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幼稚園、新制度幼稚園、認定こども園の幼稚園部分に申込みをしたい方  

・保護者とお子さまが足利市の住民であること（※） 

・お子さまが満3歳（3歳になる誕生日の１日前）を迎えており、就学前であること 

※足利市の住民以外でも申込みは可能ですが、お住まいの自治体で教育・保育給付認定等の手続 

きを行っていただきます。 

 

保育所、保育園、認定こども園の保育部分に申込みをしたい方  

・保護者とお子さまが足利市の住民であること（※） 

・お子さまが入所（園）希望日時点で0歳～就学前の年齢であること 

（入所可能な月齢は施設によって異なりますのでご注意ください） 

・保護者すべてが「保育を必要とする事由」（P5参照）に該当し、家庭でお子さまを保育でき

ず、代わりの保育を必要としていること（保育施設の利用を必要としていること） 

「小学校入学準備のため」、「集団生活を経験させたい」等の理由だけでは申込みはできません。 

・令和５年3月末までに確実に転入する方（転入予定で申込みをする方） 

※単身赴任等でいずれかの親のみが足利市の住民である場合も申込み可能です。また、足利市の 

 住民以外でも申込可能ですが、下記の広域入所の手続きが必要です。また、市外保育施設への 

併願はできません。 

 

広域入所について  

◆ 広域入所（受託） 

足利市外にお住まいの方が、足利市に勤務先があり、通勤や送迎による事情から、足利市の

保育施設を利用したい場合は、お住まいの自治体からの申込み（協議）が必要です。ただし、

足利市民の方の保育利用が優先となるため、一斉申込みでは、2次募集からの申込みとなりま

す（原則令和５年４月１日から入所（園）する方に限ります）。日程、募集施設等について

は、市保育課ホームページをご確認ください。申込みの際は、お住まいの自治体の保育関係課

にご相談ください。 

  ※単に「足利市の施設がよいから」という理由で申込みをすることはできません。 

 

◆ 広域入所（委託） 

足利市の住民の方で、通勤や送迎による事情から、市外の保育施設を利用したい場合は、足

利市から、当該自治体へ申込み（協議）が必要となります。入所申込締切日（自治体によって

異なります）と必要書類を確認したうえで、足利市保育課へ申込みをしてください（申込み時

点でその自治体へ転入予定がある場合は、その旨をお伝えください）。基本的に、いずれの自

治体もその住民の方優先なので、優先度は低くなります。 

※市外への転出や市外からの転入については、必ず事前にご相談ください。通常の申込みと異な

り、追加の提出書類があることや、転出先の自治体での手続きが必要になることがあります。 

 ※現在の在籍施設から転園しない場合でも転出、転入するときは必ず手続きが必要となります。 
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教育・保育施設（認定こども園や新制度幼稚園、保育所（園））を利用する場合、保護者の申請

により、教育・保育給付認定を受ける必要があります。そのなかでも、2・3号認定を受ける場合

には、「保育を必要とする事由」に該当しなければなりません。 

※私学幼稚園は、上記の認定を受ける必要はありませんが、幼児教育無償化に係る施設等利用給付

認定を受ける必要があります。 

 

◆ ３つの教育・保育給付認定区分 

教育・保育給付認定はお子さまの年齢と利用施設に応じて 3つの区分があります。 

１号認定（教育認定） ２号認定（保育認定） ３号認定（保育認定） 

【教育標準時間認定】 

・お子さまが満 3 歳以上 

・教育のみを希望 

【満 3 歳以上の児童・保育認定】 

・お子さまが満 3 歳～就学前まで 

・「保育を必要とする事由」に該当 

・保育を希望する 

【満 3 歳未満の児童・保育認定】 

・お子さまが０歳～満 3 歳未満 

・「保育を必要とする事由」に該当 

・保育を希望する 

【利用施設】 

新制度幼稚園 

認定こども園（幼稚園部分） 

【利用施設】 

保育所（園） 

認定こども園（保育部分） 

【利用施設】 

保育所（園） 

認定こども園（保育部分） 

 

