
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この冊子には、保育所等をご利用いただくにあたっての制度の説明、手続きの方法、

注意事項など、保護者の方に知っておいていただきたいことが書かれていますので、保

育所等を利用しようとするときは、必ずお読みください。 

また、申込み手続きが済んだ後や入所した後も、大切に保管してください。 

なお、この冊子の内容は、平成 30 年１１月 1 日現在のものとなっています。 

〒286-8585 

成田市花崎町 760 番地（市役所 2 階） 

成田市役所 健康こども部 保育課 

電 話  0476（20）1607 

F A X  0476（33）3665 
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１．保育施設について 

（1）認可保育施設 

  ①保育所(０歳児～５歳児) 

   就労、疾病、病人の看護などにより、家庭で保育できない保護者に代わって保育するための児

童福祉施設です。「集団生活に慣れさせるため」、「小学校の入学準備のため」等の理由では入所で

きません。なお、市内には、公立・私立の 2 種類があります。 

 

 ②認定こども園(０歳児～５歳児) 

  幼稚園部分と保育所部分の機能をあわせ持ち、また、地域における子育て支援を行う施設です。 

  申込みは、保育所部分(０歳児～５歳児)のみを成田市で受け付けます。幼稚園部分(３歳児～５歳

児)を希望する人は、施設に直接お問い合わせください。 

 

 ③小規模保育事業所(０歳児～２歳児) 

  定員６人以上１９人以下で、２歳児までを対象とし、家庭的な雰囲気の中で、児童の保育を行い

ます。 

 

 ④事業所内保育事業所(０歳児～２歳児) 

  企業が従業員のために設置する保育施設などで、従業員の児童(従業員枠)の他に、２歳児までの

地域の児童(地域枠)の保育を一緒に行います。申込みは、地域枠のみを成田市で受け付けます。従

業員枠を希望する人は、施設に直接お問い合わせください。 

 

 ⑤家庭的保育事業所(０歳児～２歳児) 

  定員 1 人以上 5 人以下で 2 歳児までを対象とし、保育者の居宅で児童の保育を行います。 

 

（2）認可外保育施設 

 乳幼児を保育することを目的とする施設あって、認可保育施設でない施設の総称をいいます。認可

外保育施設の運営は、各施設で独自に行われているため、サービスや設備の内容は、施設によって大

きく異なります。なお、現在市内には認可外保育施設はありません。 

 また、認可外施設利用者補助金、近隣の認可外保育施設については、20 ページをご覧ください。 

 

※幼稚園 

 学校教育法に基づき、小学校以降の教育の基礎をつくるため、幼児期の教育を行う施設です。市内

には、公立・私立の 2 種類があります。幼稚園については、この冊子では案内をしておりませんので、

各施設に直接お問い合わせください。  
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２.支給認定について 

 保育所等の利用を希望する場合、支給認定(保育を必要とする事由があるかどうかの認定)の申請を

する必要があります。市区町村では申請を受け、保育の必要量の有無や児童の年齢等に応じて、「１

号認定」・「2 号認定」・「3 号認定」の３つの区分で認定します。 

 後日、申請に基づき(1)認定区分・(2)保育の必要量・(3)保育を必要とする事由等が記載された「支

給認定証」が交付されます。 

 「支給認定証」は保育の必要量等について交付されるもので、入所の可否とは関係ありません。 

 

 

（1）認定区分 

  保育所等の入所にあたっては、２号認定または３号認定のいずれかが必要です。 

  ・１号認定(教育標準時間認定)…満３歳以上 

   利用可能施設：幼稚園、認定こども園(幼稚園部分) 

  ・２号認定(保育認定)…満３歳以上 

   利用可能施設：保育所、認定こども園(保育所部分) 

  ・３号認定(保育認定)…満３歳未満 

   利用可能施設：保育所、認定こども園(保育所部分)、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、 

           家庭的保育事業所 

 

（2）保育の必要量 

  ２号認定・３号認定の保育必要量を、保護者の就労等の状況により、「保育標準時間」、「保育短時

間」の２種類に分類します。 

 

  ・保育標準時間 

   利用可能な保育時間：１日最大 11 時間まで(時間外保育を除く) 

 

  ・保育短時間 

   利用可能な保育時間：１日最大 8 時間まで(時間外保育を除く) 

 

 【保育標準時間】 ※就労の場合、原則 1 か月１２０時間以上の就労時間 

時間外

保育 
利用可能な時間帯(11 時間)＝保育必要量 

時間外

保育 

 

 【保育短時間】  ※就労の場合、1 か月６０時間～１２０時間未満の就労時間 

時間外保育 
基本となる保育時間(８時間)  

＝保育必要量 
時間外保育 

 

※どちらの区分で認定を受けた場合でも、保護者が保育を必要とする時間での利用になります。 

※上記の「最大 11 時間まで」、「最大 8 時間まで」は、それぞれの園が定める時間になります。各施

設の開所時間については、18・19 ページをご覧ください。 

※父母のいずれかが月１２０時間に満たない就労の場合、求職中の場合、育児休業中の場合等は、保

育標準時間の認定を受けられません。 
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（３）保育を必要とする事由等 

  ２号認定・３号認定を受けるには、保護者が「保育を必要とする事由」に該当する必要がありま

す。「保育を必要とする事由」に該当しない場合は、保育所等の利用はできません。また、「保育の

実施期間」とは、児童が小学校に就学する前までのうち、保育の必要性が認められる期間になりま

す。保育を必要とする事由に該当しなくなった場合は、その時点で退所となります。 

 

【保育を必要とする事由と保育の実施期間・必要量】 

保育を必要とする事由 保育の実施期間 保育の必要量 

就労 
日常の家事以外の就労により、児童の保育がで

きない場合(就労予定を含む) 

●認定基準：実働１日４時間以上かつ月 15 日

以上 

※週３日では就労の認定基準を満たしません。 

 

小学校就学前までの範囲内で、保育

の必要性が認められる期間 
※就労中であっても、妊娠している場合、

入所日の状況により事由が変わるた

め、それに伴い保育の実施期間も変更

となります。 

(例)入所日(各月 1 日)に就労中 

 →「就労」 

  入所日(各月 1 日)に産前休暇中 

  →「妊娠・出産」 

・1 か月の就労時間が

120 時間以上 

→標準時間(希望があ

れば短時間) 

・1 か月の就労時間が

60 時間以上 120 時

間未満 

→短時間 

妊娠・出産 
妊娠中または出産後間もないため、児童の保育

ができない場合 

出産予定日をはさみ前後２か月間 
※多胎児の場合、前３か月・後２か月 

※出産日が予定日と異なった場合、期間

が変更となる場合があります。 
(例)予定日が８月１日だったが，出産日が

７月３１日になった場合の期間 
  (当初)６月１日～10 月３１日 

  (変更後)６月１日～９月３０日 

標準時間 
(希望があれば短時間) 

疾病・障がい 
病気や負傷または心身に障がいがあり、児童の

保育ができない場合 対象者の傷病が治癒するまで 

※診断書を提出した人については、診断

書の有効期間は最長１年となります。 

標準時間 

(希望があれば短時間) 

介護・看護 
長期にわたり看護または介助を必要とする傷

病者等がおり、児童の保育ができない場合 

※認定基準は就労に準じます。 

就労に準じる 

災害復旧 
震災・風水害・その他の災害の復旧にあたって

いるため、児童の保育ができない場合 

その危難が去ったと考えられるまで

(最長 6 か月間) 

標準時間 

(希望があれば短時間) 

求職活動 
認定基準を満たす仕事を探している場合 

※就労していても、就労の認定基準を満たして

いない場合は求職活動での認定となります。 

入所から 3 か月間 
※入所から 3 か月以内に就労の基準を満

たせば就労と同様の取扱いに変更し
ます。満たせなかった場合は退所とな
ります。 

短時間 

就学・技能取得 
職業訓練学校等に通学するため、児童の保育が

できない場合 

※認定基準は就労に準じます。 

訓練・学校が修了する月の末日まで 就労に準じる 

ＤＶ・虐待等 詳細は保育課へお問い合わせください。 
標準時間 

(希望があれば短時間) 

育児休業取得 
(上の児童が在園している場合) 

