場合に利用していただきます
ようお願いいたします。 

※認定こども園については、受け入れ可能な歳児が施設により異なりますので、直接施設へ確認してください。 

※小規模保育施設は、０～２歳児を対象とする施設です。 
※施設の見学は、各施設で随時受け付けています。各施設へ事前に連絡のうえ見学してください。 

 

2019.4.1現在

1号 2・3号 開始 終了 開始 終了

太田南保育園 高林南町774 沢野 38-1539 70 70 70 7:15 18:45 7:15 18:15

休泊保育園 龍舞町1925-3 休泊 45-3832 220 220 220 7:00 19:00 7:00 18:00

太田杉の子保育園 高林北町2097-1 沢野 38-0371 120 120 120 7:15 18:50 7:15 18:15

熊野保育園 熊野町23-21 韮川 22-6015 110 110 110 7:20 18:50 7:20 18:20

末広保育園 末広町543-5 沢野 38-1830 180 170 170 7:20 18:50 7:30 18:30

由良保育園 由良町91-3 宝泉 31-8393 150 150 150 7:20 19:20 7:20 18:20

こばと保育園 台之郷町1694 韮川 25-8130 160 150 150 7:00 19:00 7:00 18:00

ゆりかご保育園 中根町502-1 宝泉 31-0826 130 130 130 7:00 19:00 7:00 18:00

飯田保育園 飯田町904 九合 45-8223 130 130 130 7:15 19:00 7:15 18:15

つくし保育園 東別所町410 九合 45-0300 120 120 120 7:30 19:00 7:30 18:30

しらかば保育園 新道町52 宝泉 31-2457 120 120 120 7:30 19:00 7:30 18:30

宝泉保育園 宝町393 宝泉 31-3160 120 120 120 7:30 19:00 7:30 18:30

ふじあく保育園 藤阿久町481-1 宝泉 31-5700 70 70 70 7:00 19:00 7:00 18:00

あすなろ保育園 只上町1647-6 毛里田 37-5225 100 100 100 7:30 19:00 7:30 18:30

大島保育園 大島町675-4 鳥之郷 25-4881 100 100 100 7:00 19:00 7:00 18:00

浜町保育園 浜町25-4 太田 45-2809 100 100 100 7:00 19:00 7:00 18:00

おじま第一保育園 亀岡町240-1 尾島 52-0519 130 130 130 7:00 19:00 7:30 18:30

おじま第二保育園 粕川町77 世良田 52-0297 70 70 70 7:30 18:30 7:30 18:30

おじま第三保育園 堀口町206-5 尾島 52-3981 70 70 70 7:30 18:30 7:30 18:30

生品保育園 新田市野井町135-3 生品 57-0113 180 180 180 7:30 19:00 7:30 18:30

大原保育園 大原町1283 藪塚西部 0277-78-2105 80 80 80 7:00 18:30 7:00 18:30

樟の木保育園 藪塚町2917-2 藪塚東部 0277-78-3716 130 130 130 7:00 18:30 7:30 18:30

大原西保育園 大原町1777 藪塚西部 0277-78-5580 70 70 70 7:00 18:30 7:00 18:00

木崎あおぞら保育園 新田中江田町985 木崎 56-2549 120 100 100 7:30 19:00 7:30 18:30

Little Village世良田の杜 世良田町3119-7 世良田 52-1035 275 275 15 260 7:00 19:30 7:15 18:15

太田東保育園 東長岡町1407-5 韮川 25-1258 165 165 15 150 7:15 19:15 7:15 18:15

太田愛育こども園 下浜田町768-1 沢野 46-3926 135 135 15 120 7:10 19:00 7:25 18:25

韮川こども園 台之郷町845 韮川 48-1338 185 185 15 170 7:00 19:00 7:00 18:00

強戸こども園 寺井町695-5 強戸 57-6423 185 185 15 170 7:00 19:00 7:30 18:30

毛里田こども園 矢田堀町388-3 毛里田 37-1138 165 145 15 130 7:00 19:00 7:30 18:30

認定こども園こまどり 石原町1038 韮川 45-3466 115 115 15 100 7:30 19:00 7:00 18:00

とりやまこども園 鳥山中町1074-5 鳥之郷 25-4079 240 240 15 225 7:00 19:00 7:00 18:00

育実こども園 富若町530-1 毛里田 25-1570 175 175 15 160 7:00 19:00 7:00 18:00

牛沢こども園 牛沢町1077-1 沢野 38-4253 135 135 15 120 7:15 18:45 7:15 18:15

Kids Island うちがしま 内ヶ島町1012番地1 九合 45-6687 120 120 15 105 7:00 18:30 7:00 18:00

鶴生田こども園 鶴生田町401-1 鳥之郷 25-5947 135 135 15 120 7:15 18:45 7:15 18:15

にしのもりこども園 新野町843-8 鳥之郷 31-2003 115 115 15 100 7:00 19:00 7:00 18:00

わたうちこども園 新田上江田町767-1 綿打 56-7901 155 155 15 140 7:30 19:00 7:30 18:30

藪塚本町保育園 藪塚町1578 藪塚東部 0277-78-4226 205 205 15 190 7:00 18:30 7:00 18:00

大原南こども園 大原町110 藪塚西部 0277-78-4455 165 165 15 150 7:30 19:00 7:30 18:30

なかはらこども園 藪塚町2158-5 藪塚東部 0277-78-4748 125 125 15 110 7:00 18:30 7:00 18:00

スマイル幼稚園 藪塚町1745番地3 藪塚東部 0277-78-2446 200 85 75 10 7:30 19:00 7:30 19:00

いなり幼稚園 細谷町22-1 沢野 31-7500 300 270 150 120 7:30 18:30 7:30 18:30

なかよし幼稚園 新島町688 九合 45-4994 140 140 90 50 7:30 18:30 7:30 16:30

若葉幼稚園 下小林町677 休泊 45-7365 320 300 240 60 7:00 18:30 8:00 16:00

太田いずみ幼稚園 東今泉町801-1 毛里田 37-3245 130 130 105 25 7:20 18:30 8:30 18:00

きざきまち幼稚園 新田木崎町1391-2 木崎 56-5188 160 160 100 60 7:30 19:00 7:30 15:00

新明幼稚園 由良町1829-5 宝泉 32-2368 90 90 60 30 7:30 18:30

金山幼稚園 鳥山上町1633 鳥之郷 37-0602 150 150 90 60 7:30 18:30 8:00 18:00

宝泉北幼稚園 別所町388-2 宝泉 32-0424 170 170 100 70 7:45 18:45 7:45 18:45

東別所幼稚園 飯塚町1113番地9 九合 45-2505 240 240 210 30 7:30 18:30 8:30 18:30

ひかり幼稚園 新井町556-1 九合 45-7134 180 180 150 30 7:30 18:30 7:30 13:30

台之郷幼稚園 台之郷町535 韮川 45-8161 160 160 140 20 7:30 18:30

第二ひかり幼稚園 宝町148 宝泉 32-2466 180 180 150 30 7:30 18:30 7:30 13:30

ぽぷら 只上町1665 毛里田 37-7781 30 30 8 22 7:30 19:00 7:30 18:00

みその幼児園 新井町318 九合 45-1222 40 40 10 30 8:00 19:00 8:00 19:00

めだか保育園 新田木崎町525-3 木崎 56-7510 30 30 3 27 7:00 19:00 7:00 19:00

アプリコット保育園 高林東町2439-3 沢野 38-4733 15 15 0 15 7:00 18:00 7:00 18:00

特定保育施設・特定地域型保育事業者一覧表

施設類型 施設名 所在地 地区 電話番号
認可定

員
利用定

員

利用内訳 平日開所
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第１章 入所前の手続き 

 特定保育施設・特定地域型保育事業者（特定保育施設等）とは？  

特定保育施設とは、保育士の数や施設の設備など法律等で定める一定基準を満たし、市が施設型給付費の支給に係る施設として確

認する保育施設です。特定地域型保育事業者とは、保育士の数や施設の設備など条例等で定める一定基準を満たし、市が地域型保育

給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者です。 

保育施設は、国の基準に応じた定員があり、希望者が定員を超える場合は、入園選考が行われます。選考では、申込書類で確認で

きる世帯の状況に基づき、保育の「実施指数」を算定し、指数の高い順に入園者を決定します。 

保育施設の利用を希望する方は、「保育の必要性」について認定を受ける必要があります。保育施設利用の申し込みを行うと、支

給認定の申請も同時に行われたことになります。 

 

 入所申込ができる基本的な要件について   

○次の１～３すべてに該当する場合に申込みが可能です。 
１ 保護者・申し込み児童が太田市に居住し、住民登録をしていること。 
２ 概ね生後９週目以降の児童で、保育施設での集団生活に支障のないこと。 
３ 保育認定の場合、保護者すべてが家庭外での児童の保育が必要であること。（月６４時間以上が最低条件） 