◆ 「保育を必要とする事由」について 

 

  
① 就労 

１か月あたり６４時間以上の就労を常態とする場合（週４日以上かつ１日４時間以上を目安） 

フルタイムだけでなく、パートタイム、夜間、内職（月 3 万円以上の収入が必要）など基本的に 

すべての就労が対象となります。居宅内の労働(自営業､在宅勤務等)も含みます。ただし、給料の 

支払いを伴わない手伝い等は就労として認められません。また、一時預かりで対応できる場合は 

該当しません。 

② 妊娠・出産 
妊娠、出産により家庭での保育が困難な場合 

出産（里帰り出産を含む）による認定期間は、産前産後あわせ４か月となります。また、妊娠に

よる体調不良などで就労等ができず、医師から安静等の診断がある場合も該当します。 

③ 保護者の疾病・障がい 
心身に病気、障がいがあり、家庭での保育が困難な場合 

④ 同居又は長期入院等している親族の介護・看護 
同居又は長期入院･入所している親族の常時の看護や介護により、家庭での保育が困難な場合 

就労要件と同等の介護・看護時間がある場合に該当します。 

⑤ 災害復旧 
震災、風水害、火災その他の災害を受け、その復旧中で、家庭での保育が困難な場合 

⑥ 求職活動 
求職活動により外出を常態としている、あるいは、起業準備をしていて家庭での保育が困難な場合 

3 か月間の保育認定を受けられます。3 か月以内に就労が確認できない場合は、原則退園になり

ます。また、妊娠中の求職活動は原則認めません。 

⑦ 就学（職業訓練校等における職業訓練も含みます。） 

⑧ 虐待や DVのおそれがあること 

⑨ 育児休業 

育児休業取得時、お子さまが既に保育施設を利用しており、継続利用が必要である場合。 

出産時から原則 1 年以内に職場復帰または就労することが条件となります。1 年以上育児休業を 

取得する場合は妊娠・出産要件の認定が終了した時点で退園となるためご注意ください。 

⑩ その他､お子さまを家庭で保育できない特別な理由がある場合 
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◆ 保育必要量について 

２・3号認定（保育認定）は、保護者の「保育を必要とする事由」に応じて、「保育標準時間」

と「保育短時間」の保育必要量に区分されます。保育標準時間は最大１１時間の保育を基準とし、

保育短時間は、最大８時間の保育を基準とします。どちらの場合も、必要に応じて延長保育(有料)

を利用することができます。 

※各認定の預かり時間、開所（園）及び閉所（園）時間は各施設によって異なります。 

 

◎標準時間／短時間は保護者の「保育を必要とする事由」の状況によって、足利市が認定します。 

※病気や看護の認定の場合も、就労や就学の時間に準じます。 

 

◆ 認定期間 

教育・保育給付認定には期間があります。認定期間が切れた場合は退所（園）となりますが、必

要があれば認定変更の手続き（P10参照）を行うことで施設を継続利用できます。 

 1号認定 の場合は 

 基本的に就学前までの認定期間です。 

 2・3号認定 の場合は 

2号は就学前まで、3号は 2号に切り替わる直前（3歳になる 2日前）までの期間を基本と

します（3号から 2号への切り替えは自動的に行われます）。 

※原則は上記のとおりですが、 

求職活動：３か月間  妊娠・出産：４か月間（産前 2 か月+産後 2 か月）など 

保育を必要とする事由に応じて認定期間はさまざまです。申請後に発行される「教育・保育給 

付認定通知書」に認定期間が記載されていますので、ご確認ください。また、どの事由に関し 

ても家庭保育が可能になった時点で認定はできなくなります。 

 

 

 

区 分 認 定 の 要 件    

保育標準時間 
（11時間保育） 

① 父母（保護者）ともに月120時間以上の就労・就学等（通勤時間含む） 
② 妊娠・出産（おおむね産前産後あわせて4か月間） 
③ 災害復旧 
④ 虐待やDVのおそれがあること など 