下の児童が満 1 歳になる月の末日まで 

※ただし、下の児童の満１歳の誕生日の

前日が属する月の入所協議において保留

となった場合は、育児休業を延長できる

期間に限り、最長で下の児童が満 1 歳に

なる年度の末日まで在園できます。それ

以上育休を延長した場合、退所となりま

す。 

短時間 

その他 
保育を必要とする特別の事由がある場合 

市長が必要と認める期間 事由を勘案して認定 
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３．入所スケジュールについて  

保育所等の申込みにあたり、入所までの手続き及びスケジュールは下記のとおりです。 

申込み手順、必要書類等については次ページ以降をご覧ください。 

 

 

（1）平成３０年４月の入所を希望する場合    （2）平成３０年５月以降の入所を希望する場合 

                         (平成 31 年 2 月・3 月・4 月入所を除く) 

 

【新年度書類配布】 

平成 29 年 11 月 1 日(水) 

配布場所：保育課、市内保育所等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【入園】(各保育所等) 

入所希望月の１日 

※慣らし保育の詳細は、各園にご相談ください。 

(平成３０年４月２次) 

  【選考結果通知】 

【入園説明会】(各保育所等) 

3 月中旬～３月下旬 

 

※入所が保留になった人については、年度内は引き続き入所

協議を行います。(詳しくは 7 ページをご覧ください) 

※成田市外の保育所等を希望する人は、受付日・締切日が市

区町村によって異なるため、入所を希望する保育所等があ

る市区町村に直接お問い合わせください。 

【入園】(各保育所等) 

平成３０年 4 月 1 日 

※慣らし保育の詳細は、各園にご相談ください。 

【入園説明会】(各保育所等) 

入所希望月の前月下旬 

(※日程は、各保育所により異なります) 

【入所受付】 

(平成 30 年 4 月 1 次) 

１月 10 日(水)・11 日(木)・14 日(日) 

【入所受付】 

入所希望月の前々月の 15 日～末日 

※土曜日・日曜日・祝日(年末年始含む)は、受付をしません。 

※詳しくは、６ページの入所受付期間をご覧ください。 

【選考結果通知】 

入所希望月の前月１５日頃 

【選考結果通知】 

(平成３０年４月１次) 

２月中旬 

【入所受付】 

(平成３０年４月２次) 

3 月２日(金) 

※１次受付を行っていない人が対象です。 

【予約の電話】 

入所希望月の前々月の１日から予約開始 

※土曜日、日曜日、祝日(年末年始含む)は、受付をしません。 

(例)5 月入所を希望する場合→3 月 1 日から予約開始 
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４．入所の申込みの手続きについて 

（1）成田市内の保育所等への申込み手順 

  ①平成 30 年 4 月の入所申込み 

   予約制ではありませんので、電話等での予約は不要です。８ページに記載されている「入所の

申込みに必要な書類」をご準備の上、受付日に直接受付場所までお越しください。 

   なお、当日は児童面接がありますので、必ずお子さまとご一緒にお越しください。 

 

  ②平成 30 年 5 月以降の入所申込み≪予約制≫ 

    １.申込みに必要な書類の受け取り 

       保育課または市内保育所等で受け取ることできます。「入所の申込みに必要な書類」につい

ては、８ページを確認してください。 

 

   ２.入所申込み書類の受付日及び児童面接日の事前の予約 

     電話、メール等で事前に予約をお願いします。予約は、入所希望月の前々月の１日(平成  

3１年２月入所・３月入所・４月入所については、平成３０年１１月１日)から受け付けてい

ますので、次ページの入所受付期間をご確認の上、ご連絡ください。 

     なお、予約開始日より前に予約の連絡があっても、受付はできません。 

 

 ●予約先：市役所保育課 

 ＴＥＬ：0476(20)1607 

      メール：hoiku@city.narita.chiba.jp 

   

   ※電話での予約の受付は、午前８時３０分から午後５時１５分までになります。なお、土曜日、日

曜日、祝日及び１２月２９日から１月３日までの期間は、予約の受付をしていません。 

     ※希望する日・時間帯に予約がとれないこともありますので、早めに予約の連絡をし、余裕を

もって予定の調整をお願いします。 

    

   ３.入所申込み書類の受付及び児童面接 

     成田市役所２階の保育課窓口で行います。 

     なお、当日は児童面接がありますので、必ずお子さまとご一緒にお越しください。 

 

（2）成田市外の保育所等への申込み手順 

  ①受入れ事由の確認  

    成田市外の保育所等を希望される人は、希望する市区町村の受入れ事由を満たす必要があり

ます。主な受入れ事由としては、希望する市区町村に勤務先がある場合、里帰り出産で一時的

に居住する場合、入所希望月の前月末までに希望する市区町村へ転入する予定がある場合等が

ありますが、市区町村によって受入れ事由が異なりますので、必ず確認をしてください。 

 

 ②申込みに必要な書類や提出締切等 

    成田市を通して、希望する保育所等がある市区町村へ協議を行います。希望する市区町村の 

入所協議に必要な書類や締切日をご確認の上、早めに保育課へご相談ください。 

 

 【 注 意 事 項 】 

●就労先や病院等に記載してもらう書類が必要な場合がありますので、余裕をもってご準備ください。 

●面接には予約が必須となっております。予約なく来庁した場合、対応が難しい場合がありますので、

必ず予約をとってからお越しください。 

●受付期間の後半は、予約が集中することが予想されますので、お早めにご予約ください。 

●提出する書類は、必ずすべてご記入の上、予約日にお越しください。 

●当日の混雑状況等により、予約をした場合であっても、お待ちいただくことがあります。 

  ●予約の時間に遅れた場合、次の人の面接を優先する場合があります。 
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（３）入所受付期間 

 

 ①４月入所について(予約制ではありません) 

 

 ②５月以降の入所について(予約制) 

※予約の受付は、入所希望月の前々月の１日(平成３１年２月入所・３月入所・４月入所については、

平成 30 年１１月１日)から受け付けしています。 

※土曜日、日曜日、祝日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までの間は、予約の受付、申込み書類の受

付及び児童面接を行っていません。 

 

 

入所 

希望月 

  申込み書類の受付及び 

  児童面接を行う日 
受付時間 受付場所 

４月入所 

平成３０年 

１月 １０日(水) 

9： 00～ 11： 30 

13：30～ 16： 00 

市役所６階大会議室 

１月 １１日(木) 

 １月 １４日(日) 成田市保健福祉館 

４月入所 

２次受付 
３月 ２日(金) 市役所６階大会議室 

入所 

希望月 

  申込み書類の受付及び 

  児童面接を行う期間 
受付時間 受付場所 

５月入所 
平成３０年 ３月１５日(木)から

   ３月３０日(金)まで 

  ① 9 ：00～10：00 

②10：00～11：00 

③11：00～12：00 

④13：15～14：15 

⑤14：15～15：15 

⑥15：15～16：15 

⑦16：15～17：15 

 

①から⑦のいずれかの時間

で予約をとってください。 

市役所 2 階保育課 

６月入所 
４月１3 日(金)から  

４月３０日(月)まで  

７月入所 
５月１５日(火)から  

５月３１日(木)まで  

８月入所 
６月１５日(金)から  

６月２９日(金)まで  

９月入所 
７月１７日(火)から  

７月３１日(火)まで  

１０月入所 
８月１５日(水)から  

８月３１日(金)まで  

１１月入所 
９月１４日(金)から  

９月２８日(金)まで  

１２月入所 
１０月１５日(月)から  

１０月３１日(水)まで  

１月入所 
１１月１５日(木)から  

１１月３０日(金)まで  

２月入所 

３月入所 

４月入所 

１２月３日(月)から   

 平成３１年  １月 10 日(木)まで   

  平成３１年 １月１１日(金)     

         (予約不要です)  

9：00～11：30 

13：30～16：00 
市役所６階大会議室 
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（４）育児休業からの復帰に伴う申込み 

  育児休業から復帰する人は、入所月の翌月 10 日までに復帰することを条件に、入所申込みをす

ることができます。なお、入所した場合は、復帰後 10 日以内に、就労証明書の提出が必要となり

ます。 

   (例)９月 10 日までに復帰する場合：8 月入所から申込みが可能 

     ９月 11 日以降に復帰する場合：9 月入所から申込みが可能 

 

（5）入所の決定 

  家庭状況等を審査基準により指数化し、優先度の高い人から順次入所が決定となります。先に保

留となっている人が優先になるわけではありません。 

  なお、入所が決定した人には、「入所承諾通知書」または「利用希望調整結果通知書」が送付さ

れます。 

 