※ 同居親族等による保育が可能な場合、入園の優先度を調整する場合があります。 
 

 申込における注意事項について  

①児童に歩行や言語などの発育の遅れ、疾病、アレルギー等があると思われる場合は、申し込み前に集団保育の可否などについ

て保育施設との面接・相談が必要です。申し込みの際は面接・相談後に保育施設の承諾を得たうえで記入してください。 

※保育施設は障がい等のリハビリ等を目的とした養護施設ではありません。ご理解をお願いします。 

②お子さんが保育施設で集団生活を過ごすには、徐々に慣れる時間が必要なため、入所当初の一定期間は保育時間が短くなりま

す。慣らし保育の期間は保育施設によって違いますので、期間については直接保育施設へお問い合わせください。 

③育児休業取得対象者の入園は、原則、育児休業が終了する月の初日からとなりますが、育児休業終了日が、当該月１３日以前

の場合（就労開始日が１４日以前）は、育児休業が終了する前月からの入所も可能です（保育料は入園した月から発生します）。

保育施設は「慣らし保育（２週間程度）」が必要となるためです。 

 支給認定について   

○下記のとおり３つの認定区分があります。 

 認定区分 対象 施設  

３歳
以上 

１号認定 教育を希望される場合 
幼稚園・認定こども園 
（施設へ直接申込） 

 

２号認定 
保育の必要な事由に該当し保育園

等での保育を希望する場合 

保育園・認定こども園 保育の必要量により「保育標
準時間」「保育短時間」に区

分されます。 
３歳
未満 

３号認定 
保育園、認定こども園 

小規模保育 

※３号認定の児童が３歳の誕生日を迎えた際には自動的に２号認定に切り替わり、新しい支給認定証を送付します。 

 

（１）保育の必要性の認定基準 

 児童の保護者いずれもが次に示す保育の必要な事由に該当する必要があります。 

① 就   労   児童と離れて家事以外の仕事をしている（自営・農業・内職等含む）（月６４時間以上） 

② 妊娠・出産   入園希望月現在、これから出産する・出産して間もない（産前８週・産後８週） 

③ 疾病・障がい等 肉体的・精神的に疾病・障害を有していること 

④ 介護・看護   病人や心身障がい者を常時介護・看護をしている（月６４時間以上） 

⑤ 災 害 等   震災、風水害、火災等の復旧中をしている 

⑥ 求職活動中※  求職活動をしている（企業準備を含む） ※通園できる期間は３ヵ月間 

⑦ 就   学   卒業後の就労を前提とした学校に通学していること（職業訓練を含む） 

⑧ 虐待・ＤＶ   虐待・ＤＶのおそれがある 

⑨ そ の 他   上記に類する特別な状態 

※再び求職活動を理由とした期間延長はできません。継続して在園するためには、支給認定変更申請書と就労証明書を

提出する必要があります。 
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（２）保育必要量 

保育が必要な理由および就労等の状況に応じて保育標準時間と保育短時間の２区分に分類されます。 

区分 保育が必要な事由宇 

保育標準時間 

１日最長１１時間の中で必要な量の利用が可能 

就労・就学・介護看護（１ヶ月当たりの就労等の時間が１２０

時間以上）・疾病障害・妊娠出産・災害復旧・虐待ＤＶ 

保育短時間 

１日最長８時間の中で必要な量の利用が可能 

就労・就学・介護看護（１ヶ月当たりの就労等の時間が６４時

間以上１２０時間未満）・求職活動・継続利用の育児休業 

※ 必ずしも最大の時間が利用できるわけではなく、保育が必要な時間でのご利用になります。 

※ 各施設の保育時間の詳細は各保育園、この手引きの１ページ等でご確認ください。 

※ 各施設が定める８時間については、由良・綿打・生品・藪塚本町・大原・樟の木保育園は「８時～１６時」、 

大原西保育園は「８時１５分～１６時１５分」、その他の保育施設は「８時３０分～１６時３０分」です。 

（上記時間については変更になる場合があります）。 

※ 保育標準時間は、各施設が定める開所時間から１１時間利用可能。それを超える部分は延長料金がかかります。 

※ 保育短時間は、各施設が定める８時間利用可能。それを超える部分は延長料金がかかります。ただし、①勤務時間等により施設

が設定する保育短時間の設定時間を、常態として超えて保育が必要な場合（就労証明等の証明が必要）、②シフト制の勤務体系

などにより、主な勤務時間の最も早い勤務開始時間と最も遅い勤務終了時間の差が８時間以上ある場合（就労証明等の証明が必

要）は、保育標準時間とできる場合がありますのでご相談ください。 

※ 保育を必要としない３歳以上の児童については、１号認定となり、幼稚園や認定こども園（教育部分）が利用できます。保護者

すべてが保育の必要な状態でも１号認定を受け、幼稚園や認定こども園（教育部分）の利用もできます。利用申し込みは直接施

設へお問い合わせください。 

 平成３１年度の特定保育施設等入園の申込み受付について  

◆申込場所 

○市内保育園（保育園由来の認定こども園を含む）については、太田市役所本庁舎こども課保育係（本庁舎３階）で 

申し込みをしてください。 

○市内の認定こども園(保育園由来の認定こども園を除く)・小規模保育施設については各施設で申込みをしてください。 

○特別な事情により太田市以外の市町村の特定保育施設を希望する場合（広域保育）は、太田市役所こども課保育係へ 

事前に相談の上、申し込みを行ってください。 

 

◆申込受付における注意事項 

○入園の決定は、申込順ではありません。保育の必要性の高い児童から決定となります。（選考入所） 

○出生予定児童の保育施設への入園申込みは出来ません。出生後の受付となります。 

○当初申込において、転園が決定した場合、児童が現在在園している園（転園元）に生じる空きに対して別の児童をご

案内してしまうため、申込時に退園届を記入して頂き、転園元については退所となります。したがって、後日転園の

決定を辞退した場合は、元の園には戻れず、改めて利用申込していただくことになりますのでご承知おきください。 

 当初入園・随時入園の申込期間    

◆ 当初申込 ※終了しました※ 

・平成３１年４月入園希望者（平成３１年３月末までに必ず転入する方を含む） 

・育児休業明けによる平成３１年度途中の入園希望者（育児休業証明のある方） 
（入園月は P.4〔注２〕参照） 

○当初入園申込書類は９月下旬頃から、こども課、市内各保育園（保育園由来の認定こども園を含む）で配布します。 

○２次募集の募集人員については、広報紙での周知は行いませんので、電話や市ＨＰで確認してください。 

○下記受付期間以外での平成３１年４月以降の入園申込みはできません。 
 

申込受付期間（受付時間 ８：３０～１７：１５） 提出先 

第１次募集 平成３０年１０月 ３日（水）～平成３０年１０月２４日（水） 
こども課 

（本庁舎３階） 
第２次募集 平成３１年  ２月 １日（金）～平成３１年  ２月１５日（金） 
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◆ 随時申込 

・平成３１年度５月以降の年度途中の入園希望者 
下記受付期間中に、こども課又は市内各保育園（保育園由来の認定こども園を含む）へ申し込みをしてください（毎月〆切日まで

の書類を審査します）。申込受付期間初日に各施設の空き状況を公表します。 

なお、育児休業明けの方は５ヵ月前入所の申込受付期間から申込みができます。例：１２月入所希望の場合、７月入所の受付期間

（６月３日～６月１０日）で申込みができます。 

平成３１年度５月以降の入園申込受付期間 

入園希望月 

①申込受付期間 

毎月１０日（１０日が土日・祝日の場合は、直後の平日）が

〆切 

※育児休業証明のある方 

申込受付（書類提出）開始日 

受付は左記①の期間のみ可能 

２０１９年 ５月  ４月 １日（月） ～  ４月１０日（水） ４月１日（月） 

６月  ５月 ７日（火） ～  ５月１０日（金） ４月１日（月） 

７月  ６月 ３日（月） ～  ６月１０日（月） ４月１日（月） 

８月  ７月 １日（月） ～  ７月１０日（水） ４月１日（月） 

９月  ８月 １日（木） ～  ８月１３日（火） ４月１日（月） 

１０月  ９月 ２日（月） ～  ９月１０日（火） ４月１日（月） 

１１月 １０月 １日（火） ～ １０月１０日（木） ５月７日（火） 

１２月 １１月 １日（金） ～ １１月１１日（月） ６月３日（月） 

２０２０年 １月 １２月 ２日（月） ～ １２月１０日（火） ７月１日（月） 

２月 １月 ６日（月） ～  １月１０日（金） ８月１日（木） 

３月  ２月 ３日（月） ～  ２月１０日（月） ９月２日（月） 

〔注１〕児童に歩行や言語などの発育の遅れ、疾病、アレルギー等があると思われる場合は、申し込み前に集団保育の可否などにつ

いて保育施設との面接・相談が必要です。申し込みの際は面接・相談後に保育施設の承諾を得たうえで記入してください。※

保育施設は障がい等のリハビリ等を目的とした養護施設ではありません。ご理解をお願いします。 

〔注２〕お子さんが保育施設で集団生活を過ごすには、徐々に慣れる時間が必要なため、入所当初の一定期間は保育時間が短くなり

ます。慣らし保育の期間は保育施設によって違いますので、期間については直接保育施設へお問い合わせください。 
〔注３〕育児休業取得対象者の入園は、原則、育児休業が終了する月の初日からとなりますが、育児休業終了日が、当該月１３日以

前の場合（就労開始日が１４日以前）は、育児休業が終了する前月からの入所も可能です（保育料は入園した月から発生しま
す）。保育施設は「慣らし保育（２週間程度）」が必要となるためです。 