保育短時間 
（8時間保育） 

① 父母（保護者）のいずれかが月64時間以上120時間未満の就労・就学等 
② 父母（保護者）のいずれかが、求職中 
③ 育児休業中の在所児の継続利用 など 

Q＆A コーナー③ 

Q. 私は月 80 時間くらい仕事をしています。保育で申請して、保育短時間で認定されました。保育

施設に入った後に、仕事の時間が長くなったら標準時間に変更してもらうことはできますか？ 

A. 就労時間が保育標準時間の要件を満たせば変更可能です。P10を参照して、在籍施設に書類を提

出してください。反対に、就労時間が短くなれば、保育短時間になるため必ず届け出てください。 

保育必要量イメージ図

延長保育

延長保育

閉所(園)

保育標準時間認定（最大１１時間利用可能）

保育短時間認定（最大8時間利用可能） 延長保育

預かり保育教育標準時間認定（おおむね４～５時間程度）預かり保育

教育認定の場合（参考）

開所(園)
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申込みの際には、教育・保育給付認定申請書のほか、状況に応じて書類の提出が必要です。申込み

書類は各施設に用意してありますので、見学の際などにお受け取りください。ただし、私学幼稚園に

申込みをする場合は、必要書類が異なりますのでご注意ください。 
 

１【教育・保育給付認定申請書】 

教育・保育給付認定（P5参照）を受けるための申請書です（記入方法はP23～P24参照）。 

教育・保育給付認定申請書は、児童1人につき1枚必要です。 

  
２【保育の認定に必要な書類】（２・３号認定を希望する方は必要となります） 

父母及び祖父母等の状況 必 要 な 書 類 等 

 勤めている方（パ－トや内職を含む） 
  これから勤める方 

就労報告書兼証明書 ※足利市指定の様式あり 

勤務先の雇用主や所属長の方から証明を受けてください。 

内職の方は発注者から証明を受け、給与明細や仕入伝票の写しを

合わせて提出してください。ご自身で書いたものは無効です。 

自営業（個人事業主）の方 
農業の方 

就労報告書兼証明書（事業主が記入したもの） 
開業２年目以降の方は直近の確定申告書（写） 
新規開業の方は開業届（写） 

法人経営者の方は法人の登記簿謄本（写） 

 
専従者の方 

青色事業専従者給与に関する届出書（写）、もしくは確定申告書 
等の専従者となっていることが証明できる書類 

親族経営の会社等にお勤めの方 
源泉徴収票、賃金台帳、労災保険、雇用保険被保険者証等、 
公的に雇用を証明できるものいずれかの写し 

出産予定の方 母子手帳（母の氏名、出産予定日の記載箇所）または 

妊産婦医療費受給資格証いずれかの写し 

切迫流産等により保育が必要な場合は、医師の診断書等 

育児休業取得 
既に保育施設を利用しており、継続 

利用が必要な場合に限ります。 

就労報告書兼証明書（育児休業期間+復職日の記載があるもの） 

就労報告書兼証明書に、勤務先で育児休業期間の証明を受けて 

ください。内容によっては、施設長の意見書が必要です。 

・病気の方 
・同居家族や親族の看護、 
介護にあたっている方 

診断書、病気の内容や治療・療養期間のわかる書類、 

介護保険被保険者証（写）等 

診断書の内容によっては追加資料の提出が必要です。 

心身に障がいのある方 身体障害者手帳（写）、療育手帳（写）、 

精神障害者保健福祉手帳（写）、医師の診断書等 

保育が困難と判断できる実際の障がいの内容を記載した書面を 

提出してください。 

就学、技能習得している方 在学証明書、カリキュラム等、保育ができない時間が 

わかる書類の写し 

これから入学予定の場合は、合格通知書の写し等 
求職活動を行う予定の方 
認定期間は３か月間です。 

申込みの時点では、特に必要な書類はありませんが、認定期間内 

に就労先を決めて、就労報告書兼証明書を提出いただきます。 

ハローワークカード・雇用保険受給証明書の写しの提出が必要 

な場合もあります。 

虐待、DVのおそれがある方 保育の必要性がわかる公的機関が発行する証明書類 

災害復旧 罹災証明書等 

※１ 65 歳未満の祖父母等が同
居している場合、祖父母等の書類
を求めることがあります。  

※提出書類の内容について、お電話でお聞きすることや、証明者等に記載内容を確認する場合があります。

また、追加書類の提出をお願いすることがあります。 

上記※１のとおり 
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３【保育実施認定調査書】（２・３号認定を希望する方は必要となります） 