 ※通知書が発送される前の結果のお問い合わせについては、お答えできません。 

 ※申込みにおいて、虚偽の証明や記載等不正な事実が判明した場合、入所を取り消すことがあります。 

 ※保育所等への入所は、毎月１日からとなります。原則、月の途中からの入所はできません。 

 ※保育料については、結果の通知書とは別に送付されます。 

 

（6）入所の保留 

  入所ができなかった人には、「入所保留通知書」が送付されます。 

 

 ※通知書の送付は、初回のみとなります。 

 ※年度内であれば、再度の申込みは不要です。 

 ※入所協議については、申込みのあった書類で継続して行い、保育所等の入所が決まった場合のみ、 

入所月の前月の１５日頃に通知(郵送)します。 

 
 なお、次のような場合には、保育課まで届け出てください。 

 

  ●申込内容に変更があった場合 

   ・希望する保育所等の追加・変更をする場合 

   ・就労先や勤務時間、妊娠・出産等、保育を必要とする事由に変更があった場合 

   ・氏名、住所、世帯構成(同居・別居)、電話番号(連絡先)等に変更があった場合 

    ※届出のあった月の翌々月の入所協議から適用されます。 

   (例)8 月 1０日に変更を届出→10 月入所協議から適用 

 

  ●保育所等を利用する必要がなくなり、申込みを取り下げる場合 
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５．入所の申込みに必要な書類について  

必要な書類は下記のとおりです。✿マークの書類については成田市指定の様式があります。 

※「平成３０年度保育所等入所申込書」「食物アレルギー生活管理指導表」以外は、市ホームページ

からダウンロードできます。 (http://www.city.narita.chiba.jp/download/page285100.html)  

 

（１）申込みをするすべての人が必要な書類 

✿子どものための教育・保育給付に係

る支給認定申請書 

すでに認定を受けている場合は、「子どものための教育・保育給付

に係る支給認定現況届」が必要となります。 

✿平成３０年度保育所等入所申込書 
『オレンジ色』の申込書になります。 

表面・中面・裏面のすべての項目について記入してください。 

✿児童の成育状況 平成３０年４月１日時点の年齢により様式が異なります。 

保育を必要とする事由が認められる書類 詳しくは下記(3)をご覧ください。 

保育料の決定に係る書類 詳しくは次ページ(4)をご覧ください。 

母子手帳 面接の際お聞きする内容がありますので、当日お持ちください。 

 

（２）児童や家庭の状況に関する書類(該当する人のみ) 

保育所等に入所を希望する月の初日に満１歳に達しない場合 ✿乳幼児健康診断書(医師記入) 

食物アレルギー等があるまたはあるおそれがある場合 ✿食物アレルギーに関する調査票(保護者記入) 

給食にて食材の除去が必要であると判断される場合 
✿保育所等における食物アレルギー疾患生

活管理指導表(医師記入) 

母子家庭または父子家庭の場合 戸籍謄本(コピー可) 

幼稚園等に在園しているきょうだいがいる場合 ✿幼稚園等在園証明書 

認可外保育施設に月１５日かつ３か月以上通所している場合 ✿通所証明書兼利用料領収済証明書 

生活保護を受けている場合 生活保護受給証明書 

離婚予定で配偶者と別居している場合 
✿申立書 及び 裁判所からの呼出状または 

事件係属証明書(コピー可) 

同一世帯で障害者手帳や療育手帳を所持する人がいる場合 手帳の等級・交付年月日部分のコピー 

 

（３）保育を必要とする事由が認められる書類 

保育を必要とする事由 必要書類 

就労 
✿就労証明書 

※個人事業主を除いて、就労先の方が記入するものです。 

出産 母子手帳(表紙と分娩予定日が記載されたページのコピー) 

疾病・障がい 

✿診断書(B 判定以上)、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳

のいずれか  

※診断書については、疾病等の状況がどの程度であるかを医師に判定してもらう関 

 係上、必ず指定の様式を使用してください。 

病人の看護等 
✿介護(看護)状況申立書 及び 上記「疾病・障がい」の必要書類 または 介護保険

被保険者証のいずれか 

就学・技能取得 入学許可証 または 学生証 及び 時間割表(カリキュラム) 

災害 
り災証明書 

※他市区町村から避難している人は、まず住民票のある市区町村にご相談ください。 

DV・虐待等 
行政機関で該当の内容について証明された書類 

※詳細は保育課にお問い合わせください。 

※保護者等の状況ごとに必要な書類を提出してください。 

※書類の提出がない場合には、入所協議時に求職中と同様の扱いとなります。 

※同一敷地内に２０歳以上６５歳未満の人が居住している場合、父母と同じく、上記事由を証明する書類の  

提出が必要です。書類の提出がない場合は、入所協議における優先度が低くなります。 
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（４）保育料の決定に係る書類 

該当世帯 必要な書類 

平成 29 年 1 月 1 日現在

の住所が成田市の世帯 

「子どものための教育・保育給付に係る支給認定申請書」の税情報の提供

に当たっての署名欄に同意いただいた場合は、書類の提出は必要ありませ

ん。 

※ただし、同意いただけない場合は、下記の書類が必要となります。 

平成 29 年 1 月１日現在

の住所が成田市以外にあ

った世帯 

父母それぞれについて、下記の書類のいずれか１点ずつ(コピー可) 

ア．勤務先で市民税・県民税が給与天引きされている人 

→「平成 29 年度給与所得に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定

通知書」(勤務先から配布されるもの) 

イ．自営業等、市から送付された納税通知書で市民税・県民税を納めてい

る人 

 →「平成 29 年度市民税・県民税納税通知書」の税額等の明細がわかる

ページ 

ウ．上記のアとイがない人 

→平成 29 年 1 月 1日現在で住民登録をしていた市区町村が発行する平

成 29 年度課税(非課税)証明書(所得控除額が記載されているもの) 

  

【注意】 

   a. 父母の平成 29 年度市民税が非課税であり、(曽)祖父母等がいる場合 

    →  同一敷地内に居住する(曽)祖父母等の市民税所得割額で保育料を決定しますので、(曾)祖 

      父母等の平成 29 年１月１日現在の住所が成田市以外にあった場合は、(曽)祖父母等につ 

           いてもそれぞれア～ウの書類を提出してください。なお、同一敷地内に居住する人は、 

      別世帯でも算定対象になります。 

    b. 離婚(離婚調停中も含む)し、かつ、別居されている場合 

    → 相手方の書類の提出は不要です。 

  

 ※平成 30 年 9 月以降の入所を希望する人(在園児で 9 月以降も継続して入所する人も含む) 

  →平成 30 年 9 月～翌 3 月分の保育料は、平成 30 年度の市民税所得割額をもとに算定します

ので、平成 30 年 1 月 1 日現在の住民登録が市外にあった場合には、上記の必要な書類(ア～

ウ)は、平成 30 年度のものが必要になります。 

 ※市民税所得割額を確認できないときは、確認できるまで最高階層で保育料を決定し、徴収します。 

(階層区分については、12 ページ参照) 
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６．入所後の諸注意について 

①慣らし保育 

 保育所等に入所後、徐々に環境に慣れていただくため、慣らし保育を行います。慣らし保育は入所

初日から始まり、お子さまの状況に合わせて一定の期間行われます。公立保育所では 1 週間から 10

日程度、私立保育所等は施設によって期間が異なります。期間中はお迎えが早くなりますので、ご理

解とご協力をお願いいたします。 

 

②入所後に必要な書類 

 次の人は、入所後に申込み時とは別に書類の提出が必要になります。 

産休・育休明けまたは就労予定

で申込みの人 

就労開始後、必ず就労証明書を提出してください。 

※正当な理由がなく、当初の就労開始日に就労していないことが判明した場

合は、入所の決定を取り消す場合があります。 

求職中で申込みの人 
３か月以内に就労を開始し、必ず就労証明書を提出してください。 

※提出がない場合は退所となります。 

 

③家庭状況に変更があった際の必要書類 

 次の場合には、必ず入所している保育所等または保育課まで届出が必要です。 

届出するべき内容 記入する書類と諸注意 

保護者の就労状況が変わった場合 

・変更後の就労証明書を提出してください。その際、実働１日４時

間以上かつ月 15 日以上の就労を満たしていない場合は、退所と

なる場合があります。 

保護者が仕事を辞めた場合 

職業訓練等の期間が満了した場合 

・退職、卒業後３か月以内に就労を開始し、就労証明書を提出する

必要があります。 

※連絡もなく退職していたことが発覚した場合は、退所となる場合

があります。職業訓練等の学校も同様です。 

家庭の状況が変わった場合(同居・別

居・転居・出産・結婚・離婚等) 