 入園の決定について  

提出書類の審査後、保育の実施指数の高い児童から順次入園決定します。従って、定員等の理由や児童の保育の 
必要性の状況によっては入園できない場合があります。 

①随時申込者 入園前月下旬頃に支給認定証と入園決定あるいは不承諾の送付を行います。 
②当初申込者 第１次募集申込者には１２月中旬頃に、第２次募集申込者には３月中に支給認定証と入園決定あるいは、 

不承諾の送付を行う予定です。なお太田市への転入予定者の申込に係る入園決定は、転入確認後（ただし 
平成３１年度当初申込は平成３１年３月３１日までの転入、随時申込は入園月の前月末日までの転入に限
る）となります。 

③市外保育施設等申込者 当初申込では３月中旬頃に支給認定証と入園決定あるいは不承諾の送付を行います（入園決
定が４月になる場合もあります）。 

 入園決定辞退について  

入園決定後に辞退をする場合は、速やかに「入園辞退届」をこども課へ提出してください。未提出の場合、通園が
なくても保育料納付義務が生じます（入園決定前の申込辞退は電話連絡可）。 
ただし、転園決定者の辞退については、元の園には戻れません。改めて利用申込して頂くことになりますのでご注

意願います。 
 

（参考資料）平成３１年度保育施設入園児童年齢早見表 (３１年４月１日現在の年齢でクラスが決まります） 

年 齢 生 年 月 日 卒園年月日（小学校就学前） 

０ 歳 児 Ｈ３１（２０１９）・４・２～ Ｈ３８．３．３１ 

０ 歳 児 Ｈ３０（２０１８）．４．２～ ３１．４．１ Ｈ３７．３．３１ 

１ 歳 児 Ｈ２９（２０１７）．４．２～ ３０．４．１ Ｈ３６．３．３１ 

２ 歳 児 Ｈ２８（２０１６）．４．２～ ２９．４．１ Ｈ３５．３．３１ 

３ 歳 児 Ｈ２７（２０１５）．４．２～ ２８．４．１ Ｈ３４．３．３１ 

４ 歳 児 Ｈ２６（２０１４）．４．２～ ２７．４．１ Ｈ３３．３．３１ 

５ 歳 児 Ｈ２５（２０１３）．４．２～ ２６．４．１ Ｈ３２．３．３１ 
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 入園申込時の提出書類について  

１ 支給認定申請書・太田市保育施設利用申込書（保育児童台帳） 

児童１人につき１枚必要です。記入内容や添付書類により入園の審査・選考を行います。保育の必要性・保育時間等を市が認

定し、「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証」を交付し、交付された認定証に応じて施設の利用ができます。 

記入漏れや添付書類漏れは入園の審査・選考に不利になることがありますので漏れや不足のないようにしてください。 

 

２ 保育の必要性を証明する書類（保護者すべての方の分が必要です） 

区分 提出書類 

家庭外労働・家庭内労働等すべての就労 
就労報告書兼証明書 
※育児休業明け入園の場合は、「育児休業取得期間」に記載のあるものを提出 

妊娠・出産 申立書及び母子健康手帳（氏名と分娩予定日がわかるページ）の写し 

疾病、負傷 医師の診断書原本（※本市指定様式）［治療期間等が明記してあるもの］ 

障がい 身体障害者手帳、または精神障害者保健福祉手帳等の写し（等級がわかるように） 

介護、看護 
介護：申立書及び介護保険被保険者証の写し 
看護：申立書及び医師の診断書原本（※本市指定様式） 

災害復旧 り災証明書及び申立書 

求職活動中（起業準備を含む） 
申立書及びハローワークの登録証（求職カード）の写し、雇用保険受給者資格証
の写し、起業を証明する書類のいずれか 

就学 
在学証明書（※本市指定様式）、学生証（時間割等スケジュールを添付）、講座の
受講証の写し（時間割等スケジュールを添付）のいずれか 
※入学合格証については、後日在学証明書を提出。 

虐待・ＤＶ 公的機関が発行する証明など 

 ※ 入園後の家庭状況調査時（１０月頃実施予定）にも提出していただきます。 

 

３ マイナンバー記入用紙 

申込書提出時に「マイナンバー記入用紙」も提出してください。 
○保護者が直接申込書を提出する場合は、個人番号カードまたは通知カードと、本人確認ができるもの（運転免許証等の公的機
関が発行する顔写真が載っているもの等）を持参してください。 

○代理人が提出する場合は、代理人の本人確認ができるものを持参し、マイナンバー記入用紙と添付書類を封筒に入れ密封して
提出してください。（詳細はマイナンバー記入用紙参照） 

 

４ その他、該当する場合のみ必要な書類 

（注１） 特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部への入所、児童発達支援（たんぽぽ学園・ひまわり学園・つくし園等）、医療型児童発達
支援を利用している場合 

（注２）※該当日現在に海外におられた方（転勤・出向等）については、平成２９年分、平成３０年分の総収入がわかる書類を提出してください 
（外国語で記載のものは日本語訳を添付してください）。 
※課税が太田市外でされている場合は、課税されている自治体へ証明書の交付請求をしてください。 
※同居（同一地番）の祖父母が該当する場合は、祖父母の分も所得課税（非課税）証明書が必要になることもあります。 
※平成３０年、平成３１年ともに該当する場合は、２か年分の提出書類が必要です。 
※上記書類以外に、保育料の算定に必要な書類が生じた場合には、提出を求めることがあります。 
※世帯構成等が変わった場合（離婚・婚姻・死別等）又は、市町村民税額が変わった場合は、保育料が変更になること 
がありますので、必ず申し出てください。 

※必要な書類の提出が確認できない場合や未申告の場合には、保育料の算定が正しくできないため、最高額の保育料で決定することが 
あります。必ず提出や申告をしてください。（年度を超えての遡りは原則出来ませんので速やかに申出てください。） 

 

区分 提出書類 

転園の申し込みをする場合 転園申込者用退園届 

就学前兄姉が幼稚園、認定こども園、障がい 

者施設（注１）等に入園している場合 

保育料多子軽減に伴う在園・在所証明願 

（様式は、１４ページにあります。） 

保護者・児童が外国籍の場合 外国籍の保護者・児童の在留カード又は外国人登録証の両面の写し 

平成 30 年１月１日に太田市に住民登録がない方の

内、マイナンバー記入用紙の提出をしない、または

マイナンバーによる照会に同意しない方（注２） 
（平成３１年４月～８月に在園する場合） 

平成３０年度 所得・課税（非課税）証明書など（平成３０年度市町村民税額および収入

額が確認できる書類）（控除記載あり） 

証明書取得先：平成３０年 1月 1日に住民登録があった市区町村 

平成３１年１月１日に太田市に住民登録がない方の
内、マイナンバー記入用紙の提出をしない、または

マイナンバーによる照会に同意しない方（注２） 

(平成３１年９月～平成３２年８月に在園する場合) 

平成３１年度 所得・課税（非課税）証明書など（平成３１年度市町村民税額および収入

額が確認できる書類）（控除記載あり） 
証明書取得先：平成３１年 1月 1日に住民登録があった市区町村 

※平成３１年度 所得・課税証明書の発行時期（平成３１年６月頃）は各自治体によって

異なります。詳しくは、証明書取得先の自治体へお問い合わせください。 
提出期限：申込時に証明書を取得できず提出できなかった方は、平成３１年 7月下旬ま

で。その他の方は、申込時に提出。 
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 転園の申込について  

転園が決定した場合、児童が現在在園している園（転園元）に生じる空きに対して別の児童をご案内してしまうため、現在在園し
ている園は３月末で退所となります（随時の場合は入所決定月の前月末）。そのため、転園の申し込みの際は退園届を必ず記入して
いただきます。また、決定の際には、転園の為に退園となる件について現在在園している園へこども課より周知しますが、保護者様
より現在通園している施設へ退園の意思を必ず伝えて下さい。 

また、太田市内の保育園については、記入した退園届にて退園手続きとなりますが、保育園以外の施設（認定こども園等）につ 
いては、施設が指定する退園届を記入する必要がありますので、必ず通園中の施設にて退園の手続きを行ってください。 

なお、転園の決定を辞退する場合は、P４の辞退手続きをすることになりますが、その場合現在在園している園には戻れません。 
戻りたい場合は改めて利用申し込みをしていただき、選考をすることになりますのでご注意願います。 

 広域（管外）保育について  

〇太田市に住民登録している方で保育の要件を満たし、次の 1から４までの特別な事情（市町村により条件が異なります）のいずれ
かがある方は、広域入所を行っている他市町村の特定保育施設等（入園枠のある場合に限る）に太田市を通して申込することがで
きます。また、他市町村の認定こども園等に 1 号（教育）認定で通園されていて、２・３号（保育）認定に変更したいときにも、
太田市を通して広域（管外）協議が必要になります。必ず①申込締切日（市町村によって締切日が異なります）と②必要書類（そ
の市町村へ転居する予定があるときは、その旨をお伝えください。）を確認したうえで申し込んでください。 

1 保護者の勤務先が保育を希望する市町村にあり、その市町村内の特定保育施設等での保育が適当と認められる場合。 
2 児童の祖父母が保育を希望する市町村に居住し、その市町村内の特定保育施設等での保育が適当と認められる場合。※ 祖父母
居住を理由とした広域入所を認めていない市町村がありますのでご注意ください。 