 保育を必要とする事由などについて確認する書類ですので、正確にご記入ください。裏面には、

申込み時や入所（園）後の同意事項や約束事項が記載されています。必ず全項目をお読みになり、

ご理解のうえ、ご署名ください。ご署名がない場合は、申込みを受け付けできません。また、以下

に該当する方は入所（園）の審査に影響がありますので、保育実施認定調査書に利用施設名等の記

入をお願いします。（P25～P26参照） 

①現在就労しており、月６４時間以上、認可外保育施設やベビーシッターを利用している。 

②市外の認可外保育施設を利用しており、市内保育施設に転園を希望する場合 

 

４ 【保育所入所申込書】（保育所、保育園を希望する方は必要となります） 

保育所・保育園に入所（園）するための書類です。一斉申込みの場合は、内定決定後に、正式に

入所（園）の意思を確認するために提出していただきます。年度途中の申込みの場合は、その他の

必要書類と併せて提出してください（一斉申込みと年度途中の申込みについてはP9～10参照）。 

 

５【その他、該当する場合に必要な書類】 

在留外国人の方 
在留カードの写し  

保護者・児童全員のカードの表裏（写） 

令和４年１月１日時点
で、足利市に住民登録が
ない方、 
足利市以外で課税されて
いる方 
令和５年度４月～８月入所

希望の方対象 

① マイナンバー（個人番号）記入用紙 

② 申請者の個人番号を確認できる書類の写し（下記３つのいずれか） 

・個人番号カード（顔写真付き、両面）→③の書類の提出は不要です。 

・個人番号の通知カード（※記載住所が現住所と一致している場合のみ） 

・個人番号が記載された住民票 

③ 申請者の身元確認ができる書類の写し 

・運転免許証やパスポート等、顔写真付きの公的な書類 

④ 上記① ～ ③の書類の提出が困難な場合 

 ・令和４年１月１日に住民登録があった自治体の所得課税（非課税）証明書 

（すべての所得と控除が記載されているもの） 

※市役所窓口に直接提出する場合、②、③の書類の写しの提出は不要です。 

配偶者と別居中で、 
離婚調停中の方 

離婚調停を行っていることがわかる書類 

（裁判所からの呼び出し状の写しなど） 

※単に別居中の場合は、通常の申込みと同じ書類を提出してください。 

申込時点でお子さまが 
出生前（出生予定）の方 

母子手帳（母の氏名、出産予定日の記載箇所）、または 

妊産婦医療費受給資格証いずれかの写し 

足利市に転入予定で 
申込みをする方 
保育の申込みを希望する 

場合のみ 

ご自宅を新築する方 

戸建てを購入する方 

転入誓約書、売買契約書等の写し 

住所地、引渡し日、契約者名の記載があるもの 

アパート等の賃貸住宅

を借りる方 

転入誓約書、賃貸契約書の写し 

住所地、引渡し日、契約者名の記載があるもの 

実家に住む方 

申込み時点では借りる

アパートが決まってい

ない方など 

転入誓約書 ※市指定の様式有り 

保育課のホームページに掲載してあります。 

※同居の祖父母がいる場合、祖父母のマイナンバー（所得課税証明書等）が必要になる場合があります。 
※課税を確認する書類の提出がない場合や、未申告等で課税情報が確認できない場合は、保育料を最高額で
決定します。また、入所（園）審査上も不利となるため、必ず必要書類の提出や申告を行ってください。 

提出書類について、虚偽や事実と異なることが判明した場合は、入所（園）の内定を取り消す

場合があります。申込み後や入所（園）後に状況が変わった場合は、必ず届け出てください。 

 