・「子どものための教育・保育給付に係る支給認定申請内容届」を提

出してください。なお、新たに保育を必要とする事由を証明する

書類や税書類の提出が必要になる場合があります。 

第二子以降を妊娠した場合 

・出産予定日の２か月前(多胎児を妊娠されている場合は３か月前)

からは、保育を必要とする事由が「出産」に切り替わります(３ペ

ージ参照)ので、母子手帳の出産予定日がわかるページのコピーを

提出してください。 

・在園中のお子さまについては、出産後２か月以内に仕事に復帰す

るか、育休を取得し、下のお子さまが満１歳になる月の末日まで

に復帰すれば継続できます。なお、下のお子さまの満１歳の誕生

日の前日が属する月の入所協議において保留となった場合は、育

児休業を延長できる期間に限り、最長で下のお子さまが満１歳に

なる年度の末日まで継続して在園できます。育休を取得せず、仕

事にも復帰しない場合は退所になります。 

出産後、育休を取得する場合 
・育休取得時と育休から復帰する時に就労証明書を提出してください。 

・取得時の証明も復帰後の就労予定日数・時間の記入をお願いします。 

成田市から転出または退所する場合 
・退所届を提出してください。 

※退所日が決まっている場合は、早めに提出してください。 
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④支給認定の変更について 

 次のような場合には、「子どものための教育・保育給付に係る支給認定変更認定申請書」の提出が

必要です。認定変更を希望する月の前月 25 日までに提出してください。翌月から認定が変更されま

す。 

 ・保育を必要とする事由や保育必要量が変わる場合 

  (保育を必要とする事由に応じた書類を添えて申請してください) 

 ・幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)からの編入により、保護者の認定区分が変わる場合 

  (１号認定⇔２・３号認定) 

 

※保護者の婚姻や離婚により、支給認定保護者に変更がある場合、支給認定変更申請ではなく、支給

認定申請(再申請)が必要です。 

 

７．転園について 

 転園を希望する場合、転園を希望する月の入所受付期間(６ページ参照)内に、「保育所等転園申請書」

を保育課に提出してください。 

 

※まだ保育所等に入所できていない児童を優先するという観点から、転園は、４月入所協議または 

きょうだいが在園している保育所等への転園を希望する場合を除いて、入所協議における優先度が

下がります。 

※転園が決まった場合、「入所承諾通知書」または「利用希望調整結果通知書」を送付いたします。

また、転園ができなかった場合は、年度末まで継続して協議を行います。 

※転園が決定した場合は、辞退することはできませんので、転園の意思がなくなったときは、保育課

までご連絡ください。 

※同居している２０歳以上６５歳未満の人の保育の必要性が認められる書類を提出していない場合

は併せてご提出ください。書類の提出がない場合は、入所協議における優先度が下がります。 

 

８．退所について  

 次の場合は退所となりますのでご注意ください。 

 

・保護者が就労等をしておらず、児童の保育の必要性が認められない場合 

  →仕事を辞めた場合、辞めた日の３か月後の末日で退所となります。 

・求職中で入所したが、仕事が見つからず３か月が経過した場合 

  →期間満了となりますので、退所となります。 

・転出等により、成田市民ではなくなった場合 

・２か月以上保育所等をお休みする場合 

  →いかなる理由であっても２か月後には退所となります。 

  ※自己都合によるお休み中の保育料は減免の対象とはなりません。(長期旅行、里帰り出産等) 
・入所申込み時・保育所等の継続時の提出書類に虚偽があった場合 

  →虚偽の就労、退職した事実の隠ぺい等が発覚した場合は支給認定取消しの上、退所となります。 

 

※月の途中で退所した場合は、保育料は日割りで計算します。すでに支払い済みの場合は、支払った

額から、日割りした額を差し引いた金額を還付します。 

※退所した場合は、後日「保育実施解除通知書」を送付します。 

※長期にわたって登園しない場合や、虚偽申請の場合は、一方的に入所を解除する場合があります。

その際は、登園されてもお子さまをお預かりすることはできませんので、ご了承ください。 
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９．保育料について 

 （1）保育料 

  保育料は、児童の保護者(父母等)の市民税所得割額の合計額で決定します。ただし、父母の市民

税所得割が共に非課税の場合は、同居している(曾)祖父母等の税額で決まります。なお、同一敷地

内に居住している場合は、父母と(曾)祖父母等の世帯が別であっても、原則算定の対象となります。 

 成田市の保育料の金額表                           

 

 ※満３歳になる年度中の保育料は、2 歳児クラス以下の額を適用します。 

 ※４月～８月分の保育料は平成２９年度市民税所得割額、９月～翌３月分の保育料は平成３０年度

市民税所得割額により、階層区分を決定します。 

 ※保育料の金額の算定に用いる市民税所得割額は、法令により、調整控除以外の税額控除(配当控

除・外国税額控除・住宅借入金等特別税額控除・寄付金税額控除等(ふるさと納税によるものを

含む))を適用しない額とされています。調整控除以外の税額控除のある人は、保育料の金額の算

定に用いる市民税所得割額を市が算出し、保育料の金額を決定しております。 

 

 ◆母子家庭等の認定世帯の場合(母子・父子世帯、在宅障がい児(者)のいる世帯) 

   表中の第 2￥、第 3￥、第 4￥の「母子家庭等の認定世帯」とは、次の①または②に該当する

世帯を言い、表に示す金額のとおり、保育料が軽減されます。 

  ①世帯が母子・父子家庭であること 

   →離婚(離婚調停中含む)し、別居している。 

   ※事実婚状態の場合は、「母子家庭等の認定世帯」とはなりません。 

  ②在宅障がい児(者)のいる世帯であること 

   →身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を受けた人、特別児童扶養手当の支給

対象の人、障害基礎年金等の受給者の人が世帯にいる。 

                  保育料の金額         単位：円  

     ※下表の( )内は第 2 子の金額です。第 3 子は 0 円となります。 

階層

区分 

 保護者の市民税 
 所得割額の合計額 

2 歳児クラス以下 3 歳児クラス以上 

保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間 

第１ 生活保護世帯 
0 円 

(0 円) 

0 円 

(0 円) 

0 円 

(0 円) 

0 円 

(0 円) 

第２ 

非課税世帯 
6,300 円 

(0 円) 

6,300 円 

(0 円) 

４,200 円 

(0 円) 

４,200 円 

(0 円) 

【第 2￥】うち母子家

庭等の認定世帯 

0 円 

(0 円) 

0 円 

(0 円) 

0 円 

(0 円) 

0 円 

(0 円) 

第３ 

４8,600 円未満 
13,650 円 

(6,820 円) 

13,510 円 

(6,750 円) 

11,550 円 

(5,770 円) 

11,４10 円 

(5,700 円) 

【第 3￥】うち母子家

庭等の認定世帯 

6,300 円 

(0 円) 

6,300 円 

(0 円) 

4,200 円 

(0 円) 

4,200 円 

(0 円) 

第４ 

97,000 円未満 
21,000 円 

(10,500 円) 

20,720 円 

(10,360 円) 

18,900 円 

(9,４50 円) 

18,620 円 

(9,310 円) 

【第 4￥】うち母子家

庭等の認定世帯で、市

民 税 所 得 割 課 税 額

77,10１円未満 

6,300 円 

(0 円) 

6,300 円 

(0 円) 

4,200 円 

(0 円) 

4,200 円 

(0 円) 

第５ 169,000 円未満 
31,150 円 

(15,570 円) 

30,730 円 

(15,360 円) 

26,950 円 

(13,４70 円) 

26,４90 円 

(13,2４0 円) 

第６ 301,000 円未満 
４2,700 円 

(21,350 円) 

４2,070 円 

(21,030 円) 

26,950 円 

(13,４70 円) 

26,４90 円 

(13,2４0 円) 

第７ 397,000 円未満 
56,000 円 

(28,000 円) 

55,160 円 

(27,580 円) 

26,950 円 

(13,４70 円) 

26,４90 円 

(13,2４0 円) 

第８ 397,000 円以上 
68,000 円 

(34,000 円) 

66,860 円 

(33,430 円) 