3 保護者の勤務の都合上、太田市内の保育施設では送迎が困難であり、太田市外の市町村内の特定保育施設等での保育が必要と認
められる場合。 
※ 通勤途上を理由とした広域入所を認めていない市町村がありますのでご注意ください。 

4 その他、受託市町村内の特定保育施設等での実施が必要と認められる場合。 
※ 里帰り出産などの広域入所を認めていない市町村がありますのでご注意ください。 

〇太田市外に住民登録がある方で、太田市の特定保育施設等に入園を希望される場合は、住民登録のある市町村にご 
相談ください（住民登録のある市町村を通しての申込となります）。 
 

 入園日・退園日について  
特定保育施設等の入園は毎月１日となります。退園は月末となります。原則、月の途中の入退園はできません。 

 

 寡婦（夫）控除のみなし適用について 【対象者は入園決定後に届出】  
対象者：「婚姻によらずにひとり親となった方」のうち、利用者負担額（保育料）が発生している方 

※既に利用者負担額(保育料)が無料の方や免除されている方、市町村民税が非課税の方、離婚歴のある方は申請の対象外です。 
※対象者は平成３１年度利用者負担額決定通知が届いた後に申請をしてください。 
※利用者負担額が減額される場合は平成３１年４月に遡り適用します。 
※申請期限は平成３２年３月３１日までです（申請年度内に限ります）。 
※寡婦（夫）控除のみなし適用を行っても利用者負担額が減額されない場合があります。 

申請書類 利用者負担額減免申請書（窓口にあります。印鑑を持参してください） 
添付書類（申請に必要な書類） ①児童扶養手当受給資格者証 

②子どもの戸籍謄本 （①の資格者証がなく市外に本籍のある方） 
 

第３子以降子どもの利用者負担額（保育料）免除（減免）について【対象者は入園決定後に届出】 
※申請が必要です。申請がない場合は、免除の対象となりません。 

年度当初１号及び２号認定児童 ⇒対象要件①から④をすべて満たす場合に申請することができます。 
年度当初３号認定児童 ⇒対象要件①の第１子の年齢要件が非適用になります。 
「対象要件」 
① 平成１１年４月２日生まれ以降の子ども（婚姻している人を除く）を３人以上養育していること。 
② 親子の住所が太田市にあること。 
③ 対象者及びその世帯員が医療保険（国民健康保険・社会保険等）に加入していること。 
④ 市税等（市・県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、保育園・幼稚園利用者負担額(保育料)、小・中学校給食費、

市営住宅家賃等）に滞納がないこと。 

 給食費・給食主食費の助成について【対象者は入園決定後に届出】  

支援内容：私立・公立幼稚園、認定こども園に通う第２子・第３子以降の子どもの給食費、 
または保育園、認定こども園に通う第２子・第３子以降の子どもの給食主食費を助成します。 

私立幼稚園・市外公立幼稚園・認定こども園給食費【１号認定】（第２子半額、第３子全額） 
園を通じて（ただし、市外園はこども課へ直接）申請をしてください。 

こども課（市役所 3階） 
0276-47-1942 

保育園・認定こども園給食主食費【２号認定】（第２子 250円/月、第３子 500円/月） 
※ただし対象年度の４月１日に満３歳以上であった者に限る 
対象年度の１０月頃（市外園は１月頃郵送で）申請書を配付予定。 
園を通じて（ただし、市外園はこども課へ直接）申請をしてください。 

公立幼稚園給食費 
園を通じて申請をしてください。 

児童施設課（市役所 3階） 
0276-47-1924 

受給要件 ①平成１１年４月２日以降に生まれた子のうち２番目又は３番目以降であること。 
     ②各種医療保険に加入していること。 
     ③太田市在住であること。 
⑤ 太田市税等、保育料、学校給食費、市営住宅家賃等に滞納がないこと。（滞納がある場合は各担当課まで相談ください。） 
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2号・3号入園者

記入例
児童1人につき1枚必要

鉛筆不可

支給認定申請書・太田市保育施設利用申込書（保育児童台帳）
（宛先）太田市長

（宛先）太田市福祉事務所長 ○ ○ 年 ○ 月 ○ 日

〒 - ☑男

□女

□市内 ☑市外( ）
※手帳有の場合 （

☑市内 □市外( ）

※ 市外ﾁｪｯｸの場合、都道府県及び市区町村名を（　）内に記入してください。

往復 時間 分

太田市

転入予定日 年 月 日

☑有　⇒ 保育園・認定こども園（保育認定）・小規模保育施設等申込み

□無　⇒ 幼稚園・認定こども園（教育認定）申込み

年 ○ 月 1 日から

☑ 小学校就学前まで

〒 - □申請者と同じ □ 年 月 日まで

①

□市内 ☑市外( ） □父携帯 ☑母携帯 □
祖父

携帯
□

祖母

携帯
□（ )

□市内 ☑市外( ） ②

※ 市外ﾁｪｯｸの場合、都道府県及び市区町村名を（　）内に記入してください。 ☑父携帯 □母携帯 □
祖父

携帯
□

祖母

携帯
□（ )

③

往復 時間 分 □父携帯 □母携帯 □
祖父

携帯
☑

祖母

携帯
□（ )

