
■特定教育・保育施設利用の際の支給認定について 

利府町や町外の特定教育・保育施設の利用を希望する場合は、入所の手続きの際に支給認定を受ける必要

があります。 

支給認定とは、入所決定とは別に町が行う認定で、認定された区分により、それぞれのニーズにあったサ

ービスが受けられます。お子さんの年齢、保護者の方の就労状況などをもとに以下の表の３つの区分に分か

れます。 

 

■支給認定の区分と申請手続き 

※利府おおぞら幼稚園については、１号の支給認定は不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

５ 

認定区分 
利用できる 

教育・保育施設等 
給付の内容 支給認定申請方法 

１

号 

認

定 

満３歳以上の小学校就学前

の子どもであって、２号認定

（下記参照）以外の子ども 

・幼稚園 

・認定こども園 

（幼稚園部分） 

教育標準時間 

＜施設型幼稚園＞ 

利府第二おおぞら幼稚園 

利府幼稚園 

利府聖光幼稚園 

⇒申込書：町の指定様式 

申込場所：各幼稚園 

 

＜認定こども園（幼稚園部分）＞ 

利府葉山保育園 

青山すぎのここども園 

⇒申込書：町の指定様式 

申込場所：各認定こども園 

２

号 

認

定 

満３歳以上の小学校就学前

の子どもであって、保護者の

労働等により家庭において

必要な保育を受けることが

困難な子ども 

・保育所（園） 

・認定こども園 

（保育所部分） 

保育標準時間 

または 

保育短時間 

＜認可保育所（園）・認定こども園（保

育所部分）・小規模保育施設等＞ 

⇒申込書：町の指定様式 

申込場所：利府町役場 

      子ども支援課窓口 
３

号 

認

定 

満３歳未満の小学校就学前

の子どもであって、保護者の

労働等により家庭において

必要な保育を受けることが

困難な子ども 

・保育所（園） 

・認定こども園 

（保育所部分） 

・小規模保育施設等 



 

■保育必要量について 

２号及び３号認定は、保育を必要とする時間に応じて２つの区分が設けられ、保育料についても、保育短

時間は保育標準時間よりも低く設定されます。 

① 保育標準時間 ⇒ ７：００～１８：００のうち保育を必要とする時間 最大１１時間 

② 保育短時間  ⇒ ８：００～１７：００のうち保育を必要とする時間 最大８時間 

 保育標準時間 延長保育時間（有料分） 

平日 7:00～18:00（内、保育の必要な時間） 18:00～19:00 
アスク利府保育園、イオンゆめみらい保育園利府のみ 20:00 まで 

土曜 7:00～18:00（内、保育の必要な時間） 
イオンゆめみらい保育園利府のみ延長保育を実施 

18:00～20:00 

日曜 

祝日 

年末年始 

イオンゆめみらい保育園利府のみ開園 

7:00～18:00（内、保育の必要な時間） 

イオンゆめみらい保育園利府のみ延長保育を実施 

18:00～20:00 

 