26,950 円 

(13,４70 円) 

26,４90 円 

(13,2４0 円) 
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 ◆きょうだいがいる場合 

   同一世帯に２名以上の小学校就学前の児童がおり、保育所等または幼稚園(認定こども園幼稚

園部分、特別支援学校幼稚部等も含む)に在園している(同じ園でなくても可)場合は、第 1 子の保

育料の金額は基準額、第 2 子は半額(保育料の金額表の( )内の額)、第 3 子以降は無料になりま

す。 

 

 ※低所得者世帯の保育料軽減措置について 

   市民税所得割額の合計額が 57,700 円未満の世帯については、児童の年齢に関わらず、生計

を一にしている児童のうち、最も年長の児童から順にカウントして、第 2 子は半額、第 3 子以

降は無料になります。 

   また、母子家庭等の認定世帯については、市民税所得割額の合計額が 77,101 円未満の場合、

児童の年齢に関わらず、生計を一にしている児童のうち、最も年長の児童から順にカウントして、

第２子以降が無料になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆「みなし寡婦制度」について 

   第３～８階層区分に該当する人のうち、婚姻歴のない人が保護者である世帯は、寡婦(夫)控除

があるものとして、保育料の金額の算定に用いる市民税所得割額を算出し、保育料の金額を決定

できます。希望する人は、申請が必要となりますので、詳しくは、保育課にお問い合わせくださ

い。 
 

 ※第２階層区分の人は、保育料の金額の算定に用いる市民税所得割額がもとから非課税のため、申 

請は不要です。 

 

（２）保育料の変更・減額・免除について 

   ①保育料の変更 

    次の場合は、保育料が変更になる場合がありますので、保育課へご相談ください。 

  ・市民税所得割額の変更、児童扶養手当等の受給開始や停止、世帯員の変更等(離婚・結婚・身

体障害者手帳等を有する世帯員の転居等)があった場合 

  ・税書類の提出がない場合や市民税が未申告の場合 

   →市民税の額が不明な人は、暫定で最高階層の第 8 階層に決定します。税書類が提出された後、   

再算定いたします。 

  ※平成３０年度の保育料については、平成３１年３月末までに届出があった場合に限り変更する   

ことができます。なお、平成２９年度以前の保育料については、遡って変更しません。 

 

  ②保育料の減額・免除  

   次の場合は、保育料が減額や免除になる場合があります。それぞれ必要な書類がありますので、 

  保育課へご相談ください。 

 

  ・火災、地震、風災害、その他の災害により、住宅、家財、その他財産に著しい損害を受けたとき。 

  ・干ばつ、冷害、凍霜害等での農作物の不作、不漁、その他理由で著しく収入が減少したとき。 

  ・事業等の休廃止、著しい損失、失業等(自己都合除く)により、収入が著しく減少したとき。 

  ・心身に重大な障がいを受けた、又は長期入院したため、収入が著しく減少したとき。 

  ・入園児童の傷病等により、連続して 15 日以上の通園が不可能であると認められるとき。 

  ・保護者に婚姻歴がなく、地方税の「寡婦(夫)」の要件(婚姻歴の有無を除く)に該当するとき。 

 

｜←一般世帯のきょうだいの範囲→｜ 

（保育園児等） 

  小学校就学前（0～5 歳児） 

（保育園児等） 

小学校生以上 

｜← 上の条件に該当する世帯のきょうだいの範囲 →｜ 
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（３）納入方法 

  ①市内の公立・私立保育所、市外の私立保育所の場合 

   →納付は、原則として口座振替でお願いします。口座振替の手続きが済むまでは、納入通知書

払いとなります。 

 

 ◆口座振替 

①毎月末日(末日が休日の場合は、翌月初日の銀行等の営業日)に振替となります。 

②口座振替の手続は、成田市内の銀行等の窓口＊に、成田市指定の「預金口座振替依頼書」が 

 ありますので、その銀行等の窓口に直接提出してください。 

※口座の確認が必要となるため、市役所では受け付けておりません。後日、銀行等を通じて、 

 市役所に書類が届くようになっております。 

※口座振替の開始まで、1～2 か月ほど時間がかかる場合があります。 

  ＊銀行等の窓口：千葉銀行、京葉銀行、千葉興業銀行、千葉信用金庫、佐原信用金庫、銚子信用金庫、 

          銚子商工信用組合、成田市農業協同組合、かとり農業協同組合、みずほ銀行、 

          りそな銀行、三井住友銀行、三井住友信託銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、中央労働金庫、 

          ゆうちょ銀行 

 ◆納入通知書払い 

①毎月 20 日頃に、その月分の保育料納入通知書が保育所から配付されます。 

 (市外の私立保育所に入所している人は、直接、ご家庭に郵送されます) 

②納入通知書は、成田市指定金融機関、コンビニエンスストア、市内私立・公立保育所、市役

所で納めることができます。 

 なお、コンビニエンスストアや一部の金融機関につきましては、保育課で納入が確認できる 

まで２週間程度の時間がかかる場合があります。 

 

  ②市内外の認定こども園(保育所部分)・小規模保育所・事業所内保育事業所・家庭的保育事業所、

市外の公立保育所の場合 

   →納付は、各園または市区町村が指定する方法により行ってください。 

 

 ※保育料は、納期限内に納めましょう。 

 保育料を滞納した場合、延滞金が発生し、滞納処分の対象となります。通常、督促状やお電話に 

より自主的な納付をお願いしておりますが、それでもなお納付がない場合には、滞納金額にかかわ 

らず、勤務先に給与等の照会、並びに預貯金の照会をした上で、差押を執行します。また、児童手 

当が未納額だけ減額されて支給されることがあります。 

  皆様が納めた保育料をもとに保育園の運営が行われていますので、期限内の納入にご協力をお 

 願いいたします。 
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１０．時間外保育について  
  

 保護者の就労等の時間を考慮し、各園の基本となる保育時間を超えて保育を行います。 

 

 ①対象者 

  就労等により、基本となる保育時間内での送迎が困難な児童 

 ②利用時間 

  保育を必要とする時間に応じた利用になります。なお、各園の最大開所時間を超えての利用はで

きません(最大開所時間は、18・19 ページの一覧表をご覧ください) 

 ③料金 

  ・市内の公立保育所：30 分につき、月額 1,000 円 

  ・その他の保育所等：各園で料金が異なりますので、直接お問い合わせください。 

  ※支給認定の内容により、時間外保育料が生じる時間帯が異なります。 

   保育短時間 ：各園で定めた保育短時間の時間帯(８時間)を超える保育 

   保育標準時間：各園で定めた保育標準時間の時間帯(11 時間)を超える保育 

   (詳しくは 18・19 ページをご覧ください) 

 ④時間外保育料の納入方法 

   ・市内の公立保育所 

    すでに時間外保育料について口座振替の手続をされている人は、その口座からの振替となりま        

す。時間外保育料の口座振替の手続が終わっていない人は、納付通知書払いとなります。 

  ※保育料が既に口座振替されている場合でも、保育料の口座振替の手続きの際に時間外保育料を

同時に申請しなかった人は、再度金融機関の窓口で手続きを行う必要があります。 

   ・その他の施設 

      それぞれの納入方法が異なりますので、各施設にお問い合わせください。 

 ⑤申込方法 

  園に直接お申し込みください。 

 

１１．その他の保育サービスについて 

（1）一時保育 

  保護者の就労、出産や入院等の際に一時的に児童の保育を行います。 

 

  ①対象者(次のア～ウすべてを満たす人) 

   ア. 市内に居住している。イ. 利用者が小学校就学前である。 ウ. 保育所等に入所していない。 

  ②利用日数 

   一時保育を利用する理由により、日数が異なります。 

     ・就労で断続的に児童を保育できないとき          ⇒ 週３日以内(月 14 日以内) 
       ・入院、出産、傷病、事故、災害、その他社会的に 
          やむを得ない事情で一時的に児童を保育できないとき ⇒ 14 日以内 
     ・育児の疲労解消やリフレッシュしたいとき          ⇒ 週１日(月 4 日以内) 

  ③申込み方法 

   園に事前に登録する必要がありますので、申込みは、各園に直接ご連絡ください(児童の面談

を行います)。なお、利用は予約制のため、緊急時以外は余裕を持ってお申し込みください。 

  ④その他 

   日曜・祝日・年末年始等、休園日は利用できません。土曜日は、公立保育所のみ実施していま

す。食物アレルギー等については、申込み時に必ずお伝えください。 

 