祖父母の状況（上記に記載の児童の祖父母における該当状況記載し、且つ該当する項目に☑してください。）

□障がいあり □病弱

□死亡 ☑所在不明

□障がいあり □病弱

□死亡 □所在不明

□障がいあり ☑病弱

□死亡 □所在不明

□障がいあり □病弱

□死亡 □所在不明

□男 ☑女

□男 □女

□男 □女

□男 □女

□男 □女・　　　・ □有　□無

・　　　・ □有　□無

　姉 □有　☑無 　○○小学校

・　　　・ □有　□無

　金山　みどり ○○　・　5　・　1
☑非同居

　　同上　　 　パート□同居

世帯の状況（上記に記載の児童・父母及び祖父母を除き、同居する家族を全員記入し該当する項目に☑してください。）

児
童
の
世
帯
員

氏　　名 生年月日 性別
児童との

続柄
障がい手帳の

有無
勤務先、学校名 備考

　太田　さくら

・　　　・ □有　□無

○○・　6　・　1

母
方

祖
父 　金山　一男 ○○　・　4　・　1

☑非同居
　太田市○○町○○○

□同居

祖
母 　太田　ふみ ○○　・　3　・　1

□非同居
　無職☑同居

父
方

祖
父

・　　　・
□非同居

　無職□同居

祖
母

070　　　-     1234      　 -　　5678

通勤時間 30

氏　　　名 生年月日 同居状況 住所（非同居のみ記載） 職業 特記状況

日中の連絡先

（連絡の取れる順）

※優先順に
①～③

すべて記載。

090　　　-   　 1234　       -　　5678

入園年の前年

1月1日の住所
群馬県伊勢崎市

入園年

1月1日の住所
東京都品川区 080　　　- 　　1234　      -　　　5678

就労

のみ

勤務先 　　(株)○○○○○

始期 ○○

氏名 　太田　　太郎
終期

〒
現住所

○○○ ○○○○

　東京都品川区○-○-○-○○○

註：支給認定期間終期は、保育認定の場合、保育を要する理由により異なります。なお、保育認

定でなく教育標準認定の場合は、小学校就学前までとなります。

※ 4月当初入園申込み用　（前年度3月31日までに転入確定しない場合は、利用内定が

無効となります。）

4月当初入園以外の随時転入前申し込みは、広域要件がある場合のみ、広域受託申

込み（現住所市区町村を通じての申込み）となります。

保
護
者

（
申
請
者
の
配
偶
者

）

カ　ナ 　オオタ　タロウ

支給
認定期間

生年月日 ○○　・　2　・　1
児童と

の続柄
父

☑

市内転入予定

註：入所希望施設は必ず見学の上、見学済をチェックし、申込みを行ってください。チェック無しの

場合は、見学後の申込みとなりますので、期間内受付ができないケースも生ずることがあります。

ご注意をおねがいします。　また、第２希望以下を記入しない場合は、「なし」と記載してください。

保育希望の有無

就労

のみ

勤務先 　　(株)○○○ 第２希望 　　△△△園 ☑

通勤時間 20 第３希望 　　□□□園

第１希望 　　○○○園 ☑

　太田市○○○町○-○-○

手帳の取得
状況

☑無

□身体障害者手帳　　　　　　　□療育手帳
□精神障害者福祉手帳生年月日 ○○　・　4　・　2

児童と

の続柄
母

入園年の前年

1月1日の住所
群馬県伊勢崎市

　※記入及び該当する項目に☑してください。

保
護
者

（
申
請
者

）

カ　ナ 　オオタ　ハナコ

申
　
込
　
児
　
童

カ　ナ 　オオタ　イチロウ

氏名（自署） 　太田　　花子 氏　名 　太田　　一郎

〒
現住所

○○○ ○○○○ 入園年度
　○年4月1日

時点の年齢
3

生年
月日

○　・　4　・　2
性
別

）級・区分
入園年

1月1日の住所
希望施設名称 見学済

様式第１号（第３条関係）

（１面）

認定者№

新

規

1次 2次　随 転

園

(在園中施設)管内・管外

管内 管外

保護者（申請者）について

①太田市に住民登録がある保護者を記入

②父・母いずれでも構いません。きょうだい児は保護者（申請者）氏
名を統一すること。既にきょうだい児が入園している場合、在園児の

保護者（申請者）に合わせます

※本記入例は父が単身赴任している場合の記入例になっています

父・母が同一住所の場合は、保護者（申請者の配偶者）の現住所

記入欄は「申請者と同じ」にチェックしてください

転園の方は転園に〇をつけ、在園中の施設名

を記入してください。

支給期間の始期は必ず

「1日」になります

小学校就学前の児童が、幼稚園・保育所・認定こども園など施設型給付施設等を利用する場合は、保護者が居住して

いる市区町村へ支給認定申請を行い、利用のための認定を受ける必要があります。支給認定の種類は下記の通りです。

①1号認定…対象児童が満3歳以上で、幼稚園・認定こども園等で教育を希望する場合
②2号認定…対象児童が満3歳以上で、保育園や認定こども園等で保育を希望する場合

③3号認定…対象児童が満3歳未満で、保育園や認定こども園等で保育を希望する場合

②・③は短時間認定（最大8時間保育）と標準時間認定(最大11時間保育）の2種類あり、認定を受けるにはいずれ

も必要書類を提出し、「保育を必要とする事由」に該当することが必要です。

また、保育利用は勤務時間と通勤時間を合わせた時間になります。

（例）保育短時間……就労・就学（月64時間以上）、求職活動など

保育標準時間…就労・就学（基本月120時間以上）、妊娠出産、疾病障がいなど
※支給認定後、支給認定証を入園前までに保護者様へ送付いたします。

裏面の記入があります

希望施設は第3希望まで記入できま

す。希望したすべての施設に入園す

る意思があるとみなして希望順位に
従って選考します

障害手帳をお持ちの方は職業欄に手帳名を記入し

手帳の写しを添付してください。

入園希望児童が障害者手帳をお

持ちの場合は選択し、手帳の写

しを添付してください

認定期間の終期は、保育を要する理由によ

り異なります。

（例）求職活動は3か月間
就労は小学校就学前まで
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父母の状況（上記に記載の児童の父母における該当状況記載し、且つ該当する項目に☑してください。）

☑無 □身体障害者手帳 □療育手帳 □精神障害者福祉手帳 手帳有の場合（ ）級・区分

☑無 □身体障害者手帳 □療育手帳 □精神障害者福祉手帳 手帳有の場合（ ）級・区分

☑妊娠していない □妊娠している （予定日 年 月 日予定）

☑生存 □死亡 □離婚 □未婚 □所在不明 □その他（ ）

☑生存 □死亡 □離婚 □未婚 □所在不明 □その他（ ）

☑認定なし □認定あり　( 年 月 日認定） □申請中

☑受けていない □受けている( 年 月 日開始） □申請中

☑受けていない □受けている( 年 月 日開始） □申請中

父 ☑就労 □求職 □就学 □介護・看護 □疾病・障害 □虐待・ＤＶ □その他（ ）

母 ☑就労 □求職 □就学 □介護・看護 □疾病・障害 □虐待・ＤＶ □出産・産休 □その他（ ）

☑保育標準時間（１日最長11時間利用） ⇒

□保育短時間（１日最長８時間利用） ⇒

平日 8 時 00 分から 時 45 分

土曜日 時 分から 時 分

註：希望利用時間と希望施設等の利用時間は異なります。必ずしも希望利用時間で利用できるとは限りません。

申込児童の状況（上記に記載の児童の該当状況記載し、且つ該当する項目に☑してください。）

検診を受診した。 □していない ☑している （直近で受診した検診　　　　　　　 歳　　　　　　　ヵ月検診）

慢性的な病気（アレルギー以外）のことで相談している病院がある。

☑ない □ある（病名 ・病院名 ）

上記病院への通院頻度 ［ □週 □月 □年 回 ］

上記疾病の手術状況 ［ □予定なし □実施済み（　　　　　　年　　　月） □予定あり（　　　　年　　　月頃） ］

定期的な服薬（アレルギー以外）がある。 ※下記が「ある」の場合でも、保育施設での医療行為は原則不可となります。

☑ない □ある（薬名 ・服薬頻度 回/日 ）

発達のことで相談している病院・施設がある。

☑ない □ある（病院・施設名 ）

上記施設への通院頻度 ［ □週 □月 □年 回 ］

保育施設の入所（園）に当たり、健康上または発達上、気になることがあれば記入してください。

☑ない □ある （ ）

アレルギーがある。 □ない □検査していない ☑ある［ ☑食物 □動物 □アトピー □その他［ ］

制限している食品がある。 □ない ☑ある［ ☑卵 □乳 □小麦粉 □大豆 □甲殻類 □そば □落花生 □他（ ）］

アレルギーに関して医師の診断がある。 □ない ☑ある［病院名 　　　○○病院 ］

定期的な服薬（アレルギー）がある。 ※下記が「ある」の場合でも、保育施設での医療行為は原則不可となります。

☑ない □ある（薬名 ・服薬頻度 回/日 ）

保育施設入所（園）にあたり、上記健康状態及びアレルギーの状況以外に気になることがある。　※宗教上制限のある食品がある場合も本欄に記載。

（ ）

保育希望施設への健康状態、アレルギーの状況及びその他事項をすべて相談した。

□相談事項該当なし

☑第１希望施設　相談済 （ ○ 年 ○ 月 ○ 日済み）

□第２希望施設　相談済 （ 年 月 日済み）

□第３希望施設　相談済 （ 年 月 日済み）

○ 年 ○ 月 ○ 日 申請者同意署名

1.太田市が施設型給付費・地域型保育給付費の支給認定に必要な市町村民税の情報（申請書に記載のある児童の同居者の情報を含む。）及び世帯情報を閲覧すること。また、その情報に基づき決定した利用者

負担額について、児童が入所決定した特定教育・保育施設等に対して通知すること。

2.申請書等に記載した事項については、利用調整や教育保育の運営に必要と認められる場合に特定教育・保育施設等に提供すること。

3.施設型給付費・地域型保育給付費は、保護者に代わり、利用する特定教育・保育施設等が受領すること。

4.次年度4月（育児休業明5月以降を含む）利用開始の場合は、認定事務が集中し審査等に日時を要するため、申請の結果については3月までにお知らせすること。

5.申請内容が事実と相違した場合は、支給認定を取り消すことがあること。

以上のことに同意し、次のとおり施設型給付費・地域型施設給付費に係る支給認定を申請します。

　　太田　花子

そ

の

他 ☑特になし □ある　詳細に記載すること。⇒

相
談
状
況

※すべての希望施設への相談が無い場合、申込み受付ができない場

合があります。各施設により、対応状況が異なるため、必ず相談を行っ

てください。

保育施設への入所の場合については、前記のとおり申し込みます。なお、申込書記載内容を、太田市役所、利用する施設に提供することに同意します。

保育利用
希望時間

16

※太枠内は、保育希望が有りの場合に記載すること。

健
　
康
　
状
　
態

3

ア
レ
ル
ギ
ー

生活保護の状況

※太枠内は保育希望が有りの場合、記載すること。

保育を要
する理由

必要となる
認定

月120時間以上の就労（就学・介護・看護）、疾病・障害、妊娠・出産及び虐待・ＤＶの場合

（母の就労時間が120H未満だが、就業開始時間がAM8：30のため、標準時間を希望します）
月120時間未満64時間以上の就労（就学・介護・看護）及び求職活動の場合、並びに標準時間認定も可能だ

が短時間認定を希望する場合

妊娠（出産予定）

不存在
父

母

医療母子認定の状況

児童扶養手当の状況

申込児童氏名 　　太田　一郎
支給認定申請書・太田市保育施設利用申込書

（２面）

障がい手帳の取得状況
父

母

各施設が定める８時間
由良・綿打・生品・藪塚本町・大原・樟の木は、8:00-16:00。

大原西は、8:15-16:15。みその・金山は、9:00-17:00。

その他施設は、8:30-16:30。

保育認定（2号・3号）入園希望者は「3面・4面」の記入提出も必要です。内容をよくご確認の上、該当する箇所をご記入ください。

保育の必要性が確認できる書類（就労証明書等）を保護者全員分、提出してください。

また、記入済の支給認定申請書と一緒に「マイナンバー記入用紙」も提出してください。

問い合せ先：太田市役所こども課保育係 電話0276-47-1943（直通）

裏面 全て記入してください

内容ご確認の上、自署にて署名お願いいたします

児童を保育施設へ預ける必要のある基本的な時間を記入してください

保育標準時間…11時間の中で必要な量の保育が利用可能。超える場合は延長料金あり

保育短時間……8時間の中で必要な量の保育が利用可能。超える場合は延長料金あり
月120時間未満の就労でも、常態的に延長料金が発生するような就労形態により標準希望の方は理由を記入して

ください。内容を精査して判断します。

①児童の健康状態を記入してください（内容により集団保育可能かどうか保育施設での面談

が必要になる場合があります）

②アレルギーがある場合は、申し込み前に保育施設へ確認してください。対応可能と了承を
得た場合のみ申し込みが可能です。

③宗教上制限のある食品がある場合も、申し込み前に保育施設へ確認してください。対応可

能と了承を得た場合のみ申し込みが可能です。

④相談状況を記入してください（保育施設への相談がない場合、申込の受付ができない場合

があります。必ず相談し、了承を得た日を記入してください。）



-9- 

第２章 入所決定後の手続き 

  