 保育短時間 延長保育時間（有料分） 

平日 
8:00～17:00 

（内、保育の必要な時間 8 時間以内） 

（朝）7:00～8:00 

（夕）保育時間の 8 時間を越えてから 19:00 まで 

アスク利府保育園・イオンゆめみらい保育園利府のみ 20:00 まで 

土曜 
8:00～17:00 

（内、保育の必要な時間 8 時間以内） 

（朝）7:00～8:00 

（夕）保育時間の 8 時間を越えてから 18:00 まで 

イオンゆめみらい保育園利府のみ 20:00 まで 

日曜 

祝日 

年末年始 

イオンゆめみらい保育園利府のみ開園 

8:00～17:00 

（内、保育の必要な時間 8 時間以内） 

イオンゆめみらい保育園利府のみ延長保育を実施 

（朝）7:00～8:00 

（夕）保育時間の 8 時間を越えてから 20:00 まで 

※保育を必要とする時間は、勤務時間に通勤時間を加算した時間です。勤務が早朝からや夕方までの場合、

月１２０時間未満の勤務時間でも保育標準時間に認定されます。 

※保育を必要とする事由等(４ページ)が父母でそれぞれ異なる場合は、保育上限時間は低い方に合わせます。 

※育児休業中において、上の児童がすでに保育園・認定こども園等に入所している場合の継続利用期間は、

保育短時間に認定されます。 

※お子さんの状況や状態によっては、保育短時間での預かりをお願いすることがあります。 

 
■延長保育について 

通常保育の時間内では保育が困難であり、通常保育の時間を超える場合に保育を真に必要としている児童

を対象として延長保育事業を行っており、別途料金が発生します。 

延長保育の利用については、各施設に直接申込みが必要です。また、利用の必要性について確認します。 

延長保育料 

月  額 時間単位 

１時間 ２，０００円 １時間 ２５０円 

２時間以上 ２，０００円×利用時間数 ２時間以上 ２５０円×利用時間数 
 

※延長保育料（月額）が無料となる場合 

利用者負担額徴収基準額表（１１ページ）の階層区分「A」に該当する場合、または「B１」に該当、か

つ、次の世帯に属し、各施設から延長保育の承認を受けている場合については、無料となります。 

（１） 母子・父子世帯 

（２） 在宅障害児（者）がいる世帯（※障害者手帳及び精神障害者手帳等の交付を受けている方、または、

特別児童扶養手当の支給対象の方） 

（３） 保護者の申請に基づき、生活保護法に基づく要保護者等、特に困窮していると町長が認めた世帯 

※延長保育料（月額）が半額となる場合 

 利用者負担額徴収基準額表の階層区分「B1 から C12 まで」のいずれかの階層に該当し、同一世帯から

２人以上の児童について、各施設から延長保育の承認を受けている場合で、これらの児童のうちもっとも年

齢が高い児童以外の児童については、半額となります。 

※日額（時間単位）延長保育料については、半額・無料の取扱いはありません。 
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３ 申込方法等について  

■申込要件 
・お子さんと保護者が保育施設等の利用開始日時点において、利府町に住んでいること。利府町に住民票が

あることを原則とします。（事業所内保育施設の従業員枠については、利府町外に住んでいる方も利用で

きます。詳しくは、施設へ直接お問い合わせください。） 

・お子さんの保護者が保育を必要とする事由（４ページ）に該当すること。 

■受付期間 

◇令和４年４月または５月に入所希望の方 

令和３年１１月１日（月）から令和３年１１月３０日（火）※土・日・祝日を除く。 

※令和４年４月または５月に入所希望の方で、町外からの転入予定の方や現在就労又は就学中で上記期間の

平日に申し込みできない方を対象に１１月１４日（日）午前９時から午後１時まで利府町役場 2 階第 1

会議室で受付します。 

 

※申込受付には事前予約が必要です。 

直接または電話で子ども支援課保育係（℡０２２－７６７－２１９６）へお申し込みください。 

 

◇令和４年６月以降に入所希望の方 

令和４年４月１日（金）以降に受付しますので、以下の締切日までにお申し込みください。 

■一斉申込受付期間終了後の入所申込締切日（事前予約は不要です。） 

入所希望月 申込締切 入所希望月 申込締切 入所希望月 申込締切 

令和４年４月 令和４年２月４日(金) ８月 ６月１７日(金) １２月 １０月２１日(金) 

５月 ２月１8日(金) ９月 ７月１５日(金) 令和 5 年１月 １１月１８日(金) 

６月 ４月１５日(金) １０月 ８月１９日(金) ２月以降 １２月１６日(金) 

７月 ５月２０日(金) １１月 ９月１６日(金)  

■受付場所 

 利府町役場１階 子ども支援課（②番窓口）※原則郵送不可 

※県外在住で、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、直接来庁できない場合は、お問い合わせく

ださい。 

■申込みに係る留意事項 

・申込受付には、１人２０分程度の時間を要します。お時間に余裕を持って来庁してください。 

・申込みの際は、申込むお子様同伴でお越しください。 

・申込締切日までに書類が不足している場合、記入漏れがある場合は、受付できません。また、締切日の直

前は混み合いますので、日にちに余裕を持ってお申し込みください。 

・利府町に転入が決まっている方は転入前でも申込みできます。（検討中は不可） 

・一斉申込期間終了後も随時受付しますが、利用調整については、期間内に申し込まれた方が優先となりま

す。 

・入所保留（待機）となった場合、令和４年度中（令和５年３月まで）は利用調整を行いますが、令和４年

度に利用開始とならなかった場合で、引き続き利用を希望する場合は、改めて令和５年度の利用申込が必

要となります。 

・育児休業明けで入所申込みをする場合は、入所月の翌月末日まで復職することが条件となります。 

（例）４月１日入所の場合  ⇒ ５月３１日までに復職 
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■入所申込に必要な書類 