  ※一時保育を実施している保育所等については、次ページをご覧ください。 
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公立保育所 

名称 (電話番号) 
受入開始 

年 齢 
保育時間 

保育料 

0 歳児 1･2 歳児 3～5歳児 備考 

中台第二保育園 

（29-6676） 

6 ヶ月 

 

 

【通常】 

平日 8:30～17:00 

土曜 8:30～12:30 

 

【時間外】 

平日 7:30～8:30 

   17:00～18:00 

土曜 7:30～8:30 

 

 

 

 

 

30 分 100 円 
 

 

 

 

 

 

30 分 50 円 

・年齢と保育料 
 年度当初（4月 1日)の満 年
齢を基準とし、年度を通じ、そ
の年齢で保育料が決まります。 
 

・利用時間数の数え方 
 毎時0分または30分から始ま
る 30 分を 1枠として数えます。
枠の途中から(または途中まで)
の利用は、1枠分の料金が生じ
ます。 
 

・別料金  
 昼食 150 円、おやつ 50 円 

吾妻保育園 

（27-5773） 

玉造保育園 

（26-8889） 

赤坂保育園 

（20-6900） 

大栄保育園 

（73-3000） 

松崎保育園 

（26-8282） 
満 1歳 

  

高岡保育園 

（96-0042） 

 
その他の保育所等 

名称 (電話番号) 
受入開始 

年齢 
保育時間 

保育料 

0 歳児 1、2歳児 3～5歳児 別料金：主なもの 

成田保育園 

（22-0856） 
6 ヶ月 

平日 8:30～16:30 

土曜 なし 

6 ヶ月 

まで 

7 ヶ月 

以上 
10 分 55 円 10 分 35 円 

昼食 250 円 

おやつ代 100 円 

10 分

150 円 

10 分 

70 円 

宗吾保育園 

（26-2472） 
10 ヶ月 

平日 8:30～16:00 

土曜 なし 

1日 2,500円半

日 1,250 円 

1 日 2,000 円 

半日 1,000 円 

1 日 1,300 円 

半日 650 円 

昼食 300 円 

公津の杜保育園 

（29-6551） 

あい・あい保育園 

本三里塚園

（37-5822） 

満 1歳 
平日 9:00～17:00 

土曜 なし 

 
1 日 2,000 円 

半日 1,000 円 

1 日 1,500 円 

半日 750 円 

昼食 200 円 

おやつ代 100 円 

成田国際こども園 

（85-6593） 
生後 57 日 

平日 8:15～17:15 

土曜 なし 
1 時間 400 円 1 時間 300 円 1 時間 200 円 

昼食 250 円 

おやつ代 100 円 

ハレルヤこども園 

（85-4170） 
1 歳児 

平日 8:30～16:30 

土曜 なし 

 

1 時間 400 円 

3 歳児 4・5歳児 
昼食 250 円 

おやつ代 

(年齢で異なる） 1 時間 
300 円 

1 時間 
200 円 

わくわく保育園 

成田園 

（37-7775） 

満 1歳 
平日 8:30～16:00 

土曜 なし 

 

1 時間 400 円 

昼食 200 円 

おやつ代 50 円 

わくわく保育園 

並木町園 

（37-7065） 

満 1歳 
平日 8:30～16:00 

土曜 なし 
 1 時間 400 円 

昼食 200 円 

おやつ代 50 円 

ことり保育園 

スカイタウン園 

（37-7943） 

満 1歳 
平日 9:00～16:00 

土曜 なし 

 
1 日 2,000 円 

半日 1,000 円 

昼食 200 円 

おやつ代 100 円 

ことり保育園 

公津の杜園 

（37-3100） 

満 1歳 
平日 9:00～16:00 

土曜 なし 
 

1 日 2,000 円 

半日 1,000 円 

昼食 200 円 

おやつ代 100 円 

なかよし保育園 

（33-6711） 
6 ヶ月 

平日 7:30～18:00 

土曜 なし 
1 日 3,500 円 

昼食代、おやつ代は保

育料に含まれる 
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（2）年末保育  

  年末に就労のため児童の保育が難しい場合に、園で保育を行います。 

 

 ①対象者(ア～ウを全て満たす人) 

 ア. 児童が市内の公立保育所に入所している。 

 イ. 日中、保護者が就労している。 

 ウ. 同居の親族その他の者の保育を受けることができない。 

 

 ②実施保育所 

 市内の公立保育所のうち 1 ヶ所（実施園は未定）で行います。 

 なお、年末保育を行う場所は、12 月頃までには決定いたします。 

 

 ③実施期間 

 12 月 29 日～12 月 31 日 

  

 ④保育料 

区分 金額 

0～2 歳児クラス １時間 400 円 

3～5 歳児クラス １時間 200 円 

生活保護世帯 無料 

  

 ⑤申込み方法 

 入所している保育所から申込用紙を受け取り、必要事項を記入の上、利用中の保育所に提出して

ください。 

 

 

（3）休日保育 

  日曜日・祝日に就労のため保育が難しい場合に、園で保育を行います。 

  

 ①対象者 

  日曜日・祝日に就労している子育て世帯で、保育所に入所している児童 

 

 ②実施場所 

  成田国際こども園 

  

 ③実施日、時間 

  日曜日・祝日 8：15～16：15 

 

 ④料金 

  なし 

 

 ⑤申込み方法 

  事前に予約が必要です。くわしくは、園にお問い合わせください。 

  成田国際こども園 電話番号：0476-85-6593 
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●市内の保育所等一覧 

 

 

 

1. 保育所(公立) 
 名称(電話番号) 所在地 受入年齢 保育短時間 保育標準時間 最大開所時間 

ニ

ュ

｜

タ

ウ

ン 

中台保育園 
(27-9023) 中台 3-5 

生後 57 日 
～5 歳児 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8:30～16:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7:00～18:00 

平日 7:00～19:00 
土曜 7:00～18:00 

中台第二保育園 
(29-6676) 中台 1-5 

吾妻保育園 
(27-5773) 吾妻 2-7 

新山保育園 
(28-2527) 加良部 4-24 

玉造保育園 
(26-8889) 玉造 3-3 

橋賀台保育園 
(28-0676) 橋賀台 2-23-1 

平日 7:00～20:00 
土曜 7:00～18:00 赤坂保育園 

(20-6900) 赤坂 2-1-1 生後 57 日 
～5 歳児 

八

生 
松崎保育園 
(26-8282) 松崎 2163-1 1 歳児 

～5 歳児 

平日 7:00～19:00 
土曜 7:00～18:00 

中

郷 
赤荻保育園 
(24-0752） 赤荻 1042 生後 57 日 

～5 歳児 
豊

住 
長沼保育園 
(37-0005) 長沼 495-3 1 歳児 

～5 歳児 

下

総 

小御門保育園 
(96-2362) 名古屋 1144-1 5 か月 

～5 歳児 
高岡保育園 
(96-0042) 大和田 156 

生後 57 日 
～5 歳児 大

栄 
大栄保育園 
(73-3000) 一坪田 406-1 

2. 保育所(私立) 
 名称(電話番号) 所在地 受入年齢 保育短時間 保育標準時間 最大開所時間 

成

田 

成田保育園 
(22-0856) 寺台 560 

生後 57 日 
～5 歳児 

 
8:30～16:30 

 

 
 
 
 

7:00～18:00 
 

 ※つのぶえ保育園

の土曜のみ 
8:30～19:30 

 

平日 7:00～21:00 
土曜 7:00～18:00 

キートスチャイルドケア 
美郷台 
(33-7024) 

郷部 1414-2 平日 7:00～20:00 
土曜 7:00～18:00 

つのぶえ保育園 
(22-0867) 上町 711-4 平日 7:00～19:30 

土曜 8:30～19:30 

公

津 

宗吾保育園 
(26-2472) 宗吾 2-276 平日 7:00～19:00 

土曜 7:00～18:00 
公津の杜保育園 
(29-6551) 公津の杜 2-24-1 平日 7:00～20:00 

土曜 7:00～18:00 

遠

山 

三里塚第一保育園 
(35-0165) 三里塚 191 

8:00～16:00 平日 7:00～19:00 
土曜 7:00～18:00 

三里塚第二保育園 
(35-0081) 三里塚 263-15 

三里塚みらい保育園 
(36-5328) 西三里塚 248-9 

あい・あい保育園 
本三里塚園 
(37-5822) 