 

市内保育園・市外私立保育園の利用者負担額（保育料）の納付は、口座振替又は納付書による現金納付となります。 
納入方法は、次のとおりです。利用者負担額は、期限内に必ず納めてください。納期日までの入金が確認できない場合は、翌月中旬
以降に保育園から（市外保育園は郵送）督促状が送付されます。 
（1）現金納付（市内保育園・市外私立保育園に通園中の方のみ） 
   月末までに太田市指定金融機関、市役所こども課で納付をお願いします。 

ア．市内の保育園に通園している場合、市内各保育園（通園中の保育園で集金袋等により徴収している場合に限る）で納付する
こともできます。納入通知書は、毎月、保育園を通して配布します。 

 イ．市外の私立保育園に通園している場合、市外の保育園での納付はできません。 
納入通知書は、毎月、保護者へ直接郵送します。 
 

 現金納付取扱い金融機関（下記金融機関のうち、群馬銀行は本支店、その他の金融機関は太田市内の本支店・本支所） 

群馬銀行  足利銀行 東和銀行 

三井住友銀行 アイオー信用金庫 栃木銀行 

しののめ信用金庫 ぐんまみらい信用組合 あかぎ信用組合 

中央労働金庫 太田市農業協同組合 新田みどり農業協同組合 

桐生信用金庫 足利小山信用金庫  

  ※ゆうちょ銀行は、現金納付の取り扱いはありません。 
（2）口座振替（市内保育園・市外私立保育園に通園中の方のみ） 
   毎月２６日（休日の場合は翌営業日）に指定口座より引き落としします。 
   なお、振替不能の場合は、再振替を行いませんので、翌月中旬以降に保育園から（市外保育園は郵送）配布される督促状で、

太田市指定金融機関、こども課にて納付してください。 
（3）保育料の納入方法を口座振替にする場合（市内保育園・市外私立保育園に通園中の方のみ） 
   こども課及び市内保育園にある「保育料口座振替依頼書」により、引き落とし開始月（４月、７月、１０月、１月）の２ヵ月

前の月末までに、太田市指定金融機関窓口に依頼してください。 
 なお、引き落とし開始月までは、現金での納付となります（口座振替開始月より前での途中入園の場合、既に口座振替手続
済みでも、重複納付を避けるため、口座振替開始月より前までは現金での納付となります）。 
 

 口座振替取扱い金融機関（下記の金融機関の本支店・本支所） 

群馬銀行  足利銀行 東和銀行 

三井住友銀行 アイオー信用金庫 栃木銀行 

しののめ信用金庫 ぐんまみらい信用組合 あかぎ信用組合 

中央労働金庫 太田市農業協同組合 新田みどり農業協同組合 

桐生信用金庫 足利小山信用金庫 ゆうちょ銀行 

 

 利用者負担額（保育料）の決定と切り替えについて  

 利用者負担額（保育料）は、児童の父母【祖父母も合算する場合あり※注】の市町村民税額により決定します。 
平成３１年度４月から８月までは、「平成３０年度市町村民税額（平成２９年中の所得に基づく）」による。 
平成３１年度９月から３月までは、「平成３１年度市町村民税額（平成３０年中の所得に基づく）」による。 
「保育標準時間」と「保育短時間」の認定区分によっても利用者負担額（保育料）が異なります。 
 

※注 次の①から③の場合は、祖父又は祖母の市町村民税額を家計の主宰者として合算し利用者負担額を決定します。 
収入については、４月から８月については前々年のものとし、９月から３月については前年のものとします。 

  ①父母や入園児童が祖父又は祖母の市町村民税や健康保険等の被扶養者である場合 
  ②母又は父と祖父母が同居のひとり親世帯で収入が次の基準以下かつ市町村民税非課税の場合 
     母又は父の収入が、子どもが１人の場合１１０万円以下、２人以上の場合１３０万円以下 
  ③父母と祖父母が同居の父母世帯で収入が次の基準以下かつ市町村民税非課税の場合 
     父母の収入合計が、子どもが１人の場合１６０万円以下、２人以上の場合１８０万円以下 
 

 保育の実施の解除について   

次のような場合には、保育の実施を解除し保育園を退所していただきます。 

① 保育の実施要件を満たさなくなった場合 
② 保育の実施期間が終了した場合 
③ 入園後、集団生活に支障をきたした場合 
④ 虚偽の申請の事実が判明した場合 
⑤ 無断で保育園を長期欠席した場合（概ね 1ヶ月以上の無断欠席） 
⑥ 太田市外へ転出した場合（転出日の月末まで保育の実施。１日が転出日の場合は前月末まで実施。） 
⑦ 在留資格を喪失した場合 

利用者負担額（保育料）の納入方法について（口座振替をお勧めします） 
※認定こども園・幼稚園・市外公立保育園・小規模保育事業施設の利用者負担額（保育料）は、利用する施設の指定する方
法で施設へお支払ください。 
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 次の場合は必ず届け出を！（申込・入園後の注意点）  

 次のような場合は、申請中・入園中を問わず、必ず太田市役所こども課（市内特定保育施設等へ通園している場合は
通園する施設）へ申し出てください。 
① 居住地などが変わった場合（転出、転居、電話番号の変更など） 
② 家庭内保育が可能になった場合（退職、病気全快など） 
③ 世帯状況が変わった場合（婚姻、離婚、養子縁組、母子・父子家庭、祖父母と同居開始、生活保護世帯の状況等） 
④ 就労・在学状況が変わった場合（就労先・就労日数の変更など） 
⑤ 市町村民税額が変わった場合 
⑥ 入園期間を変更（入園辞退・退園）する場合 

変更手続き等に関する書類 

各書類は、太田市役所こども課、市内各特定保育施設に備えてあります。 
注 1 特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部に入所した場合、児童発達支援（たんぽぽ学園・ひまわり学園・つくし園等）、

医療型児童発達支援を利用している場合 
注２ 太田市役所こども課に備えてあります（様式は P.1４）。特定保育施設等にはありません。 
 

 支給認定の変更申請の手続きについて   
 

保育の有無の変更【幼稚園等(１号認定)と保育所等(２・３号認定)の利用変更】、認定事由・時間区分・認定期間の変更、利用者

負担額（保育料）の変更（婚姻、離婚、世帯員の増減がある一部転居、ひとり親の認定、同居世帯員の障がいの認定、障がい者と同

居や別居になった場合、生活保護の認定・喪失）に係るものは、支給認定変更申請書により変更の申請をしてください。発行済みの

支給認定証とともに変更後の内容が確認できる書類が必要です。毎月２０日（２０日が土日・祝日の場合は直前の平日）までに（急

な変更申請がある場合は要相談）、こども課（市内特定保育施設等へ通園している場合は通園する施設への提出も可）まで申請をし

てください。原則、申請受付月の翌月の１日から変更になりますが、婚姻、離婚、世帯員の増減(祖父母との同居・別居含む)による

家族構成の変更等で利用者負担額が変更になる場合は、事由発生日の翌月から変更になります。  

〇支給認定変更例 

※満３歳になり３号認定から２号認定になる際は、市が認定の変更を行うので保護者が手続きをする必要はありません。 

※認定内容や利用者負担額の変わらない住所・保護者等の変更の場合は「支給認定変更届出書」を提出してください。 

※育児休業取得時、既に保育施設を利用している児童がいて継続利用が必要な場合、原則、育児休業取得対象児童の１歳の誕生日が属する月の月末

まで既に在園している保育施設の継続利用ができます。（育児休業期間が１年以上も場合により継続可能ですので事前にご相談ください） 

区分 提出書類 提出期間等 備考 

転園の申し込みをする ・退所(園)届（転園用） 転園の申し込み申請と同時 決定後の取り消しは不可 

保育園の入園を辞退する（入園前） ・入園辞退届 入園する月の１０日前まで 
期限までに届出がない場合

は、保育料の負担義務が発生 通園中の保育園を退園する（入園後） 
・退所(園)届 

退園する月の２０日（緊急

に退園の場合は月末）まで 

転出（市外）する 転出届提出時までに提出 太田市での保育実施を解除 

電話番号が変わる場合 ・支給認定変更届出書 変更後速やかに - 

世帯構成等が変わる ・支給認定変更申請書 
変更後速やかに（毎月２０

日までに）申請 

急な変更申請がある場合は

ご相談ください 

保育料が変更となる場合有 
他に提出書類（マイナンバー
記入用紙、就労証明等）が必
要な場合有 

勤める職場等が変わる 

※支給認定内容が変わる場合 

・支給認定変更申請書 

・就労証明書 
- 

勤める職場等が変わる 

※支給認定内容が変わらない場合 
・就労証明書 - 

就学前兄姉が幼稚園、障がい者施設

注 1 等に入園する 

・保育料多子軽減に伴う 

在園・在所証明願注２ 
入園後速やかに申請 

申請日の翌月から保育料を変

更 

市町村民税額が変わった 

・支給認定変更申請書 

・変更後の税額が確認で

きる書類 

変更後速やかに申請 保育料が変更となる場合有 

利用中の事由 変更後の事由 ⇒ 支給認定変更申請書への添付書類 

就労 
・妊娠し、妊娠・出産で利用 ⇒ 母子手帳の出産予定日のページのコピー 

・退職し求職する ⇒ 求職・出産要件に関する申立書（ハローワーク登録証の写し添付） 

妊娠・出産 

・育児休業を取得する ⇒ 就労（就労内定）報告書兼証明書（育児休業取得期間が記入してあるもの) 