【必須書類】 

□１ 施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定及び入所申込申請書（全２枚） 

□２ 入所児面接調査票（全２枚） 

□３ 感染症・予防接種調査票 

□４ お子さんの保育が必要な事由を証明する書類 

保育を必要 

とする事由 
証明書類 発行元 該当者 

就労  

※内定含む 

お勤めの方・・就労証明書 勤務先 

児童と同居する方

全員分 

（１８歳以上７０

歳未満の方） 

※高校生を除く。 

自営業の方・・自営（内職）申告書及び開業届の写し

または確定申告書の写し等 
本人 

農業の方・・自営申告書及び耕作証明書 
耕作証明書は

役場 

妊娠・出産 

母子健康手帳の写し 

※手帳の表紙及び分娩予定日の記載があるページの

写し 

本人 

疾病・障害 
診断書等 

※疾病等により保育ができない旨記載があるもの 
医師 

介護等 

看護（介護）状況申告書 

看護（介護）を受ける方の診断書等及び看護（介護）

計画書等 

本人 

医師 

就学 学生証の写し及びカリキュラム等 就学先 

□５ 同意書（１の支給認定及び入所申込申請書に記載の保護者名で署名） 

□６ マイナンバー記入票（窓口に申請に来る方のマイナンバーが確認できるもの及び本人確認書類） 

【利府町に転入見込で申込みする方】 

□７ 住民票の写し（世帯全員分、別居している保護者がいる場合は該当者分） 

□８ 転入先が明確にわかる書類（建物売買契約書の写し、アパート入居契約書の写し等） 

   ※既に同居人が住んでいる所に転入する場合等は添付不要です。 

【その他】 

□９ ひとり親世帯であることが証明できる書類（戸籍謄本の写し（DV による保護命令を受け児童

扶養手当を受給している方は児童扶養手当証書の写し）） 

□１０ 在籍証明書（申込児童の他に次のいずれかの施設を利用している児童がいる場合（次年度就学

の場合は不要）：従来制度幼稚園、町外の教育・保育施設、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期

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の利用） 

□１１ 各種手帳の写し（同一世帯に次のいずれかの手帳等の交付を受けている方がいる場合：身体障

害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当証書、障害基礎年金等証書） 

□１２ 心身状況書（申込児童が身体障害者手帳・療育手帳を所有している場合、発達に遅れが見られ

る場合等） 

□１３ 生活保護受給証の写し（生活保護を受給している方） 

□１４ 保育士証の写し（保育施設等で保育士や保育教諭として勤務している（内定も含む。）方。） 

【令和３年１月２日以降に転入した方で令和４年４月～８月までに入所希望の方】 

□１５ 令和３年度市町村民税（非）課税証明書（令和３年１月１日時点の住所地で発行） 

【令和４年１月２日以降に転入した方で令和４年９月以降に入所希望の方】 

□１６ 令和４年度市町村民税（非）課税証明書（令和４年１月１日時点の住所地で発行） 

 
※自営(内職)申告書、在籍証明書、心身状況書、看護(介護)状況申告書の様式等が必要な場合は、お申し出

ください。 
※１５、１６の書類は、入所申込前に他の手続きで利府町へ既に提出している場合は、再度の提出は不要で

す（申込時にお申し出ください。）。また、申込児童の祖父母等の分も必要になる場合があります。 

※きょうだいで同時に申込する場合、１～３及び５以外の書類の提出は 1 部で構いません。 
  また、既にきょうだいが保育施設等に入所しており、同時期に必要書類を提出している場合はお申し出

ください。 
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