本三里塚 4-18 4 か月 
～5 歳児 9:00～17:00 7:30～18:30 平日 7:30～19:30 

土曜 7:30～18:30 

久

住 
大室保育園 
(36-0749) 大室 766-2 1 歳児 

～5 歳児  
8:30～16:30 

 

7:00～18:00 平日 7:00～18:00 
土曜 7:00～18:00 

下

総 
月かげ保育園 
(96-0531) 西大須賀 1872-4 生後 57 日 

～5 歳児 7:30～18:30 平日 7:30～18:30 
土曜 7:30～18:30 
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 ※上記は、保育所部分の内容です。幼稚園部分については、各施設へお問い合わせください。 
 
 

 ※小規模保育事業所(ハレルヤ保育園及びわくわく保育園並木町園を除く)卒園後は、赤坂保育園への入所が可能です。 
 ※ハレルヤ保育園卒園後は、ハレルヤこども園(5 名程度)又は赤坂保育園への入所が可能です。 
 ※わくわく保育園並木町園卒園後は、成田国際こども園(3 名程度)又は赤坂保育園への入所が可能です。 
 

 ※なかよし保育園卒園後は、赤坂保育園への入所が可能です(従業員枠を除く)。 
 
 

 ※なりたおうちほいくわたぼうし及び森の保育所卒園後は、新山保育園への入所が可能です。 

3.認定こども園(私立) 
 名称(電話番号) 所在地 受入年齢 保育短時間 保育標準時間 最大開所時間 

公

津 

成田国際こども園 
(85-6593) 大袋 379 生後 57 日 

～5 歳児 8:15～16:15 7:15～18:15  平日 7:15～19:15 
 土曜 7:15～18:15 

 ハレルヤこども園 
 (85-4170) 並木町 141-3 生後 57 日 

～5 歳児 8:30～16:30 7:00～18:00  平日 7:00～19:00 
 土曜 7:00～18:00 

4.小規模保育事業所(私立) 
 名称(電話番号) 所在地 受入年齢 保育短時間 保育標準時間 最大開所時間 

成

田 

ひまわり保育園 
(22-3693) 囲護台 3-6-10 

 
 
 

生後 57 日 
～2 歳児 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
8:30～16:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7:30～18:30 
 

 ※ハレルヤ保育園の 
   土曜のみ 

7:00～18:00 
 

 平日 7:30～19:00 
 土曜 7:30～18:30 キッズルームひまわり 

(22-3692) 囲護台 3-6-4 

ことり保育園 
スカイタウン園 
(37-7943) 

花崎町 828-11 
スカイタウン成田203 

 平日 7:30～19:00 
 土曜 7:30～18:30 

わくわく保育園成田園 
(37-7775) 不動ヶ岡 2118-5  平日 7:30～19:00 

 土曜 7:30～18:30 

公

津 

ハレルヤ保育園 
(29-6200) 

大袋 356-1  平日 7:30～19:00 
 土曜 7:00～18:00 

ことり保育園 
公津の杜園 
(37-3100) 

公津の杜 3-33-10  平日 7:30～19:00 
 土曜 7:30～18:30 

わくわく保育園 
並木町園 
(37-7065) 

並木町 145-124 
 平日 7:30～19:00 
 土曜 7:30～18:30 

こひつじくらぶ 
(22-9339) 

並木町 175-34 3 か月 
～2 歳児 

5.事業所内保育事業所(私立) 
 名称(電話番号) 所在地 受入年齢 保育短時間 保育標準時間 最大開所時間 

八

生 
なかよし保育園 
(33-6711) 

押畑 896-4 
玲光苑内 2 階 

生後 57 日 
～2 歳児 8:30～16:30 7:00～18:00  平日 7:00～19:00 

 土曜 7:00～18:00 

6.家庭的保育事業所(私立) 
 名称(電話番号) 所在地 受入年齢 保育短時間 保育標準時間 最大開所時間 
ニ

ュ

｜

タ

ウ

ン 

なりたおうちほいく 
わたぼうし 
(26-7725) 

加良部 4-9-1 3 か月 
～2 歳児 8:30～16:30 8:00～17:30  平日 8:00～17:30 

 土曜 なし 

遠

山 
森の保育所 
(33-4236) 吉倉 567-8 3 か月 

～2 歳児 8:30～16:30 8:00～17:30   平日 8:00～17:30 
 土曜 なし 



 

~ 20 ~ 

 

 ●認可外保育施設利用者補助金 

  市では、認可外保育施設のうち、児童福祉法第 59 条の２第１項の規定により届出の義務が課せら

れている施設で、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されている施設 (下の

表では☀の印がついている園です)を利用された人に、利用料の一部を補助しています。 

 

  ①補助対象者(ア～オをすべて満たす人) 

 ア. 保護者と児童が共に成田市に住民登録をし、居住している。 

 イ. 市税、保育料等の滞納がない。 

  ウ. 保育を必要とする事由と基準に該当する(３ページ参照)。ただし、求職活動、育児休業取得を

除く。 

 エ. 認可外保育施設の利用が、1 日に 4 時間以上、かつ、1 か月に 15 日以上ある。 

 オ. 補助対象の児童が、その他の幼稚園や保育所等に入所していない。 

 

  ②補助額 

    認可外保育施設に支払った月額利用料（a)から、補助対象者が保育所に入所したと仮定した場合

の月額保育料（b)を差し引き、その差し引いた額(a-b)の２分の１(１円未満は切り捨て)と補助上

限額を比較し、少ない方の額が補助額となります。 

    なお、時間外保育料等、月額利用料以外の料金は、補助の対象外です。 

 

  ※認可外保育施設の一覧や「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を受けた施設の一覧

は、千葉県のホームページをご覧ください。 

    http://www.pref.chiba.lg.jp/jika/hoikusho/jouhou/ninkagai/index.html 

 

  ※近隣の認可外保育施設(千葉県ホームページから抜粋)         (平成２９年８月１５日現在) 

施設名 所在地 電話番号 

日吉台託児センター 富里市日吉台 2-19-16 千種ビル 301 0476‐93‐8402 

ことり保育園日吉台園 ☀ 富里市日吉台 1-2-1 セレブリティ成田 105 0476‐37‐6441 

セカンド・ママ 富里市七栄 299-18 丸ハイツ 202 0476‐92‐7729 

Rｉｓｔａ ＫＩＤＳ 富里市七栄３１８－９ 0476‐33‐4935 
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●よくあるご質問と回答     

申込み全般 

Ｑ１．現在、求職中ですが、保育所等に入所申込みをすることはできますか？ 

Ａ１．可能です。ただし、入所から３か月以内に就労を開始できない場合は退所となります。また、

入所協議の際、就労中の人より優先度が低くなります。 

 

Ｑ2．現在週２～３日程度の就労で、これから日数を増やす予定です。この場合、入所申込みをする

ことはできますか？ 

A２．可能です。ただし、保育の必要性の事由(実働 4 時間以上かつ月 15 日以上)を満たしていない

ため、入所後３か月以内に日数及び時間の基準を満たした就労証明書を提出できない場合は、

退所となります。 

 

Ｑ３．入所後に仕事を辞めた場合は、どうなりますか？ 

Ａ３．退職後３か月以内に新しい職場で勤務を開始し、就労証明書の提出があれば継続してご利用い

ただけます。 

    ただし、３か月以内に新しい職場が決まらない場合や、仕事を辞めて３か月以上経過していた

場合は、発覚した段階で退所となります。また、仕事を続けていたかのような虚偽の申告をし

た場合についても同様です。 

 

Ｑ４．保育所等への入所が保留になった場合、毎月申込みをする必要がありますか？また、どのくら

い待てば入所できますか？ 

Ａ４．年度内(３月まで)であれば、再度申込みの必要はありません。新年度(４月)以降の入所を希望

する場合は、改めて申込みが必要になります。どの程度待つのかというお問い合わせについて

は、近年保育所等への申込みが非常に多いことから、明確にお答えが出来ません。 

 

Ｑ５．どこの保育所等でも希望することができますか？また、希望する園の数に制限はありますか？ 

Ａ５．開園している時間内に送迎ができる範囲内であれば、どこの保育所等でも可能です。また、希

望する園の数に制限はありません。 

 