・就労する ⇒ 就労（就労内定）報告書兼証明書 

・求職する ⇒ 求職・出産要件に関する申立書（ハローワーク登録証の写し添付） 

求職活動 ・就労する ⇒ 就労（就労内定）報告書兼証明書 

就学等 
・就労する ⇒ 就労（就労内定）報告書兼証明書 

・求職する ⇒ 求職・出産要件に関する申立書（ハローワーク登録証の写し添付） 

育児休業中継続利用 ・復職する⇒就労（就労内定）報告書兼証明書 

 転職等で 保育短時間⇒保育標準時間への変更 転職先の就労（就労内定）報告書兼証明書 
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第３章 その他の保育サービス 

 一時保育（預かり）について （内容や料金は変更される場合があります） 

普段は家庭で保育できる児童について、①パート等で週２～３日間保育が必要になった、②保護者や親戚の病気の 

看護で急に保育が必要になった、③少し育児のことを忘れてリフレッシュしたいなどといったときに、週３日程度、ま

たは、月１４日程度を限度に保育施設を利用できる制度です。 

 ※ 実施保育施設によっては、利用者多数のため緊急時の預かりを利用できない場合があります。 
 

一時保育を実施している保育施設 

施設名 住所 電話番号 施設名 住所 電話番号 

浜町保育園 浜町 25-4 45-2809 しらかば保育園 新道町 52 31-2457 

飯田保育園 飯田町 904 45-8223 毛里田こども園 矢田堀町 388-3 37-1138 

太田杉の子保育園 高林北町 2097-1 38-0371 育実こども園 富若町 530-1 25-1570 

韮川こども園 台之郷町 845 48-1338 おじま第一保育園 亀岡町 240-1 52-0519 

熊野保育園 熊野町 23-21 22-6015 世良田の杜 世良田町 3119-7 52-1035 

とりやまこども園 鳥山中町 1074-5 25-4079 生品保育園 新田市野井町 135-3 57-0113 

強戸こども園 寺井町 695-5 57-6423 わたうちこども園 新田上江田町 767-1 56-7901 

由良保育園 由良町 91-3 31-8393 藪塚本町保育園 藪塚町 1578 0277-78-4226 

〔対象年齢〕（０歳児の生後受入開始月が異なる場合あり。保育時間等詳細は実施保育施設にお問い合わせください） 

 保育料 ：３歳未満児 日額２，５００円（完全給食） （市外の方 日額３，５００円） 

：３歳以上児 日額１，８００円（副食給食） （市外の方 日額２，８００円） 

〔利用申込み〕（※事前の確認が必要となります。余裕をもってお申し込みください） 

 各実施保育施設にお問い合わせのうえ直接希望先に申し込みください。 
 

 休日保育について （内容や料金は変更される場合があります） 

対象者は、市内各保育施設に入園中の保育認定児童です。 

日曜、祝日に保護者のいずれもが仕事の都合など、家庭で保育ができないときに利用できる制度です。 

休日保育実施保育施設 

施設名 住所 電話番号 施設名 住所 電話番号 

とりやまこども園 鳥山中町 1074-5  25-4079 こばと保育園 台之郷町 1694 25-8130 

世良田の杜 世良田町 3119-7 52-1035  

〔保育内容について〕 

 対象年齢等詳細については、各実施保育施設にお問い合わせください。 

 保育時間：午前８時～午後５時 

〔利用申込み〕（※利用者多数の場合は、利用できないことがあります。） 

 各実施保育施設にお問い合わせのうえ「休日保育申込書」に「休日就労証明書」を添えて、直接希望先に申し込みく

ださい。申し込み用紙は各実施保育施設にあります。  
 

 病後児保育について  （内容や料金は変更される場合があります） 

お子さんが病気回復期になったが、仕事に出なければならない等の理由により、家庭で児童を保育できないときに利

用できます。なお、病気回復期等とは、病気が回復期または、当面の病状の急変が認められないときをいいます。（保

育園、幼稚園及び託児所等在園のお子さん、在宅のお子さんも利用できます。） 

〔利用時間等について〕  

月曜日から土曜日（木曜日要相談のこと）  午前８時から午後６時 （日曜祝日、年末年始は休業） 

〔利用料ついて〕 【後日、利用料納付書が送付されます。送付後お早めに納付して下さい。】    

1日２，０００円（市外の方は、１日３，０００円）  

〔利用申込み・お問い合わせ先〕※小児科外来診療時間外での申込みは、原則的に申込み確定となりませんのでご注意ください。 

本島総合病院内「キッズケア」（病後児保育実施施設）電話番号 ０２７６－２２－７１５４ 
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 その他の保育施設について  （内容や料金は変更される場合があります） 

 認可保育施設では対応できない様々な就労形態に対応するため、認可外保育施設が設置されています。 

 太田市は、これらの認可外保育施設のなかで一定の基準を満たした施設を、「準認可保育施設」として認定しており

ます。また、「企業主導型保育施設」は原則的には企業の保育施設ですが、地域枠に一般の人も利用できます。 

保育内容や利用申し込みは、各施設までお問い合わせください。 

◆準認可保育施設  

お問い合わせや利用申し込みは施設へ直接お申し込みください。 

 

 

 

◆企業主導型保育施設（地域枠） 

 お問い合わせや利用申し込みは施設へ直接お申し込みください。 

 

 

太田市ファミリー・サポート・センターについて （内容や料金は変更される場合があります） 

 太田市ファミリー・サポート・センターは、子育て中の保護者の日常生活を支援するため、育児の援助を受けたい人

（おねがい会員）と援助を行いたい人（子育て支援の講習を受けた「まかせて会員」）が会員となり、ファミリー・サ

ポート・センターを通じて、育児の助け合いを行う制度です。 

 なお、ご利用には会員登録が必要です。 

ご利用金額は下記のとおりですが、1回のサービスに援助外出費 300円～500円がかかることがあります。 

また、ひとり親の料金は、基本、児童扶養手当受給者が該当になります（受給証書を確認させていただきます）。 

深夜利用時には、追加料金がかかります。 

 

○通常預かり                     ○病児（診断がつく前）・病後児（診断後）・緊急預かり 

 時間区分 料金 
ひとり親の料金
(月 30時間まで) 

 時間区分 料金 
ひとり親の料金
(月 30時間まで) 

平 日 
8：00～18：00 1時間 500円 1時間 200円 

平 日 
病 児 1時間 1,100円 1時間  700円 

上記以外 1時間 600円～ 1時間 300円～ 病後児 1時間   800円 1時間  450円 

土日祝日 

年末年始 

8：00～18：00 1時間 600円 1時間 300円 土日祝日 

年末年始 

病 児 1時間 1,400円 1時間 1,000円 

上記以外 1時間 700円～ 1時間 400円～ 病後児 1時間 1,100円 1時間  750円 

 

★ママヘルプ事業 

母子手帳交付の日から産後１年未満のお子さん 

のいる家庭で家事・育児を支援する事業です。 

（１日２時間まで、３０回の利用が限度） 

なお、初回は無料となります。 

（交通費３００円は別途かかります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 住所 電話番号 備考 

ﾍﾞﾋﾞｰﾙｰﾑふうせん 飯田町 1404 48-1616 夜間保育 

施設名 住所 電話番号 備考 

ささら子保育園 新田赤堀町 127 55-4333 定員 60名（うち地域枠 30名） 

育児の援助をお願いする人、援助を行う人、それぞれが 「ファミサポ」 への登録が必要なんだね。 

詳細は、「太田市ファミリー・サポート・センターＨＰ」または下記連絡先まで！ 

〔詳細の問い合わせ・お申し込み先〕 

太田市ファミリー・サポート・センター（新田庁舎内） 

      電    話  ０２７６－５７－２８２２   

受付時間 月～金 ８：３０～１７：１５（土日祝日休み） 

○ママヘルプ事業

時間区分 料金

平日 8：00～18：00 1時間500円

土日祝日 8：00～18：00 1時間600円
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単位：円

入園月初日に お い て 1号

1号（3歳以上） 3歳以上

教育 教育

標準時間 標準時間 短時間 標準時間 短時間 標準時間 標準時間 短時間 標準時間 短時間

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 2,000 2,200 2,200 2,200 2,200 6,000 6,000 9,000 9,000