Ｑ６．シフト勤務の場合、就労証明書の勤務時間・日数はどのように書けばよいですか？ 

Ａ６．シフト勤務の人については、就労証明書のほかにシフト表の添付をお願いしております。平均

実働時間・日数・延べ勤務時間については就労証明書に必ず記載してもらうようにしてくださ

い。 

 

Ｑ７．慣らし保育はなぜ行うのですか？ 

Ａ７，入所されるお子さまが、徐々に保育所等の環境に慣れるように、お子さまの負担を考慮し、短

時間の保育を行うものです。お子さまの状況によって期間は異なりますが、公立保育所では約

1 週間から 10 日程度となっています。詳しくは各園にご確認ください。 

 

Ｑ８．在園中に第二子を出産後、育休を１年以上とりたいのですが、可能ですか？ 

Ａ８．育児休暇を取得した場合の上のお子さまの在園期間は、下のお子さまが満１歳になる月の末日

までとなります。ただし、下のお子さまの満１歳の誕生日の前日が属する月の入所協議(注)に

おいて保留となった場合は、育児休業を延長できる期間に限り、最長で下のお子さまが満１歳

になる年度の末日まで上のお子さまをお預かりできます。それ以上育休を延長する場合、上の

お子さまは退所となります。 

  (注)下のお子さまの誕生日が９月２日の場合：９月入所協議 

     下のお子さまの誕生日が９月１日の場合：８月入所協議 を指します。 

     １日生まれの場合は申請月が前倒しになりますのでご注意ください。 
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Ｑ９．地域型保育事業所(小規模保育・事業所内保育・家庭的保育)を卒園した後、継続して保育所等

に通園することはできますか？ 

Ａ９．地域型保育事業所を卒園する場合、新規で保育所等の申請が必要となります。入所協議の際に

は、地域型保育所の卒園児として優先度を上げての協議となります。保育所等の空き状況によ

っては、入所をお待ちしていただく場合もあります。  

 

保育料関連 

Ｑ10．保育料を口座振替で支払いたいのですが、どうしたらいいですか？ 

Ａ10．成田市に保育料を支払う場合は、成田市の指定金融機関に口座をお持ちであれば、口座振替

が可能です。保育課や保育所等では手続きができませんので、お手数ですが、金融機関にて

手続きをお願いいたします。詳しくは、入所承諾書に同封されている「保育料の口座振替で

の納入について」をご覧ください。他市区町村や各施設に保育料を支払う場合は、それぞれ

の市区町村・施設にお問い合わせください。 

 

Ｑ11．兄がすでに保育所に在籍していて、来月から弟が入所します。口座振替の手続きは必要です

か？ 

Ａ11．必要です。口座引き落としについては、児童ごとに行います。お手数ですが、ご利用の金融

機関にて手続きをお願いいたします。 

 

Ｑ12．保育料は公立・私立保育所・地域型保育事業所・認定こども園(保育所部分)で違いはあります

か？ 

A12．ありません。基本の保育料については成田市民であれば、成田市で定めた保育料となります。

ただし、時間外保育料については、各保育所等により規定が異なります。また、園によって

は制服代等保育料以外に費用がかかる場合があります。詳しくは、各施設にお問い合わせく

ださい。 

 

Ｑ13．年度途中で年齢が変わった場合、保育料は変更になりますか？ 

Ａ13．変更ありません。学校と同様に、年度の切り替え時(４月)当初の満年齢により保育料が決定さ

れます。 

 

支給認定関連 

Ｑ14．支給認定変更申請はどのような場合に必要ですか？ 

Ａ14．次のような場合には、支給認定変更申請書の提出が必要になります。 

    ①主に幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)からの編入により保護者の認定区分が変わる場合 

     (１号認定⇔２・３号認定) 

    ②保育必要量が変わる(保育標準時間⇔保育短時間)場合は、就労等の書類と併せて申請してく

ださい。 

     なお、保護者の婚姻や離婚により、支給認定申請保護者に変更がある場合には支給認定変

更申請ではなく、支給認定申請(再申請)が必要です。 

   ※ご不明な場合は、家庭状況変更届をご用意いただいた上で、保育課までご相談ください。 

 

Ｑ15．現在、保育標準時間認定を受けているので、11 時間預かってもらえますか？ 

Ａ15．基本的にお預かりできる時間帯は保育所一覧(P18・19)に記載されている、８時間の「保育

時間」になります。この時間を超えて利用する場合は時間外保育を申請していただく必要が

あります。 

     ただし、時間外保育の利用につきましては、提出いただいた就労証明書や通勤時間等を考慮

して利用の可否や利用時間の決定をさせていただいております。 
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その他 

Ｑ16．薬を保育所等で飲ませてもらえますか？ 

Ａ16．対応しております。成田市内の公立保育所では薬の処方を依頼できる「くすりの依頼書」が

各保育所にありますので、記入していただくようになります。(私立及び市外の保育所等は園

に確認してください)詳しくは、通園している各保育所等にご相談ください。 

 

Ｑ17．食物アレルギーがあるのですが、食物アレルギーの除去食は実施していますか？ 

Ａ17．保育所等では、医師の指示により、食物アレルギーの原因となる食材料を取り除いた除去食・

代替食を可能な範囲で行っています(お弁当の持参をお願いする場合もあります。)。お子さま

の命にかかわる大切なことですので、必ず事前にご相談ください。 

 

Ｑ18．バスの送迎はありますか？ 

Ａ18．どの保育所等においても行っておりません。 

 

Ｑ19．仕事の都合上、開所時間内に送迎が出来ません。どうしたらよいですか？ 

Ａ19．開所時間を超えてのお預かりはできませんので、決められた時間までに必ずお迎えに来てく

ださい。 

 

 



 

 

必 要 書 類 の チ ェ ッ ク リ ス ト  

 この『保育所等利用のご案内』の「５．入所の申込みに必要な書類について」(８ページ)を参考に

必要な書類をご確認いただき、申込み当日までにご用意ください。 

必要書類 諸注意 必要部数 

✿ 子 ど も の た め の 教

育・保育給付に係る支給

認定申請書 

・両面とも保護者記入となります。裏面の

印欄へ必ず押印してください。 
□ 申請する児童１人につき１通 

✿保育所等入所申込書 
・該当する項目は、すべてご記入ください。 

(希望保育所等については、１園だけでも可) 
□ 申請する児童１人につき１通 

✿児童の成育状況 ・両面とも保護者記入となります。 □ 申請する児童１人につき１通 

児童を保育できないと

認められる書類 

・✿「就労証明書」・✿「診断書」等、個人

の状況により必要書類が変わります。 

※８ページを参考にご用意ください。 

□ 父 １通 

□ 母 １通 

□ 同居(同一敷地)の親族各１通 

(同居人含む) 

平成 29 年 1 月 1 日現

在の住所が成田市外に

あった場合 

 

次いずれか１点 

・「平成 29 年度市民税・県民税特別徴収税

額の決定通知書」 

・平成 29 年度市民税・県民税納税通知書

の「税額等の明細がわかるページ」 

・平成 29 年度課税(非課税)証明書(所得控

除額が記載されているもの) 

※平成 29 年 1 月 1 日現在で住民登録して

いた市区町村での発行となります。 

※９ページを参考にご用意ください。 

□ 父 １通 

 

□ 母 １通 

 

□ 同居の(曾)祖父母等(父母の市民

税所得割が非課税の場合) 

母子手帳 ・児童面接時に必ず必要です。 □ 申込みをする児童のもの１冊 

✿乳幼児健康診断書 
・医師の診断をもらう書類です。 

 (１歳児以降は不要) 

□ 入所を希望する月の初日に満１歳

に達しない乳児１人につき１通 

✿食物アレルギーに関

する調査票 
・両面とも保護者記入となります。 

□ 食物アレルギーがあるまたはおそ

れがある児童１人につき１通 

✿保育所等における食

物アレルギー疾患生

活管理指導表 

・医師の診断をもらう書類です。 
□ 給食にて食材の除去が必要である

と判断される児童１人につき１通 

その他の書類 
・家庭の状況により必要書類が異なります。 

 ※８ページを参考にご用意ください。 

□ 戸籍謄本 

□ ✿幼稚園在園証明書 

□ 生活保護受給証明書 

□ 呼び出し状または事件係属証明書 

✿マークの書類は保育課、保育所等に様式があります。 

※上記書類はすべて、入園前に使用するものになります。 

※締切日までに提出が無い場合、書類不備扱いでの入所協議となります。 