3 3 2,800 6,600 6,500 6,600 6,500

4 　　　　　　　　　　　　　　48,600円未満 7,900 7,800 7,900 7,800

　　48,600円

　　48,601円以上　　　54,000円未満

　　54,000円以上   　 56,000円以下

　　56,001円以上   　 58,000円未満

7 　　58,000円以上   　 64,000円未満 14,600 14,400 14,600 14,400

8 　　64,000円以上   　 68,000円未満 15,600 15,300 15,600 15,300

9 　　68,000円以上   　 74,000円未満 16,000 15,700 17,200 16,900

　　74,000円以上   　 77,100円以下

　　77,101円以上   　 78,000円未満

11 　　78,000円以上    　84,000円未満 17,000 16,700 17,800 17,500

12 　　84,000円以上    　89,000円未満 18,000 17,700 18,000 17,700

13 　　89,000円以上    　97,000円未満 18,500 18,200 18,500 18,200

14 　　97,000円以上　　102,000円未満 18,800 18,500 18,800 18,500

15 　102,000円以上    109,000円未満 20,000 19,700 22,000 21,600

16 　109,000円以上  　115,000円未満 21,000 20,600 24,000 23,600

17 　115,000円以上　　133,000円未満 22,000 21,600 27,000 26,500

18 　133,000円以上　　151,000円未満 22,500 22,100 28,000 27,500

19 　151,000円以上　　169,000円未満 23,000 22,600 28,500 28,000

20 　169,000円以上　　190,000円未満 26,500 26,000 32,000 31,500

　190,000円以上　　211,200円以下

　211,201円以上　　235,000円未満

22 　235,000円以上　　301,000円未満 27,500 27,000 37,000 36,400

23 　301,000円以上　　397,000円未満 29,000 28,500 40,000 39,300 77 ,000 75 ,800 80 ,000 78 ,800

24 　397,000円以上 31,000 30,500 45,000 44,200 101,000 99 ,400 104,000 102,400

※利用者負担額（保育料）の他に、施設が定める必要経費（教材費、送迎費ほか）の徴収がされる場合があります。詳細は直接、施設にお問い合わせくださ
い。

2号（3歳以上） 3号（3歳未満）

2019(平成31)年4月初日の前日において

保育 保育

※太田市立幼稚園の市町村民税所得割課税世帯(1号認定の第4階層以上)の利用者負担額は、この表にかかわらず7,000円です。（２０１９（平成３１)年３月３
１日現在、太田市立幼稚園に在籍し、引き続き１号認定を受けている児童を含む）。

※太田市で利用者負担額を徴収している児童が第３子以降子育て支援事業等により利用者負担額が減免決定となり、減免決定月以降に支払い済みの利用
者負担額がある保護者には、後日、送付する還付依頼書の請求に基づき納め過ぎた利用者負担額を還付します。

57 ,100 61 ,00034,400

11,200

40 ,900

30 ,000

保育

3歳以上

3,000

保育

※　１号認定の支給認定保護者が養育里親等（児童福祉法第６条の３第８項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者、同法第６条の４第１号に規定す
る養育里親又は同法第７条第１項に規定する児童福祉施設（乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設に限る。）の長。）である場合
は、当該支給認定保護者が生活保護法による被保護者であるときは第１階層の利用者負担額を、それ以外の者であるときは第２階層の利用者負担額をそれ
ぞれ適用します。

3号

　市町村民税均等割のみ課税世帯

2号

26,500

13,100

16,200 17,500

44 ,500

26 ,600

17,900

11,200

4

5

市
町
村
民
税
所
得
割
課
税
額

（
年
額

）

19 ,300

14,300

3歳未満

9,800

13,300

60 ,100

　２０１５年４月から子ども・子育て支援新制度が始まり、２０１９年度の利用者負担額(保育料)は下記表のとおりです。
　新制度の教育・保育の費用は、国・県・市の負担金と保護者の負担する利用者負担額（保育料）でまかなわれており、保護者が負担する利用者負担額は国
が定めていますが、太田市は利用者負担額を国の基準額より低く抑えています。

利用者負担額（月額）

　生活保護世帯等

　市町村民税非課税世帯

太田市利用者負担額（保育料）表

在籍児童の属する世帯の階層区分

7

※3号認定が満3歳になった場合、年度中の利用者負担額は3号のままであり、翌年度から2号の利用者負担額となります。

※同一世帯から2人以上の就学前児童が同時に保育園、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部に入園している場合や、児
童発達支援、医療型児童発達支援、特定地域型保育事業を利用している場合は、2人目児童の利用者負担額を半額、3人目以降児童の利用者負担額を無料
としています（1号認定は年少から小学3年生までの範囲内）。
　ただし、1号認定で第2階層から第6階層【太田市立幼稚園については、第2階層から第3階層及び第4階層（うち市町村民税所得割額が77,101円未満）】と認
定された世帯、2号及び3号認定で第2階層から第5階層及び第6階層（うち市町村民税所得割額が57,700円未満）と認定された世帯は、上記の同時就園（1号
は小学3年生まで、2号及び3号は就学前まで）については、多子のカウントにおける年齢制限を撤廃し、第2子が半額、第3子以降の利用者負担額が無料とな
ります。
　さらに、要保護世帯等の場合は、1号認定で第4階層から第6階層と認定された世帯【太田市立幼稚園については、第4階層（うち市町村民税所得割額が
77,101円未満）】、2号及び3号認定で第3階層から第9階層及び第10階層（うち市町村民税所得割額が77,101円未満）と認定された世帯については、多子のカ
ウントにおける年齢制限を撤廃し、１人目児童の利用者負担額を、１号については2,000円、２号及び３号については2,200円とし、２人目以降児童の利用者負
担額を無料とします。

※2号認定の副食及び3号認定の主食・副食材料費については、利用者負担額に含まれています。

6

１号

6

10

35,00027,000

※1号認定で第2及び第3階層、2号及び3号認定で第2階層と認定された場合で、母子世帯、父子世帯、在宅障がい児（者）のいる世帯、生活保護法に定める
保護世帯など特に困窮していると市長が認めた世帯（以下「要保護世帯等」という。）については、利用者負担額が無料となります。

利用者負担額（月額）

区　分

7,000

8,800

※　参考　国の基準額

2・3
号

階　層

20 ,500

25 ,700

10 ,100

※1号認定で第2及び第3階層、2号及び3号認定で第2階層と認定された場合、第２子以降は利用者負担額が無料となります。

11,000

13,300 13,100

27 ,000 29 ,600

43 ,90041 ,500

19 ,50016 ,30016 ,500

21

※生活保護世帯等とは、生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及
び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯です。２号及び３号認定についは、児童福祉法第６条の４に規定する里親である支給認定
保護者も生活保護世帯等に含みます。

17,200

11,000

58 ,000

8

16,500

5

2019年度前期分（9月まで）太田市の利用者負担額（保育料）について

※２０２０年度については、変更になる場合があります。 
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保育料多子軽減に伴う在園・在所証明書（太田市保育施設申込用） 

  年  月  日 

住     所 太田市 

保護者氏名                            ○印  

 

貴施設に児童が在所していることの証明を、下記のとおりお願いいたします。 

記 

施 設 名  

児 童 名  生年月日     年  月  日 

在所（予定）期間     年  月  日 ～     年  月  日 

   ※小学校就学前において、在所（予定）期間を記載してください。 

   上記のとおり、相違ないことを証明する。 

                                   年  月  日 

                住   所 

               施 設 名  

               施設長名   

               電話番号        （     ） 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

委 任 状 

（宛先）太田市長   

年  月  日 

 

        委任事項                               について、 
 
        私（委任者）は、上記の委任事項を下記（代理人）に委任します。 

   （委任者） 住 所                               

氏 名              ○印   

（代理人） 住 所                               

氏 名               

      

 

 

保育施設名  児童番号  
入園(予定) 

児童氏名 
 

保育施設名  児童番号  
入園(予定) 

児童氏名 
 

※この証明は就学前のきょうだいが幼稚園・障がい者施設等に入園している場合にのみ必要なものです。 

※証明内容等について証明者に確認することがあります。また、在園在所期間の訂正・加筆等には、証明者の訂正印が必要です。 

訂正印がない場合は、証明が無効になることがあります。 

○印  

※この委任状は、保護者以外の代理人が申請する場合に必要になります。下記内容は委任者がすべて記入し必ず押印してください。 

 窓口で代理人のご本人確認をさせていただきますので本人確認書類（運転免許証等）をご持参ください。 
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 保育所 ＊市こども課申込み 

 幼保連携型認定こども園 ＊市こども課申込み 

 幼保連携型認定こども園 
※施設直接申込み 

 幼稚園型認定こども園 
※施設直接申込み 

 幼稚園（施設型給付） 
※施設直接申込み 

 
幼稚園（私学助成） 

※施設直接申込み 

 地方裁量型認定こども園 
※施設直接申込み 

 小規模保育施設 
※施設直接申込み 

ゆりかご 

第二ひかり幼
稚園 

台之郷 

うちがしま 

世良田の杜 

スマイル 

藪塚本町保
育園 

大原 

大原西 

あすなろ 

浜町 

ひかり 

ぽぷら 

きざきまち幼
稚園 

めだか 

木崎あおぞら 

おじま第一 
保育園 

おじま第二 
保育園 

アプリコット 

とりやまこ
ども園 

なかよし
幼稚園 

若葉 

飯田 

保育所・認定こども園・幼稚園 

ＭＡＰ(H31.4.1現在) 

みその 

末広 

つくし 

牛沢 

太田南 

しらかば 

由良 

毛里田 
こども
園 

強戸 

おじま第三 
保育園 

生品 

太田愛育
こども園 

休泊 

育実 

韮川 

こまどり 
太田東 
保育園 

樟の木 

なかはら 

大原南 

大島 
にしのもり
こども園 

いなり 

ふじあく 

太田杉の子 

宝泉 

三宝 

新明 

こばと 

太田いずみ幼
稚園 

熊野 
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